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〜行事予定のご案内〜〜行事予定のご案内〜
� COVID-19 関連事項
   ・自宅待機命令は 4 月 30 日まで
    　「不要不急の外出は避けましょう」
   ・公共の場ではマスクを使用
    　「違反者には $1,000 の罰金」
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
� 今後の行事　
　これからの行事に関しては、COVID-19
の収束次第となりますので今後のご連絡をお
待ち下さい。　

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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松田 勉 

　会員の皆様、お元気でお過ごしでしょう
か？新型コロナウイルス感染防止のために自
宅待機要請が出てから約1ヶ月、皆さんの我
慢も限界に近づいているのではないでしょう
か。考えてみると私たちは社会科学上の壮大
な実験の真っ只中に居るということです。世
界中でこれ程の規模での住民に対する自由
束縛や移動の禁止や制限は、戦時下を除いて
は、初めての経験ではないでしょうか。これ
が社会に与えた影響は後日の社会科学研究の
一大テーマになるかも知れません。日本での
感染者や死亡者の数は4月中旬の時点では諸外
国に比べるとかなり少ないようですが、3月下
旬からの右肩上がりの感染者数、特に東京で
の増加はかなりの危機感を抱かされます。
　これ程の規模のパンデミックスが発生した
のは1918年から19年にかけて世界中で蔓延
したスペイン風邪まで遡らなければなければ
なりません。日本でも劇作家の島村抱月や著
名な建築家の辰野金吾氏らもこれによって死
亡したそうですが、当時の世界人口の4分の1
にあたる約5億人が感染し、5千万人から1億
人が死亡したと伝えられえるこの伝染病は、
現在の人口に単純に換算すれば17億5千万人
が感染し、1億7千5百万人から3億5千万人が
死亡したことになります。当時に比べて格段
に進歩した細菌学や伝染病学のお陰で、訳の
分からないうちに拡散するということはなく
なりました。しかし世界中を迅速に移動でき
る交通網の発展による活発な貿易や人的交流
はウイルスの拡散にとっては好都合というこ
とになります。
　4月12日現在では全世界で182万7千人が感
染し、その内11万3千人が死亡に至っており

ます。米国は感染者、死亡者共に世界最大で
夫々54万2千人、2万1500人となっており、
日々増加の一途です。テキサス州の都市部で
も貧困層や不法移民は多く、従って保険を有
していないため病院に行けない潜在的感染者
も少なくないのではないかという懸念もあり
ます。まさかスペイン風邪のような規模にま
で流行するとは思えませんが、怖いのは陽性
から陰性に転じたために退院した感染者の中
に再び陽性に転じた者が存在する事実や、ウ
イルス自体が変異することによりより強力な
感染力や毒性を有したウイルスに成長するこ
とです。そうなれば治療薬やワクチンが開発
されてもいたちごっことなり、戦いは長期化
することになります。
　この感染騒動は今後の生活にどういう影響
を与えるのでしょうか。まだ最終的な総括や
各国が取った夫々の対策が蔓延防止という面
でどの程度の効果を果たしたかという成績表
の呈示は、この騒動が終焉してからというこ
とでずっと後になりますが、各国の指導者の
力量が対策内容や時期及びその効果という結
果で数字として白日の下に晒されます。国の
舵取りを任されている各国の首長は、国民か
ら遠からず賞賛、或いは糾弾されるという運
命が待ち受けているということです。わが日
本の首相は中国首脳への忖度の結果中国より
の入国禁止の遅れ、全家庭への2枚のマスク
配布、自宅で優雅に寛ぐ姿をSNSで公開等々
指導力と想像力の欠如は明白というのが個人
的な印象です。
　日本は島国でお天道様に頼る農民としての
遺伝子が色濃く残っているためか望まれる指
導者像はどうしても利益や争いの調整タイプ
になってしまう。非常時に求められる高い見
識を有した力強いリーダーシップは少なくと
も首相や次期首相候補の政治家には見当たり

