
1

グリーン会 会報 グリーン会 会報       グリーン会 会報 OCT

Vol.30
2022

〜行事予定のご案内〜〜行事予定のご案内〜
� 今年最後のイベント、忘年会をします。
　日時：12月18日（日）11:30am~3:00pm
　詳細は 11 月上旬にご案内致します。
　皆さんスケジュールにマークお願いします。

� 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

� 来年度の役員募集しています。
　締切は 10 月 31 日まで。
　担当：上田 知栄子 Tel:972-414-1748

　　（メッセージを残して下さい）
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 松田 勉 

　この原稿を書いている時点（10月19日）
で円相場は1ドル149円台の後半で取引され
ています。2008年から2013年頃までは円高
基調で1ドル100円以下で取引され、2011年
には一時80円を切ったこともあった頃に比べ
ると円の価値がドルに対して半減近くまで下
落したことになります。金利差や投機等の理
由で確定的な原因を決めつけることはできな
いが、一般的に言われている為替相場の価格
が当該国の価値を反映しているとすれば、最
近の日本国力の低下が招いた円相場下落とも
言えるのではないでしょうか。外国人労働者
が日本円で雇用契約を結んでいる場合は自国
に送金する額が大幅下落してしまい、日本で
出稼ぎする魅力が喪失してしまう危機に瀕し
ている。人口減少に伴いこれから益々外国人
労働者が必要となってくる日本人社会にとっ
て、輸入価格の高騰同様に円安デメリットの
悪影響として頭痛の種になります。
　逆にこれからは日本人が海外に出稼ぎに行
く時代になるのかも知れないですね。ニュー
ヨークの日本食レストランでは人手不足も
あり時給が40ドルに跳ね上がっているそう
です。仮に８時間勤務としたら日給が320ド
ル、150円換算だと4万8千円！
　質素な生活をすれば1千万円を貯めるのに1
年を要しない計算になります。ビザ問題が解
消されれば、賃金が長年停滞している日本人
にとっては超魅力的な労働市場ですね。また
外国人旅行者や我々米国に住む日本人一時帰
国者にとって円安はドルから円に換金する際
は大きなメリットになります。逆に日本から
海外に旅行する日本人にとっては真逆で、旅
行先の通貨に交換する際は日本円の大幅な価
値低下を実感することになります。やはり資

源や食料品の大部分を輸入に頼っている日本
にとっては、円安による悪影響はメリットを
大きく上回ると言わざるを得ません。
　でも正直に言って日本旅行がブームになっ
て欲しくないと感じている日本人も少なくな
いのではないでしょうか。温泉地巡りや京都
等の歴史文化遺産が多く残っている名所の散
策は静かな環境の下で行いたいが、傍若無人
な振る舞いや大声をあげて周囲の迷惑を省み
ない観光客に遭遇すると、腹立たしくなり全
然楽しめなくなるものです。勿論日本の歴史
や文化に敬意を払いルールを守って静かに行
動してくれる観光客なら大歓迎なのですが、
現実にはお隣の国をはじめ旅の恥はかき捨て
とばかりの観光客は後を絶ちません。
　しかし考えてみればバブル景気で海外旅行
ブームが沸き起こった時期の日本人もヨー
ロッパ等では出っ歯で写真ばかり撮る団体客
という風刺漫画も紹介されていた如く、地元
の人たちからは眉を顰めて陰口をたたかれて
いたことでしょうし、あまり日本への観光客
のマナーの悪さを非難してばかりもいられま
せんね。実体験として、1990年頃旅行中に訪
ねたニューヨーク五番街の高級店での出来事
があります。愚妻が旦那の迷惑顧みず、時間
をかけて色々物色した後、最も気に入った小
さなバッグを買うかどうか迷っていたら、後
から入店してきた若い女性の2人組が横に陳
列してあったショーケースを指差し、「あっ
たあったこれよ。」と言うなり吟味もせず、
愚妻が迷っていたものよりかなり高価なバッ
グをサッと買ってしまった。アッケにとられ
ましたが、高級グッズというものは時間をか
けて納得いくまでよく調べ、悩み、自問自答
して清水の舞台から飛び降りる一大決心を
経て購入に踏み切るというのが「ルール」で
しょう。

