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� COVID-19 関連事項

・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しましょう
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� 今後の行事に関しましては、

　 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? 
ついこの間挨拶文を書いた気がしますが、あ
れからもう既に3ヶ月が経過したとは信じら
れない気持ちです。最近の新型コロナウイル
ス感染状況、テキサス州ではかなり悪化して
おり、重症者用病床の逼迫により再度知事か
らのロックダウン命令もあり得る状況に陥っ
ています。そのため自衛策として自宅に閉じ
篭る皆さんが大多数だと思いますが、その
ように付き合いの少ない極端に抑揚のない生
活を続けていると、時の過ぎるのが物凄く速
く感じませんか? 国内外共に自由に旅行でき
ず、皆で集まって飲食しながら楽しい会話を
交わすということも困難な状況では幸福度が
著しく低下し、無気力感や倦怠感に苛まれて
もうどうでもいいや、という投げやりで厭世
的な気持ちになりがちですね。
　コロナ以前と比べて決定的に変わってし
まったことの1つに人間不信が挙げられるの
ではないでしょうか。知り合いにしろ友人に
しろ、自分以外は相手の行動範囲や交友関係
をコントロールできないゆえ、ソーシャル
ディスタンスィングを取らない会話や飲食を
共にすることに一抹の不安をぬぐえないのは
私だけではないと思います。自分自身に関し
ても家族の面々とはよく会うし、買い物にも
出かけるが、その際に絶対感染させられてい
ないとは断言できず、無症状感染者になって
いる可能性も皆無とは言えません。万が一自
分が感染しているかも知れないと考えると誰
かと会うのを逡巡せざるを得ません。
　これがエイズ対策や西ナイルウイルス等に
対する感染防止対策なら因果関係が明白で、
危険交友はしない、防蚊対策を徹底するなど

的確な対応策を取ることができますが、飛沫
感染や空気感染或いは接触感染が原因ではな
いかと疑われている新型コロナウイルスに対
する最善の予防策は極端にいえば他の人と一
切会わないこととなってしまう。特に致死率
が健康な若者に比べてかなり高くなる基礎疾
患を有している者とか高齢者にとっては外に
出るのさえ脅威と感じている人が居てもおか
しくありません。
　またこれまでの会社員は定時に出勤し、オ
フィスで多くの同僚や上司に囲まれて仕事を
するのが普通でありましたが、通勤電車や事
務所での人と人との密状態解消のため自宅勤
務となった社員も多く、その結果これまで生
身の人間が対面しなければ成り立たないと考
えられていた営業や会議さえ自宅の方が無駄
が省け効率化が進んで以前より成果が挙げら
れるという結果が多く報告されている。そう
なると大都市、特に東京などへの一極集中化
は高額の事務所賃貸料や通勤時間等不経済か
つ非効率ゆえ、それらが見直され、勤務形態
が一変することになりそうです。勤務場所も
ワイファイさえ繋がっていれば何処でも良い
ため地方に移住する社員は急激に増大する
かも知れません。そうなれば社員としての絆
より住居を構える地域社会との繋がりの方が
大切になってくる可能性もあります。家族の
あり方や生き甲斐にも変革をもたらす大きな
うねりになるきっかけがこのパンデミックで
あったと歴史に残されるかも知れません。
　以前からも小規模的には試された勤務形態
でしたが、今回のコロナ騒動により感染蔓延
の原因となる三密を避けるため、働き方改革
という世界規模の壮大な実験を半ば強制的に
余儀なくされた状況が生じたということで
す。その結果自ら効率性を追求せざるを得
なくなった各社員の努力やSNS、コンピュー

