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2月新年度開講！

北米本部：888-362-1177
お申し込み・
お問い合わせ www.ena-kikoku.com国際部国際部

                       国際部渋谷校・あざみ野校

    English Learning Center
英語ネイティブによる

   

帰任スペシャルは、ena-kikoku.comからの事前のご登録が必要です。（2016年6月30日まで）

English-only-English Class
帰任スペシャル

新規
 開講！

２歳～中３まで

2歳～中3
帰国生  入学金無料
帰国生  本科授業料１カ月無料

入学金200ドル/20,000円  割引カード
2016 年度

新年度入学生氏名（ローマ字で記入）

くん、さん（小・中・高      年生、幼稚部      歳児）は

USフロントライン読者特典

に入学金 200ドル /20,000円割引で入学します。

電話番号（ ） - 校舎・教室名
有効期限：2016年3月31日（入学手続時提示以外は無効）受付日：            受付担当者：

① 入学金から $200/20,000 円割引く。割引は          USA・カナダ・シンガポール・国際部渋谷校・国際部
あざみ野校・iBT の入学金のみに適用。授業料、諸費、教材費等には適用不可。　② カードは入学手続書提出
時に提示が必要、入学手続書提出時以降の提示は無効。　③ 北米 JALマイレージバンク割引、北米 ANA マイ
レージクラブ割引、兄弟生入学金割引、講習生継続割引の 4 つの割引に限って併用可、その他の割引との併用
不可。複数の入学金 $200/20,000 円割引カードの同時使用不可。

2016 新年度入学説明会・無料学力診断テスト

会場 開催日
学年別開始時間（全て新学年） 学力診断

テスト
実施学年

無料学力
診断テスト
試験科目幼稚部 小1〜3 小3〜6 中1〜3 高1〜3

enaニュージャージー 2/6（土） 10:00 11:00 小3〜中3 新小2　算国

ena国際部あざみ野校 2/7（日） 10:00 11:30 小3〜中3 新小3　算国

enaロサンゼルス 2/7（日） 10:00 10:00 11:30 11:30 小2〜高3 新小4　算国

enaアーバイン 2/7（日） 10:00 10:00 11:30 11:30 小2〜高3 新小5　英算国

enaニュージャージー 2/7（日） 10:00 新小6　英算国

enaデトロイト 2/7（日） 10:00 10:00 10:00 10:00 小2〜高3 新中1　数国

enaサンフランシスコ 2/7（日） 10:00 10:00 10:00 10:00 小2〜中3 新中2　英数国

enaサンノゼ 2/7（日） 10:00 10:00 10:00 10:00 小2〜高3 新中3　英数国

enaワシントンDC 2/7・14（日） 10:00 10:00 10:00 小2〜中3 新高1　英数国

enaトロント 2/7・14（日） 13:00 13:00 13:00 小3〜中3 新高2　英数国

enaニューヨーク
新ハリソン教室 2/8（月） 9:45 10:30 14:00 小2・3 新高3　英数国

ena国際部渋谷校※ 2/11（木） 10:00 13:00 小3〜中3

enaシカゴ 2/14（日） 11:00 11:00 11:00 13:00 小2〜中3

■お席に限りがありますので、ご参加には事前のお申し込みが必要です。
■赤字で表示の時間は、説明会形式ではなく個別面談形式で実施します。
※国際部渋谷校の小3〜6入学説明会は、2016年度帰国生中学入試報告会を兼ねます。
　国際部渋谷校の中1〜3は個別面談形式でご入学のご説明を致します。
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（左上）ターレットが走る市場の中（左下）使われる
ことが少なくなった引っぱり車（上）手かぎで魚の
状態を観る
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日本に帰るたびに必ず訪れる場所があ