会 長 あ い さ つ
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会 員 広 場

私の旅（10） 
高野 ターク

　「吼える40度」以後、アフリカ西海岸貿
易港セネガル（Senegal）のダカー（または
ダカールDakar）までの航海は平穏だった。
だが我々の貨客船は残念ながら南アフリカの
ダーバン（Durban）からセネガルのダカー
までノンストップ航行で、途中のアンゴラ、
ガーナ、または象牙海岸への寄港はなかっ
た。そのためダーバンからの1週間は海原ば
かりを眺める毎日で、これはかなり退屈だっ
たと記憶している。
　そのためダカー寄港は、乗船客にとって大

歓迎だった。揺れがある船と違い、動かない
地面と山並みの風景には心が癒されたのだっ
た。早速、上陸し港近郊の街にくり出した。
先ず眼に留まったのは焼肉売りの屋台だ。パ
ンケーキを重ねたような肉片がこんがり焼ける
匂い、見ただけで食欲をそそられた。多分、マ
トン（羊）のはずだ。見た目を裏切らず味は格
別だった。船内食にはかなり以前から飽きてい
たこともあり、ここでの屋台食事はありがた
かった。半日、街を見て歩いた。イスラム国
ということもあり、今までの国とは雰囲気が異
なっていて、それなりに楽しめた。
　翌日の夕刻にフランスのマルセイユに向け
ダカーを後にしたのだが、私は前日の夕刻か
らしつこい下痢に悩まされ始めた。下痢なら

　貧乏人の僻みといわれればそれまでです
が。店員もやれやれといった薄ら笑いを浮か
べていたように見えました。多分内心では
「このバカ娘はどうせ親の金で買うからスー
パーで野菜を買う感覚なんだろうなあ」と軽
蔑していたことでしょう。テキサスのオイル
成金、日本のバブル景気、経済発展による中
国の富裕者層と、その時代の成金連中が肩で
風邪を切って諸外国を闊歩する歴史は繰り返
されるのですね。
　それにしてもきな臭い世の中になりました
ね。核兵器保有は抑止力強化のため、故に自
国からは先に使用しないというこれまでの保
有国同士のコンセンサスが破棄され、ロシア
のプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記両
独裁者が、先制攻撃も辞さずというヤクザの
ような啖呵を世界相手にきっています。敵対
国を非難する言葉も品格のかけらも感じられ
ませんね。しかしながら窮鼠猫を噛むと言い
ますから、緊張感を高めないで穏便に解決策
を探る為、当事国や関係国がまず話し合いの