会 長 挨 拶
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ター性能等の昨今の進化でオフィスに出勤し
なくても確実かつよりよく機能するというこ
とが証明された訳です。
　よく比較される話ですが、日本ではイン
フルエンザ感染者数は年間約1,000万人で
2018年から19年にかけての死者数は3,300
人ほど、一方朝日新聞によると7月10日現在
で日本国内で判明した新型コロナ感染者数は
21,262人で亡くなった方の数は982人、半年
近くでこの数字であるから、未検査で感染し
ている人が結構居たとしても、数字上はイン
フルエンザより桁違いに少なく、それ程無闇
に恐れる必要もないという見方もあります。
勿論インフルエンザにはワクチンも治療薬
もあるので、実体も研究中で未知のことも多
く、ワクチンも開発途上である新型コロナに
比べれば安心感が違うのは確かですが、見方
によってはインフルエンザの方が怖いという
ことも言えます。役員の中にも猛者が一人居
て、ビクビクして家に篭ってばかりいても仕
方ないと、全然気にする素振りも見せずに単
身あるいは友人と連れ立って頻繁にレストラ
ンへランチに出かけている。スゥエーデン・
ブラジル方式だと豪語して全然恐れる気配が
ありません。
　確かにロックダウンや自粛生活ばかりこの
まま続けば落ち込んだ経済の回復は望めず、
経済困窮者の自殺が増えれば本末転倒だとい
う考えの下、昨今の世界各国の趨勢は徐々に
コロナ以前の生活に戻す政策が主流となって
いるようです。しかしその結果日本や米国の
みならず、世界各地で第二波感染のうねりに

襲われています。過度に恐れないで正しく恐
れましょうと言われてもピンと来ず、結局具
体的な感染防止策は各個人の行動基準に依存
するしかないようです。
　古希が近づく年齢に達すると老後をどう
やって快適に楽しく過ごすかということは大
きな関心事です。しかしこのコロナ騒動は大
きな障害となっています。日本に毎年2、3回
帰り、妹や兄と各地を巡っては温泉やその地
の郷土料理を食べたり、昔の会社の仲間や地
元高校の同級生たちと飲み会を開くのが引退
生活の最大の楽しみでしたが、新型コロナに
対する特効薬もしくは感染しても重症化させ
ない治療法やワクチンが開発され、この騒動
が鎮静化されるまではその楽しみもお預けと
なりました。
　自分のことはともかく、大した期待はされ
ていないのは承知している会長としての職務
もこのパンデミックで全然果たせず申し訳な
く思っております。予定されていた行事も新
年会以来全てキャンセルとなり忸怩たる思い
で一杯です。しかし今は隠忍自重、ひたすら
会員の皆様一人ひとり自らが感染しないよう
に充分気をつけて嵐が過ぎるのを待つしかな
いですね。足腰の衰え防止として毎日の散歩
を欠かさず、三食欠かさずしっかりと食べ、
ボケ防止に読書したり、趣味があればそれに
没頭したりして夜明けを待ちましょう。そし
ていつか多くの会員が一堂に集うことができ
た暁には、この自粛期間の様々な出来事が笑
い話となっていますように、またその日が遠
くないことを心より祈願しております。

　
◎ ローゼンフェルド靖江

　この度グリーン会に入会させて頂きまし

新 会 員 紹 介
たローゼンフェルド靖江と申します。実は
グリーン会には６年前にテキサスに引っ越
してきた時に入会したいなと思っていたので
すが、内気なため入会までに随分と時間がか
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かってしまいまし
た。この度は入会
させて頂きまして
ありがとうござい
ました。
　私は瀬戸内海に
面 す る 山 口 県 光
市出身で、ニュー
ヨ ー ク 、 ニ ュ ー
ジャージ、オレゴン
とテキサスに計２８年住んでいます。
　ニューヨークで初めて就職したのが某日系
大手銀行で、その後不動産会社で資産管理を

し、ファミリービジネスでアパート経営など
をして、現在はアメリカの不動産会社で働い
ています。
　趣味はソーイング、キルティング、編み
物、ガーデニングと読書です。休みの日は猫
を膝にのせて、１週間の疲れを癒してもらっ
ています。また科学ではまだ未知の世界に興
味があり、形而上学を勉強したり、哲学的な
本を読んだりするのが好きです。
イベントに参加させて頂くたびに、皆さまの
様々な人生のお話をお聞きすることができて大
変興味深いです。ご縁があって皆さまとお知り
合いになれた事に感謝いたします。

会 員 広 場

◎「私の旅（３）」
 高野ターク

 　香港までの数日間は、甲板の手すりにもた
れて海原を眺めることが多かった。心はす
でに映画、写真でみた香港に馳せていた。
（笑） 冬の気配が忍び寄る時節だったが横浜
出航後、好天気に恵まれ冷たい海風が吹きま
くる甲板ではあったが居心地は良かった。そ
んな時、知り合ったのが一人旅の若い米国人
学生（女性）ミリアムだった。これからシン
ガポールに行くという。なんでもアジア旅行
中だというのだ。
　洋画ファンの姉の影響もあって私は幼いこ
ろから外国映画ばかり見て育ち、特に米国に
住みたいという夢、強い希望が芽生えたのは
早かった。その後、米外資系事務機日本支
社に入社、1年間の教育課程ではインド、マ
レーシア、韓国、シンガポールからの研修生
と一緒だった。共通語は当時では珍しくも英
語で、しかも社内には社員無料の米国人イン
ストラクターによる英語会話塾もありで、英

