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 松田 勉 

　会員の皆様明けましておめでとうございま
す。昨年はCOVID-19の未曾有の蔓延で通年に
亘る自粛生活を強いられ、多くの人が不自由と
我慢を強いられた散々な年となりました。交際
範囲が家族やごく限られた友人のみとなり、出
口の見えない暗いトンネルの中をダラダラと進
んでいるような不気味ではあるが刺激の少な
い異常な1年でした。テレビやインターネット
或いは読書と家に篭っていると、座ってばかり
で運動不足になりがちで体力もかなり低下した
ような気がします。読書も小説は主人公に感情
移入できるのでそうでもありませんが、歴史書
や科学ジャーナル、評論文などを読むスピード
や内容把握と吸収度はかなり劣化していると実
感させられました。小説の読後に登場人物やプ
ロットをメモしていないと数日後に内容を訊か
れてもメモ無しでは思い出すのに結構苦労する
ほど記憶力も落ちてしまいました。年齢のせい
と言われればそうでしょうが、多くの人と会っ
てなされる対話による刺激や相乗効果、或いは
感動等が自粛生活のためにその機会が殆ど無
く、脳が活性化されないのも一因ではないかと
自らを慰めております。
　古希が近い年齢になると性欲、金欲や名誉欲
が薄れてゆくのは仕方の無いことですが、知的
好奇心だけは失いたくないですね。渡米以来
35年間、頻繁に日本に一時帰国して京都を始
めとして各地の神社仏閣や城跡、歴史的な痕跡
を訪ねるのが楽しみであったし、今後も行って
みたい場所は沢山あるので、まだ小生の好奇心
は失われてはないようです。しかし旅行は好奇
心に加え体力が必要とされることが多いので、
1日も早くこのパンデミックが収束し体力が衰
えないうちに自由に旅行できる日々に戻ること
を切望するばかりです。体力といえば最近は少

しの段差しかない歩道上でも躓いて転びそうに
なることが増えました。躓いた足でないもう一
方の足による瞬時の一歩が踏み出せるかどうか
が辛うじてバランスを保って転倒を避けられる
唯一の方策でしょうが、幸い現在は躓いた時に
無様にこけるのを辛うじて免れています。しか
し運動不足等で足腰が弱ってしまうとそのリカ
バリーの一歩を素早く送ることが出来ずにその
まま転倒してしまうのでしょうね。下手をする
と大きな怪我に繋がりかねない。そもそも僅か
しかない段差で躓くということは自分では気付
いていないが、以前のように足が上がらずに引
きずるように歩いていることに原因がある訳で
年齢による身体機能が衰え始めた証拠なのは明
白です。
　そうそう、我々の欲望の中で最後に残るの食
欲ですよね。動かずに息をするだけでもエネル
ギーが必要なので、そのエネルギーの補給源で
ある食に対する欲望が失われるとそれまでに貯
めた身体の脂肪を動員せざるを得ず、徐々に痩
せてゆき生気が失われてゆくのは自明の理で
す。食に対する興味が失われ始めれば要注意で
すね。奥様に夕飯は何を食べたいかと訊かれた
時は何でもいいよでは無く、美味しいものを食
べたいという気持ちを常に持ち続け、具体的に
食べたいものを話し合わなければいけません。　　
　話は横道に逸れますが、皆さんがこれまでに
経験した最も美味しかったと思われる一品は何
でしょうか？小生はエーゲ海で食べたベビー
オクトパスの網焼きです。1983年頃、イラク
滞在中に当時2歳の娘とかみさんの3人でギリ
シャに旅行した際、アテネから出ている1日ク
ルーズで立ち寄った島で食べた子ダコの旨さは
忘れられません。しかし、同じような子ダコを
買って家で網焼きにしても当時の味には程遠く
最高に旨いという感動は湧いてきません。その
時の経験から考えると味覚は、勿論素材の新鮮