テーブルについて欲しいと考えるのは甘すぎ
ますかね？ 米国の政治状況の如く、原則論に
固執するあまり感情論へと発展してしまい、
民主、共和両党員が相手とは話もしたくない
という分裂状況は社会を劣化させ混乱を招く
だけだと思います。右の頬を殴られたら左の
頬を差し出せというキリスト教の寛容精神は
どこへ行ったんでしょう。
　逆に日本は何事も強く自己主張しない国民
性で、個性の希薄さとか何を考えているのか
よく分からない人種等と言われてこれまで長
く非難の対象となってきましたが、年齢のせ
いかそれは他人に嫌な思いをさせない配慮、
自己抑制による他人への思いやりであって、
自己中心主義よりはるかに忍耐を要する今こ
そ世界も見習うべき美徳だと思うようになり
ました。利己主義や拝金主義が蔓延して日本
社会が劣化したと言われないように、これか
らも伝統的な利他主義や協調主義が多数派を
占め、誰もが安心して住める寛容社会が長く
続きますように。
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経験済みだが、強烈な腹痛と血便は初めてで
あった。翌日朝、船医殿の診察を受け処方薬
をもらった。赤痢の疑いありということだっ
た。美味い肉だったのだがーー。
　貨客船はスペイン南端、英国領要衝ジブラ
ルタルとアフリカ北端モロッコのタンジール
（Tangier）に挟まれたジブラルタル海峡を
通過し、地中海に入った。私は食欲もなく回
復するまでに至っていなかった。やっとデッ
キにつかまり昔から興味のあったジブラルタ
ル要塞を見入った。これから2年数ヶ月に及
ぶ放浪が始まろうとしている最中、下痢そし
て血便とは何たるこっちゃ… 貧乏旅行者に
とって、もっとも重要なことは屈強な身体の
持ち主であることだ。健康保険もなければ金
も十分にないとなればなお更である。
貨客船は正午、終着港フランスのマルセイユ
に入港した。どんよりした冬のヨーロッパの
町並みには寒々とした白黒の世界が広がって
いた。船室で一緒だった日本人グループに別
れを告げた。ベルギーの叔父を訪ね現地の学
校に入学するという者、英国で英語を勉強す
るという英語教師、ユーレイルパスでヨー
ロッパ短期旅行するという者、パリに住むフ
ランス人彼氏に会いに行くという若い女性と
目的は様々だが、いずれも受け入れ先が一
応決まったプランを持っていた。一方、私は
といえば、他の日本の方々と違い数年、ヨー
ロッパ放浪後、アメリカを目指すプランだっ
た。米国の学校から入学許可を得てはいた
が、学費のメドもこの時には付いておらず、
私のプランはまさに「絵に描いた餅」のよう
であった。
あの時の日本人若者達も、元気であれば私と
同じく年を重ねているはずである。みんなそ
れぞれ、志が達成できたことを願っている。
今回、マルセイユに到着した時点でこのシ
リーズを終わらせて頂こうと思う。ここから
2年数ヶ月に及ぶ経緯を書けば、長編になり
読む方も退屈になるに違いないからだ。よく

外国旅行記にみられるエキサイテイングな事柄
が次から次に起こるわけでもなく、今考えても
実に孤独な貧乏旅行だったのだ。どんな旅だっ
たのか? 資金はどう調達したのか? これについ
ては簡単に、しかも早送りで述べ、このシリー
ズを終わりとさせていただこうと思う。
ヨーロッパ上陸
　マルセイユ上陸時、所持していた資金は
260ドル前後だった。1日3ドルで過ごし、交
通費などの特別出費を加算しても2ヶ月は何
とかなる額だ。当時の1ドルは現在に換算す
れば7、8ドルかと思う。宿泊は若者のため
のユースホステルと決めていた。ユースホス
テル宿泊費は運営国によって若干異なるが当
時、1泊1ドル～1.5ドルの範囲内でダイニン
グルームが付き、1ドル前後で最低限度の食
事を摂ることが可能となっていた。
　マルセイユから最初に目指した宿泊地は有
名なローヌ川にかかる「アヴィニヨンの橋の
上で」の歌の場所、アヴィニヨンのユースホ
ステルだった。寒い冬季間でしかも当時、西
ヨーロッパで唯一ヒッチハイク禁止のフラン
スということもあり、電車で移動した。現
在、「アヴィニオンの橋」は世界遺産に登録
されている。アヴィニヨン橋の歴史について
興味ある方は、グーグルで調べれば詳細な情
報が得られるはずだ。但し、当時のアヴィニ
オンのユースホステルはあまりよい施設では
なかった。
　 翌 日 、 電 車 で ス イ ス の ジ ュ ネ ー ヴ
（Geneva）に向かった。幸運にも体調はほ
ぼ元に戻りつつあった。ここで一泊と決めた
が、この時ばかりはユースホステルをやめ
中級ホテルに泊った。ダイニングルームでス
テーキを食べケーキ、コーヒーで今後の旅を
祝った。美味かったがここで所持金が少しば
かり減った（笑）… まあなんとかなるだろ
う。ここが若さの特権だ。すなわち物事を深
く考えない向こう見ずさ（アホさ）、ではな
かったかと考える。このアホさがなかったら
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今の自分はない… アホさも時として大きなメ
リットになるのだ。
　翌日、スイスの大都市チューリッヒ
（Zurich）に向かった。再び電車による移
動だ。チューリッヒを選んだのは、ヨーロッ
パナンバーワンのユースホステルがあると聞
いていたからだ。季節が良くなるまでここ
で1ヶ月近く滞在することにした。春になら
なければヒッチハイク旅行がスムーズに進行
しないと考えられたからだ。ヨーロッパ放浪
を思い立った1つの理由は博物館めぐりだっ
た。特にスイス博物館には以前から興味を
持っていた。チューリッヒでは博物館めぐり
の他、湖のほとりで群がる鳥にパンをちぎっ
て与えることが日課となった。空中に投げ
たパンの切れ端を見事にキャッチする様に感
心したものである。日本の友人からの手紙を
ユースホステル宛で受領した。理由はわから
ないがインド/ボンベイ/ムンバイ郵便局から
日本の友人多数に送った絵葉書は届かなかっ
たことを知った。

