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********** 会長挨拶 ***********

　　新しい年が明けまして、おめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。去年、

会長に選ばれた時「もうこれでグリーン会も終わりかな」と思いましたが、何とか一年持ち堪えまし

た。よろこばしいことです。

　昨年は、新年会に始まり、落語会で終った一年でしたが、結構色々とありました。医療講演会も２

度ありましたし、落語講演会も本来の予定には入っていませんでした。忙しい一年でした。役員の皆

さんは本当に大変だったと思います。いつも感心するのですが、皆一文の得にもならない事を一所懸

命やるわけです。しかし、よくよく考えれば、役員に限らず、それ以外の人たちの中にもいつも美味

しい食べ物を持ってきてくれる人、キッチンで働いてくれる人、片づけを手伝ってくれる人、さりげ

なく寄付をしてくれる人などなど、ずいぶん奇特な人が沢山います。そういう人々でこの会は成り

立っているのだと納得したことです。

　行動力抜群にして、グリーン会に新しい風を吹き込んでくれた比嘉さんが、仕事の都合で役員を辞

める事になり、大変残念です。でも、彼の事ですから、都合の付く時は快く手伝ってくれる事でしょ

う。新しい仕事を立ち上げて超多忙にも拘らず、グリーン会の仕事も懸命にやっていただきました。

本当にお疲れ様でした。有り難うございました。これからは、一般会員として、各行事を楽しんでく

ださい。比嘉さんに代わって、文子Fawcettさんが新しく役員になり、会計を務めてくださるそうで

す。有り難いことです。

   忘年会でもお話した事ですが、年を取ると時間が早く過ぎるように感じるのはなぜなのでしょう。

一説によれば、子供の頃は何もかもが新しくて、学ぶ事が多く、脳がいつもフル活動しているが、年

を取ればとるほど、同じことの繰り返しが多くなり、脳への刺激が減るので、振り返って見るとあっ

という間に過ぎたように思えるとの事らしいです。またある学者は「時間は体重の四分の一乗に比例

する」と公言していますが、これにいたってはさっぱりわかりません。平たく言えば、身体の小さい

動物のほうが時間が長く感じる傾向があるそうです。そうなると元来小粒の私は、近年益々チビって

きているのが自覚できるわけですが、さしずめ時間がさぞかしゆっくり流れるかと思いきや全く逆で

す。まあ、とにもかくにも慌しく一年が過ぎることは確かです。あくまでも私の印象ですが、人生の

時間の経過というのは充分に張ったお風呂の湯を抜くのに似ています。初めのうちは本当にゆっくり

流れていきますが、後の方になるほど、加速度的に速く流れて行くように感じられます。ただ唯一の
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違いは我々が流れる先は排水孔のような暗い闇の世界ではなく、明るい光に満ちた所だということで

す。少なくとも私はそう信じて疑いません。

   どうか良い一年をお過ごし下さい。

　（会長　高松　文三）

********** 70歳の放浪記 *********** 

鳥越九朗

　60 年以上も昔、東京の下町にごちゃごちゃした一画があった。戦災をうけた人達の生活はまこと

に貧しく、誰も彼も、今日、明日の事のみを考えていた頃、そこに一人の男の子が家族７人と住んで

いた。　栄養失調で目がくぼみ、お腹がポッコリと大きく、虚弱な体質、外へ遊びに行くと必ず泣か

されて帰ってきた。　あだ名が`泣きくろうちゃん‘

　`世界は大きいよね。　日本の何百倍も、何千倍もあって、色の白い人、黒い人、背の高い人、小

さい人。　色々な人が住み、食べて、寝ているよ‘と、学校の担任の先生のお話は、この‘泣きくろ

うちゃん’には、刺激的であった。‘ああ、行きたいな、中国にも、インドにも、アフリカにも、ア

メリカにも、　大きくなったら行こう、絶対に行こう’　と、口にしながら過ごしていました。
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　それから 60年、積年の夢がやっとかなえられるときが来た。バックパッカーとなり、世界を気ま

