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会長あいさつ
				

よりも他人の言動によって引き起こされる不快

松田 勉

な思いとは無縁で、疎外感にさえ苛まれなけれ

前回の会報発行以来、引き続き自宅に篭りが

ばこれ程時間にゆとりのある気ままな生活もコ

ちな日々を過ごしていたら瞬く間にまたまた

ロナで社会的な自由活動が制限されなければ経

3ヶ月が矢の如く経過してしまいましたが、会

験できなかったことです。考えてみればこれは危

員の皆様はお元気でお過ごしでしょうか？元々

険な心境かも知れません。日本でも戦後の荒廃

小生の人生には深く物事を考えるという習性は

と極貧からがむしゃらに働くことによって立ち

無く、長いものには巻かれろというサラリーマ

直った我々の親世代の壮絶な苦労を知らない物

ン生活が長く自主独立精神が希薄な故か、この

質的には恵まれた若い世代が増えた結果、思い

コロナ禍における自宅軟禁の自粛生活で益々

やりのない自分勝手な誰かを中傷する言葉がイ

ボーっと脳に霧がかかったような無気力人間に

ンターネットの匿名性を利用してネット上に溢

なってしまいました。読書する時間も増えま

れるようになったように、コロナ禍で他人と交

したが、乱読で何かのテーマを掘り下げて研

わらない生活は感動や悲嘆といった脳に対する

究するという崇高な心構えも有しておらず、

刺激が少ないため一人よがりになって身勝手な

いい本に巡りあえれば嬉しく、面白い本には

自己本位の考え方に陥ってしまう危うさがある。

笑い、書いている趣旨に賛同できず印象にも

人間は社会的動物であり、誰かに自分の存在

残らない本には時間の無駄だったと後悔する

価値や意義を認めてもらいたい、或いは頼られた

ような気楽な生活を続けています。

いという本能を有している筈ですが、半年以上の

結局現状では忘年会も開催できそうも無

コロナ自粛期間で別段自分が頼りにされている

く、2月2日の新年会以降は年間イベントも趣

訳でもないことが自覚された結果、自分勝手に生

味の会も全て実施することができませんでし

きて何が悪いのだと開き直った利己主義に囚われ

た。これも憎っくきCOVID-19なるウイルス

そうで自らの人間性の低下を心配しています。

の影響です。全世界の多くで入国制限や渡航

コロナ禍は社会変動の転換期であったと歴

制限が実施されたことはジェット機の出現で

史上記される時が来るかも知れません。在宅

旅行が自由に速くできる時代になってからは

勤務というインターネットを利用した勤務形

記憶に無く、小生にとっても1年近くに亘っ

態も効率面では今のところ賛否が相拮抗して

て日本に帰れないということは米国滞在34年

いるようですが、企業にとっては都会の中心

間で初体験です。しかも米国を含む多くの国

地に高額な事務所スペースを借りる必要が軽

でレストランやバーの強制休業、多人数の集

減され通勤手当も不要となるので、今後も増

会禁止やスーパーや小売店等でのマスク着用

える傾向が続くでしょう。これから建てられ

義務などはコロナ以前には想像したことすら

る新築家屋やマンションにはネット環境を整

ありませんでした。しかしもっと怖いのは自

備した自宅事務所かそれに転換可能な多機能

粛生活に慣れてしまって、今や他の人達と会

ルームが必ず設けられるようになるのではな

うのを面倒だと感じる自分が居ることです。

いでしょうか。また出社しない会社員の配偶

コロナ以前と比べてずっと単調で怠惰な生活

者の昼食準備の負担を無くすためにフードデリ

ですが、時間はたっぷりあるため自分で好きな

バリーサービスが格段に整備され、配達業者の

ことを好きなだけやれるという利点もあり、何

リストに参加するレストランも急激に増えて時
2

間も正確にバラエティーも豊富に、かつ注文も

iPS細胞やES細胞技術も日々進化を遂げてお

簡単で便利なシステムになることでしょう。

り、これまで不可能とされた癌等の不治の病

ネットによる医療診断や処方も感染を恐れ

に対する治療法を確立する日も遠くないよう

た患者が病院に行きたくないという状況のた

です。そうなると例えば日本人の平均寿命は

めに昨今急激に増加したようです。現在は過

昨年男性が81.41歳、女性が87.45歳ですが、

渡期で誤診の恐れ等で賛否両論あるようです

これも飛躍的に押し上げられて数十年後には

が、その利便性故に方向性として逆行はあり

100歳以下で死ねば早死にと言われる超高齢化

得ないと思われます。加えてかなり近い将来

社会が実現するかも知れません。後世の歴史に