　冬も終わりを告げる時期、いよいよヒッチ
ハイクを試みることにした。リヒテンシュタ
イン（Liechtenstein）、オーストリアのイ
ンスブルク（Innsbruck）、ザルツブルック
（Salzburg）経由でウイーン（Vienna）をめ

ざした。距離にして500km前後である。バ
ケーションで移動する車にヒッチハイクさせて
もらおうという目論見なのだが、若干オフシー
ズンでかなりの困難が予想された。バックパッ
クに日の丸を張り、ファーストレグの目的地で
あるリヒテンシュタインの行く先を示すプラ
カードも作成した。チユーリッヒの郊外、国道
でヒッチハイクを開始したところ数分後、スイ
ス人が止まり乗せてくれた。ある意味では拍子
抜けするほどすんなり事が運んだ。

　リヒテンシュタインはチユーリッヒから
80kmの距離にある。この時から段々、判っ
てきたのは日の丸の強さと効能だ。先人に感
謝する次第である。私のためにストップして
くれた方々には地元民のほかバケーション中
のヨーロッパ駐留米軍属者も含まれ、オフィ
サーで家族をもち、フォルクスワーゲンバス
での家族旅行中というパターンだった。多く
は、岩国、厚木、千歳、三沢などでの日本駐
留経験を持ち、ヨーロッパで見かけた珍しい
日本人のヒッチハイカーに特別な思いがあっ
たのかも知れない。特にウイーンまでの何百
キロにも及ぶヒッチハイクをさせてもらい、

▲バーゼルのライン川を背に (1969年)

▲アイガー北壁と私 (1969年)　
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ランチの面倒まで見てもらった。後日談にな
るがドイツでは現職の警察関係者がピック
アップしてくれたことが数回あった。中には
第2次大戦で戦場を経験した話をしてくれた人
もいた。考えて見れば時は1969年、大戦終了
からわずか24年しかたっていなかったので戦
争経験者もまだまだ元気な時代であった。しか
もレストランでランチまでご馳走になった。
　容易なヒッチハイクは日の丸の日本国籍に
あったと思う。この後の英国でのヒッチハイ
クは苦労の連続だった。その理由の一つとし
て、米軍駐留がドイツのそれに比べ極めて小
規模だったことが少なからず関係していたと
思う。しかしそれだけではなかった。これに
ついては後述する。
　というわけでウイーンの旅は思ったよりス
ムーズに進行した。スイスに帰り職探し、親
切なスイスの方たちの計らいで運よく臨時職
が見つかり、数ヶ月間働くことになった。し
ばらくしてから休みをもらい北欧に遠征し
た。ドイツ、デンマーク、スウェーデン、白
夜のフィンランド、ツンドラを北上、ラップ
県の北極圏最大の都市ロ
ヴァニエミを訪れた。更
に北上、イナリ（Inari）
を経て、ノルウェーに入
り最北端のノースケー
プ（North Cape北緯71
度）を訪れ、沈まない
ミッドナイトサン（真
夜中の太陽）をみた。
ノルウェーのリアス式海
岸を南下、デンマークを
経由、オランダ、ベル
ギー、ルクセンブルクを
訪れスイスに戻った。ま
た仕事に復帰、資金がた
まったところでドイツ、
オーストリアを中心に回
ることにした。