まに旅をする。　　この旅をするにあたり原則を作った。

①　きちんとした計画を立てない

②　気ままに楽しむ

③　年齢は70歳に近い、身体の調子が悪ければ直ちに帰国する

　もちろん、切符の予約や安宿探しなど、行き当たりバッタリで処理する面倒もあるが、それも、こ

れも、又、旅の思い出。

　これから出発します。どこへ？　はっきりとは分かりません。`そうだ、一番近い国へ行こう！ 

着いた先で考えてもいいな。。。‘と、早速、原則①に従い、台湾は台北へ。　台北は人口 300万人

位の大都市、ゲストハウスもホテルも何とかなるだろう。台北空港より台北駅までバスで一時間ほど、

値段は当時（2006年7月）日本円で400円。　駅付近の安宿はいずれも満室。　午後11時に近いし、

初めての宿探し、初日の経験で、‘参ったな、参ったな’の独り言の連発。

　12時ごろ空き室を見つけた。　この安宿は一泊 800円。　もちろん、冷房など無し。　直径 50セ

ンチほどの、扇風機がものすごい音を立てて回っている。扇風機に揚力が生じて飛んでいってしまう

のではないか、と余計な心配も。騒音のみで全然涼しくならないので止めてしまう。ベットは無し、

マットレスの上にシーツが敷いてある。このシーツも程よく黄色に変わっており、タバコの焦げ痕を

見つけて、何十年か前の小生の部屋を思い出し、ニヤニヤ。

　バックパッカーとは‘金を出来るだけ使わないで旅をする（旅行ではない）人達と定義されている

ので、夜食は深夜にもかかわらずマクドナルド（200円）、翌朝はショウロンポーとコーラ。 

翌日は、故宮博物院（館にあらず）行き方が分からないので、もったいないが、タクシーで行った。

　歴代皇帝が受け継いできた、至宝の集積所である。漢人文化の精髄である。それらがわずか 300円

で参観できたのである。とにかく、‘素晴らしい！’の一言に尽きる。

　だんだん分かってきたのであるが、片言の現地の単語を 5つほど覚えておくだけでスムースに会話

が進展することを発見。

　　　おはよう
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　　　こんにちは

　　　ありがとう

　　　いくら‘

　　　高い

　これだけ。　数字などは書けばよい。例えば、小生はマレーシア語は上の言葉以外何も知らない。

ホテルで部屋の鍵を受け取り、‘テリマカシ’（ありがとう）と言ったとき、それまで無愛想だった

フロントの女性従業員が満面の笑みを浮かべたのを憶えている。これだ、これだ！言葉なんて、何と

かなるさ。もう、新しい事など憶えなくてよい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――  続く　――　　　　（記　岩村　茂男）

***** アメリカ人高校生24人が日本に行ったよ！ ******

　学校初日、開口一番、”ありがとう、先生。 We love Japan, Japanese people, culture, and 

foods.”  と生徒達は私に言ってくれた。

　7月 1日から 11日まで、クリークビュー高校の L校長先生と私は 23人の高校生(Creekview High 

School 12, Smith High School 11)を連れて日本に行った。全ての費用は日本政府の負担で、学生達

は小遣いだけを用意すれば良かった。航空券も食費もホテル代も日本政府、つまりは日本国の税金？

が使われている？（事実は、どこからでているのか個人では知る由もない）　そんなうまい話があっ

たのである。タダでいける代わりに、訪問する側の学校が生徒の後押しをして、後からそのお返しに

来る日本人の学生を、その同数だけ自分達生徒の家にホームステイさせるというのに責任を持つとい

うのが条件だった。日本訪問後、アメリカ人の生徒は自分の気に入った日本の場所、イベント、学校

交流などの写真を 2～3枚選んで、コメントを書くこと、引率者にはレポート提出が義務付けられて

いた。私が学生にこのプランを説明すると、そんなの簡単、「行く行く」と二つ返事で決まり、この

急な「架け橋プロジェクトに参加することとなった。
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　今から考えると、日本政府の思惑はアメリカ人の学生を 2000人日本に招待し、その同じ数だけ日