会 長 挨 拶
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ません。またこの新型コロナウイルスの発生
地である中国のマッチポンプ的な国家姿勢は
各国から反感を得ており、損害賠償請求にま
で発展しつつあります。これが中国人への反
感を生じさせ、悪いことに容姿の区別がつか
ないため日本人を含めたアジア人全体に対す
る人種差別へと欧米人を駆り立てている傾向
が見られます。人間は悲惨な立場に追いやら
れると、その憂さを晴らすべくより弱いター
ゲットを設定して危害を加えることにより
ガス抜きを図るという傾向が表れます。厄介
な問題に発展しないことを祈るばかりです。
ソーシャルディスタンスと称した他人との距
離設定は、人を見ればドロボーと思えの如く
他人に対する不信感を助長しているようにも
みえます。たとえレストランやバーが営業
を再開したとしても、客が隣り合わせで密に
集合した状態での飲食は用心され、元に戻る
までにはかなりの時間を要するのではないで
しょうか。
　懸念されるのは中国などではかなり実用化
されているようですが、個人個人の行動は政
府機関等によって顔認証システムやスマホを
通じてかなり詳細に把握され、感染病の蔓延
防止策という名の下に将来に亘って個人のプ
ライバシーや動向が全て管理下に置かれると
いう危険性が既に生じているのではないかと
いうことです。この問題は将来の社会システ
ム構築や個人のプライバシー保全をどうするか
という観点から徹底的な議論が必要でしょう。
　日本の原子力発電所での事故もそうでした
が、核物質やウイルスは目に見えない強力な
毒性という共通面を有します。ひとたび暴走
を始めるとその制圧には多くの犠牲を伴い、
莫大な費用と時間がかかります。多少医学の
進歩には貢献するかも知れませんが、殆どは
対処の為に費やされる人類の進歩とは無関係
な時間と費用です。ウイルス発生の原因はま
だ全て明らかになった訳ではありませんが、
少なくともウイルスを兵器として研究してい

る中国をはじめとした世界各国の軍事機関は
廃絶されるべきでしょう。核兵器の廃絶は事
実上不可能でしょうが、これも地球滅亡の一
因となり得る要素です。人間の管理下にある
以上事故は起こり得ますから。今回の新型コ
ロナウイルスはほぼ全ての国々に蔓延してし
まいました。これだけAIやらコンピューター
技術が進んでいる中で、ウイルス対策は家に
こもってなるべく人と接触しないという原始
的な方策しかありません。如何に私たち人類
は未知のウイルスに対して脆弱な生き物であ
るか思い知らされました。
　この会は会員が集まって普段は中々経験で
きない日本的な文化を楽しんだり、日本人や
日本の文化を理解している人たちとの日本語
による会話や飲食をを通じて楽しい時間を過
ごすというのが主目的で、集うこと自体が禁
止、或いは控えるように言われると会として
の存在意義そのものに疑義が生じてしまい
ます。2月2日の新年会を最後に会の行事は
中止、趣味の会も当分は実施できない状況で
す。例え国家非常事態宣言が解除されたと
しても、急には「さあ皆さん集まって何かし
ましょう」ということにはならないと思いま
す。9割くらいの人に有効なワクチンの開発
や治療法が開発されない限り、恐る恐る少人
数での集まりから徐々に日常生活を元に戻す
営みになろうかと思いますが、これも新型コ
ロナウイルスの収束状況次第です。
　とにかく今は孤立しないように友人や知り
合いと電話やテキストで近況を報告し合いバ
カ話でもしながら気持ちを明るく保つことが
大切です。ジョギング、散歩や体操等で身体
の健康を維持することも大事なことです。明
日のことを思い悩んでも明後日には昨日の思
い出となるわけですから、秋の大谷牧場での
バーベキュー会頃までには現在経験している
外出自粛の日々の思い出を楽しく話せるよう
になっていると信じて、もう少し我慢の日々
を過ごす覚悟を決めて頑張って下さい。
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新 会 員 紹 介

