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〜行事予定のご案内〜〜行事予定のご案内〜
� 9 月の医療講習会はメディケア専門家に

よる説明会を予定しています。
　詳しいスケジュールは追ってご案内致します。
� D & C 会（Drink & Chat）　
　毎月第2火曜日 6:00pm ～ 8:00pm　
　場所：会員宅、開催の 1 週間前に
　　　　お知らせします
　担当：山下直訓 940-453-2117
� 「お茶会」　
　日時：毎月第3金曜日 9:30am～11:00am
　場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
　住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
　担当：上田知栄子 Tel:972-414-1748
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 松田 勉 

　驚愕のニュースでした。7月8日の白昼に安
倍元総理が奈良県で参議院選の応援演説中に
背後の至近距離から銃で狙撃され、病院に搬
送される以前に心配停止に陥り、殆どなす術
も無く搬送先の病院にて奥様の到着後死亡が
確認されました。米国では銃による事件で毎
日のように死人が出ているので、またか！と
いう感じですが、銃の所持が厳しく取り締ま
られている日本で、このような悲惨な事件が
起こるとは信じられない思いです。しかも犯
人が凶器である手製の銃を2発撃つまではまっ
たく自由に車道を横切って至近距離まで楽々
と接近している。SPは何人居たか、配置はど
うであったか等々は現時点（7月11日）では明
らかにされていないが、ビデオを観る限りは
背後を護っていたSPは居なかったようです。
　中傷合戦をも含めた対立候補を非難する場
合もある選挙戦では、政治信条が偏った過激
思想の持ち主が直接行動に訴える場合は充分
に想定される訳で、しかも世間では右寄りと
も見られている安倍元総理の警護には万全を
期すべき状況であったはずですが、油断なの
か平和ボケなのか警護の失敗と言わざるを得
ない。皮肉なことに安倍さんは日本の平和を
享受するためには抑止力と国民の緊張感の高揚
が必要と説いていたのに、抑止力も緊張感も欠
けた警護体制の犠牲者となってしまいました。
　犯人の動機は現時点では政治的信条から発
したのではなく、旧統一教会の会員である母
親が財産の全てを、この教会に寄付させられ
たことに対して激しい恨みを抱いていたうえ
に安倍さんがこの教会と密接な関係があると
思い込んだものと考えられるとのこと。昭和
35年に浅沼稲次郎社会党委員長が壇上にて
包丁で襲われたシーンを思い出してしまいま

したが、今回の場合は政治的なものとは無縁
で、個人的な恨みを晴らすために一方的な思
い込みで犯行に及んでいる点、その動機の浅
はかさに逆に不気味さを感じました。
　直感的にはネット社会の弊害、つまり友人
や仲間と対面での交流があれば自分の考えを
吐露する場合もあっただろうし、それに対す
る反論や意見を聞いて一方的な考えを改める
機会もあったと思われるが、ネット上で自分
の考えに迎合する情報だけに深入りしてし
まった挙句の犯行だと考えられる。凶器と
なった手製銃器の作製もネット上で習得し材
料もネットで購入と、ネット社会に入り浸っ
ていたのではないかと推測されます。恨みや
怒りをネット社会で昇華させた結果、今回のよ
うな一方的かつ客観的には浅はかな、しかし本
人には至って真剣な決心を抱かせ犯行に実際に
及んでしまう現在社会の不気味さは日本だけで
はなく全世界的な病弊となっており、今後もこ
うした事件は続くのではないでしょうか。
　昔は良かったというと我々アナログ世代の
口癖か負け惜しみに聞こえるかも知れません
が、卒業するまで携帯電話もパソコンも、
従ってネット社会などというものは存在せ
ず、知識は書物や学校、近所や親戚や友人と
の付き合いから主に得たものです。劣等感や
優越感、敗北感や勝利感、それぞれの組織やコ
ミュニティー、或いはグループや体制間におい
て様々な経験を積んで実社会に対してしたたか
な対応能力を身につけるのが一般的でした。
　この間日本に帰国していましたが、電車の
乗客の8割は携帯電話に没入していました。
ゲームを楽しむ者、ラインやグループチャッ
トをチェックしている者、特定のニュースや
意見を読んでいる者、様々な事柄を検索して
いる者等々携帯に見入る動機は異なっても8
割の乗客が周囲の喧騒には無頓着で自分の世