語の勉強には恵まれた環境にあった。残念な
がら自分にとって一生の仕事とは思えず退職
し、別な道を選んだ。英語を学ぶ機会を与え
てくれた会社には今でも感謝しきれない。世
界標準語というべく英語がなんとか理解でき
れば、旅は楽勝と実感したのは乗船して間も
なくの事だった。余談はともかく……
　彼女も香港は初めてだという。「日本はどう
でした?」と聞いたら「日本はソイソース（醤
油）の匂いの国、ただし悪い匂いじゃなかった
わ!」「えっ! 醤油の匂いか？ 彼女にとって香
港がどんな匂いなのか凄く興味があるという。
これまで匂いと場所を結びつける考えはなかっ
た。東京近辺に住んでいた時代、中華料理と
いえば横浜、よく足を運んだものである。確か
に中華街の匂いは醤油じゃなかった。彼女と
会って以来、その後、30数カ国を訪ねたが、
行く先々で匂いが気になった。犬じゃあるま
いしー（笑） 香港も横浜中華街の匂いなのだ
ろうか? 興味が湧いてきた。
　船の食事の肉といえば相変わらずマトンが
主体で豆ベースの料理ばかり。米国人乗客が
笑いながらチーフウェターのサミーに「また
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とおりだった。私は単独行動、一人、香港の
町を闊歩した。さっそくレストランに入り本
場中華料理を堪能？した。しかしながら数軒
で味わった中華料理の味は横浜中華に敵わな
かった。（笑）　
　横浜中華は日本人の舌にあうようにした日
本的中華だったということなのだろう。香港
は英語もバッチリ通じ東洋と西洋がミックス
した雰囲気の魅力的な港町だった。極力、映
画で見たような場所を訪ね初めての異国を味
わった。長崎をついつい思い出した。ポルト
ガルの影響を受けた長崎にも同じような西洋
文化の名残りを見たからだ。一人で行動？ 理
由は妙な事に興味を持つ私自身の性格から来

たものだ。一人なら何を食べる
にも何処に行くのも自由に選択
できる。1週間ぐらいの時間が
あるのなら余裕をもって行動で
きるのだが、数日間となると駆
け足で観光することになってし
まった。ポルトガル統治のマカ
オにも足を伸ばしたかったのだ
が時間の関係上それは敵わな
かった。フェリーをつかって
Kowloon(九龍)に行くのが精一
杯だった。香港の下町は香港舞
台の映画そのもので楽しめた。

話が前後してしまうが私が訪ねた時から29年
後の1997年7月１日、英国統治の香港は中国
に返還された。香港の魅力は英国統治にあっ
た、あの情緒と施政と思うのは私だけでは
ないはずだ。返還後の香港はかっての魅力を
失ったと思う。
　香港で一番印象に残ったシーンは小高い丘
から眺めた香港ハーバーだった。既に述べた
が予算に限界があり行動に制限を受けた。こ
れからの長い航海、香港寄港は玄関口を出た
に過ぎない。航海中、各寄港地で散財したら
無一文でヨーロッパに上陸することになる。
いくらなんでも初日から仕事探しじゃこれま