る。東京の下町で育った自分には、その

場所の持つ風情や活気が、とても居心地

良く感じるからだ。新しくもなく、古す

ぎずもしない。そこには、いい感じのリ

アルな日本が存在している。

中央卸売市場が築地に建てられたのは、

関東大震災を経た1935年。江戸時代か

らこのあたりは漁師町として栄えてきた 。

市場ができて80年、戦争の間も東京の食

を支え続けてきた。そんな築地市場が今

年の11月でなくなってしまう。正確には移

転をするのだが、新しくなってしまう建

物や共に歩んできた場外市場を残したま

ま場所を変えてしまうのだから、私にと

っては、なくなってしまうのと同じことだ。

時代の流れには逆らえないということ

かもしれない。ここ築地でも、昔は魚を

乗せて、腰で引く“引っぱり車”と呼ばれ

る大八車が、いつからかガソリンで走る

車になり、そう呼ばれていたことを知る

人も少なくなった。

一歩場内に足を踏み入れると、ターレ

ットと呼ばれるそのガソリンで走る立ち

車が、クラクションを鳴らしながら人と人

の間を結構なスピードですり抜けていく。

ここでは人より魚を乗せたそのターレッ

トが優先ということらしい。この雰囲気

がなんとも言えない。市場の中では、外

の世界とは違う法（ルール）とここだけに

流れる時間がある。縦横無尽に駆け巡る

ターレット、それを運転する市場人の姿、

それが今の築地の名物だ。

明け方5時すぎから始まるマグロの競

りを観るには、まだ暗い3時ごろから並

ばないとならない。120人の定員にもれな

いように大勢が夜明け前から並んで待つ。

しかし、その中には、残念なことに日本

人の姿はない。いても私を含め、2、3人と

いったところだ。ほとんどが外国からの

観光客で、アジア系やヨーロッパ系とさ

まざまだ。

5時少し前に競り場へと通された。凍

ったマグロたちがたくさん地面に並んで

いる。買い手はマグロの尾のあたりの肉

を手かぎという小さな鎌でえぐり、懐中

電灯で照らし、匂いを嗅いだり、舐めた

り、その魚の良し悪しを判じている。自

分の気に入ったマグロが決まるとその前

で競りを待つ。木箱の上に乗った競り師

が、鐘をならし競りが始まった。

私が聞いていてもさっぱりわからな

い競りの掛け声が場内にリズム良く響き、

競り師の体もそれに合わせて揺れるよう

（左）築地と共に生き、昔を知る数少ない市場人（中）
買われたマグロたちが運ばれていく（右）魚がしに
は欠かせない氷を砕く機械

（左下）引っぱり
車とターレット
（右下）競りの会
場に並べられた大
きなマグロたち
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に動いている。彼らだけに通じる暗号が

飛び交い、買い手は手を挙げたり降ろし

たりしている。興奮気味な外国人の観光

客たちの目の前で、大きなマグロが次々

と売り買いされていく。彼らは、夜中か

ら待っていたことなどすっかり忘れた様

子で楽しんでいるようだ。

マグロの競りが終わる頃、昇り始めた

朝日が場内に差し込む。市場はさらに活

気で溢れだす。新鮮な食材を求め、一流

料亭から、下町の寿司屋まで、たくさん

の魚や海産物を取り扱う人たちで賑わう

のだ。仕入れの様子を垣間見てみた。と

ころ狭い場内のいたるところで、買い手

と売り手が毎日顔を合わせているといっ

た様子だ。世間話や冗談が飛び交ってい

る。その間も魚を見る目の真剣さはお互

い失わない。何年も築き上げた売り手と

買い手の信頼がこの毎日を支えているの

だ。”粋”（いき）と呼べる世界がここには

あると思った。

市場の活気が一通り落ち着いたお昼近

く、場内の名物店でご飯を食べるために、

大勢の人がやってきて列を作り始める。

そして、今度はその多くが日本人だった。

なんだかなと思いながら市場を後にした。

建物の老朽化がしばしば、移転の理由

に挙げられるが、はたして本当にそうな

のだろか。この市場にしても、あと何十

年かしたら、もしかすると文化遺産にな

るかもしれない。老朽化が理由で取り壊

さないといけないのなら、日本にはお寺

や神社は一つも残ってはいないだろう。

移転後のこの跡地には、2020年の東京

オリンピッックのための施設が建てられ

る予定になっている。何を求めてこの築

地市場に外国から大勢の観光客が訪れて

いるのか、それに気がつかないで取り壊

してしまうのだから、独りよがりの“おも

てなし”ほど馬鹿げているものはないと思

えてくる。

みずしま・のぶとし
アメリカ先住民の取材をライフワークにするた
め、プエブロ族やナバホ族などが多く住み、ホ
ピ族の居留地にも近いニューメキシコに数年
前、ニューヨークから移住。現在はアラスカ最
北の先住民やニューメキシコとフォーコーナー
ズを中心としたアメリカの原子力関連の写真プ
ロジェクトも進行中。
ウェブサイト：www.nobutoshimizushima.com

（左）買い付けたマグロを
前に談議が始まる（上）
仕事終わりに包丁を研ぐ
市場人（右）朝から賑わ
う築地の場外市場

行列をなす市場内の名店

昭和の匂いが残る売店活気溢れる朝の市場

市
場
の
脇
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い

る
お
地
蔵
さ
ん
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リオデジャネイロから東京へー。日本

のスポーツ界はことしの五輪・パラリン

ピックを2020年東京大会に向けた重要な

ステップと位置付ける。日本オリンピッ

ク委員会（JOC）は12年ロンドン五輪から

倍増の金メダル14個を目標に掲げ、日本

パラリンピック委員会（JPC）はロンドン

大会の世界10位に相当する金10個、合

計40個のメダルを目指す。リオでの頂点

を見据え、選手の意欲も高まっている。

自国開催の4年後を見据え、選手を取

り巻く環境は変わりつつある。国が打ち

出したのは、五輪とパラリンピックの一

体的な強化。政府が20年大会に向けて決

定した基本方針にはパラリンピックを重

視する姿勢が明記され、遠藤利明五輪相

は「まだ五輪と同等とまではいかないが、

支援企業も出てきて皆さんの認識もかな

り加速している」と手応えを示した。

文部科学省が管轄するトップ選手の練

習拠点、東京・味の素ナショナルトレー

ニングセンター（NTC）は、障害者の利用

が可能になった。日本財団が約100億円

を拠出して競技団体の基盤強化や選手の

練習環境整備を支援する「パラリンピック

サポートセンター」が設立され、競技団体

の「共同オフィス」もオープンした。

昨年10月にはスポーツ庁が新設され、

初代長官に競泳元五輪金メダリストの鈴

木大地氏が就任した。日本のスポーツ界

が新たな態勢で五輪を迎える。

2016 SUMMER
リオデジャイネロ五輪

文＆写真／共同通信

４
年
に
１
度
の
熱
い
戦
い
が
再
び
や
っ
て
く
る
。
初
め
て
南
米
が
舞
台

と
な
る
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
夏
季
五
輪
が
８
月
５
日
、同
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
９
月
７
日
に
開
幕
す
る
。
２
０
２
０
年
東
京
大
会
に
向
け
て
試
金