会 長 あ い さ つ
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会 員 広 場

私の旅（9） 
高野 ターク

　次の寄港地は人種差別国（アパルヘイト、
アフリカース語で分離または隔離を意味す
る）として当時、悪名高かった南アフリカ連
邦国の貿易玄関港ダーバンということで興味
をそそられた。日本に人種差別はないとはい
わないが普通、感じ難い。南アフリカ連邦の
状況についてはある程度予想がついていた。

何年か前に南アフリカ連邦を訪ねたという日
本人乗船客からいろいろと聞く機会があった
からだ。何処から来たのか? と聞かれること
はあっても日本人は特別扱いで差別は先ず受
けないというのだ。
　日本人と他のアジア人との違いを見た目で
区別つかないのに差別したり、差別しないと
いうのは極めて面妖な話である。ダーバンと
いえば既にケニアのモンバサ同様、ヴァスコ
ダガマ以前から貿易港として栄えていた港町
だった。文献によれば600年以上前からアフ

界に入り浸っている状況は小生にとっては異
常な世界に写りました。しかも全員マスクを
つけており顔も動作も統一されたロボットに
思えました。我々の世代では新聞、雑誌や文
庫本を読んでいることが多く見受けられまし
たが、8割以上は寝ているかボーっと考え事
をしているか一緒に乗った友人知己たちと話
をしているかでしたね。
　新聞雑誌や書物がネットで見られる世の中
になっただけという人も居ますが、世間の急
速な進化についていけない小生には何か健全
な脳がインターネットウイルスに冒されてい
るようで不気味な感じを抱いてしまう。頓珍
漢な見方かも知れないが、若い男性の草食
化、若い女性の結婚願望の希薄化も自分の世
界に入り浸れる手段が豊富にあり、自己満足
や自己実現が可能である現在のネット社会が
一因となっているような気がします。
　孤独な若者が日本では増えているような気
がする。80年代の高度成長期に進んだ核家族
化や、いわゆるマンション住宅が増加した結
果、近所付き合い或いは沢山の友達同士が一
緒に遊ぶ機会や爺ちゃん婆ちゃんとの接触が
急激に減じられることになった。勿論、友人
も多く祖父や祖母とも頻繁に行き来する若者

も一定数は存在するが、概して言えばその様
な恵まれた環境にある若者たちは少数派では
ないだろうか。卵が先か鶏が先なのか、その
ような交流機会が減った結果インターネット世
界に自己実現を見出そうとするのか、インター
ネット世界が急激に発達した結果、若者の心を
掴んでしまって実際の対面交流に煩わしさを感
じるようになってしまったのか、多分それらが
複合的に相俟って若者のネット社会への逃避現
象が顕著になってきたのかも知れません。
　勿論、正しく判断しフェークニュース等に
惑わされずに情報源や交流ツールとしてコン
トロールできればこんな便利な文明の利器は
かつてなかったので重宝できます。しかしそ
の正しく判断する能力を磨くのは人的交流と
知性を磨く読書や学習です。日本人はバブル
時代に劣化してしまった無私で人様や世間に
迷惑をかけてはいけないといった公共心を
培っていくような国、国民としての将来像を
優れた政治家のリーダーシップのもとで再構
築する必要があると思われますが、現実的に
は悲観的にならざるを得ません。我々個人個
人が心がけを新たに、積極的に意見を発した
り行動したりして積極的に関与してゆく気概
をもつしかないですね。
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リカ東海岸を船で移動する際の飛び石寄港地
として栄えていたという。ダーバンはケニア
のモンバサと異なり近代化された貿易港とし
ての概観をもっていた。植民地としての歴史
の違いがそうさせたのたのだろうか。貨物の
降しに時間がかかり数日、停泊となった。早
速、上陸手続にはいりここで入管係員と会っ
た。みんな笑顔で対応してくれたのでアパル
ヘイト認定国なのが疑問に思った。1960年代
初めから日本人は “名誉白人”扱いとなったと
いうが、これには苦笑せざるを得なかった。
あれから半世紀以上経た今日、“名誉白人” 扱
いは世界、場所にも寄るだろうが死語になっ
ていないところが微妙だ。文献によれば日本
人が南アフリカに初めて上陸したのは17世紀
中ごろに遡るという。オランダが深く関係し
ていた南アフリカ、日本とも交易のあったオ
ランダ、とある日本人が何らかの理由で南ア
フリカに上陸したとしても不思議はない。
　私個人としてはどうでもいい “名誉白人” 
だが人によってフィーリングは微妙だ。特に
他のアジア人にとっては不快感でしかなかっ
たはずだ。では何故、南アフリカ連邦は当
時、日本人を “名誉白人” 扱いしたのだろう
か? 理由は貿易経済からきたものだ。国家経
済上そういう扱いにせざるをえなかったので
はないだろうか。1960年代、南アフリカ連
邦は人種差別国（アパルヘイト）として国際
的な貿易制裁を受けた。しかし日本は鉱物資
源の開発で投資と南アフリカ連邦とは交易を
もっていた。また街ではマツダ/ルーチェ、日
野/コンテッサ、ダットサンを多数見かけた。少
なくとも1960年代、日本なしではやっていけな
い国という印象を受けた。南アフリカ連邦支配
の白人層は日本人をしぶしぶ “名誉白人” とす
るしかなかったのだ。しかしこの曖昧な日本の
貿易政策はこれまでの白人支配植民地から独立
を勝ち取ったアフリカ諸国の反感を買った。
　1991年の南アフリカ連邦デクラーク大統領
によるアパルヘイト法撤廃を受け欧米、日本