国民全てに遺伝子情報や父母等の既往症も全

COVID-19による世界規模のパンデミックが社

て記録されているデータを入力した個人仕様

会の変換点だったと記される可能性は大です。

チップが一人ひとりに埋め込まれ、日々の記

そうは言っても小生のようなアナログ人間

録がモニターされ、少しでも異常があれば管

には難しいことはよく分からないので、どう

理している病院か医療センターから注意や警

やったら現在の暗い世の中を少しでも明るく

報が発せられ、場合によっては救急車が派遣

して愉快に過ごすことができるかという身近

されるというSF的なシステムも近い将来実

なことを考えるしか能がありません。たとえ

現されるのではないでしょうか。ウイルスの

ば気持ちを滅入らせないために時には弁当を

侵入なども抗体酵素の働き具合でそのチップ

持参の上、公園や植物園に出かける、健康維

に瞬時に感知されて強制的に隔離されるので

持のため早朝散歩を習慣化し毎朝45分以上歩

パンデミックは起こり得なくなるでしょう。

いて新鮮な空気を吸う、怒らず精神の安定を

個人の健康情報がシステム管理組織を経て政

保つためにも妻の身勝手な要望や言い訳に反

府や統率機関に常時報告される可能性は大き

発せず、唯々諾々として従う、呆け防止のた

く、そのため生殺与奪の権を握られるという

めに視覚聴覚が占領され一方的な受動状態で

危惧はあるが、法律を守っている限りは個人

自分で考える必要のないテレビの視聴時間を

情報は守られるという条件の下で大多数の普

減じて読書時間を増やす等々のことしか思い

通の国民がこの健康維持システムに賛同する

浮かばないが、要はあまり無理をしないでス

時代がもうすぐ来る様な気がします。

トレスを溜めないことですね。

今年のノーベル化学賞がゲノム編集技術に

結局今年のグリーン会は開店休業状態で会費

功績を挙げた2人の女性研究者に贈られたよ

搾取と言われそうですが、いずれ会費に見合う

うに、乳がんを恐れて発症前に切除すると

活動が実現でき、会員に感謝される時期も来る

いったことも遺伝子治療技術や個人の健康モ

でしょう。それまで会員の皆様、どうか希望を

ニタリング技術の進歩で無くなるでしょう。

持ち健康に留意してお過ごし下さい。

会員広場
2008年7月6日、演奏会はpetite recital（小

ハープとチェロ演奏への感慨

さく小綺麗な演奏会）としてハープ奏者、弓

増田 数馬

子・シュレイファーさん、チェロ奏者、オリ

「昔々、シェーファー弓子さん夫妻が私達

バー・シュレイファーさんの演奏で松田邸の

の前で演奏して下さったときの感想です」

広間で40人を越える聴衆の前で行われた。
3

感じたことに、間近に見るハープは想像し

床に接地して両膝に胴体を抱えて演奏する。

ていたものよりも小振りだった。ただ印象的

その奏者の姿勢こそが基本ではなかろうか。

だったのは、ハープを支える先端の支柱が古

背筋を伸ばし不動の姿勢は巨木に通じる思い

代ギリシャの伝統を思わせるようなアクロポ

がした。彼はきっと巨木になるだろう、なっ

リスの城壁に建つパルテノン神殿にみる円柱

て欲しいと思う。

のようで、ドーリア式、イオニア式、コリ

そう、習練を積んだプロの変わり身の早さ

ント式の3形式のどれに属するか定かではな

には痛感させられた。ハープに関する語りを

かったが、そこから張り出す湾曲形状の彫刻

終え、演奏態勢に入るその素早さは、心の習

を施された優雅な梁、腕木画47本の縦に平行

練を積んだ人のそのものだ。ハープの支柱に

して張られる弦を支え、演者の肩で支える身

すがり瞑想すること一呼吸、その人はすでに

近な平板空洞形状の支柱は底部共鳴胴と連な

この上のない演奏者に変身していた。

り見るからに太古からの伝統を忍ばせている

ハープとチェロの合奏の時もしかり、二人

思いがした。

の目の交わりを合図に、離れて一呼吸、どん

奏者は両手で弦をかき鳴らし、7個のペダ

な決め事があるのかリズムなのか計り知れぬ

ルで音調を調節、高雅な音色を生み出す。そ

が見事だった。

れは、あたかも養成が弦の上を戯れ走り回る

真夏の宵の一時をありがとう。

ように、ときには子猫が手鞠にじゃれるがご
とく、4～5メートルの至近距離で傾聴する
ハープの音色には音域の幅の広さと奥行きの

私の旅（4）

深さが体に染み渡ってきて、歴史の深いハー

高野 ターク

プの風韻を感ぜざるを得なかった。
チェロもよし、特にハープをベースとして

次の寄港地はタイのバンコック…なんとな

奏でるチェロの至高にして美しく柔らかい音

く興奮を覚えた。多分に若さからくる見てや

色には心も体も身震いした。