◎ 真下 富夫
　私の名前はマシモトミオ、埼玉県川本町の
出身です。
　日本では成増の本田技研工業（組立工場）
で働いていました。また、成増の米軍住宅基　
地でも6年間働きました。
　1970年9月に米国（テキサス州ウィチタ
フォールズ）に来ました。エルセントロ・カ
レッジとイーストフィールド・カレッジで暖
房、エアコン、冷蔵学を学び、テキサス州電
気技師のライセンスと暖房、空調、冷蔵の
ライセンスクラスBを取得しています。その
後、HVAC技術者として、LBJフリーウェイ
とウェブチャペルにあるDedman Medical 
Centerで20年間とプラノ市で8年間勤務し
ました。また、ダラス郡施設部門（ノースタ
ワー刑務所ビル、少年拘置所）で保守技術者
をリードするヘルスヒューマン・サービスセ
ンターで7年間務め引退しました。
　

◎ ムーア ヘイゼン
　初めましてムー
ア・ヘイゼン（性
名の順）でござい
ます。昭和28年
生まれの66歳で
す。それぐらいの
年の方なら花の
ニッパチ組と言い
たいですが、そこ
まで格好や成功はないのでおいて置きましょ
う。（それゆえ活躍する「花のニッパチ組」
には妙な連帯感と親近感がありました。そん
な「花のニッパチ組」のヒーローといえば球
界では三冠王の落合博満で、角界では横綱北

の湖敏満でした。偶然でしょうが2人とも名
前に満がついています。）
　父は空軍任務中芦屋基地（現航空自衛隊の
基地・福岡県・約430㎡）で生まれ、生後4
か月で帰米しました。その後８州に住み、大
人になって昭和52年（1977年）に初めて日
本に行き５回に分けて合計30年ぐらい日本
に住む事になりました。
　大学はテネシー州立大学とロースクールと
京都大学で勉強し、前者でBAとJDを取得、
後者は修士課程（取得）と博士課程（修了）
でした。日本の学位は民法の割賦販売法につ
いてでした。
　ニューヨーク州とテネシー州の弁護士資格
を取りニューヨーク市の法律事務（Hughes 
Hubbard Reed）で10年勤め、東京の西村
眞田（現西村あさひ）で客員弁護士を2年務
めました。日本で約20年法律事務以外にも
勤務し、その間、会社の法務部の部長として
勤めました。会社名はジェネラル・リ・ファ
イナンシャル・プロダクツ、ドイツ銀行グ
ループやキャップマーク・ジャパンでした。

◎ ローランド 和子

　ローランド（Rowland）和子です。十数
年前に日本人会や働く女性の会でお目にか
かっている方もあるかもしれませんが、本
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年1月にグリーン会に加えていただきまし
た。1996年に西テキサスからダラスに引っ
越して早くも24年になります。1997年から
2011年まで岩崎通信機北米子会社の岩通ア
メリカに勤めていましたが、親会社が北米市
場から撤退したため、現在は内部のメンバー
は変わらず、以前の社長、副社長が起こした
米国法人のICON Voice Networksに勤務し
ています。
　東京都出身、米国に移住したのが1977
年。そこからカリフォルニア、テキサス、コ
ロラド、フロリダに移動し、1996年から再
びテキサスです。2人の娘がおりますが、そ
れぞれ独立して東京とカリフォルニアに住
んでいます。2016年に夫が他界し、現在は
1人の生活です。最近は、健康維持のための
運動の必要性をひしひしと感じて、日常生活
に運動を取り入れるよう心掛けています。ま
た、時間のある時には、こちらでは手に入り
にくい日本の食パンを焼いています。生涯学
習を持続させるために常に好奇心を持つこと
が大切だと思っています。
　知識と経験豊富なグリーン会の先輩の皆
様、どうぞよろしくお願いいたします。