石
と
な
る
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
日
本
選
手
の
活
躍
に
期
待
が
高
ま
る
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金倍増で東京へステップに
五輪、パラ一体強化の機運

車いすテニス男子
競泳男子

陸上男子
パラリンピック

レスリング女子
射撃男子

　　　　　　女子
男子

体操男子
飛び込み男子

男子
　　女子

　　女子

男子

アーチェリー

競泳

陸上
五　輪

リオデジャネイロ五輪・パラリンピック
代表を決めた主な選手

（ユニクロ）
（東京ガス）
（スズキ浜松AC）
（Team Heart Space）

（ALSOK）

（神奈川県警）
（ミキハウス）
（近大職）
（コナミスポーツ）
（ミキハウス）
（JSS立石）
（ミズノ）
（JSS毛呂山）
（大塚製薬）
（富士通）
（自衛隊）

国枝　慎吾
木村　敬一
山本　　篤
山本　浩之

伊調　　馨
吉田沙保里
松田　知幸
川中香緒里
古川　高晴
内村　航平
寺内　　健
渡部香生子
星　奈津美
瀬戸　大也
伊藤　　舞
森岡紘一朗
谷井　孝行

Kyodo Kyodo体操の内村航平 テニスの上地結衣
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内村航平（コナミスポーツ）は「史上最

強の体操選手」と世界から称賛を浴びる。

昨秋の世界選手権で37年ぶり優勝の団体

総合、史上最多６連覇の個人総合、種目

別鉄棒の3冠に輝いた。1月3日に27歳を

迎えた円熟の日本のエースが3度目の五輪

に挑む。

—勝負の年が来た。

「世界選手権で美しい演技が評価された

ので、ミスなくできれば結果はついてく

ると信じている」

—団体制覇は悲願。

「3回目にして金メダルに一番近いとこ

ろで五輪を控えている。チャンスはもの

にしないといけない。ここで取れないと

2020年の東京五輪でも取れない」

—個人総合は世界選手権、五輪を通じ

て09年から7年連続金メダル。

「負けることへの恐怖心はない。体操は

メンタルのスポーツ。どれだけ結果を意

識せずに自分の演技に集中できるか。そ

れが僕の一番の強み、支えになっている」

—既に五輪代表に決まった。

「みんなよりも早く準備できるのはプラ

ス。（代表選考会の）全日本選手権とNHK

杯には出る予定なので、団体決勝をイメ

ージしてどんな状況でも6種目できるよう

に試したい」

—南米で初の五輪。

「南米は初めて。ブラジルで思い浮かぶ

のはサンバとサッカーで、リオデジャネ

イロなら丘の上のキリスト像かな。時差

が大きいし、移動も30時間近くかかると

聞いた。実は飛行機が嫌い」

—跳馬にラグビーの五郎丸選手でも注

目された「ルーティン」がある。

「（大技の）リ・シャオペンの助走でマッ

トに手を付くラインをイメージしている。

そこだけ考えればあとは流れでうまくい

く。世界選手権で団体優勝して帰国した

けど、ニュースはラグビーの話題ばかり

だった。五輪で結果を出してこそ。（団体

金メダルの）04年アテネ五輪も超えない

といけない」

—新年の誓いは「無心、無欲」。

「初めて書いた言葉。背景にはロンドン

五輪の反省がある。あの時は前年の世界

選手権で種目別決勝に5種目も残り、余計

な欲が芽生えた。結果的に五輪は（団体銀

メダルで）不発だった。五輪の悔しさは五

輪でしか晴らせない。ロンドンでやりた

かった演技をさらに進化した形で見せる。

それができれば納得できる」

悲願の団体金「一番近い」
円熟の内村3度目五輪へ

KOHEI     UCHIMURA

内村航平（うちむら・こうへい）
両親が営む体操クラブで競技を始め、中学卒業
後に上京。ジュニア時代に頭角を現し、個人
総合で五輪では 2008 年北京で銀、12 年ロン
ドンで金メダルを獲得した。12 年に結婚した
2児の父。日体大出、コナミスポーツ。27 歳。
長崎県出身。
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車いすテニス女子の日本のエース、21歳の