ろう、やってやろう…何かがタイにあるので

一体、音って何なんだ、今宵の楽器は弦楽

はないかという期待ではなかったかと思う。

器が奏でる音質だが、なぜか初めから涙腺を

出国前の予防注射で保健所の係官から旅先で

刺激する。同じように涙腺を初めから終わり

の健康自己管理についていろいろ説明され

まで刺激され続けた人もいたようだ。音楽の

た。私のアジア、アフリカ回りの寄港予定を

ことは全く解らぬが多分、奏者が演奏を通じ

見てのことなのだろう。まず現地の生水を飲

て何か語りかけてきているようにも思える。

まない。水が欲しいときはジュースとかボト

さもなくば涙なぞ誘われる訳もない。だが何

ルを購入、コップを使わない。そんな注意が

を？ この涙は単に感激の涙なのだろうか？

頭の中に蘇ってきた。海外旅行で一番怖いの

はてな？ なぜ？ と自問せざるを得なかっ

は病気、そして事故である。特に健康保険も

た。曲には題名がある。が、曲を聞いてその

何もない私にはそれが言えた。短期間の旅行

題名の意味する所にたどり着ける人なぞいる

と違い何年間も世界を働きながらの貧乏放浪

のだろうか？ それに、朝に、白鳥、夢のあと

（ホームレスに近い）するとなれば健康保持

にだとか言われても取り付く術もない。言え

は極めて重要事項となる。出国する数ヶ月前

るとすればただ単に不思議だねえとしか言い

まで、陸自で4年間服務していた関係から体

ようがない。

調は絶好調にあった。

チェロは4弦、椅子にかけ一本の着地却を

さすが同部屋の連中、何日もの航海となる
4

と身の上話も底を付き、各人、本を読むなり

闘志をかき立たせてくれる。もっともそう感

甲板のリクライニングシートに身を沈め地平

ずるのは私だけかも知れないが……（笑）

線を漠然と眺めながら時間をつぶすように

シャム（当時のタイ）の冒険日本人といえ

なった。何せ貨客船、船客も所詮は貨物のよ

ば山田長政である。1612年頃、朱印船で長

うなもの、待遇はお世辞にも良いとはいえな

崎から台湾経由でシャムに渡り津田叉左右衛

かった。一等船客用にはデッキで遊べる道具

門率いる日本人傭兵部隊に加わり活躍、その

が何種類かあるというのだが二等にはくたび

後、日本人街の頭領となったという。1620年

れたようなデイスクゲームの一種類のみとい

ごろ、既にタイには日本人町があったのだ。

う寂しさだった。船がベトナム沿岸を南下す

山田長政はシャム王派傭兵として功績は挙げ

るに従い甲板を吹き抜ける 空気もかなり暖

たものの王室の政争に巻き込まれ、とある戦

かくなってきた。米軍機が飛来、低空から船

いで負傷後、毒殺された。そしてまた日本人

をチェックされることもあった。ベトナム戦

町も焼き討ちにあい消滅したという。山田長

争中であり米軍にとってベトナム沿岸航行船

政を祭神とする山田長政神社が1938年、タ

舶の船籍、積荷、目的寄港地のチェックは欠

イを訪問した旧日本海軍練習艦隊によりバン

かせない。ベトナム沿岸からどれだけの距離

コックに建立されたという。これについては

を航行しているのか正確にはわからないが固

後ほど触れよう。

定翼機以外、陸自時代に御馴染みだった米海

貨客船はようやくバンコックに入港した。

兵隊の回転翼機Bell UH-1”イロコイス”ヘリ

しかし午後に入港したこともあって接岸、乗

が飛来してくるところをみると同機の航続距

船客の上陸可能となったのは夕刻になってか

離からいって沿岸から最大で100-120マイル

らだった。遅すぎたということもあり町えの

ぐらいではなかったと思う。

繰り出しは翌日となった。バンコックの夜景

相変わらず船の食事は豆が主体、肉はマト

は香港とは違ったもので、悪く言えば崩れた

ンだが大分、慣れてきた。味はイマニぐらい

ような雰囲気があった。香港のような近代的

だったが航海中、食べるものはダイニング

な外観の都市港ではなかった。それが香港に

ルームで出されるものしかなかった。香港で

ないワイルドな面をかもし出しているのだろ

は地元マーケットで菓子類を購入した。しか

う。肝心の匂いだが？ここに来て東南アジア

し暇をもてあましていることもあり菓子袋を

の都市には共通したような匂いがあることを

開けて食べ始めたら途中でのストップは不可

知った。ここでも生活用水の混じりをほんの

能だった。これじゃ少々購入したぐらいじゃ

少し感じた。先にも触れたが1968年当時の隅

半日も持たない。私は当時、何をどれだけ

田川を初め、大都市の河川も自慢できるレベ

食っても太ることはなく、そんな心配はした

ルじゃなかった。匂いでこそ違いがあっても