◎ 松本 勉
　皆さま、初めま
して。今年度より
入会させていただ
きました松本と申
します。ダラスに
住み始めて来年で
20年目なります。
長くダラスに生活
していても交友関
係は主に会社関係のつながりに偏っていまし
た。このグリーン会を通じていろいろな行事
の参加して新しい友人が作れればうれしく思
います。

　大した趣味はありませんが、しいて言えば
小旅行、庭いじり、そしておいしい料理とワ
インで友人たちと楽しむことでしょうか。こ
の自己紹介を書いている現在はコロナ感染症
の外出規制の真っただ中、毎日外出を控え、
気を付けている毎日です。早く終息を祈るば
かりです。
　トランプ政権の元、刻々と変わる情勢、永住
権の我々の生活も変わっていくかもしれません
ね。いろいろな情報共有もできればありがたく
思います。よろしくお願いいたします。

◎ ウイルソン 久美恵

　私は大分県別府市で8人姉弟の3番目とし
て生まれ、ほとんど年子でにぎやかに育ちま
した。主人のディビットとは日本で知り合っ
てからラスベガスで2人だけの結婚式をあげ
ました。それから主人の両親が住んでいる
バージニアに行き、結婚したことを伝えまし
た。その後、メリーランドに移り住み、本格
的に結婚生活がスタートしました。私は主人
の大学費用を稼ぐため一生懸命に働き、主人
は無事、メリーランド大学を卒業することが
できました。
　以後、主人の仕事の関係でプレノに住んで
います。今から30年以上になりますか美容
師のライセンスを取り、美容室を共同経営で
開いたこともあります。その後、自宅の一室
を仕事場に改装して美容室を続けておりまし
た。一時は大変忙しく、たくさんの方が利用
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して下さいましたが、お得意様も徐々に日本
に帰国されたりして16年前にお店を閉じま
した。
　1人息子にも恵まれ独立しているので、今
は主人との2人だけの生活です。主人は62歳

で退職し、今年11月には結婚50周年を迎え
ます。趣味は読書や散歩、たまに旅行を楽
しんだりと、2人で支え合って過ごしていま
す。おかげさまで幸せな毎日を送っていま
す。よろしくお願い致します。

会 員 広 場

◎ 私の旅（2）
 高野 ターク

　香港を目指す貨客船の甲板上か
ら地平線に沈みつつある富士山を
しばしの間、ながめていた乗船客
は私一人ではなかった。日本人は勿
論だが外国人も加わり賑やかだった。
日本旅行またはビジネス滞在を終えた外
国人、そしてヨーロッパに羽ばたこうとして
いる日本人、日本の象徴でもある富士山をみ
ながら、それぞれ思うところがあったに違い
ない。年末ということもあり甲板を吹き抜け
る寒風はハンパじゃなかった。さて腹もへっ
た・・・みんなぞろぞろとダイニングルーム
に入った。自然に国籍ごとの群れとなりテー
ブルに付いた。昨晩、日本人グループはベッ
トに入る前、お互い自己紹介した程度の間柄
だった。朝食は黒パン、バター、ジャムいわ
ゆるコンチネンタルタイプだ。コーヒーは飲
み放題だったが日本の喫茶店で鍛えられた日
本人の舌には、ちょっといただけなかった。
チーフウエイターは30歳半ばのアルジェリア
出身、サムと呼んでいた。サミーデーヴィス
ジュニアにそっくりの人だった。フランス語
は勿論、英語そのほか数ヶ国語を話すタレン
トマン。愛嬌があっておもしろく航海中45日
間の付き合いだった。
　朝食後、日本人グループは殺風景なダイニ
ングルームから自分たちの船室に移動した。

その前に私は立ち入りが許可されている
船内を歩き回って、どこに何があるの

か確かめた。昔から船、飛行機が好
きで船乗りを夢見たこともあった。
今で言うオタクなのだが、当時、
一般知識レベルと一線を画するマ
ニアに対し「オタク」なる呼び方