などは貿易制裁を解除した。しかしアパルヘ
イト法廃案になっても貿易制裁解除は早いと
する運動もあり、なかなか思うようには進ま
なかった。国連主導で貿易制裁撤廃が実践さ
れたのは1993年になってからだった。私が訪
れた南アフリカ連邦、1960年代末はまさにアパ
ルヘイトの最中だった。街に繰り出して感じた
のは国籍質問も何もなかったことだ。一目見て
日本人と判ったのか、その辺は知る由もない。
　しかし乗船していた他のアジア人にとって
は嫌らしい国だった可能性がある。しかしそ
の後、船中でアパルヘイトについて議論する
ことはなかった。同室の日本人のダーバン経
験は私と同じく別に不快感はなかったとい
う。街の中国レストランでランチしたが味が
イマイチ、日本人の中華は横浜が代表格、横
浜中華で鍛えた私の舌を満足させる味ではな
かった。その後、英国、スイスで食べた中華
料理にも同じことが言える。
　さてダーバンを出航、次の寄港地はアフリ
カをぐるっと回ったセネガルのダカールだ。
ケープタウンはバイパスだが沿岸を航海する
ので海から望めるという。ここから今航海
最大の試練が待ち受けていた。航海者なら
誰もが知っている “吼える40度（南緯40）
Roaring Forties” の通過だ。インド洋と大西
洋が交わる強い季節風地帯でかって帆船時代
はそれを高速航行に利用したりした。海の荒
れがとてつもないのだ。ダーバン出航から1
週間近くの間、船酔い乗船客にとってはまさ
に地獄だった。
　我々の船は総トン数1万トンの貨客船だが 
“吼える40度”では木の葉のようにゆれた。
ローリング、ピッチングはもちろん船ごと波
間で上下しまくる状態が何日も継続し、食堂
はほぼがら空き、船室でげーげーやっている
乗船客多数、甲板上には危険で出れない。間
違って船から落ちたら一巻の終わりだ。
　私も吐いたが無理してでもダイニングルー
ムで食べた。何も食べないで吐いていると最
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終的に血を吐くとも聞いていた。
　“吼える40度” を通過した時は全員にとって
赤飯ものだった。船はそのまま北上、途中、
赤道通過、小規模ながら再び赤道祭り、そし
てセネガルのダカール港に向かった。ダカー
ルの後は地中海の玄関、ジブラルタルを通
過、フランスのマルセイユだ。ここで一応、
船旅は終わる。しかしダカールではとんでも
ないことが待ち受けていた。未完