本人学生をアメリカに送って、若者の心を国際化しようと考えたのだと思った。昨今、言われている

日本の「内向き志向の若者を何とか国際化させようという、政府の切なる願いがこのプロジェクトに

込められているように感じた。。

　そのプランの先駆けで、今回 200人の学生が全米から募集された。アメリカ人高校生を選考するに

当たり、無難に日本語履修者、つまりは教師を選考したのだった。北はバーモント州、バージニア州、

ロードアイランド州からはじまり、ノースカロライナ州、、グアム島、テキサス州などから８校参加

した。プログラム全体スケジュールはびっしりとつまっていて、大変、有意義に考えられていた。

（さすが日本人の企画、無駄がない！）

　日本に着いた翌朝、付き添いの我が高校の L校長が伝統的は日本食の朝ごはんが食べたいといった

ので、ビュフェの数ある食べ物から、ごはんと味噌汁、ぶりと鮭、漬物、納豆、冷奴などをお盆にの

せて上げると、喜んで、あっという間に平らげてしまった。（品川プリンスホテル）そのきれいな食

べ残しのないお皿を見て、「きっと、彼は日本文化を理解してくれる。連れてきて良かった。」と心

の中で、安堵した。朝食後、200人が代々木のセンターに集まり、『どうして参加したの？』的なプ

ログラムのキックオフをしてから、オリエンテーションを受けた。どの学生達も、やる気十分な顔を

していた。8つの学校は 8箇所の地方に散らばり、4日間それぞれの地方都市の学校に招待されるこ

とになっていた。北は秋田県から、南は熊本まで全国に散らばっていた。

　その翌日、私達の滞在先である、茨城県の麻生高等学校（行方市）と潮来ホテル（潮来市）にバス

で、向かった。最初に鹿嶋市の新日鉄住金で、鉄板が熱く燃えて、冷やされ、板に作られるのを見学

した。真っ赤に燃えた鉄の塊が板になっていく様を眼前に見た。シャーという音と 2000度という熱

気は迫力満点であった。そこには 12000人が働いていて、鹿嶋市の人口ほとんどが一企業に頼ってい

るのが良く分かった。次に鹿島アントラーズのサッカースタジアムを見学した。イギリス帰りの帰国

子女の男性が鹿島アントラーズのことをイギリス英語で説明してくれ、改めて「色々な仕事があるな

あ。」と思った。潮来地域は、潮来花嫁、潮来の伊太郎で有名な水郷地帯で、あやめ栽培が有名であ

る。小都市で遊興施設があまりないので、サッカー産業は地元に完全に根ざしていた。生徒は、市役

所の人から、３・１１の地震の直接被害について、熱心に耳を傾けていた。PPTの写真を見て、今更

ながら、茨城県の地震の被害を被害者自身から聞いたことで、心の琴線に触れたようだ。
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　三日目、待望の学校訪問、麻生高校に到着、体育館で熱狂的な歓迎を受けた。結構、大きな声を出