上地結衣（エイベックス）は2012年ロンド

ン大会でパラリンピックに初出場した。リオ

デジャネイロ大会では技術、精神両面で成

長した姿を披露する意欲にあふれている。

̶ロンドン大会を振り返ると。

「初めてのことだらけ。選手村でどう過

ごすかとか、右も左も分からなくてみんな

の後をついていくような形だった。楽しい

こともあったが、気疲れというか気が張っ

ていた部分はあった」

̶ロンドン大会後に伸び、世界ランキ

ング1位を経験した。

「試合経験を積み、技術的な面で習得し

たことはたくさんあるが、それよりもメン

タルの部分での成長が大きい。試合を通し

て自分の調子や相手への対処法などを考え

てプレーできるようになった」

̶今は相手に研究され、簡単には勝て

なくなった。

「負けたことによって、次は負けないよ

うな選手になると考えられるので、前向き

な気持ちはあると思う。『（世界ランキング）

1位はこんなプレーじゃない』と自分にプ

レッシャーをかけ過ぎていた部分があるが、

今は少しずつ気持ちの切り替えができるよ

うになってきている」

̶理想の選手像は。

「何でもできる選手

になりたい。女子では

まだネットプレーがで

きたり、コート全体を

使ったりするスタイル

の選手はあまりいない。

ネットプレーやスマッ

シュを取り入れたいし、

相手にとってどこから

崩していいか分からな

い選手になれたらと思

う」

̶リオ大会への思い

を。

「まずは出場権を取ること。初めて行く土

地になるが、私は新しいことがすごく好きな

ので町並みだったり、人柄だったり、食べ物

や景色も一緒に楽しめたらいいと思う」

̶20年に東京大会を控え、リオ大会の

位置付けは。

「一つのゴールではあるが、終わりとは、

もちろん考えていない。そこで優勝して、

その先に東京があると考えている。そうい

う意味では一つのステップ。リオの結果が

あってこその東京になる」

「リオあってこその東京」
前回からの成長披露へ上地

YUI     KAMIJI

上地結衣（かみじ・ゆい）
両脚に障害があり、11 歳で車いす生活になっ
た。ソフトテニスをしていた姉の影響で競技を
始め、15 歳で日本代表に初選出。2012 年ロン
ドン・パラリンピック代表。シングルス世界ラ
ンキング2位。兵庫・明石商高出、エイベックス。
21歳。兵庫県出身。
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車いすバスケットボール

車いすラグビー
車いすテニス
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５人制サッカー
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パワーリフティング
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トライアスロン
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アーチェリー

日付は現地時間、日程は
今後変更の可能性あり

自 転 車 トラック
ロードレース

7日
水

9月

開会式・閉会式
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初の五輪で、勝負強い男の真価が問わ

れる。競泳男子の瀬戸大也（JSS毛呂山）

はリオデジャネイロ五輪で、複数種目の

金メダルを狙う。2012年ロンドン五輪

代表を逃した悔しさをばねにはい上がり、

400メートル個人メドレーは世界選手権2

連覇中。「納得できるパフォーマンスをし

ていい色のメダルを取りたい」と誓う。

世界選手権の400メートル個人メドレ

ーでは、2大会連続で周囲を驚かせた。13

年は優勝候補筆頭だった同学年のライバ

ル、萩野公介（東洋大）を最後の100 メー

トルで置き去りにし、番狂わせの金をつ

かんだ。

昨年の世界選手権はその萩野が故障

で欠場。1人で期待を背負ったことに加

え、直前の高地合宿でかかとに痛みが生

じ、十分に練習を積めないまま大会に挑

み、苦しんだ。優勝候補だった200メー

トルバタフライ、200メートル個人メドレ

ーはまさかのメダルなし。ところが最後

の本命種目は別人のような圧巻の泳ぎで、

タイトルを死守した。

昨年9月に両かかとの手術に踏み切った。

練習を制限された当初は、本来は大嫌い

なキックの練習をコーチに直訴する場面

が夢に出てくるなど、心も体もうずいて

いる。実戦復帰に向け、リハビリと練習

に励んでいる万能スイマーは「まずはしっ

かり治して、バージョンアップして戻り

たい」と意気込む。

DAIYA     SETO

※1956年は馬術をストックホルムで
　分離開催。JOC発表資料などによる

バレーボール女子で
優勝の「東洋の魔女」
（1964年・東京）

女子マラソンで優勝した高橋尚子
（2000・シドニー）
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柔道男子で金メダル
山下泰裕

（1984・ロサンゼルス）
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真価問われる初の五輪へ
競泳男子の瀬戸大也

水泳世界選手権の男
子 400 メートル個人
メドレーで 2連覇を
果たした瀬戸大也
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五輪4連覇の偉業に挑むレスリング女