一老人のつぶやき ② 
山下 直訓

　わたしはゴルフと音楽と歴史の本が大好
きなグリン会の一老人です。1845 年、一人
のジャーナリスト（John L. O'Sullivan）が 
“Manifest Destiny” という記事を書きまし
た。その記事が評判になり、アメリカ歴史上
有名な言葉になりました。その意味は色々あっ
て、一定していないのですが、どうやら、ア
メリカは大西洋から太平洋まで領土を拡張す
ることが “ 明白な神意 ” であるということら
しいです。当時、東北部のアメリカは第一次
産業革命で忙しく、この記事にあまり興味を
示さなかったのですが、南部の州は歓迎しま
した。綿を増産するために、新しい土地が欲
しかったのです。そして、19 世紀は Manifest 
Destiny の世紀になりました。北米大陸の小さ
い国であったアメリカが、どのようにして大西
洋沿岸から太平洋沿岸まで領土を拡張して、大
国になったのでしょうか。19世紀のアメリカの
国土拡大の歴史を巨視的にたどってみましょう。
　 ル イ ジ ア ナ 買 収（Louisiana Purchase」：
1803 年、ジェファーソン大統領の政府はナポ
レオンのフランスからミシシッピ川からロッ
キー山脈の間に広がる膨大な領土（828,000　
平方マイル）をたったの 1,500 万ドルで買収
しましました。現在の州で表すと Arkansas, 
Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, 

Minnesota, Louisiana, New Mexico, North 
Dakota, South Dakota, Wyoming, Montana, 
Colorado の広さです。政府は当時どれくらい
の領土を買収したのか検討も付かなかったそ
うです。いま考えると、とてつもない幸運です。
ジェファーソンは軍人であるルイスとクラー
クに命じ、24 か月をかけて買収した領土を調
査させました。その土地の大部分はアメリカ
先住民（以後インデアンと呼びます）が所有
していました。
　1812 年戦争（the war of 1812）：1812 年
～ 1815 年、アメリカと英国はカナダとの国境、
アメリカに帰化した船員の徴兵などの不合意
で突発的な戦争を始めてしまいました。アメ
リカ国歌（Star Spangled Banner）で歌われ
ている 1812 年戦争です。これは英国、カナダ、
インデアンの連合軍との戦いで、一時、英国
軍はアメリカの首都、ワシントン DC にも侵
入しました。アメリカはこの戦争に勝つこと
はできませんでしたが、負けてもいません。
カナダとアメリカの国境問題の一部はこの戦
争で解決されました。
　フロリダ買収　(Florida Purchase)：1819
年、スペインは北米大陸で一番最初にフロリ
ダのセントオーガスチンに植民地を開きまし
た。1565 年のことです。英国のジェームス
タウンより前です。しかし、スペインはイン
デアン問題等をうまく解決できずにいました。
ルイジアナ買収後、アメリカ政府はフロリダ
を買収するため、スペインと交渉していまし
た。そして、スペインは 500 万ドルでフロリ
ダをアメリカに売却することに同意しました。
フロリダの併合で大西洋沿岸はすべてアメリ
カの領土になりました。
　インデアンの強制移住（Forced Indian 
Removal）：19 世紀の前半、約 50 年の間に白
人と黒人の人口は 500 万人から 2,300 万人ま
でに膨れ上がり、インデアンが所有している
土地がどうしても必要になったのです。1830
年、ジャクソン大統領の政府は “ インデアン
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移住法 ”（The Indian Removal Act of 1830）
を制定して、南部の州に住んでいた 3 イン
デアン部族、Cherokee、Creek、Seminole、
Chickasaw、Choctaw、Ponca を強制的にオ
クラホマのインデアン居住地域などに移住さ
せました 1830 年頃から 1850 年頃にかけて
のことです。その頃、移住を強いられた部族
はすでに文明化していて、道路を作り、学校、
教会、農業、畜産業などを経営して生活をし
ていました。移住はたいへん困難で、途中、多
くのインデアンが病気などで死亡しました。歴
史家たちはこのアメリカ政府の強制移住のこと
を “ 涙の足跡 ”（Trail of Tears）と呼んでいま
す。また、1866 年から 1891 年までの間にも、
北部や西部、その他の地域に住んでいたインデ
アンも似たような運命をたどりました。
強制移住「涙の足跡」　

　政府はインデアンから奪った土地は勝手に
個人が所有することを禁じました。政府は一
家族あたり約 160 エイカーの土地をほとんど
無料でおよそ 60 万の白人家族に支給しまし
た。Manifest Destiny は政府のインデアン政
策を正当化する理由に使われたのかもしれま
せん。インデアンの殺戮と強制移住はアメリ
カ政府の国土開発政策の一つでした。
　 オ レ ゴ ン 条 約（Oregon Treaty）：1846
年、1812 年戦争以後、アメリカと英国はな
がい間オレゴン地域を共同で占領していま
した。しかし、アメリカは現在の 5 つの州　
Washington、Oregon、Idaho、Montana、
part of Minnesota をアメリカが併合すること