こともなかった。

衛生環境レベルじゃ日本も他の東南アジア諸

べトナムは距離にして約1,300キロの縦に

国も50歩100歩の違いでしかなかったと言え

細長い国である。ベトナム南部をくるりとま

る。今でこそウォッシュトイレットだなんだ

わってタイランド湾にはいった。タイランド

と世界一の清潔さを自慢している日本だが50

湾に回り込んだ直後にサイゴン（現在、Ho-

年前に遡れば場所によっては、糞尿の匂いが

Chi-Minh City）がありベトナムと隣りあわ

漂っていた。

せでカンボジアだ。ここにきて再び米軍ヘリ

夕食も終わり船室でバンコックの地図を広

が飛来した。先にも触れた“イロコイス”だ。

げ、さて明日はどこに行くか？何を見るか…
せっかくだから本場タイ料理でも食ってみる

回転翼が発する独特の音はいつもの事ながら
5

か！話が盛り上がっている最中、船室ドアの

なっていた。あくまでも推測だが船員が手引

外に何人かの話し声が混じったざわめきを感

きして乗船できるようにしたのではなかった

じた。あきらかに若い女性たちの声だった。

かと思う。手引き協力者えのキックバックも

瞬間、お互い…顔を見合わせた。若い女性は

ありとかで売春グループとは持ちつ持たれつ

ほとんど乗船しておらず…外部から？何のた

の関係にあったのだろうか！船舶セキュリテ

め？そしたらドアがノックされた。長ズボン

イの面から見れば言語道断だが当時はルーズ

を履いていたのは私だけということもあり必

だったとしか言いようがない。

然的にドアを開ける羽目となった。あけて

さて明日はバンコックの土を踏む。何が飛

びっくり…少女（15-16歳）が4-5人立ってい

び出すか…さすがバンコックと思わせられる

るではないか！左右を見渡したら通路の曲が

ものが第一日目からあった。考えてみればあ

り角に中年男が立っていた。彼は引率者/ヒ

の少女たちもいまや70歳にちかい年齢となっ

モであろう。少女たちは5本の指をかざして

ている。「光陰矢のごとし」を痛切に感ずる

“5ドル”と小声で囁く。これにはちょっと面

今日この頃だ。 未完

食らった。この件に関して記述された本/雑誌
を読んだこともなく予備知識もなかったから

アラスカ・クルーズの旅

だ。要するに売春なのだが……こうも若いと
なると−こっちが正直ビビッた。参考までに
記せば当時の5ドルは今の貨幣換算だと33ド

増田 数馬

ル前後である。「オーイ、何の用事だい！」

「アラスカ・クルーズの旅は忘れがたいも

という声が背後からかかる。一旦、ドアを閉

のでした」

め、ベッド付近に戻り状況を説明する。「少

2007年7月8日から14日迄の1週間、アンカ

女ばかりの売春グループで５ドルだというん

レッジを振り出しにカナダのバンクーバーま

だが--希望者いるかい？」「冗談じゃない俺

で下る船旅をしました。

は辞めとく--金がもったいない。俺もだ--こ

アラスカは、テキサス州の3倍の大きさで

こは病気もあるしなー」ということで希望者

すが人公は50万人程です。アンカレッジには

なし。

27万人が住み、首都はジュノー（Juneau）

私も右に習えで同じ…ドアを開けて皆さん

で人口は5千人程度、首都をアンカレッジに

にお引取りを願った。「4ドル」と言うデス

移そうと言う話が出ても皆反対だそうです。

カウントの声もかかったが無視しドアを閉め

アラスカは緯度で言えば、ソ連領の樺太か

た。その後、グループは隣の船室に移動、掛

ら上ですから夏の3ヶ月を除けば雪と言うよ

け合ったようだ。多分に何人かのお客をつか

り氷の中と言った方がよいかも知れません

んだに違いない。この世の中、捨てる神あれ

ね。事実、アンカレッジ空港から船着き場迄

ば拾う神ありだ。世界最古の職業、売春は不

のバスで2時間のドライブでは素晴らしい氷

滅職業の一つである。しかしあの若さ…とな

河群を見ることができました。バスは湖の辺

ると複雑な気持ちにさせられた。ここはタ

を走ったり、鉄道と併走したりして氷河を目

イのバンコック、日本の常識が通用する場所

指すが如く走っていましたが、T字路に差し

じゃなかった。日本にもそんな世界があるの

当たり行く手を右に切ることで氷河への道と

かもしれない。

別れ港に向かいました。アラスカの山々の谷

翌日、知ったのだが接岸した船の反対側か

は皆氷河だと言った印象を受けました。

ら小船で接舷、梯子で甲板に上がれるように

クルーズの会社名はホーランド・アメリカ
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（Holland America）、この船の名前はスタ