子53キロ級の吉田沙保里は「過去3大会

よりも厳しい闘いになる。それでも、絶

対に勝つ」と言葉に力を込めた。

昨年9月の世界選手権で13連覇を達成

し、リオデジャネイロ五輪代表の座を手

にした。だが、決勝で得意のタックルを

封じられるなど苦戦し、試合後は「本当に

負けるかと思った」と珍しく泣いた。

妥協のない練習を重ねて頂点に君臨し

続けているが、33歳の女王と海外勢との

差は縮まっている。日本レスリング協会

の栄和人強化本部長は「圧勝できなくなっ

た。そこ（勝ち方）にこだわり過ぎると墓

穴を掘る」と現状を捉える。吉田自身も

「研究されていると感じる。泥くさく闘っ

て、1点差でもいいから、最後に勝てれば

いいと思うようになった」と心構えの変化

を語った。

2014年3月に亡くなった父・栄勝さん

への思いにも突き動かされている。3連覇

を達成したロンドン五輪後、現役を続け

るか悩んだ。親子で話し合い、リオまで

闘うと決意。もうセコンドに付いてもら

うことはできないが「金メダルは父との約

束。今回も一緒に闘う」と親孝行を誓う。

20年東京五輪も、と周囲の期待は尽き

ない。「正直、どうなるか分からない。4連

覇できたときに初めて見えてくる」。栄光

の道はどこまで続くのか。

ロンドン五輪で銀メダルに輝いた日本

女子代表「なでしこジャパン」といえど

も、アジアの戦いは油断禁物だ。2、3月に

大阪で開催されるアジア最終予選に向け、

佐々木則夫監督は「簡単な予選ではない。

心して準備し、優勝してリオへ行く」と気

を引き締めた。

最終予選に参加する6チームのうち、

昨夏の女子ワールドカップ（W杯）で16

強入りしたのは日本を含め4チーム。出場

しなかった北朝鮮も手ごわい。2枠の出場

権をめぐり、ハイレベルな相手と10日間

で5試合の総当たり戦を行う。

注目は選手選考。日程が厳しいだけに

フレッシュな戦力が欲しい。22歳の横山

久美（長野）や21歳の田中美南（日テレ）

ら若手攻撃陣にメンバー入りの期待がか

かる。国内はオフの時期に当たり、宮間

あや（岡山湯郷）らベテランはコンディシ

ョン調整が重要になる。

重圧のかかる状況だが、ホームで戦え

るのは心強い材料だろう。佐々木監督は

「多くの人が見てくれると思う。魅力的な

戦いを披露したい」と闘志を燃やした。■

なでしこも油断禁物
サッカーは最終予選

親善試合のオランダ戦に臨むサッカー女子日本代表イレブン。（前列左から）鮫島、中島、宮間、有吉、有町。（後
列左から）山根、熊谷、宇津木、阪口、長船、大儀見
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４連覇へ「絶対勝つ」
レスリングの吉田沙保里

SAORI     YOSHIDA

レスリングの世
界選手権で 13
連覇を達成した
吉田沙保里
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NADESHIKO     JAPAN

試合を見守るサッカー女子日本代表の佐々木監督
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空港 PDXの
ちょっといい話

夜でもピアノの生演奏が
迎えてくれる空港

成田からデルタ航空の直行便が飛んでいるポート

ランド国際空港（略称PDX）。現在はこの直行便だと

到着は朝だが、今回はサンフランシスコで取材があ

って、空港に着いたのが夜の10時過ぎ。やれやれと

思って、飛行機を出て空港内に入るとどこからかき

れいな生演奏のピアノの音が…。気のせいではなく、

なんと空港にはグランドピアノが置かれ、こんな夜

遅くにジャズを弾いていたのだ。なんだかポートラ

ンドに帰ってきたなあととてもうれしくなった。

これは、PDXのアート＆エンターテイメント・プ

ログラムの一つで、夜に昼に空港でいろんなミュー

ジシャンが演奏をしているのだ。また、年間サイク

ルで地元のアーティストのインスタレーション（空

間展示のモダンアート）の展示スペースが２カ所、

半年サイクルの写真・パネル展示スペースが3カ所

あって、ユニークなアートがポートランドらしい雰

囲気を醸し出している。もう一つ、PDXに到着した

時にいつも何か他とは違う感じがするのは、空港が

明るい色のカーペット敷きということもあるかもし

れない。

カルト的な人気を
集めていたカーペット

このPDXのカーペットは、2015年に入って張り

替えられたのだが、最初にカーペットが敷かれたの

は1980年代の終わり。空港の雑踏の音を軽減すべ

く、1987年に地元の建築デザイン会社であるSRG

が依頼を受けてデザインしたものだ。SRGは、当時、

空港でよく使われていた伝統的なアースカラーのカ

ーペットではなく、斬新なブルーとグリーンを用い

て「ノースウエストはコアである」ということを表現

しようとしたのだ。そんなカーペットは、カルト的

な人気を呼んで、SNSにこのカーペットを写した写

真が2万枚以上もアップされているという。しかし、

25年の時を経て、老朽化したカーペットの総張り替

えが発表されたのが2013年。あまりにも愛された

カーペットだけに、惜しむ声が続々だったが、遂に

2015年に正式に空港で“引退発表”が行なわれると

共に張り替え工事がスタートした。新しいカーペッ

トは、グリーンの基調は残して、飛行機の翼やハイ

キングトレイル、木の葉などのモチーフを反映した

黄色や赤のラインが加わった。原材料は、（もちろん）

カーペットやボトル、ガラス瓶のリサイクル。

それでも、古いカーペットのデザインを惜しむ人

は多く、パターンを使った靴下やTシャツなどのグ

ッズが「メイド・イン・オレゴン」というオレゴン産

専門ショップで販売されていて、まだまだマニアの

間では人気。このあたりの“愛着”がいかにもポート

ランドらしい。

夜遅くに空港に到着してピアノの音に和む

チェックインスペースも新パターンのカーペット敷き

メイド・イン・オレゴン（MADE IN OREGON）の
PDX旧カーペット・デザイン製品

www.madeinoregon.com/PDX-Carpet-Mania

小野アムスデン道子
 （Michiko Ono Amsden）

世界有数のトラベル ガイド
ブック「ロンリープラネッ
ト日本語版」の編集を経て、
フリーランスへ。東京とポー
トランドを行き来しつつ、
世界あちこちにも飛ぶ。旅
の楽しみ方を中心に食・文
化・アートなどについて執
筆、編集、翻訳多数。日本
旅行作家協会会員。
Twitter：ono_travel