して、拍手で賑やかに歓迎してくれた。そこで、日本の伝統的な応援団から「フレーフレークリーク

ビュー、スミス高校」と応援してもらって、生徒達は喜んでもいたが、あまりに違う応援の仕方に少

し戸惑い気味であった。その後、弓道部の正確に的を捉える演技に感動していた。昼食はホールで教

職員と選ばれた生徒達と楽しく交流した。午後は、日本間で、浴衣を着せてもらい、全員、正座をし

て、茶道の手ほどきを受けた。その日は七夕だったので、一人一人願い事を短冊に書き、大きな竹の

笹につけて、祈っていた。最後は授業や、クラブを見学させていただいた。授業で感じたのは、ほと

んどの先生方の黒板の字がきれいであったことである。でも、情報工学をコンピューターなしで教え

ているのには、がっかりした。あまりに、コンピューターに関する教育が遅れているのが目立った。

生徒達や教職員の皆様が出口まで出向き見送ってくださった。その後、国立博物館、明治神宮、未来

館、トヨタ館、お台場、浅草、原宿、秋葉原など観光をして帰路についた。

　全体的に教育的で、飽きさせない良い企画であったと感じた。ただ、企画者が各学校ごとに考えた

わけでなく、200人全部を十把一絡げに考えて、肌理の細やかさに欠けていたことが気になった。例

えば、日本文化の一つである公共輸送手段、列車、電車がある。私たちの地方都市は茨城県だったの

で、初めから終わりまでバスだけでの移動であった。「日本に行って、電車に乗らない？私たちのこ

とを全然考えていない！」怒ったところでしかたがないから、私は、夕食後、品川駅から渋谷まで、

一人一人切符を買わせ、買い物に連れて行った。すると、生徒達は、ハチ公のいる渋谷にもっと長く

行きたいといったので、翌々日にまた、挑戦した。二度目はスイスイと自動販売機で全員が切符を買

えるようになった。品川駅員の好意で新幹線も見ることが出来た。二度目の渋谷は、大満足だった。

今でも、生まれて初めて、満員電車に乗った経験は忘れないようだ。

　≪若いって素晴らしい！≫　「今度の架け橋プロジェクト」で、24人の親日家ができて、私は嬉

しい。10月には行方市から麻生高校、日立市から日立北高校の皆が来るので、どうやって、もてな

そうか生徒達と今、考えている。きっと、この「一期一会」の一つ一つが国際交流の源なのだろう。

日本政府の思惑通り、若者は確実に、機会を得て、国際化したように思える。やはり、文化交流は行

動が大事であると今更ながら思った。

 (記：　真田　和子）
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***** 四半世紀 ******

　　　今年も残すところあと僅か、相変わらず皆様にお騒がせご迷惑おかけしながらも（この原稿も

締め切り過ぎてます。。。）御陰様でまあ無事に終わらせられそうだなあ等と、生活の事、仕事の事

に考えを巡らせているうちに、「ピアニスト」という職業を始めてから四半世紀がとうに過ぎてし

まっている事にふと気が付きました。自分自身としましては、日本で参加したあるコンクールの賞の

ご褒美として、ピアノリサイタルをコンクールのマネジメントで企画して頂き、そのギャラで初めて

確定申告をしたのが１９８７年、一応それがデビューリサイタルかなという事なのです。お金を頂か

なくとも、伴奏は小学校高学年くらいからやっていますので、そちらの経験は３０年以上になります。

ですが、未だに「ご職業は？」と聞かれると「ピアニストです」と答える代わりに何だか恥ずかしく

て「ピアノ弾きやってます」なぞと答えると、やはり普通ではない人種という感じで、色々な反応を

いただきます。今までで一番有り難かったのは「手に職があるっていいですね」。ピアニストなんて

何とも曖昧な仕事だけど、それでもまっとうな職業なのだと認めてもらったようで嬉しかったです。

大方は「凄いですね、素敵ですね、夢が叶ったのですね」といったコメントを頂きますと、馬鹿正直

にも「いえいえ、ピアノ以外に食べて行くすべが無いだけでして。。。」とお答えをして、相手の方

に何とも分の悪い思いをさせてしまいます。本当にこれまで社会人もバイトさえもした事も無く、か

といって「ピアノ無しでは生きて行けないの！」といった意気込みも自信もなく、それでも職業馬鹿

が嵩じてどうやってここまで続いて来たのかと思いを馳せる時、 何とも月並なのですが、いつも転

機を迎えた時、人との出会いに助けられて励まされてここまでやって来られたのだと気づくのです。

今でこそおばさん太りですが子供の頃は随分痩せていて、ピアノを弾いても大きい音が出な

いし、運動神経が悪い上にぼーっとしている性格のせいか、テクニックも他の子より劣ると言われて

いたのを覚えています。そこで中学２年生の時に音楽高校受験の為に門を叩いた T学園の助教授、こ

の先生は私の曾祖母のその昔のご近所の方のお孫さんの親友の師匠という巡り会い、初めてお会いし

て緊張して１曲目弾き終わってところで「うまいのね、音がきれい」とのお言葉。すっかり狐につま

まれた様になったまま、この T先生に留学まで９年間励まされながら勉強しました。

次の転機は、留学生活が１年程過ぎた頃、当時カナダでついていた先生と馬が合わず、帰国

するか新しい先生を捜すかと迷っていたところ、ヴァイオリンを勉強していた友人の師匠の同僚のピ

アノの先生という方を紹介して頂いたのです。ものすごく身体の大きい厳しそうな顔をしたポーラン

ド人の先生、レッスンをして下さって、最後におっしゃったのが“Do not be afraid to express 

yourself freely.” 先生からしてみたら、当時の私はよっぽどカチコチになって弾いていたので

しょうが、これもあれも駄目とどうやってピアノを弾いたらいいのかすっかり分からなくなっていた
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私には正に神の御言葉の様に降り掛かり、そこからこの W先生と８年間必死に勉強しました。かれこ