会 長 談 話
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さや美味しさは不可欠ですが、食べる時の精神
状態に大きく左右されるということではないで
しょうか。当時の状況を説明しますと、そのレ
ストランは立ち寄った島の小さな魚市場に隣
接しており、市場で購入した素材でも依頼すれ
ばそれを客の要望する調理法でクックしてくれ
るというユニークで寛容なレストランでした。
その島では2時間ほどの自由時間があったので
魚市場で子ダコを購入後そのレストランに持参
し、そこのシェフの推奨で塩を振りかけただけ
の網焼きにして焼きあがった後にレモンをかけ
て食べるというごく単純な一品でした。それが
冷たいビールにピッタリ合ってそれまで経験し
たことが無い至福の味でした。
　何故飛びっきり美味しく感じられたのでしょ
うか？考えてみると様々な要因が思い浮かべら
れます。仕事から離れたバケーション中という
開放感、イラクでは決して食べられないものを
食べているという満足感、青い空とエーゲ海
特有のコバルトブルーの海面を一望している感
動、加えてかつての人類文明発祥の地に来てい
るという興奮等が交じり合って高揚した精神状
況が単純なベビーオクトパスの塩焼きを最高に
旨いと感じせしめたのではないでしょうか。勿
論名脇役としての冷たいビールがあればこそ
の主役の味であったことは言うまでもありませ
ん。とにかく一般的に言って一人で食べるより
気の合った仲間と一緒に食べる方が美味しく感
じるのも、美味しさを分かち合っているという

精神的な高揚感から来るものだと思います。そ
れが現在は旅行も出来ず、仲間と集うことも制
限されている状況なので小生のような食欲しか
残っていない食い意地の張った者には毎日が張
り合いの無い憂鬱な日々に感じられます。
　この原稿を書いている時に思わぬ訃報に接し
ました。現在は退会されましたが、長らくグ
リーン会の会員でいらしたミスター寿司の湊さ
んが新型コロナの犠牲になられ肺炎でお亡くな
りになられたとのこと。剣道や居合いを今でも
やっていらっしゃる頑強な方でしたから本当に
驚きました。いつもにこやかで物静かな紳士で
した。ご冥福を心からお祈り申し上げます。身
近に犠牲者が出ると急にコロナの怖さが迫って
くる思いです。ワクチンが出回り始めたので少
し光明が射し込んできたような感じもします
が、効果的な治療薬が開発され発症してもほぼ
全ての感染者の重症化を防ぐことが出来る状況
が生まれるまでは警戒を解く訳にはいきません
ね。インフルエンザのようなあまり恐れること
も無い普通の流行感冒になるまでは自粛生活を
続けざるを得ません。同じことを毎回書くよう
ですが、自分だけは大丈夫だというセルフバイ
アスは危険な考えで、自分のことは自分で守る
しかありません。
　現在蔓延している新型コロナ第三波がウイル
スの変異で収束にはまだまだ時間がかかりそう
だという報道もありました。長期戦模様ですが
頑張って乗り越えていきましょう。

会 員 広 場

◎ アラスカ・クルーズの旅 
　　　　　（2）

増田 数馬

　船は夕方に次の寄港地ケチカン（Kechikan）
に向けて出港、翌朝早くに到着。ここでの観

光は鮭釣りです。
　ケチカンは鮭のメッカと言える所でフィヨル
ドは多少入り組んでいます。一旦バスで漁港に
移動、この日は乗客は4人乗り組で6隻の船が
出ました。この度は、珍しくこのアラスカのク
ルーズで日本人の方にお会いし、鮭釣りでも一
緒になる奇縁がありました。
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　この釣り舟は夫婦船で、構図上は、よく働く
漁労長が奥方、操舵室に鎮座しているのが夫の
船長でした。船長は、かってパイロットだっ
たと言っていました。操舵室には大型船並にカ
ラーのGPS（全地球測位システム）があり、海
の上とは言え昨今の自動車のナビゲーター並に
島と船の現在位置の関係と方向を示していまし
た。それに魚探装置も備わっています。この船
はトロール方式で釣る船です。
　最初にヒットしたのを私が釣り上げましたが
小型の紅鮭でした。大物（80センチ位）を仕
留めた時は、たも網を持って船長が獲物を取
り込んでくれます。私共は幸運な船に乗り合わ
せたようです。漁獲量17匹と最多でもあった
し、最後の一投で80センチ大のキングサーモ
ンまで獲れたのですから。
　この夫婦船の夫婦は、32年前からお互いが
知り合いで、6年前から夏場の漁労を手伝う
ようになり、2年前に結婚。共に20過ぎの2人
の娘を持ち、奥さんの方の娘の1人は都会娘
だと言っていました。私の娘は、奥さんばか
り働かせ、夫のキャプテンは操舵室に座って
いて動かないと大変不公平だと怒っていまし
た。しかし彼は船長として常に気配りを怠ら
ず、彼の行動は敏捷であり的確でした。第1
は、顧客に鮭を釣らすべく潮目を計り漁場の
選択に余念が無かった。第2は、大物と判断
した時は必ずたも網を自ら持った。第3は、
キングサーモンの時には海面に飛ぶ小魚を見
て、魚探にも写るのかも知れませんが速やか
な竿の投擲を支持しキングサーモンがいるこ
とを見抜いた。結果は見事であり、マネージ
メントとしては仕事をよく知っている人だと
いうことを示したと言えましょう。　
　他船から見れば、我が娘と同様に仕事をしな
いキャプテンと見えるでしょう。途中で近寄っ
てきた船が漁労長に投げかけた言葉は、「お前
のオートパイロットの調子はどうか？」と、ま
さに船長を揶揄する言葉を投げかけて去って
行ったのが印象的でした。