第
10
回
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第
33
回

仕事をしていると、時に、それだか

らこそ出会える人がある。

LAから車で2時間北上する

と砂漠のど真ん中にパームデールという

小さな町がある。この町はずれに、30年

も前に4エーカーの土地を買った日本人

夫妻から、この土地の売却依頼を受けた。

彼らは2年前に既に日本に帰国されていた。

私は住宅専門で、土地はやらない。その上遠

く離れた地域の土地売買となると、地元の専門の

エージェントに依頼するのがベストだ。何人かのエ

ージェントに当たった。専門は違っても、同業者だ

から、メールのやり取りで有能な人がどうか、ほぼ

分る。後は、面談して確かめるだけだ。その為の出

張だった。

パームデールへの道は30年前は両車線とも1本

道だったそうだが、今は両側4車線もある。

砂漠のあちこちに新興住宅地が広がる。風

景の激変に日本からの老夫妻は驚きの声を

あげ、30年という時間の経過に感慨深そう

だった。しかし、それも長くは続かず、し

ばらくすると、砂漠は30年前の姿そのま

まに、果てしなく広がる荒涼とした土地に

タンブルウィードが風に吹かれていた。砂

漠は今も昔もちっとも変わっていない。人

間を寄せ付けない厳しい自然のままである。

隣のランカスターという町に空軍の大き

な基地がある。何もない砂漠に忽然と真っ

白なビルが現れる。飛行機製造会社のボー

イング社と共同プロジェクトで宇宙船の開

発が行われているそうだ。宇宙からこのモハベ砂漠

を目指してスペースシャトルが帰還する所として知

られている。

ここは昔から湧き水が出るので、もともとはイン

ディアンが住んでいたそうだ。それが空軍の基地と

して選ばれた理由らしい。だからここは主産業は基

地しかない。レストランも娯楽施設もないが、ここ

にも人々の生活があった。基地の一角に第二次世界

大戦で活躍した偵察機が展示公開されていた。U2と

いう超小型の偵察機は少量の燃料で遠くまで飛んだ

優れものだったという。ブラックバードという少し

大きめの偵察機も高性能だったという。先端が針の

ように尖った真っ黒い機体に身震いする。そ

れにしてもその小ささ。パイロット一人が

やっと入れる幅だ。これで、遠い敵国の

上空まで一人で飛行し、偵察し、帰還す

る。飛行中、どんなに心細かっただろう。

国を守る、家族を守る、という使命感に

支えられていなければ、その孤独な任務

はとても遂行できるものではない。私なら

気が狂うだろう。当時、2〜3億円はした高

額な偵察機にはそれぞれ番号が付き、その機に

は専属のパイロットは一人だけ、専属の整備士は一

人だけ、と決まっていたそうだ。飛行機１機にパイ

ロットと整備士。まさに三位一体だ。どんな青年が

この偵察機に乗ったのだろう。彼らの尊い命の犠牲

の上に、今の我々の平和な生活がある。今は一機20

億円もする無人偵察機が取って代わった。

目的のエージェントの会社は町はずれ

にあった。ドアを開けると彼が「待って居

ましたよ」と出迎えてくれた。背の高い立

派な体躯の初老の紳士だった。初対面なの

に懇切丁寧に相談に乗ってくれた。暖かく、

落ち着いた話しかけに、この人と何年も一

緒に仕事をしてきたかのような、不思議な

感覚にとらわれた。オハイオ出身の彼は高

校生の時、両親と一緒にこの地に引っ越し

てきたと話してくれた。それからずっとこ

こに住んでいるという。高校時代の恋人と

結婚し、今でも奥さんが傍で秘書をしてい

た。背後には軍服を着た若き日の彼と家族

の写真が見えた。売り手は彼に信頼を置き、

土地売買を委託した。

面談が終わりドアを開けた時、初めて気が付いた。

真正面にまるで日本の富士山のような美しい稜線の

山が見えた。彼がここに会社を構えた理由がこの山

なのは明らかだった。私は思わず「きれいな山です

ね」と声をかけた。背後に立っていた彼は「そうで

しょう」とにっこり笑った。どこででも通用する高

い能力を持ちながら、この小さな町で、家族を愛し、

仕事を愛し、誠実にベストを尽くして生きている人。

自分の世界の中で、堂々と、悠々と生きている。な

んでもない砂漠の風景が途端に魅力を放って迫って

きた。この人に負けないように生きよう。

い
い
男
②

砂漠の風景