れ W先生を慕ってデントンにやって来て１６年になります。

いつも思い出されるのは、いつも不思議にもどこかから、「大丈夫だよ」と言う発破を掛け

て頂いていて、それは誰からかの何気ない言葉だったり、コンクールでのご褒美だったり（賞金が出

るとさらにいい）、演奏会がものすごくうまくいっちゃったりとか（滅多に無いのでびっくりする）、

そういう演奏会は時として自分がダウンしているときに思いがけず知人などからお声をかけて頂いた

ものだったり、という連続なのです。“Things happen for a reason.”とはよく言ったものだとい

つも思うのですが、私のピアノ人生はそれにそのまま乗っかって今まで来てしまった様なところがあ

るのです。

この１０年程は、ピアノの生徒さんを教える事が多くなって来ました。幼かった時、大人か

ら何気なく言われて、嬉しかった事、あの時叱ってもらってよかったと思い出す事、または悲しかっ

た事などあります。最近、自分の経験からも、自分自身の６歳の長女を育てていても、生徒さんと接

していても、子供に何か言うときにはちゃんと考えてものを言ってあげなければと思うのです。ピア

ノを練習していて上手くなった時、そのことをきちんとしたタイミングにきちんと伝えたいのです。

辛抱強くちゃんと教えると、みんなピアノが上手になります。本当です。やっと最近少し分かって来

ました。生徒さんの１人でも、大人になったとき「あの時ピアノやっててよかったな」「ピアノあの

時楽しかったから自分の子供にもやらせたい」と言ってくれる人がいたら、というのが目標です。稀

にですが、“You are the awesomest(!?) piano teacher.” や、「先生大好き」というお手紙を生

徒さんからもらうと、今までピアノをめげずにやってきてよかったなあと素直にしみじみ思う歳頃に

なりました。来年もこの調子でピアノを続けて行きたいと自分を励ますばかりです。

（記：　成川　昌子)

********** 台北を訪ねて ***********

　隣国であり友好国の台湾へ一度は訪ねてみたいと何時の頃からか思い続けていました。２０１３

年１０月２９日福岡空港よりチャイナエアーラインで主人と５泊６日の旅をして来ました。
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　「ミスター寿し」オープン時から最初はウエイトレス、そしてオフィスワーク他会計事務の仕事な