　余談ながら、娘の話として、「このハード
な仕事を続けるの？」との問いに、彼女は彼
が愛している限り続けて行きたいと言ってい
たそうです。このことは、しがらみの無い現
在のアメリカ的夫婦のありようを感じさせら
れる姿に見えました。彼女は短いアラスカの
3カ月程の観光漁期が終われば経理の仕事を
しているとのことでした。
　それに、帰港してから魚の水揚げをしている
とき、仲買人のような動きをしていた男が他船
の船長であることを知りました。釣果が悪く、
余る魚を求めていることを知ったときは驚きま
した。どの船も同じ様に釣れるのかと思いき
や、船長の腕次第なのか運なのか、彼等の釣果
は2匹でした。我々の船長が彼に魚を渡してい
ましたが波止場の人情、助け合いなのでしょう
か、少し温まる思いでした。　
　北辺の冬には人も寄せ付けぬアラスカの
海、3マイル四方に100万匹の魚がいると言う
豊饒なフィヨルドの海、厳しいが氷河を持つ
自然環境の豊かな海、時も迫り帰港時に船長
が、ここで白頭鷲（アメリカ合衆国のシンボ
ル: Bald eagle）を口笛で呼び、釣り上げた2
拳大もある根魚を翳して呼び寄せる。2羽の
白頭鷲が天空高く舞うその先の海面に投げた
その時、予期せぬあらぬ方向である後方から
瞬時に1羽の白頭鷲が舞い降り見事に獲物を
捕らえて岸辺の森に消えた。素晴らしい自然
の中のドラマを見た感動を覚えました。小生
にとってアメリカ合衆国の象徴である白頭鷲
を見たのは初めてです。
　アラスカの海はフィヨルドの海、そこにはミ
ネラルを運ぶ多くの氷河があり、動植物を育み
多くの動物が自然サイクルの中で共存してい
る。この1人の漁師も夫婦船も自然に溶け込ん
だ光景に見えた。私共のアラスカクルーズの旅
は、この素晴らしいサーモン・フィッシングの
経験を最後に終わった感じでした。
　この後2日間、フィヨルドの海でイルカや
シャチに鯨など海洋動物を観察しながら洋上
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で過ごし、カナダのバンクーバーへと向かい
ました。
　この船は、2回ほどのフォーマル・ディナー
が洋上航海時にありました。フォーマル・
ディナーでは、ドレスコードで男性は黒っぽ
い服にネクタイ着用が求められています。こ
れはクルーズでの一番のイベントかも知れま
せん。乗船時にテーブルの指定があり、私た
ちの場合は8人掛けで、カナダ人一行で女性4
人にご主人が1人の5人のグループと一緒でし
た。女性群はリタイアーした看護婦仲間だと
のことでした。彼等は船に乗る前にカナダ、
アラスカのバス旅行を2週間ほどしての乗船で

したが、彼曰く、「カナダ、アラスカの山々
は大きく、カメラには収まらない」と、言っ
ていました。彼は名言だと思うし同感です。
　この言葉を借りれば、「海は広く、海洋動
物も鯨と言えども点にしか過ぎない」と、言
いたい。動物園や博物館での学んだ知識なし
には、動物を判断、認識することは難しいと
も感じました。
　船は無事にカナダ第3の都市であるバン
クーバーに着き、空港でアメリカへの入国手
続きを済ませ、午後遅く11時過ぎにダラスに
帰着しました。
　「アラスカの自然を見ておいて良かった！」