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東海岸に住んでいた頃、14年間アニマ

ル・シェルターでとにかくがむしゃらに

働きました。ところが、2014年秋に西海

岸に引っ越し、新生活を築くことに必死

になっているうちに、ふと気がつけばシ

ェルター生活から離れて1年という時が

過ぎていたのです。今回は、過去14年間、

生活の大部分を占めていたシェルターで

の活動から離れて1年経った今の心境を

お話します。

恩返しに
4年半前に他界した愛犬ジュリエット

との出会いが、シェルターでの動物愛

護活動の始まりでした。人間に虐待され、

ぼろぼろにされて道端に捨てられた1匹

のピットブル。彼女がたどり着いた先の

パセイク・アニマル・シェルターのみん

なは、その命を尊び、何とか救おうと懸

命に頑張ってくれました。その彼らの努

力で私とジュリエットは出逢えたのです。

それまで、動物愛護という世界とほとん

ど接点がなかった私ですが、彼らの活動

ぶりに大変な感銘を受けました。そして、

私もシェルターでチャンスを待っている

たくさんのホームレス犬たちの役に立ち

たいと15年前にその世界に飛び込んだの

です。それはジュリエットの命へ、私と

ジュリエットの運命への恩返しでした。

痛んだ心
大好きな犬たちと思う存分に時間が

過ごせ、たくさんの犬たちと深い絆が築

けるシェルターでの仕事は私にとって夢

のようでしたが、愛するものの無残な運

命を痛いほど見せつけられ、無力を感じ、

悲しみと、悔しさと、怒りで眠れなかっ

た夜は数えられません。

シェルターの戸をくぐってやってくる

犬に罪はないのです。彼らが陥った状況

（彼らを手にした人間）のせいで多くの犬

たちは短く儚い一生を終えていきます。1

匹の犬に家族を見つけても、捨てられて

シェルターにやってくる犬の数が莫大過

ぎて絶望的になります。クレートの上に

クレート、またその上にクレートと、積

み上げられた中に犬たちが窮屈そうに

入っている光景を見て、何度も嗚咽を

上げそうになりました。

それでも、大好きな犬のために、少

しでも役に立っているのならと無我

夢中で働きました。犬の前では絶対

に涙を流さない。自分の中の掟にな

りました。後30分で安楽死させら

れてしまう犬たちに、最後は楽し

い思いのまま逝ってもらおうと一

緒に走って、笑って、そして見

送る。感情を押し殺さなければ

できない仕事でした。何年も悲しみや悔

しさを押し殺し、頑張れ頑張れと自分を

励ましてきたせいで、いつの間にか私は

泣けない人間になっていました。14年間

も愛するものの辛く悲しい局面を直に経

験し、心が痛みきっていたのです。涙が

枯れきっていたのです。現場を離れ、心

がずたずたになっていたことに気がつき

ました。

しかし、私には使命があります。無

念に逝った犬達の命がどれだけ尊いもの

であったかをいつまでも覚えていてあげ

る、犬のために闘う、この社会問題を周

りの人間と考えていく。現場で体験した

ことを絶対に無駄にしてはいけないので

す。去年簡単な手術を受けることになり、

緊張の中、麻酔で眠りについた途端、夢

と現実の間から犬たちが何匹も私のベッ

ド周りに現れ、私を励ましてくれました。

新たに自分の使命と宿命を確認した体験

です。またシェルター生活という縁が

めぐってくるかはわかりません。しかし、

どこで何をしていても「犬と共に生きる」

のが私の道です。

次回は、「リーシ嫌い」と題し、

リーシを使いたがらない困った人間たち

についての話です。お楽しみに！

ぎて絶望的になります。クレートの上に

クレート、またその上にクレートと、積

み上げられた中に犬たちが窮屈そうに

入っている光景を見て、何度も嗚咽を

それでも、大好きな犬のために、少

しでも役に立っているのならと無我

夢中で働きました。犬の前では絶対

に涙を流さない。自分の中の掟にな

りました。後30分で安楽死させら

できない仕事でした。何年も悲しみや悔

しさを押し殺し、頑張れ頑張れと自分を 次回は、「リーシ嫌い」と題し、

この世の中からホームレス犬が
いなくなることが願い
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先日、業界の友人と激論を交わした。友