どを、８年以上も重要な存在として勤めてもらった日本生まれで１１歳の時に台湾へ帰国し、一児の

母となった３５歳の時テキサスへ移住して来られた元従業員の彼女が、台北に住む妹さんを訪ねて約

２ヶ月滞在されると聞き、長年の思いを果たせる良いチャンス到来に、私達の帰郷と時を同じくして

いたこともあり、中国語・日本語・英語に堪能な彼女を頼りに台北行きを速く決断しました。　彼女

の情報を片手に台北空港から「台北駅」近くのシラトンホテルまで約２時間掛かるのですがバス切符

を買い、行き先を何度も確かめながら少々不安な思いでバスに乗り込みました。発車の合図もなくバ

スは動き出し、前の座席の若い女性は長々と携帯で話し続けている声を耳にしながら古びた町並みの

看板を拾い読みし、解る漢字・判らない漢字の意味を創造逞しく飽きることなく見詰めての旅の第一

歩が始まりました。運転手にシラトンホテルで降りたいと告げていたので降りることが出来ました。

彼女の所から空港まで２時間以上も掛かるのでホテルで待ち合わせしていたのです。ホテルの部屋は

１５階で眺めもよくバススームが広々と気持ち良く凄く気に入りました。毎日の清掃時には２種類の

新鮮なフルーツと４本の水ボトルが置いてあり、チョットした心遣いに好感が持てました。

　彼女曰く、夕食はチャンとしたレストランへ行かないと何が入っているかわからなので地下鉄で３

つ先の駅にある三越デパートのレストランにしようということになりました。地元の人も心無い住民

を信じられないという事でした。彼女のお薦め料理は魚貝類でしたが初めてのものもあり興味深深で

食しました。彼女まかせの安心できる観光の旅が始まったのです。　　先ずは、古い焼き物の町『鶯

歌』（インクユ）へ地下鉄と汽車を乗り継いで行くので有名な駅弁を買い、とんかつの様な揚げ物と

野菜だけの弁当が一種類だけ、シンプルで安くて、列に並んで飛ぶように売れていました。　　　　

　一人飲みのチャイナ風の湯飲みポットのコレクションに興味があり、以前はダラスでも売っていた

のに今は捜すのが大変で本場へ買いに行くわ！などと話していたので、古い町の陶器博物館へ案内し

て下さったのです。幅広い展示品・レベルの高い数知れないほどの多くの作品に言葉では表現出来な

いほどの感動に満たされました。会場で出会った台南から来たという女子学生の数人に『アメリカか

ら来たの～！』写真を一緒に撮らせてと、彼女達の明るい素朴さも印象に残っています。お湯飲み

ポットはセールの安いもので我慢。後何年？と思うと高価なものには手を出さず欲しいものが買えた

だけで満足な気分になりました。　帰路は３００年の歴史のある台湾の最強パワースポットとあり、

あらゆる神様が祀られているという『龍山寺』に詣でてきました。長～いお線香６本１組を買って大

勢の人達を真似ながら１本づつ立てて礼拝して回るのです。お花・果物・お菓子なども売っていて所

狭しとお供えし、地に伏してお祈りしている人も居て大勢の人達の深い信仰のお寺でもあり、観光名

所の独特な感じを受けました。お線香の煙につつまれながら厳かな気分にもなりました。この頃の私
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の最大の関心ごとは計り知れない宇宙のエネルギーなのです。『龍山寺』は世界でも数少ない最強の