◎ 私の旅 （５）
高野 ターク

　翌日、朝食後、バンコクの町に繰り出した。
船の停泊地からバンコック市街中心までかなり
の距離があったが、どんな交通手段を使ったの
か憶えていない。旅費節約から考えたらバスを
選択したと考えられる。なにしろ半世紀前の旅
行話だ。バンコックは喧騒な街で匂いは香港と
少々違った独特なものだった。食材そして調味
料、料理のノウハウの違いからくるのだろう
か？香港も場所によっては喧騒だったがバン
コックのそれは一段と大きく荒々しい未成熟な
場所と感じた。香港より活気ありで好感が持て
た事は確かである。注目を引いたのはズラリな
らんだ屋台だった。
  屋台となるとケースバイケースだが衛生レベ
ルには疑問符がつく。これに関しては日本も東
南アジアも同じようなものではないかと思う。
屋台にはなんとなく風情ありで私は好きだっ
た。豚、牛の内臓、腸等を煮込んだもの、通称
モツ煮、ホルモン焼きは体力増強に関係してい
るという風評から隊員仲間とよく食べたもので
ある。私が出国した1968年頃になると、衛生

規制が強化された為か屋台は減少し珍しい存在
となりつつあった。
　貧乏放浪旅行となると食事の安全性は窓の外
となってしまうことが少なくない。この辺は覚
悟し腹をくくるしかない。
　早速、ラーメンのようなのを食べてみた。タ
イ語は読めないし英語の説明もなし、何語で
あれ読めればある程度、それがどんなものか想
像可能かもしれないが… たまたま他のものと
比べて安い値段だったから選んだに過ぎない。
当初、見た感じ、それほど美味いとは思わな
かったが食べて吃驚、捨てたものではなかっ
た。タイ料理はこの時が生まれて初めての食経
験、まあ田舎者だったというわけである。日本
在住時、日本食以外となると中華料理が主だっ
た。1960年代、日本にタイ料理レストランは
あったのだろうか？記憶にない… 屋台といえ
ば後々こんなこともあった。航海1ヵ月後、ア
フリカ西端のセネガルで食べた屋台の焼肉（マ
トン）にあてられ翌日、強烈な下痢そして血便
となった。治療してくれたフランス人船医殿に
よれば「赤痢」だったという。屋台食に限った
ことではないが場所によってはこういうことに
もなる。
　現地人は慣れているから少々変なものを食っ
ても下痢など起こさないのであろう。免疫性で
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劣る島国日本人となる当然のことながらリスク
は高くなる？セネガルでの話についてはアフリ
カ編で再び触れよう。
　ベトナム戦争の最中ということもあり、いた
るところでベトナム参戦休暇中の米兵を見た。
香港でも米兵を見かけたがバンコックは数で圧
倒していた。タイとベトナムはカンボジア、ラ
オスを挟んだ隣り合わせといえるほど距離が近
く米国の友好国でもある。バンコックは米兵に
とってのつかの間の休養先だった。オースト
ラリア、香港も休養先に含まれていたがエネル
ギーのある若い兵士がグレート・バリア・リー
フよりエキサイテイングなバンコックを選んだ
理由は理解できる。「ワイルドワイルドウエス
ト」バンコックは昔も今も若者にとって魅力あ
る場所なのだ。
　先回でも触れたが日本人に
とってタイといえば山田長政
である。1600年代、既にタ
イには日本人町が存在した。
資料で知ったのだが戦前、タ
イを訪れた帝国海軍練習艦隊
が建立したという長政神社を
探そうと現地の旅行代理店にまで立ち寄り聞い
てみたが「知らない」ということだった。最近
になって知ったのだが1972年、日本人町跡に記
念石碑が建てられ公園になったという。私がバ
ンコックを訪れたのは1968年末なので、この時
期においてはまだ記念公園建設模索の段階だっ
たかも知れない。戦前建立されたという長政神
社はどうなったのだろうか？公園内に含まれて
いることを願う。
　バンコック停泊はわずか2日間、3日目には
シンガポールに向け出港予定となっていた。
それもあって滞在中に出来たことは屋台を含
めたレストランで食事する、雑踏を闊歩、寺
院を眺めたぐらいである。観光バスによる市
内、近郊の史跡巡りの案内もあったようだが、
貧乏人グループの我々キャビンから参加した
者はいなかった。4日間ぐらい停泊するのであ