　特にオーストリアは好きな訪問国だった。残
念ながら時はベルリンの壁崩壊のずっと前で、
行ける国と場所に制限を受けた。1968年、ソ
ビエトのチェコスロバキア侵攻の影響でハンガ
リー、ポーランドなど東欧国のビザ（査証）が
とれず、社会主義国で行けたのは唯一ユーゴス
ラビアだけとなった。ここで社会主義国家の好
きになれない雰囲気を垣間見た。
　ウィーンを再び訪れた折、ユースホステル
で2人のイスラエル陸軍休暇兵と会った。イ
スラエルにいけば私の望む仕事が見つかるか
もしれないと聞き、資金も底をついてきたの
でこの際、イスラエルにでも行ってみようと
考えた。私は仏教徒でクリスチャンではない
が、以前から旧約聖書の物語に興味を持って
いた。いずれイスラエルは訪問すると決めて
いた関係もあり、実行に移した。
　ここで一旦、スイスに戻り、雪景でも見な
がらクリスマスをすごそうと考えた。夏場一
度訪れたことのあったアイガー、ユングフ
ラウヨッホ山で知られた町グリンデルワル
ド（Grindelwald）を選んだ。ここのユース

ホステルで心身の保養も
兼ね数日過ごすことにし
た。冬ということもあり
ヒッチハイクは不可能に
近い。電車でギリシャに
向かった。途中、マケド
ニアそしてスパルタを通
過し、歴史に興味ある私
には名前を見ただけで感
ずるものがあった。
　アテネに到着後、イ
ス ラ エ ル の ハ イ フ ァ
（Haifa）行きのチケット
を購入した。船の運航日
は3日後ということで、
この間、パルテノン神殿
を始め名所旧跡を訪ね、
小さなパパママショップ

▲ドイツ人観光客と一緒に (1969年)
　 （ユングフラウヨッホ山を背に）
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でギリシャスタイルコーヒーを堪能した。小
さなカップの濃いコーヒーはヨーロピアン
コーヒーとは一味違ったものだった。ギリ
シャで気に入ったのは地酒ウーゾ（英語名
Ouzo）だった。何でもギリシャとキプロスで
生産される強烈なリキュールという。私は通
常、酒は飲まないのだが、どういうわけかア
ニスの香りを持つ独特の風味が気に入った。
小魚（鰯？）の漬物みたいなものが最高の相
性ツマミだった。貨客船の3等（船底）でア
テネを出港。途中、ロードス島（Rhodes）
にストップ。貨物、乗客を積み下ろし、その
後、ハイファに向かった。 
　イスラエルでの入管は思った以上に簡単
で、所持金の有無も聞かれなかった。日本国
パスポートの強さだったかも知れない。6日戦
争（第3次中東戦争）からまだ3年もたってお
らず、戦時体制を思わせる雰囲気があった。
だが残念なことに、ウィーンで会ったイスラ
エル兵士が私に語ったような仕事はなく、他
を探す羽目となった。何しろ旅行資金は底が
見え始めた。せっかくイスラエルの土を踏ん
だこともでもあり、テルアビブ（Tel Aviv）そ
してエルサレム（Jerusalem英）、ベツレヘム
（Bethlehem英）、ナザレ（Nazareth英）ほ
かクリスチャンの有名聖地を巡った。
　幸運にもイスラエルの南端アカバ湾に面した
町エイラート（Eilat）で銅山鉱夫の仕事を見つ
けた。場所はエイラートから北に25kmばかり
内陸に入ったシナイ半島と隣り合わせたチムナ
（Timna）銅山である。紀元前キングソロモン
が初めて銅を採掘したという由緒ある場所… 2
食付で待遇は悪くなかった。ここで数ヶ月間働
き、資金をためた後、鉱夫の仕事を辞め、更に
1週間ばかりイスラエルを巡った。
　そしてハイファからイタリアのブリンデシ
（Brindisi）行き貨物船に乗船した。ブリン
デシで初めてイタリアンPizzaを食べた。思っ
たより味が悪く期待はずれだった。話は前後
するがこの時から1年数ヵ月後、ニューヨー