雪か氷か、多分あらゆる山間の谷間が氷河なの

テンダム（Statendam）と言います。アムス

でしょう、この白い衣をまとった雄大な山々を

テルダム、ロッテルダムなどの名前を思うと

パノラマの様に船尾一杯に見ながら過ごした一

オランダの町の名前ですかね？

時は、アラスカ・クルーズの最大の醍醐味でし
たし、これがアラスカだ！と言った感じで忘れ

船の概要＝乗客数 1,258人、船員数560人、

られない思い出になりました。

船の大きさ 55,451トン、船の長さ220メート

最初の寄港地は、3日目でハインズ
（Haines）

ル、船の幅 31メートル、エレベーター数8基

と言う町でした。クルーズでは寄港地からの周

（4階～14階）、速さ39キロメーター/時間

遊観光のプランがいくつも組まれています。

船首側には劇場などがあり、船尾には食堂
関係があるのがクルーズ船の標準のようで

1896年金が発見されてゴールデンラッ

す。クルーズ用の船としては、小振りな方だ

シュが起こり、鉄道が敷かれ、今日では観光

と思います。10万トンを越える船もありま

鉄道として運行されており、スカグウェイ

すし、事実アンカレッジの山間の入り江に停

（Skagway）から海抜1,000メートルのホワ

泊している姿を見たとき、あれっと思いまし

イト・パス頂上（White Pass Summit）まで

た。何か島と島との間を連絡する連絡船位の

の全長32キロメートル、ここはカナダのブリ

大きさに見えたくらいです。それだけ山々の

ティシュ・コロンビア（British Columbia）

景色が広大だったからでしょう。この位の大

との国境でもあります。

きさの船の方が船内での行き来が楽で良いと

私達はハインズからバスでスカグウェイと

思いました。大型船だと部屋から食堂などへ

言う町に移動して、この汽車の旅を川沿いの

の距離も長く毎々の事なのでへこたれます。

風光明媚な景色や古い木製の高架橋、苦労し

さて、アンカレッジを出港してからの2日

て掘ったであろうトンネルなど全てダイナマ

間は氷河を見るために洋上にいました。洋上

イトを使って人力で築いたもののようでが、

と言っても入り江（フィヨルド）の海でで

往復の旅を楽しみました。

す。北洋のスカンジナビア半島に見るフィヨ

4日目、アラスカの首都ジュノーに到着で

ルドとは違い、両岸が切り立っているわけで

す。船は常に早朝に港に入ります。アラスカ

はありません。

の町は船か飛行機、ヘリコプターでしか交通

氷河の入り江、グレイシアー・ベイ（Glacir

の便がありません。ここでの観光プランは、

Bay）では海に氷河が崩落するのを間近に見

ホエールウオッチング、氷河観光、鮭のバー

ることが出来ました。確か1日17インチ程、

ベキューの3点セットを選択しました。ク

ここの氷河が動くそうです。青く光る氷河の

ルーズでは港に着く度に、その地の観光プラ

氷の部分は高圧で締め付けられてできたもの

ンが備わっていますが、アラスカ・クルーズ

だそうで、緑の中の白く青みのある氷河の流

の場合は他のクルーズより割高なようです。

れはとても美しい景観を呈していました。

僻地でもあり、交通手段の問題があるのかも

この入り江には観光船は1度に3艘しか入れ

知れません。観光プランの選択に当たって娘

ない規定があるようです。アラスカのクルー