れば、以前から興味があったタイ北部の観光
地ChiangMai（チャンマイ）を訪れたかったの
だが、バンコックから500km以上もあり時間
的余裕なしで諦めた。当時は、若いこともあり
「後で訪ねよう」でやり過ごしたが今もって再
度、タイの土を踏んでない。2年半の放浪時、
住んだり、訪ねた国は30数か国になったが、
後回しとした場所はいたるところにあり、チェ
ンマイもその一つでだった。やるべきことは無
理してもやっておく… 常にこれをモットーと
しているのだが、状況によっては実践されない
ことが多々あった。主に予算不足から来たもの
である。ヒッチハイク/無銭旅行となるとセッ
トアップされたツアーとは大きく異なる。まし
て私のように働きながら、その稼ぎで外国を回

るとなると自転車操業となり
苦労も少なくなかった。ただ
しヒッチハイクによるお国巡
りはツアー観光とは全く違っ
たその国の本当の姿が見えて
くる。何処の国にも裏表があ
るからだ。ツアーパッケージ
はいわゆる典型的な観光で

あって醜いものは見ないようになっている。　
　バンコックを総括すれば活気から元気をも
らったに尽きる。先にも述べたが２泊３日じゃ
何をやるにも限界があった。バンコックの空気
を吸った程度で何も知らずして去ったという感
じである。
　バンコック入港から３日目の午後、貨客船は
シンガポールに向け出港した。タイは一部がマ
レー半島にまたがる細長い国である。マレー半
島に沿って南下すれば、大東亜戦争で旧陸軍山
下奉文中将指揮の下、英領シンガポール要塞攻
略マレー作戦日本陸軍部隊上陸点（1941年12
月8日）となったコタバル（Kota Baharu）が
ある。若い頃から大東亜戦争戦史に興味を持っ
ていた私にとってこのコタバルは心にくる特別
なものがあった。　　
  船員の話ではシンガポールまでは数日の航
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海だという。シンガポールに関しては噂を耳
にしていた。他のアジア周辺国家と異なり整
理整頓された美しい商業都市国家だという。
ということは魅力なし、面白くないとも受け
取れる。混雑、雑踏の中に面白さ、興奮が生
まれるからだ。シンガポールといえば、ここ
で下船予定のアメリカ人女性ミリアムさんが
いた。濡れガラスのような黒髪で濃いブルー
アイの美形だった。彼女に再び会うことはな
いであろう。ボルトン在住とか言っていたが

この時点じゃアメリカは私にとって遠い国
だった。船上は冬の最中にかかわらず生暖か
い風が吹きまくる。赤道に近づいていること
を肌で感ずるようになってきた。次回はシン
ガポール、そしてスリランカ（旧名セイロン
だった）をカバーする予定です。注：現在と
違った箇所の描写もあったかと思われます。
何しろ51年前の旅行記なのでご了承願いま
す。未完
写真　筆者 猪野レストランにて

2020 年度収支報告書

　   2019年12月1日〜2020年12月31日

収入

年会費
2020年度会費 13家族会員 x $40 520.00  
　　　　　　  34-1個人会員 x $30 990.00

小計  $1,510.00

行事等
新年会参加費　50人 x $10
忘年会 ゲスト＋ラッフルチケット

500.00
170.00

寄付金
テント売却

300.00
20.00

小計 $990.00
2020年収入 合計  $2,500.00 

支出
行事経費

忘年会会場使用料
忘年会諸経費
新年会 会場／食事

140.00 
217.19 

1,950.05 
新年会 演奏謝礼
新年会 花飾り
香典

   200.00
38.91

100.00 
飲料水等 33.95

小計 $2,680.10

事務費

プリンタ インク 17.85

切手代  11.65 

  

小計 $29.50
2018年支出 合計  $2,709.60 

資産状況
　

総収支差額 $2,500.00 - $2,709.60 =  -$209.60 
前期繰越金 （2019.11.30） $5,899.05
次期繰越金 （2020.12.31） $5,689.45

Checks
入金予定小切手 #1509 $38.91

合計 $38.91
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2021年役員と担当責任者
⛋ 会長 ………………………………………………………松田 勉
⛋ 無任所 …………………………………………………大谷 雅夫
⛋ 総務 …………………………………………………黒石 美保子
⛋ 会計 ……………………………………………………近藤 典子
⛋ 渉外 ……………………………… 平嶺 多美子 & 高野 ターク
⛋ メンバーシップ ……………………………… ブルワー・パット
⛋ 会報・備品管理 ………………………………………上田 知栄子
⛋ ウエブサイト ………………………………古田 正洋（日本）