豆かよ…参ったな！」 そしたらサミーがケツ
を捻って「プープーッ」とおならをする真似
をするーーこれにはみんな大笑いした。こん
な冗談は万国共通なのかも知れない。船は揺
れることもなく順調な航海だったのだが味気
のない部屋、限られたスペースの甲板、徐々
に退屈になってきた。日本人同士の身の上話
も底を付き、それぞれ読書に耽ったりで各個
人で過ごす時間が多くなってきた。
　そんな時、香港がもう少しで見えるという
アナウンスが船室に流れ、それ行けと甲板に
上がった。なんとなく地平線にぼんやりと山
らしきものが見えた。香港がかすかに見える
時点で既に匂いが漂っていた。海水もそれ
ほど綺麗ではなかった。また空
気もたまたまその時節がそうし
たのか、綺麗だとは思えなかっ
た。もっとも当時の日本、特に
東京は自慢できる環境ではな
かった。隅田川などはどぶ川の
名前で呼ばれ臭い川だった。見
えてから接岸するまで半日もか
かりこれがノンビリ船旅かと思
い知らされた。なにしろ船旅は
生まれて初めての経験だった。
香港の匂い？中華料理の匂いと
ほんのすこし味付けとして生活
用水の匂いが混ざったものだった。よく言え
ば香港独特の匂いだろうが私には好ましいもの
ではなかった。香港の匂いは、まだましな方
で、以後の寄航地の匂がどんなに凄いものにな
るかこの時、想像も出来なかった。日本の醤油
臭さなんてかわいいものだ。
　船は香港に入航、指定された波止場に停
泊、何人かの乗客がここで下船した。貨客船
運行責任者の話では積荷の積み下ろしと積み
込みで数日、三日後に出航するという。それ
までの間、乗客は船を宿泊拠点とするか、ま
たはホテル宿泊も含む香港観光が出来るとい
う。英国統治の香港は、ほぼ想像していた

▲ 1969 年当時の私
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たやるせない。（笑）
　香港寄港3日後、船は次の寄港地タイのバ
ンコックに向かった。新たに乗客が加わった
が2等客はほとんどいなかった。我々のよう
な貧乏人が乗船しなかったということなのだ
ろうか! 当時、ワイルドワイルドウエストバ

ンコックと言われていた。1968-1969年と言
えばベトナム戦争の最中、休暇の米兵によっ
て賑わうバンコック、何がワイルドワイルド
なのか興味津々だった。未完

●
●

お知らせ

◎ COVID-19に関するよくある
　 質問

Q マスクを着用する必要がありますか。

・公共の場では誰が新型コロナウイルスに感
染しているのかわかりませんのでマスクを着
用してください。マスクを着用することでウ
イルスの拡散が遅くなり、ひいては感染を防
ぐこともできます。

Q 自分を保護するために、他にどのよう
な手順がありますか？

・豆に手を洗ってください。石鹸か水で少な
くとも20秒間は洗い流しましょう。
・直接手で口や目、鼻に触らないようにして
ください。咳やくしゃみが出るときは口や鼻を
テッシュで覆うか、腕でカバーしてください。
・他の人とは2メートルの間隔をおいて行動
しましょう。
・日常よく触れる箇所は頻繁に消毒してくだ
さい。

Q 外出しても大丈夫ですか？

・他者との間隔を6フィートに保ち行動して
ください。閉ざされた場所より屋外のほうが
安全といえます。

Q メールやパッケージを開いても安全で
すか？

・専門家は、ウイルスが封筒やパッケージに
残ることは非常に低く、取り扱う人に感染す

るリスクは非常に低いと述べています。

Q 大切な人が病気になった場合はどうす
ればよいですか？

・場合によります。 数日間昼も夜もその人
と一緒にいる場合、あなたはすでにウイルス
にさらされているかもしれませんし感染して
いることも分かりません。医師によると、で
きるだけ距離を置くことが賢明であると言い
ます。可能であれば、病気の配偶者とは寝室
もバスルームも別々に使用する必要がありま
す。マスク着用は一緒に住んでいる人を保護
するためにも必要で、介護をする場合もマス
クと手袋を着用してください。

Q コロナウイルスに感染したらどんな症
状がでますか？

・熱、咳、息切れなど風邪に似た症状に加え
て医師は、消化器系の問題として吐き気や嘔
吐、胸の痛みなども診ています。 一部の医
師は、患者の脳の炎症とピンクアイを報告し
ていますが、それははっきりしていません。
この他CDC（米国疾病予防管理センター）で
は、悪寒や悪寒による震え、筋肉痛、頭痛、
喉の痛み、味覚と嗅覚の喪失など、いくつか
の新しい症状を追加しました。 症状は感染か
ら2～14日後に現れる可能性があると当局は
述べています。