曰く、値段は見るな！やりたい事で選べ！と

ズ人口は年間70万人以上だとのことで、期間

言うのです。この場合、全く適宜を得た進言

は3ヶ月、従ってこの間は殆どの観光船がア

だったと思います。
さて、ホエールウオッチングは、バスで別

ラスカに回っているかも知れませんね。

の港に移動し、そこで観光船に乗って沖に出

船尾にある食堂でフォーマル・ディナー（夜

かけます。客席には全てに望遠鏡が備わって

食の正式晩餐）を取りながら見た、谷間に残る
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います。このホエールウオッチングでは十数

説明では1867年の購入価格は、たった5.75ミ

回鯨を散見することが出来ましたが、彼等は

リオン・ドル（6～7億円）だったそうです。

数回海面で呼吸したら海底深く潜って行くよ

その当時からのアメリカでの評価は、アラス

うです。その間、潮を吹く様や、動きを見る

カで石油が出るまでは防衛的なメリットを除

のですが、小生の場合幸運にも鯨が海面高く

いて経済的には不評だったそうです。続く

頭を持ち上げた所や、前びれを使って回転す
る様子を見る事ができました。ただ望遠鏡を
通しての一瞬の出来事です。

今年も月下美人の花が咲いた

港への帰途、ブイの上に海驢（あしか）が

上田 知栄子

群がる様も見えました。岸辺にはアメリカの
国鳥である白頭鷲の巣などが見えましたが鷲

昨年に続き、またもや月下美人の開花を

そのものは不在でした。かっては、白頭鷲を

お知らせします。今年は2つの花が咲きまし

見る観光ツアーが組まれていたこともあるよ

た。あまりにも美しいので皆様にも写真を掲

うですが、今では鷲の数も減り、無くなった

載してお見せしたいと思います。10月2日の

ようです。

開花の1週間前から歯状茎から垂れ下がる蕾

次に、氷河見学にバスで移動、メンデン

を発見しました。それが日毎に成長し鎌首を

ホール氷河（Mendenhall Glacier）です。こ

もたげたように蕾が十分に膨らむと、いよい

れは内陸部にあり、湖に落ち込んでいる雄大

よその夕方から花が開き始めます。満開は夜

な氷河でした。近くには鮭の養殖場もあり、

11時頃で写真はその時に撮影したものです。

森も動物も豊かでハイキングコースなどもあ

真っ白い直径15センチ以上はあると見られ、

り、熊から身を守る方法などの案内もあったり

とても優雅な雰囲気を持っています。来年も

して、とてもゆったりとした自然の大きさを感

楽しみです。

じさせられます。家内は歩かずにビジターセン
ターで周りの景観を楽しんだようです。
最後が、鮭のバーベーキュー場での食事で
す。山間合いの川の辺にあり、サーモンを焼
いてサラダや色々な料理がビュッフェ・スタ
イルで並んでおり好きに取って食べる方式で
した。まあ、つかの間の野外バーベキューを
楽しんだと言った所ですが、お味は鮭でし
た。100メートル程奥には滝もあり、そこを
見た後、船の出港の時間もあり、早々と船に
戻りました。
この町を歩いて驚かされたことに、ロシア
の土産物を売っている店があることです。ふ
とバルト海クルーズで訪れたサンクト・ペテル
ブルグ（旧レニングラード）での土産物を思
い出しました。考えてみれば此処はロシア領
だったんだ。そう言えばバス移動のときアラ
スカをロシアから買った話がでて、その時の
8