はまだ発明されていなかった。船底
（キール）まで降りたが、どうやらこ

の船は第二次大戦中、米国で建造された
戦時生産型輸送船だったようだ。今、考えれ
ば“これでいいの・・・”という箇所がいくつ
もあった。熱パイプを覆っているのはアスベ
スト製のベルト、それを被うキャンバス製の
カバーが大きくほころび、むき出しで明らか
にフレークが通風によりエアボーンしている
のだ。当時、アスベストは今で言う危険なも
のと認識されていなかった。
　1時間ばかり、あちらこちら見て回り船室
に戻ったら、日本人グループが集まり話が盛
り上がっていた。ほとんどは語学勉強で英国
滞在組み、親戚が住んでいるとか語学学校入
学がきまっているとか行き先が確かな連中ば
かりだった。ヨーロッパを働きながら数年、
ヒッチハイクするという者は私一人だった。
その後、アメリカに行き学校に行くといった
ら「金持ちなんですね」とこう来た。いや、
ヨーロッパで働いて米国までの旅費を工面す
ると言ったら・・みんな変な顔をしていた。
この人、誇大妄想狂じゃないか・・なんて思
われたかもしれない。（笑）みんな真面目
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そうな青年ばかりだった。中に一人面白い体
ガリガリの若者がいた。2年間、インスタン
トラーメンを主食とし英国での1年間の滞在
費、旅費を工面したという。日本女性が1人
色を添えた。なかなかの美人で紛れもない輝
く紅一点なのだがフランス人の恋人に会いに
行くとか・・そのままフランスに住むのが希
望とか、惚気を語りだしたら男どもはガック
リ興ざめとなった。（笑）以前、フランスに
住んでいたということだった。フランス語が
得意とか言っていたが実際に聞かせてもらえ
るチャンスはなかった。今から思えば52年
近く前の話である。彼女も70歳代半ばであろ
う。フランス人とアッツアッツの国際結婚し
孫をもつ素晴らしい人生をおくっていること
を願う。
　日本人同士の話しから抜け1人、甲板に上
がった。先にも触れたが航海中であり寒風が
身に沁みた。70歳以上の今なら「老骨に沁み
る」が適切な表現だろうが、当時は24歳。
元気いっぱい、若さはリスクをあまり気にし
ない。「リスクなんぞ糞食らえ」が当時の信
条だった。（笑）船室にもどったら、まだそ
れぞれの身の上話で盛り上がっていた。出身
県と言えば東京、関西ばかりで福島は私だけ
だった。福島（ふぐしま）というより東北出
身者なしには少々驚いた。過去50年間、振り
返っても海外で東北出身者に会ったのは数人ぐ
らいと記憶している。うーん、理由は思い当た
らない・・海外飛躍が抑制されている？・・飲
んでいる水でも悪いのだろうか？（笑）
　さてランチがやってきた。日本人は朝食の
ときのテーブル、外国勢も朝食時とこれまた
同じテーブルに陣取った。これでどうやら
45日間、食べる場所が決まったようだ。豆
をベースとしたシチュウだった。フレンチブ
レッドが結構いけた。バターの味がちょっと
違っていた記憶がある。もっとも日本のチー
ズ、バターの味はヨーロッパものとは味が
違っていた。肉らしきものがシチュウに入っ