Q もし感染したと思ったらどうしたら良
いですか？

・かかりつけの医師がいる場合は、その医師
に相談してください。 電話をしないで直接、
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◎「失効したIDでも投票が可能」
テキサス州公安局からのお知らせ　
　COVID-19のパンデミック期間中に州全体の
運転免許事務所が閉鎖されたことにより、運転
免許証や身分証明書の発行が遅れています。ダ
ラス地域の運転免許事務所でも、免許証の更新
には数か月かかるようですが、免許を発行する
テキサス州公安局（TxDPS）によると、11月
の大統領選挙には有効期限が切れた身分証明証
でも投票できると発表しています。
　TxDPSはコロナウイルス閉鎖中に遅延と
なったテキサス住民70万人分のライセンスや
身分証明書については、州の有権者特定法に
より「有権者は最長4年間有効期限が切れた
免許を持つ投票用紙を投じることができると
定められています」と伝えています。
　TxDPSオフィスは今後数ヶ月で期限切れ
のライセンスに関するガイダンスを公表する
予定です。有権者IDルールについての質問
や、オンラインで運転免許証を更新できるか
どうかなどの質問がある場合は「1-866-357-
3639」に電話するか「texas.gov」にアクセ
スしてください。

◎ 投票に有効なフォトIDは以下の
通り
・TxDPS発行のテキサス・ドライバーズラ
イセンス（18歳から69歳の場合、ライセン
スの有効期限は失効後最大4年まで。70歳以
上は期限切れのライセンスでも期限無しで機
能。）
・TxDPSが発行のテキサス州選挙識別証明書　
・TxDPSが発行のテキサス個人識別カード　
・TxDPSが発行のテキサス・ハンドガンライ
センス　
・写真付きの米軍身分証明書　
・写真付きの米国市民権証明書
・米国パスポート (book or card)
(Source: Texas Secretary of State)

医師のオフィスや緊急治療室に行ってはいけ
ません。 コロナウイルスは伝染性が高く、医
師は自分自身と他の患者を感染から保護した
と考えています。 おそらく、自己検疫を勧
められます。この病気には効果的な治療法が
ないため、タイレノールなどの市販の鎮痛薬
を服用してください。 症状が悪化し、呼吸困
難または基礎疾患がある場合は、すぐに医療
を受けてください。詳細は「www.cdc.gov/
coronavirus/」のサイトで御覧ください。

◎「米国でのオレオレ詐欺にご注意
を」ーダラス警察からの詐欺警告　
　ダラス警察（DPD）の7月17日のネット
ニュースによると、最近、ダラス警官を名乗
り発信者番号のなりすましを利用して個人情
報を聞く「オレオレ電話詐欺」事件が発生し
ています。
　容疑者はサウスセントラル・パトロールス
テーションの電話番号（214- 671-4500）を
偽装しているため、被害者はダラス警察から
の正当な電話を受けたと思ってしまいます。 
容疑者は2つの異なる策略を使って、被害者
から個人情報やお金を不正に引き出したりし
ます。 例を上げれば、人身売買調査の一環で
あると言って個人情報を要求し、被害者の家
族の返還のために2,000ドルの身代金を要求
したケースもありました。
　ダラス警察は、個人に電話をかけたり金銭
の支払いを要求したりすることは決してあり
ません。 これらの通話は、他の電話番号から
発信されたように見えたり、さまざまな手段
を悪用して個人情報を不正に利用したりする
可能性がありますので注意してください。
　このような電話を受けた場合は、www.
IC3.gov（FBI-Internet Crime Complaint 
Center）に報告してください。 これらのタ
イプの詐欺の大部分は外国から発信されてお
り、連邦法執行機関のパートナーによって調
査中です。
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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

 （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に
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 2016 年 1 月
30 日より実施する

＊＊＊
＊＊
＊
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編 集 後 記

　毎日暑い日が続いていますが、会員の皆様は
お元気でお過ごしでしょうか。
　コロナパンデミックのせいで、あれから世の
中が変わってしまったような気がします。夏の
情熱的な日差しを見ても、どこかしこ悲しい
気分になるのは私だけでしょうか。予定してお
りました会のイベントもことごとく中止とな
り、皆様にお会いできないのが残念でなりませ
んーーと、ぼやいてみても世の中は変わらない
ので、この際、家の中をスッキリさせようと、
断捨離でもして気分を一転させようと始めて
おります。
　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、お気軽に上田までご連絡下さい。
　次回会報の発行は 2020 年 10 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を募集しています。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 10 月 15 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　



DALLAS
グリーン会
2020/07/25