を主張して、それに英国は同意しました。ア
メリカが Manifest Destiny 達成のために強
気で交渉した結果です。これはオレゴン条約

（Oregon Treaty）と呼ばれています。
　メキシコ - アメリカ戦争（the Mexican-
American War）：1846 年 ～ 1848 年、 ア メ
リカ政府はアメリカの領土を太平洋沿岸まで
拡大するために、弱い隣国のメキシコを侵略
して 7 つの州、現在の New Mexico、Utah、
Nevada、Arizona、California、Texas、
western part of Colorado を割譲し、メキシコ
に 1,500 万ドルを払ってアメリカに併合しま
した。これは間違いなく、侵略戦争です。そ
の時、テキサスの住民はテキサスの独立をす
でに宣言していましたが、メキシコ政府はそ
れを認めていませんでした。 　　
　メキシコ戦争の条約（Treaty of Guadalupe-
Hidalgo ）の結果、正式にテキサスもアメリ
カに併合されました。これで太平洋沿岸から
太平洋沿岸までアメリカの領土を拡大しよう
という Manifest Destiny の使命は達成された
のです。また、政府内にはメキシコ全国も割
譲しようという意見もありました。しかし、
メキシコの大多数の住人は先住民か白人との
混血であり、すべてのメキシコ人にアメリカ
の市民権を与えることはできないという理由
で、メキシコ全国の割譲の提案は受け入れら
れませんでした。Manifest Destiny は白人の
アメリカをつくる政府の政策だったのです。
1849 年、カリフォルニアで金が発見されて、
ゴールドラッシュ（gold rush）が始まり、多
数のアメリカ人がカリフォルニアに移住しま
した。いわゆる ”Forty-niner” たちです。
　アラスカ買収（Alaska Purchase）：1867 年、
ロシアは動物資源をとりつくして、毛皮が取
れなくなったアラスカを国際市場に売りにだ
しました。アメリカ政府は 720 万ドルを払っ
て、アラスカを買収しました。この買収でア
メリカはテキサスの 2 倍以上の領土を獲得し
ました。買収した時には “ 冷蔵庫買収 “ と罵
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られたけれど、その後、アラスカで金や石油
が発見されて、たくさんのアメリカ人がアラ
スカに移住しました。
　アメリカ政府の Manifest Destiny 政策がな
かったら、現在のアメリカ合衆国は存在しな
かったでしょう。領土を大西洋沿岸から太平

洋沿岸まで拡大した 19 世紀はアメリカの栄光
の世紀でした。しかし、インデアンとメキシ
コ人にとっては広大な土地と多くのいのちを
失った悲しい世紀でした。また、南北戦争と
いうアメリカ史上最大の悲劇の世紀でもあっ
たことも忘れてはなりません。

生 活 の 知 恵 袋

こむら返りの原因と対処法　
上田 知栄子

　皆様の中で、夜寝ていて急に足がつったと
いう経験のある人は多いのではないでしょう
か。これは「こむら返り」、また病名は「有痛
性筋痙攣」（ゆうつうせいきんけいれん）と言
いますが、特に病気がなくてもスポーツや運
動などで汗をかいて疲労困憊の時はどんなに
鍛えている人でも、こむら返りは避けられな
かったりします。プロのサッカー選手さえ足
がつってチームメイトにストレッチしている
姿を見たことがあると思いますが、激しい運
動をした夜などは足がつってしまうことが多
く、かなりストレスを感じている状態です。
　ここでは「夜間足がつる原因トップ 3 と対処
法」を説明したいと思います。
夜間足がつる原因とトップ３
第 1 位：歳をとった
　突然言われてびっくりしますよね。はっきり
言って加齢です。65 歳以上の６割がこむら返
りの経験があるという報告があります。そのメ
カニズムはまだ明確にはなっていませんが考え
られることは３つです。
１、筋力、筋持久力の低下
　プロのサッカー選手でさえ試合の後半には足
がつってしまうくらいですから、１日の後半で
ある夜間には足の筋肉に疲労が蓄積され、若い
うちは体力があリますが、加齢で筋力が落ちて
しまえば疲労も溜まりやすくなります。