ていたがマトン（羊）だった。若干、癖のあ
る味なので即座に判った。日本在住時は時
折、マトンを使った本場というふれこみのジ
ンギスカン・レストランによく行った。ジン
ギスカンの場合、タレで癖が帳消されるので
気にはならなかった。ところがだ、これから
45日間、肉といえばマトンになるとはこの
時、想像もしなかった。
　夕食には確かにワインが出た。スープは豆
をベースにしたものだった。ランチの残り物
みたいな感じだったが・・・その他、ポテ
ト、コーンとか盛ったものがメインデッシュ
だった。味は？まあまあ・・驚くほどのもん
じゃなかった。キッチンを除いたらコック
さんは、ほとんどがベトナム人だった。ワイ
ンはすっぱいとかで不評を買っていた。ワ
インの自称専門家とかいう米国人がいわく
「これは不作のワインで捨て値で買ったもの
だろう」。タダの飲み放題ワインのはずだが
人気なし・・タダとはそんなもんでしょう。
（笑）　私を含め日本人にとってワインはど
うでもよかったようだ。今ほどワインが日本
社会に普及していなかったと言うことかも
知れない。または田舎者の集まりだったの
か・・・
　豪華客船によるクルーズならショーとか頻
繁にプログラムされ退屈することはないであ
ろうが。いまもってクルーズをしたことがな
いので詳しいことは知らないのだが・・しか
し貨客船の客は貨物と一緒というかそれに近
い。最低限度のおもてなし、退屈しのぎは自
分で考えな！そんな感じだ。日本人のほとん
どは何冊かの本を持ち込み読書に耽る。私は
英語とドイツ語辞書、ユースホステル案内書
以外、本の類は持たなかった。香港まであと
3日かかるというではないか・・・香港か！
映画「慕情」のロケ地だった。登場人物、そ
して風景が脳裏に焼きつくほど見た映画であ
る。多分に私の世代の洋画ファンなら誰もが
見た映画だったはず。 未完
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◎免疫力を高める栄養素　

上田 知栄子

　ランダムにユーチューブを見たり聞いたりす
るうちに「新型コロナウイルス感染予防」とい
うタイトルが目に止まり、ちょっと覗いてみま
した。国際オーソモレキュラ医学会の柳澤厚生
会長の「新型コロナウイルス感染予防と治療の
ための栄養療法」いう題名で、この3月3日に開
かれた報道関係者向けの説明会の動画でした。
　この新型コロナウイルスのパンデミック
で、皆様もいろいろな方面の予防策や対処法
などを見聞きされていると思いますが、それ
によりますと「有効なワクチンや抗ウイルス
製剤が、まだ開発されていない現在では『う
がい、手洗い、外出を控える』ことが予防の
基本で、通常のウイルス感染であれば栄養バ
ランスが摂れていて十分な睡眠と休養、そし
て免疫力が健常であれば感染を予防でき、仮

◎DSHS（テキサス州保健局）
COVID-19感染拡大：
自宅待機行政命令は４月30日までです。

▶レストラン・バーでの店内での飲食は禁
止。テイクアウトやデリバリーは許可

▶急を要さない手術や歯科検査、慢性病、理
学療法は禁止

▶特別養護老人ホームでは必須の訪問者以外
の立ち入り禁止

▶美容院や理髪店、マッサージ、劇場、ボー
リング場、フィットネス施設などは閉店

▶家庭以外での集会は公私とも禁止
▶屋外での散歩は許可するが人との間隔を2

メートル以上置く

に感染したとしても軽症となりやすい」と述
べていて、免疫力をアップする必要な栄養素
を分子レベルで説明されています。
　詳しいことを知りたい方は一度、youtube
で「新型コロナウイルス感染予防と治療のた
めの栄養療法」を御覧ください。
※免疫力アップの栄養素で病気を予防　
感染予防の重症化を防ぐためのサプリメント
の種類と推奨量　
  ①ビタミンC 3g/日以上
  ②ビタミンD3 2000IU/日
  ③亜鉛（Zinc） 20㎎/日
  ④セレン（Selenium） 100µg/日
  ⑤マグネシュウム（Magnesium）400mg/日
　特に①～③までの栄養素が重要とありま
す。④や⑤については少量なので毎日、日本
食を中心とした食事から取れる量ではないか
と思いますが、持病で毎日薬を服用している
方への影響についてはわかりませんので、か
かりつけの医師にお尋ね下さい。