クで食べたPizzaは期待以上のものだった。
この時、米国にはニューヨーク、シカゴPizza
の有名2大レシピがあることを知った。イタ
リアは歴史の宝庫、コロシアムも含め名所旧
跡を訪ね歩いた。だがイタリアでのヒッチハ
イクは、うんざりさせられることが何回かあ
り、ここはヒッチハイクする場所ではないと
悟った。資金もあったのでイタリアは公共交
通手段を使い移動した。そしてこれまで訪ね
ていなかったヨーロッパ南西部数カ国をまわ
り、ベルギーのオステンド（Ostend）から英
国行きのフェリーに乗船した。
　英国には英語の勉強で7ヶ月滞在した。し
かし生活維持の為、いろんな仕事を経験した
のも英国だった。日本レストランでの皿洗い
から中国レストランのバーテンダー、イタリ
アンレストランのウエイター、チョコレート
工場のベルトコンベアチェッカー、土方、ホ
テルの部屋掃除/朝食コック、スピーカー工場
での作業員、ガス会社の社内郵便区分け作業
員など、他にもいろいろあった。よく言えば
派遣臨時用員で数日働いてお払い箱、そして
他の仕事を見つける… そんな感じだった。
ロンドンには臨時雇い広場があって、そこに
手配師がマイクロバスでやってくる。例えば
「チョコレート工場3日間、4名必要だが希
望者いるか？」「俺行くよ！」集まったもの
をマイクロバスに乗せ、チョコレート工場に
つれて行く。夕刻迎えに来てくれる。ただし
給料の15％は手配師の懐に入るといった具
合だ。英国にも仕事はあるのだが、賃金が安
く生活はなんとか維持できてもお金が溜まら
ない（笑）。英国で良かったことは週2回語
学学校主催のパーティがあった。それと私に
とっては肝心なことだが時折、大英博物館、
戦争博物館に行けたことだ。さすがはかつ
て7つの海を支配した英国ならではのコレク
ションだった。
　当時ビートルズのファンで、リバプールを
訪ねたこともあった。英国は一回りしたが、
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医療講演会
　
「65歳からのメディケアに加入したがイ
マイチ理解ができていない」との要望に応
えて9月25日、UNI Worldwide Financial 
Marketing社の飯田隆さんにお願いして「メ
ディケア基礎講座・無料セミナー」を松田勉
会長宅にて開催
致しました。
　メディケアへ
の加入は65歳に
なる誕生月を挟
んで前後3ヶ月
づつ、トータル
で7ヶ月の間に
地域のソーシャ
ル ・ セ キ ュ リ
ティー・アドミ
ニストレーションに連絡してメディケア・カー
ドを取得します。この申請の時期が遅れますと
ペナルティが課されますので注意が必要です。
　メディケアのオプションには基本的にオリ
ジナル・メディケア、メディケア・アドベン

既に述べたとおり英国人はヒッチハイカーに
中々止まってくれない。無理もない… ヒッ
チハイカーのすべてが善人とは限らないし事
実、ヒッチハイカーのピックアップはリスク
を伴うからだ。ユースホステルでも疑問符付
きの自称ヒッチハイカーに何回かお目にか
かったから言えることだ。
　最近、1960年後半から1970年代中頃にかけ
ての期間は一体、なんだったのだろうと思うこ
とがある。例のベトナム反戦で始まったウッド
ストック騒ぎとか、記憶しているかなー？あの
時の若者たちもいまや爺さん婆さんであろう。