２、筋肉量の低下
　筋肉が落ちるのは筋肉量が減ってしまうから
です。筋肉は元々水分を沢山含む組織ですから、
筋肉が減ってしまえば体中の水分の総量も減っ
てしまいます。大人の体の 60％が水分と云わ
れていて、高齢者の場合は 50％にまで減って
いることも多いです。つまり、水分に含まれて
いる電解質のナトリウムやカリウムなどのバラ
ンスが崩れることで足がつりやすくなります。
３、対応力の低下
　夜は日中の生活から睡眠モードに切り替わるの
で環境が変わります。安静にしていることで体温
も下がり、また横になることで心臓やその他の臓
器と筋肉との位置関係が変わります。これも見逃
せない変化です。これらの環境の変化から様々な
体内の変化につながり、体が対応しきれずに足が
つってしまうということが考えられます。
★対処法：医学的なアンチエージングの取り組
みには効果が期待されるところですが、１、２
番を考えれば筋肉トレーニングが解決策になる
と考えられます。ここで特に注意することは、
ふくらはぎが毎晩つってしまうからと、ふくら
はぎの筋肉を鍛えようと無理な筋トレをする
と、夜は更に疲労が蓄積され悪化するというこ
とにもなりかねません。
　この場合はふくらはぎ以外の全身の筋肉を鍛
えるほうが、結果近道になり、ホルモンバラン
スや代謝の面でも良い影響が考えられますし、
何よりも全体的な筋肉量を増やすほうが改善策
になります。年齢と共に筋肉も硬くなりますの
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で簡単に家でできるエキササイズやストレッチ
で疲労回復に務めることをお勧めします。
＊インターネットで「こむら返りの治し方、 ス
トレッチ」「こむら返り解消法！【高齢者体操
TV】」などで検索して動画を見ながらストレッ
チしてみてください。
第 2 位：塩分不足・脱水
　ナトリウムやカリウムが不足していたり、シ
ンプルに水分が不足しているケースなど様々で
すが、夏場ですとこむら返りが熱中症の一つの
サインだったりするので注意が必要です。
★対処法：寝る前にスポーツドリンクを飲
むことです。夜にトイレに行きたくないと
言って水分を控えてしまう人がいますが、睡
眠中は脱水状態になりやすいので水分や塩
分の補給が大事です。
第 3 位：病気のサイン
　たとえば糖尿病の患者さんは病気のない
人に比べ、こむら返りの頻度も高いことが
知られていますし、肝臓や腎臓の働きが落ちた
り神経や血管に問題があると人も、こむら返り
が起こり易くなる事が知られています。
　例えば整形外科の領域だと、腰の脊柱管狭窄
症（せきちゅうかんきょうさくしょう）という神
経が圧迫される状態ではこむら返りが増えると
いうことが有名な所見です。今までよりも足の
つる回数が増えたと思う場合は、何らかの病気
のサインだったりしますので注意が必要です。
　糖尿病の場合は疲労感だったり尿の回数が増

えたりと小さな気づきにくい症状から始まりま
すし、脊柱菅狭窄症であれば足のしびれや、間
欠性跛行（かんけつせいはこう）と言って長く
歩くことが難しく途中で休んでしまうという症
状が出たりします。
　逆に言うと、足がつるということだけで重大
な病気が隠れていると言うわけではありませ
ん。ですから第 1 位で説明したように筋肉のコ
ンデションの調整です。それには毎日の疲労回
復が鍵になります。

　病院でこむら返りを相談するとよ
く処方されるのが漢方の「芍薬甘草
湯」（しゃくやくかんぞうとう）です。
実際に有痛性筋痙攣という足がつる
こむら返りには筋弛緩薬や抗てんか
ん薬なども使われるときがあります
が、多くの医師の共通認識として芍
薬甘草湯が一番効くと言われていま
す。研究論文では糖尿病の方でこむ

ら返りに悩んでいる 12 人に芍薬甘草湯を使い、
その中の 8 人がこむら返りが完全に消え、残り
の 4 人も含めて全員の症状が改善したという結
果が出ています。こむら返りが起こって痛いと
きには頓服で飲むという方法と、毎日起こる人
であれば、夜寝る前に予防的に飲むという方法
が一般的です。漢方ですから長く飲み続けなけ
れば安全性も高いと思われます。
＊資料：整形外科医 歌島大輔医師による
           「肩と関節お悩み相談室」Youtube から