お 知 ら せ
▶教会礼拝集会や結婚式は禁止
▶葬儀は許可するが人との間隔は2メートル

以上置く
▶医療や政府機関、保健所や福祉、交通、安

全業務、フードサービスなど、必要不可欠
な業務は許可

▶食料品の買い出しは許可…となっています。
※ダラス郡ではアメリカンエアラインズ・セン
ターとエリスディビス・フィールドの２か所
のドライブスルーで検査を行っており体温が
99.6°Ｆ（38.5℃）以上で、咳や息切れの症状
があれば、だれでも検査を受けられます。
①American Airline Center（Downtown Dallas）
　2500 Victory Ave. Dallas, TX 75219
②Ellis Davis Field House（Red Bird）　　
　9191 S Polk St, Dallas, TX 75232 
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★ DSHSが推奨する日常の感染予防　
•20秒間以上の手洗い。
•石鹸と水がない場合は、少なくとも60％の

アルコールを含む手指消毒剤を使用。
•咳やくしゃみは腕でカバーするかティッ

シュを使う。
•手で目、鼻、口に触れない。
•表面、ボタン、ハンドル、ノブなどを消毒。
•病気の人との密接な接触は避ける。

★ 病気の場合の対処法
　COVID-19の症状は、暴露後2～14日で現
れることがあります。 COVID-19で病気に
なったと思われる場合にとるべき手順は、重
病を発症するリスクが高いかどうかによって
異なります。
　リスクの高い人は65歳以上で心臓病、糖
尿病、高血圧、癌、免疫系の衰弱などの問題
を抱える人はリスクが高くなります。99.6度
（38.6℃）以上の発熱、乾いた咳、息切れの
症状があるときには、医師に連絡して指示に
従ってください。

★ 自宅での療養の場合 
•自宅では家族と離れ、個々の部屋で過ご

す。可能であればバスルームも専用にす
る。人の中にいなければならない時、マス
クを使用。

•皿、タオル、ベッドなどはシェアしない。
•カウンターやドアノブなど常に触れるとこ

ろは豆に消毒する。
•症状を監視する。

★ 症状が悪化した場合はかかりつけの医師に
　 連絡する。

★ 緊急を要した場合は911に電話して
 　COVID－19であることを知らせて下さい。
※テキサス州保健局（DSHS）HPアドレス：
　www.dshs.state.tx.us/coronavirus/

◎マスク着用の義務　
　新型コロナウイルスに関して、ダラス郡の
クレイ・ジェンキンス裁判官が4月16日、ツ
イートで「4月18日から、公共の場でのマス
ク着用を義務付ける」ことを発表しました。
グロッサリーストアーや郵便局、銀行、交通
機関などの公共の場では必ずマスクで口と鼻
を覆うようにして下さい。
　マスクがなければ何かスカーフや手ぬぐい
などの布でカバーをしても良いそうです。
また、ダラス郡では違反者には「1000ドルの
罰金を課す」ことが発表されました。他にも
メキシコとの国境のLaredo市やWillacy 郡で
は1,000ドルの罰金を課しているところもあ
りますので、外出する際は必ずマスクを持参
して下さい。

◎「詐欺にご用心」
　  DHATからの注意喚起
　現在、高齢者を狙ったCOVID-19関連の
詐欺が横行しており、DHAT（Digestive 
Health Associates of Texas, P. A.）では注意
を呼びかけています。偽のテストや治療など
と称してメディケア番号を入手してお金をだま
し取ったり、またメディケアにもお金を不正に
請求しようとする手口も見られます。DHATで
は対策法として以下に述べています。

★ COVID-19詐欺を阻止するためには
•メディケア番号を医師や医療提供者、またはそ

の他の信頼できる代理人以外には教えない。
•メディケアカードはクレジットカードと同じ

ように扱い、メディケア番号を保護する。
• 迷惑電話、テキストメッセージ、または電

子メールで連絡をとる場合、メディケア番
号を決して提供しない。

• 個人の家を訪問する無料の検査や治療、ま
たは備品の提供には注意。
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• コンピュータやデバイスを危険にさらす可
能性があるので、知らないソースから 
のリンクは開かない。 　