もっとも私も含めての話だが…（笑）
　私は無事、プラン通り米国入国、ピッツ
バーグの学校に入学、数年後、卒業、雇って
くれたメーカーがなんとテキサス州ダラス近
郊だったことがきっかけで当地の住民となっ
た。中学生のころからウェスタン映画の影響でテ
キサスまたはアリゾナに住むことが夢だったの
だ。夢も時として現実なものとなる好例だと言え
るだろう。
　皆さん、大いに夢を見ようじゃないですか！年
齢は関係ないですよ。長い間、駄文シリーズにお
付き合っていただきありがとうございました。完　

行 事 報 告 
テージ（パートC）、メディキャップの3種類
があり、その中から自分にあったメディケア
を選ぶことができます。約1時間の講座でし
たがメディケア・スペシャリストの日本語に
よる説明でだいたいのことが理解できたよう
に思います。また、参加された方からの質問
も多く出され、大変有意義な講演会でした。
　感想としましては、やはり医療は一般的

に複雑で保険会
社も多く自分で
選択するには面
倒なことが多い
と思いましたの
で、専門家のア
ドバイスを受け
るのが早道かと
思いました。
　当日はダラス
日本人会の秋祭

りと重なり出席できなかった方々には、この
場を借りてお詫びいたします。また、ご自宅
をオープンして下さった松田さん、大変あり
がとうございました。

記: 上田



9

大谷牧場
BBQイベントを終えて
　
　秋の恒例となりました「大谷牧場BBQイベ
ント」は10月23日（日）、会員家族やゲスト
など26人が参加して無事、開催することがで
きました。
　風の強い日ではありましたが好天にも恵ま
れ大谷さんと息子さん
のマイクさんが、ブリ
スケットとポークショ
ルダーは前日から焼
き始めて、当日はチキ
ンやポークリブ、ソー
セージ、パイナップ
ル、コーン、玉ねぎな
どのBBQを用意してく
れました。

　この他、おにぎり、ポテトサラダ、コールス
ロー、フルーツ、ケーキなどもテーブルいっぱ
いに並べられ、歓談を楽しみながら美味しく
食べている皆さんの姿があちこちで見られまし
た。ちょうど食事をしていると大谷さんがト
レーラーで牧草を運んできて、目の前で牛や
馬、ロバたちに食べさせて私達を迎えてくれま
した。何とものどかな風景でした。
　食事の後はバギーライドも行われ、自らの

運転で緑の牧場を一周
してエンジョイした人
など牧場を満喫できま
した。大谷さん、マイ
クさん、ご協力下さい
ました方々、会を盛り
上げてくださいまして
本当にありがとうござ
いました。

　役員一同

お 知 ら せ  

2023年度
ダラスグリーン会役員募集
　
　来年度2023年のダラスグリーン会を担う会
長及び役員の募集をいたします。奮ってご応募
下さい。
　役員の担当は会報編集業務、議事録や会員へ
のお知らせ業務、会計業務、渉外、メンバー
シップ等です。

　原則として任期は2年です。
　現在の役員の多くは任期が長期に亘ってお
り、少々疲れ気味で、継続の希望者も少なく、
会員の皆様の熱意に期待するものであります。
挙手される方は10月31日までに下記までお知
らせください。よろしくお願いいたします。
連絡先：上田知栄子　
eメール：chieko.iroha@gmail.com
携帯電話：214-250-4759 
                    テキストも受け付けております。

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。
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編 集 後 記

　暑い暑いノーステキサスの夏も過ぎて、い
つの間にか肌寒い季節となり今年も残すとこ
ろ 2 ヶ月少々となりました。お店に行くとハ
ロウィーンも終わっていないのに、既にクリ
スマスツリーなど展示され、こんなに早く売
り出さなくてもと思ってしまいます。私がア
メリカに来た当時、1970 年代です
が、あの頃のクリスマス商戦
やクリスマスの飾り付
けは感謝祭の翌日からと
聞いていましたが、昨今
は何事も早いですねー。

もう少しゆっくり生活できないものでしょう
か。そう思うのは年齢のせいでしょうか…。
　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。
応募締め切りは 10 月 31 日です。協力できる
方は身近な役員までご連絡下さい。  記：上田

【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
 （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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