料 理 コ ー ナ ー

ラムケーキ　Rum Cake
材料
① Duncan Hines moist classic yellow 432g 1箱 
② JELL-O French vanilla  96g 1箱
③ 玉子 4個
④ ラム酒  (Bacardi Rum)  1/2カップ 

⑤ 水 1/2カップ
⑥ 食用油  1/2カップ
 （好みで砕いたピーカン適量）
シロップ材料
Ⓐ 無塩バター  大さじ2
Ⓑ 水  大さじ1
Ⓒ 砂糖（白砂糖かグラニュー糖） 1/4カップ
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Ⓓ ラム酒  大さじ2
作り方
１】オーブンを

325Ｆ°にセッ
トする。

２】①～⑥の材
料 を ミ キ
サーでよく
混ぜる。　

３】ノンスティッ
ク・クッキ
ン グ ス プ
レーで焼き
型の内側にスプレーする。

４】２を焼き型に流し込む。
　 （ピーカンを使う場合は先に型に入れる）
５】325Ｆ°のオーブンで50分ベークする。
６】Ⓐ～Ⓒを鍋に入れ火にかけ混ぜる。　
　　沸騰したら火を止めⒹラム酒を加える。
７】焼き上がったら型から外し温かいうちに
　　シロップを全体にブラシで塗る。完成！

中華おこわ
材料　（道具＝蒸し器 ・蒸し布）
もち米  6カップ 
干し椎茸  7枚 
鶏もも肉  2枚 
乾燥海老  １/２カップ
中華スイート・ソーセージ  2本 
醤油 大さじ５
酒 大さじ１
みりん 大さじ２

砂糖 大さじ４
塩 大さじ1/2
水 適量
事前準備
⦿もち米は前日に洗って一晩水に浸けておく。
⦿干し椎茸は2日前に水で戻し（冷蔵庫に1日

入れておくと美味しさ倍増）、軟らかく
なった椎茸は（完全にかぶる位の水、約
500ml）を入れて沸騰させ、アクをとった
ら砂糖-大さじ４、醤油-大さじ4で味付け
し、好みの薄さに切る。

⦿鶏もも肉は油を敷いたフライパンで両面を
こんがり焼き、調味料（醤油-大さじ1、みり
ん-大さじ2、砂糖-小さじ2と水少々）を入れ
照焼風に仕上げ、好みの大きさに切る。

⦿干し海老は軽く水洗いし1～2時間水に浸け
て置く。

⦿中華ソーセージはお好みで2㎜位の輪切り
や半月に切る。

作り方（おこわは2度蒸し）
1】もち米は蒸す前に水を切っておく。
2】蒸し器にたっぷりの水を入れ沸騰させる。
3】濡らした蒸し布を引いてもち米を入れ、干し

海老とソーセージを乗せ強火で20分蒸す。
4】蒸し器を鍋から外し、一度蒸したおこわ

を大きめのボールに入れ、椎茸と鶏肉を
混ぜ、用意した塩水（水-200ml、塩-大さ
じ1/2）をおこわにかけながら混ぜる。

5】更に蒸し器に戻し強火で15分蒸す。
  （注：鍋の湯の量を確認して沸騰させておく）
　「はい、出来上がり」お好みで、サラン

チョやネギ等の
グリーンをのせ
るのも良いと思
います。

記：上田 知栄子

◀ 乾燥海老と中国風
スイートソーセージ
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ダラスグリーン会 規約
【名称】本会は、ダラスグリーン会という。
【目的】本会は、互助の精神に則り、会員相互の親睦を図り、会員の生活向上と円滑化に寄

与することを目的とする。
【活動】本会は、上記の目的を達成するために次の活動をする。
 （１）会員名簿および会報の作成とその頒布
 （２）新年会、食事会、観劇、スポーツ、ノン ホスト ミーテイング、ボランテイア
 　　 およびその他本会の目的に寄与するものであり、会員の希望するもの
 （３）緊急時における連絡網の設置

【会員】本会の会員は、本会の目的に賛同する次の者をもって組織する。
 （１）ダラス地区およびその近郊に在住し、米国に永住または永住を検討している
  　　日本人とその家族