• オンライン広告やメール、電話による勧誘
など、未確認のソースからの医薬品購入に
は要注意。

• COVID-19の予防製品や治療法を宣伝する
広告は詐欺がおおいので無視する。

• 現金、ギフトカード、または電信送金で寄
付をリクエストする慈善団体には特に注意。

•「投資の機会」に注意する。COVID-19関連
の企業の株式が劇的に増加するので要注意。

★不正行為の疑いがある場合、またはメディ
ケア詐欺の被害者である場合は、直ちに以
下に報告してください。

• Local law enforcement.
• 1-800-Medicare.
• OIG Hotline: 1-800-HHS-TIPS
　　　　　　　(1-800-447-8477).

◎ 2020 年新年会報告
　
　ダラスグリーン会の15回目を数える2020
年の新年会が２月2日日曜日、プレノのグレ
ンイーグル・カントリークラブにて会員48
人、ゲスト8人を迎えて行われました。
　午前11時からスタートした催しは新年に相
応しい、コーバン富美子さんの琴とジョン・
ジョンストンさんの尺八の二重奏で幕が開け
ました。箏曲の代表作、宮城道雄の「春の
海」と宮田耕八朗の「キビタキの森」が演奏
され、しばし美しい音色に至福のときを過ご
しました。
　この後、松田勉
会長の新年の挨拶
では、1950年や
60年代を振り返り
「当時はアメリカ
では、まだまだ日
本人のイメージが
悪かったと思いま
すが、先輩たちの努力によって、今では私たち
にとって大変住みやすい環境になっています」
と感謝の気持を述べ、「今年も楽しいイベント
を企画していきたい」と抱負を語りました。

　続いてシャンペンで乾杯したあとは、各種前
菜から、サーモン、ローストビーフ、フルー
ツ、デザートまで種類も豊富で豪華なバッフェ
スタイルの食事と歓談を楽しみました。
　最後に今回入会された６名による自己紹介
も行われ、松田会長の一本締めで新たに2020
年がスタートしました。今年もどうぞよろし
くお願いいたします。役員一同

催 し 報 告



11

2 月 入会
1,  カーク 栄子（Ms. Kirk Hideko）
2,  真下 富夫（Mr. Mashimo Tomio）　
3,  ムーア ヘイゼン（Mr. Moore Hazen）　
4, ローランド 和子
 （Ms. Rowland Kazuko）　
5,  ウイルソン 久美恵
 （Mrs. Wilson Kumie）　
6,  松本 勉（Mr. Matsumoto Tsutomu）　
7,  シェルトン ミア（Mrs. Shelton Mia）
 （以上名簿掲載済み）　

編 集 後 記

　穏やかに新年を迎えられたかと思いきや、
なんと新型コロナウイルスで世界が右往左往
するとは、あの時、誰が想像できたでしょうか。
　皆様お元気ですかーー。大変な時期ですが、
どうか、どうか、体調に留意してください。
そしてまたいつか近いうちに元気な姿で再開
できることを期待しています。
　さて、皆様への行事等の連絡には先ず 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
えまして、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、どうしても紙面で
ないと見られないとい

う方は郵送いたしますので上田までご連絡下
さい。
　次回会報の発行は 2020 年 7 月下旬を予定
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も募集しています。
面白いことわざや為になる一口ヒント等も大
歓迎です。合せて新会員の自己紹介記事も募
集しています。締め切りは 2020 年 7 月 20
日ですのでメールアドレス「chieko168@aol.
com」又は電話「972-414-1748」にメッセー
ジを残して下さい。
　この会報が皆様の生活に少しでも役に立ち
ます様、皆様からのアイデアを募集しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。　　
上田 知栄子　

3 月 入会
8,  飯沼 佳絵（Mrs. Iinuma Kae）　
 kaenuma@gmail.com
9, 佐々木 常広（Mr. Sasaki Tsunehiro）　
 sasatyann@aol.com

＊＊＊
＊＊
＊

　　

2020年新規入会
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