エネルギースポットといわれています。良いエネルギーを沢山貰ったかな！～という喜びのひと時で

した。近くには夜店が並び歩けないくらいの人出の中を私が本場のラーメンを食べたいと云うので、

彼女が店を物色してラーメンを注文してくれたのですが中身を見てビックリ！スパゲテイのような麺

の上にチンゲン菜の青菜な乗っているだけでした。日本のラーメンは日本独特の物で中国風はこれよ。

ということでがっかり！もの凄いショクでした。三越へ行けばおいしい日本のラーメンが食べれるか

ら行こうか？～と。本場のおいしいラーメンを期待してたのでラーメンは諦めました。夜店はお祭り

のようにワクワク、また湯飲みポットを買ったり、パンや果物・彼女が前から飲みたかったというパ

パイヤのシェークを飲んでみたり、私が小学生のころ疎開先の遠足で山寺へ行った時、池の淵で沢山

見たことがありる牛の頭の形をしたものを、なんだろうとず～と気になっていたものが売っていたの

です。まさか食べられるとは？味は薄いけど栗のような感触で、美味しいよと彼女がいうので秤り売

りを買って食べてみたり、夜店は活気があって面白く『龍山寺』と夜店へは２度も行ってしまいまし

た。　　翌日は『陽明山国立公園』。観光ツアーは高いばかりなので妹さんの住む地下鉄駅「淡水」

で待ち合わせて、彼女らの使い慣れたタクシーで向かいましたが途中で雨、展望は乳白色の霧の中。

どうしようも無く、人の大勢入っているレストランというより土間の食堂でしたが無難だろうと昼食。

店の女の子にしっこく薦められ、山中なのにお薦めは魚鍋物・鶏の丸蒸し・山菜など彼女は沢山の注

文をしてしまいました。「また肥ってしまう」と嘆きながらも美味しく目いっぱい食べてしまいまし

た。下山の頃には雨も上がり、「龍山寺」の近くに足揉みの良いところがあると彼女が友人から教

わっていたのでそこへタクシーでそのまま行く事にしました。約束の時間よりタクシ－を早く降りた

ので自ら気前よく負けてくださいました。　良心的で気分いいですね。彼女は台北帰郷中に弟妹４人

で生まれ故郷の神戸を訪ねたり、帰宅直後の友人との登山などで腰痛に悩まされていたので腰のマッ

サージ、私達は足揉み、お互いに一息いれられて丁度良かったのです。　４日目は、彼女の妹さんの

マンションで昼食のご招待。妹さんが健康食嗜好なので薄味の体に優しい食事の配慮にまたまた感心

させられました。ワンフロアーが一所帯になっていて７階のエレベータを出ると玄関という贅沢な暮

らしぶりでした。何処へ行くにも地下鉄を利用し乗り換えて行くのですが、若い人達は私の顔を見る

なり我先にとスート立ち、席をどうぞと譲ってくださるのです。日本の若者は眠った振りしなどして

～なんと大きな違いだろうと恥ずかしく思いました。地下鉄は携帯使用 O/K・食べ物・飲み物は一切

ダメ。車内の電子掲示は前の駅・停車駅・次の駅と掲示されるので先進国なみ以上かもと親切さに感

心しました。旅人の私達でも迷うことなく十分に利用できました。夕刻から地下鉄で露天の『新北投

温泉』へ、地元のシニアーは無料。乗り物は全てシニアー割引があるのでパスで気楽に動けると彼女

は喜んでいました。脱衣所はシャワールーム（昔海辺の海水浴場にあった簡易な仕切りと戸があるだ

け）で着替え、コインロッカーへ入れるのですが、その当たりに置きっぱなしも多く完備されてない
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台北の生活現状を見ることが出来ました。温泉は熱い湯から徐々にぬるま湯へと段を違えた浴槽が５

つぐらいあったでしょうか。混浴なので水着着用、ごちゃごちゃ利用者が多くて時間制限があり、１

日４回の総入れ替えのシステムになっていました。　日本語で話かけられたり、思い思いにリラック

スを楽しまれている雰囲気の公共温泉には観光では行けないですね。５日目の最終日は絶対に見逃せ

ない『故宮博物院』。蔣介石が台湾へ逃げる時、本国で保存していた何千年の歴史ある貴重な５万点

以上に及ぶ品々を台湾へ移し展示されている博物院へは、地下鉄駅で待ち合わせバスに乗り継ぎ入り

口まで彼女に案内してもらいました。特別展示の『乾隆皇帝』時代のものなどを日本語のイヤホーン

を借りて一日中見ても見きれない程の貴重な展示品の数々からまたまた良いエネルギーを貰った感じ

でした。　彼女の心温まる配慮のお陰で旅人でないような旅の経験をさせてもらいました。台湾へ来

たら是非お土産にと『パイナップルケーキ』を遠い処まで買いに行ってわざわざホテルに届けて下

さったケーキの美味しかったこと。その店が最近日本の南青山に支店を出しているという情報を彼女

がメールで知らせてくれました。　下記に記して置きます。味は人それぞれですが日本に行かれたら

オンラインオーダも出来ますので試してみてください。私の旅の土産げ情報です。 

http://www.sunnyhills.co.jp/news.php

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記：湊　陽子）

********** イベント予定 ***********

6月までのイベント予定を記載します。　　

２月16日　 新年会

３月 吉日 ひな祭

 ４月 吉日　　       医療講演会　宮脇和人「東洋医学の凄さ」

 ５月 吉日　　       音楽鑑賞会

 ６月 吉日　　       ブルーベリー狩り

http://www.sunnyhills.co.jp/news.php
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********** 編集後記 **********　

　あけましておめでとうございます。驚くほど寒くなったり、春のような暖かさになったりと忙し

い冬ですが皆様どうお過ごしですか？週末の計画は温度を先にチェックしてから決めないといけま

せん。暖かくなりそうな時は最近ダラスのダウンタウンにできたクライドウォーレン公園にでかけ

てみませんか？八年間の計画の後、三年間の工事時間をかけてウッド－ルロジャースのトンネルに

なっている部分の上に作られている公園です。ダラスには庶民が楽しめる公園がないと長い間批判

されていた結果だと思います。世界的に有名なカルトラバというスペイン人の建築家がデザインし

たマーガレット　ハント　ヒル橋とペアになってダウンタウンとその周辺のつながり、活性化を目

的とした計画の一部です。公園では頻繁に催しがあり、お子様用公園や犬公園も設けてあると共に

WI-FI もただで使えるようになっています。昼食用にはバーガーやホットドッグを売っているキオ

スクやフードトラックがあるらしく、公園から一歩出ると近くにはダラス美術館やクロウのアジア

美術館などに歩いていけます。ウェブサイトにはイベントカレンダーが記されているので訪れてみ

てください。http://www.klydewarrenpark.org/Things-To-Do/index.html 

     

  （モズリー）

http://www.klydewarrenpark.org/Things-To-Do/index.html