お知らせ
の運転免許事務所が閉鎖されたことにより、

米国でのオレオレ詐欺に
ご注意を

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

ダラス警察からの詐欺警告

発行するテキサス州公安局（TxDPS）による

ダラス警察（DPD）の7月17日のネットニュー

と、11月の大統領選挙には有効期限が切れた

スによると、最近、ダラス警官を名乗り発信

身分証明証でも投票できると発表しています。

者番号のなりすましを利用して個人情報を聞く

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

「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

身分証明書については、州の有権者特定法に

テーションの電話番号（214- 671-4500）を

より「有権者は最長4年間有効期限が切れた

偽装しているため、被害者はダラス警察から

免許を持つ投票用紙を投じることができると

の正当な電話を受けたと思ってしまいます。

定められています」と伝えています。

容疑者は2つの異なる策略を使って、被害者

TxDPSオフィスは今後数ヶ月で期限切れのラ

から個人情報やお金を不正に引き出したりし

イセンスに関するガイダンスを公表する予定で

ます。 例を上げれば、人身売買調査の一環で

す。有権者IDルールについての質問や、オンラ

あると言って個人情報を要求し、被害者の家

インで運転免許証を更新できるかどうかなどの

族の返還のために2,000ドルの身代金を要求

質問がある場合は「1-866-357-3639」に電話す

したケースもありました。

るか「texas.gov」にアクセスしてください。

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

投票に有効なフォトIDは
以下の通り

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.

・TxDPS発行のテキサス・ドライバーズライ

IC3.gov（FBI-Internet Crime Complaint

センス（18歳から69歳の場合、ライセンスの

Center）に報告してください。 これらのタ

有効期限は失効後最大4年まで。70以上は期

イプの詐欺の大部分は外国から発信されてお

限切れのライセンスでも期限無しで機能。）

り、連邦法執行機関のパートナーによって調

・TxDPSが発行のテキサス州選挙識別証明書

査中です。

・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

失効したIDでも投票が可能

・写真付きの米軍身分証明書

テキサス州公安局からのお知らせ

・米国パスポート (book or card)

・写真付きの米国市民権証明書
(Source: Texas Secretary of State)

COVID-19のパンデミック期間中に州全体
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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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編集後記
ながらの活動となります。お互い健康にはく

新型コロナの蔓延はまだ続くようですが会

れぐれも注意してこの難局を乗り越え、また

員の皆様は元気でお過ごしでしょうか。

皆様と心置きなくお会いできる日を楽しみに

ダラス郡では 9 月 2 日に COVID-19 リスク

しております。

チャート（4 段階）を最高のレッドから 1 段
階下げてオレンジに緩めましたが、この 2 週

ということで当分は会のイベントも先送り

間以上、入院と陽性症例数の増加により同郡

となります。皆様とのつながりはこの会報と

の保険当局は 10 月 15 日、
再び最も深刻なレッ

なりますので、耳寄りの情報や旅行記、料理

ドゾーンに戻しました。これは公共の場では

のレシピ、生活の中で困ったこと、失敗談、

フェースマスクの着用、社会的距離を置くこと、

写真など共有できることがありましたらお気

可能な限り自宅待機、手洗いの励行、グループ

軽に担当の上田までお寄せください。

での集会を避けることなどが引き続き推奨され

次回会報の発行は 2021 年 1 月を予定して

ます。特に 65 歳以上、またはリスクの高い

おります。面白いことわざや為になる一口ヒ

慢性的な病気を持っている人などは、直接的

ント等、記事を書いてくださる方を募集して

な活動を避けるべきであると伝えています。

います。締め切りは 2021 年 1 月 15 日です
のでメールアドレス「chieko168@aol.com」

これからホリディーシーズンに入り、いつ
もの年なら旅行や家族、友人と

又は電話「972-414-1748」にメッセージを

の夕食会など、楽しい

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

イベントの計画を支
障なく立てられたは

ます様、皆様からのアイデアを募集しており

ずでしたが、今年は

ます。どうぞよろしくお願いいたします。
上田 知栄子

互いの安全を考え
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