新 会 員 紹 介

* クレイボーン美枝
　初めまして、クレイボーン美枝と
申します。
　生まれは東京都青梅市になります。
　2020年4月にハワイ・オアフ島か
らテキサスにアメリカ人の主人と一
緒に引っ越してきました。オアフ島
には30年近く住んでいた為、Dallas

での生活のスピード、車のスピード
に未だに着いていけないようです。
　趣味は食べる事です。主人とよ
くHappy Hour を楽しんでおりま
す。何処か美味しいお店がありまし
たら是非、教えて下さい！
　皆様とお会い出来ます事楽しみにし
ております。宜しくお願い致します。

行 事 報 告 

料理講習会を終えて
　ランチを兼ねた料理講習会が7月17日（日曜
日）、会員18人が参加して上田誠宅で午前11
時から行いました。当初の料理講師は平嶺多美
子さんでしたが、都合により上田知栄子が代理
を務めました。久々に開催した料理講習会でし
たが、中華おこわと山菜おこわの作り方、鶏唐
揚のもも肉とむね肉を使ったジューシーな作り

方を披露しました。その他、春巻き、ミニトマ
トのマーマレード和え、台湾キャベツときゅう
り、紫蘇の一夜漬け、わかめとスイート玉ねぎ
の中華サラダ、フルーツ、ラムケーキ、よもぎ
餅などを味わっていただきました。大変にぎや
かな1日でした。ご協力くださいました皆様、
ありがとうございました。
　また、収容スペースの問題で参加できなかっ
た方々には心よりお詫びいたします。役員一同
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編 集 後 記

  7 月に入り、毎日 100 度を超す猛暑が続い
ていますが、皆様はいかがお過ごしでしょう
か。外に出るには太陽が眩しすぎて、どうし
ても室内で過ごす時間が多くなりますので、
どうか暑さに負けない体力づくりを心がけて
ください。家の中でもできる簡単な運動の方
法はインターネットを開いて「シニア向けソ
フト有酸素運動 Youtube」とか「糖尿病運動
療法 Youtube」などと検索してクリックする
と沢山の映像が出てきますので、その中から
好きなのを選んで動画と共に楽しんで試して
ください。膝の痛い方は寝ながらでも、椅子
に座ってでも出来る運動もありま
す。続けることが大事です。
また、熱中症予防のため、
1 日に水やお茶など水分
を少なくと 1.3 リットル
は摂るようにと言われ

ています。「この夏を乗り切りましょう！」
　尚、皆様には行事等の連絡に先ず e メール
を利用していますが、何かの支障で届かなかっ
たり、また見逃したりすることも踏まえて電
話による連絡も行っております。会報の場合
は PDF ファイルにして e メールで送ってい
ますが、郵送をご希望の方や変更のある方は
上田までご連絡下さい。また、来年に向けて
役員を募集していますので、協力できる方は
身近な役員までご連絡下さい。　
　次回会報の発行は 2022 年 10 月 20 日を予定
しております。毎日の生活の中で困ったことや
耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピなどの記
事を書いてくださる方を募集しています。締め
切りは 2022 年 10 月 15 日ですのでメールア
ドレス「greenkai2019@gmail.com」又は電話

「972-414-1748」にメッセージを残して下さい。
よろしくお願いいたします。             記：上田

 （２）その他、本会の目的を理解し、賛同する日本人とその家族
 （３）日本語、日本文化を理解し、かつ役員会で検討し承認された外国籍の者

【役員】本会に次の役員を置き、会の運営に当たる。
 その任期は 1 年とし、選出時期を持って区分する。
 選出は持ち回りとし、会員相互の話し合いによって決める。
 （１）役員代表を 1 人含め、役員数名（総務、会計、渉外、行事等を担当）

【会議】本会は、次の会議を行い、会の円滑な運営にあたる。
 （１）総会 年 1 回
 （２）役員会 随時

【会費】本会は、次の年会費を徴収し会の運営に必要な経費や事務費に当てる。
 決算は、年 1 回総会に報告するものとする。
 （１）6 月までの入会者　40 ドル／家族、個人 30 ドル
 （２）7 月以降の入会者　20 ドル／家族、個人 15 ドル

【雑則】（１）本規約を変更する場合は、総会出席者の過半数の賛成をもって決める .
 （２）本規約の他、会の運営に必要な事項は役員会において決める。

【付則】 （実施期間）この規約は 2015 年 1 月 30 日より実施する。
＊＊＊
＊＊
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