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、会員に娯楽や潤を感じてもらう

機会提供を目的とする。
【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)	 年間行事：新年会、忘年会、講演会、演奏会、見学会他会員の希望するもの
	 (3)	 同好会 /趣味の会：会員の中で同好、同趣味の者を募りそれぞれの会が決めた

内容や頻度で開催する
【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1名を含め数名（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。
	 (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2019年12月14日より実施する。
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お 知 ら せ

◎ 「D&C 会」「お茶会」は
　現在、コロナ禍の影響で
　開催を中止しています。

「D&C会（Drink & Chat）」
　毎月会員のお宅で食事をしながら「情報と
意見交換の会」として興味あるトピックを決
めて集まっています。毎月第 2 火曜に開催
となっていますが、開催日は時々都合で変更
されますのでご了承下さい。担当は山下直訓
さんですので何かご質問がありましたら電
話 : 940-453-2117、または e メール : paul.

yamashita@centurytel.netまでご連絡下さい。　

「お茶会」
　毎月第 3 金曜日午前 9 時半から Coit と 190

（President George Bush Turnpike）の北東に
位置する Rosa’s Cafe & Tortilla Factory（420 
Coit Rd, Plano, TX 75075）で「お茶会」と称
したおしゃべり会を開いています。毎回 10 人
くらいのメンバーの方が集まり、ニュースから
個人的な話題までに花を咲かせております。
担当は上田知栄子 携帯 : 214-250-4759 です。

●

◎ 公共交通機関の
 　マスク着用義務付け
　アメリカ合衆国運輸保安庁(TSA)はCOVID-19
のパンデミックの影響を受けて、公共交通機
関でのマスク着用を義務化する新ルールを 2
月 2 日から実施いたしました。これは米疾病
対策センター（CDC）の指示によるもので、
バイデン大統領が 1 月 21 日、大統領令に署
名しました。航空機内や電車、バス、タクシー
の車内のほか、空港や駅などでも着用が義務
付けられています。TSA は、マスクを着用し
ない乗客は搭乗を拒否され、民事罰を課され
る可能性も発表しています。この規定の実施
期間は 5 月 11 日までとなっております。
　着用するフェイスマスクは市販や自家製マ
スクのいずれかで、鼻と口を隙間なく側面に
ピッタリとフィットする必要があり、2 歳以
上の人に適用されます。医療用の N-95 など
は要件を満たしていますが、フェイスシール
ドやゴーグルなどは受け入れられないとのこ
とです。フェイスマスクについての詳細は

「TSA.gov」で確認できます。

　アメリカン航空は顧客に対し、障害などで
マスクの着用ができない場合は、出発の 72
時間前までに同社に通知するよう義務付ける
とともに、出発の３日以内に受けた新型コロ
ナウイルス検査での陰性証明または回復証明
を提出するよう要請しています。

●
●
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編 集 後 記

　新しい年も明け、はや 2 月に入りました。
今年の節分は 124 年ぶりの例年より 1 日早い
2 月 2 日で、3 日が立春でした。皆様は豆ま
きなどはされましたか。春はもうすぐそこに
来ているのにコロナコロナと言われてから 1
年になります。何か深い靄の中に入り込んだ
錯覚におちいりますが、光は必ずやってくる
事を信じて、毎日、小さな楽しみや夢中にな
れるものを探して過ごしたいものですね。
　ということで次回グリーン会のイベントが
何時開催できるかは、コロナの収束次第とい
うことになります。会員同士の集いが開けな
い今、皆様への近況のお知らせや情報交換な
ど、この会報を通してつながり、少しでも皆
様の役に立つことを願っております。また、
シェアしたいことやご意見があ
りましたら役員まで
ご連絡ください。ま
た次回の会報の記事
も募集しています。
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、面白いことわざや為になる一口ヒン
ト等も大歓迎です。
　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、紙面をご希望の方は郵送い
たしますので上田までご連絡下さい。2021 年
のグリーン会は昨年に続いて同じメンバーで
スタートしていますが、住所や e メール、電
話番号などの変更がありましたら上田までご
連絡ください。
　次回会報の発行は 2021 年 5 月下旬を予
定しております。次回記事の締め切りは
2021 年 5 月 15 日ですのでメールアドレス

「chieko168@aol.com」までご送付下さい。
又は電話「972-414-1748」にメッセージを
残して下さい。今年も皆様のご健勝とご多幸
をお祈り申し上げます。



DALLAS
グリーン会
2021/02/12