人曰く。「このAAワイン（40ドルのピノ

ノワール）は彼らの畑でブドウを耕し、オ

ーナー自らが醸造をしているから、100%

自社畑のピノで作っている純正なワイン」。

これに対するこちらの反論は、「ピノなの

に色が濃すぎ、しかももったりとした甘味

が不自然で、ピノ独特の切れ味もない。他

品種のブドウ、例えばプチシラーが混ざっ

ているのは一目瞭然」。すると「彼らの畑

にはプチシラーは植えられていない。だか

ら、それはあり得ない」との答え。そこで、

まずワインビジネスの基本を話す羽目にな

った、、、。

要は、よそ（ブドウ農家やスポットマー

ケット）から買うブドウと、自分が栽培し

たブドウを比べた場合、自社栽培のブドウ

を使った方が、コストを安く抑えられると

いう「思い込み」がある。ブドウの値段は

その年の収穫量（ハーベスト）と、需要（ワ

イン生産量）の関係で、毎年大きく変動す

る。上記のAAワイナリーという大手のブ

ドウ農家兼ワイナリーでも、自社で作った

ブドウが高値を付ければ、他のワイナリー

に売って利ざやを稼ぐし、自社ブランドの

ワインにも、他から安く買い付けたブドウ

を混ぜることは当然ある。それがワインビ

ジネスだ。

例えば、このワイナリーのブドウ畑はピ

ノが最高値をつけるロシアンリバーバレー

（RRV）にある。1トン当たり5千ドルから

6千ドルで取引される高級品だ。これに比

べて、暑い内陸地で大量生産されるプチシ

ラーは5百ドルから6百ドル、なんと10

分の1で入手できる。このワインのラベル

はピノノワールとなっているが、わざわ

ざ100%と記していないので、法的には

75%のピノが入っていれば、良い。勿論、

ピノに白ブドウを混ぜることも許されてお

り（本家本元のヨーロッパの伝統でもある）、

ピノに酸味や香りを加える為にリースリン

グを混ぜることが良くあると聞く。ちな

みにリースリングの1トン当たりの価格は、

千ドル前後。まっとうなワインメーカーで

あれば、ブドウのコスト（原料費）をきち

んと把握して、収益の出るワイン作りを行

っている。さもなければ、ワイナリーの経

営は成り立たない。

こう説明した後、更に何故そのワインが、

他社のブドウを混ぜているかを経済的に推

測した。市場価格が40ドルということは、

業者に売るFOB価格は15〜18ドル程度

であろう。これがAAの一本当たりの売り

上げだ。ここから、畑でブドウを作るコス

トや蔵でワインを作る経費、そしてこれを

売る為の販売、事務、人件費などをさっぴ

いて、やっと収益が出る。ソノマの名醸地

のピノを100%使って、こんな値段が出

せる訳がない。しかもこのワインはガラス

瓶に自然コルクを打つという、一本当たり

1ドルはかかる高級パッケージングだ。パ

ッケージングにお金をかけるのにも、訳が

ある。全く同じワインを、消費者の為に値

段を下げようと、テトラパックに入れても、

売れるであろうか？ こういう説明のあい

だ中、そろばんを弾いていた彼は、渋々と

いう感じで納得したようだ。

ちなみに、自社の持つ畑のブドウを

100%使ってワイン作りをしているとい

うメーカーは、世界でも稀である。広大な

畑を保有していれば、必ず多数のワイナリ

ーとブドウ売買契約を結んでいるし、ブド

ウ農家としての最速のキャッシュフローを

確保するには、ブドウを売ることだ。ワイ

ンを作ってから売るとなると、回収に何年

もかかり、リスクが高い。

ついでに言うと、AAワイナリーの畑の

ブドウは高品質で有名なワイナリーが多々

買い上げている。同じブドウで作っている

はずなのに、AAとそれらのワインでは、全

く別物である。これも良くある話だが、、、。

蔵での作業

ナパの優良畑

第 37回　ブドウ農家がつくるワインだから、出所も質も安心か？
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12月頭に起こったサンバーナディーノ

のリージョナルセンターでの乱射事件。現

地から私たちが住む地域までは自動車で1

時間ほどの距離ということもあり、ニュー

スが飛び込んできた瞬間から「車で逃走し

ている容疑者が移動して来たらどうしよ

う」という不安に駆られた。ニナが通う中

学に移動…確率的には低いはずだがそうい

う思いが頭をよぎった。

結局、実行犯たちは早い段階で警察に射

殺された。しかし、怖いのは、銃撃を行っ

た彼らのような人間が、アメリカの中に潜

伏している危険人物のほんの一握りに過ぎ

ないに違いないということだ。

危機意識には個人差がある。あるママ

友はまだ犯人が捕まっていない時点で「テ

ロだったらどうしよう。こっちまで移動し

て来たらどうしよう」と言う心配性な私に、

「2人だけなんてテロとは思えない。きっ

と個人的な恨みによる犯行じゃないの？」

と言った。しかし、計画的な犯行だったこ

とはすぐに証明され、さらに犯人の携帯電

話からは高校を撮影した画像が見つかった。

実際の犯行に及んだリージョナルセンター

以外にも、彼らが学校も候補に入れていた

可能性が高い。

サンバーナディーノ事件の翌週、ニナ

を学校に送って行く車内で「銃を持った人

が学校に紛れ込んで来て乱射したらどうす

る?」と彼女に質問してみた。「うちの中学

には警備員もいないし、そのためのドリル

（訓練）もやってないし、変な人が入って

来たら、その段階でできることは何もない

と思う。おしまいかも」と、彼女の返答は

ドライなものだった。

脅迫の知らせを受けて
学校に駆けつけた親たち

ニナとそのやりとりをした翌朝の11時

頃、自宅に学区から連絡が入った。「レド

ンドユニオン高校（同学区内の高校）に落

書きによる脅迫が舞い込んだ。現在、調査

中。詳細がわかったら改めて連絡する」と

いった簡単なメッセージだったが、慌てた

私はレドンドユニオン高校をニナが通う中

学と聞き間違えてしまった。しかも、その

日は午後から打ち合わせが入っていて、中

学まで迎えに行くことができない。ニナ

は30分ほどの道のりを歩いて帰ってくる。

打ち合わせをキャンセルしようかとも思っ

た。長男のノアを一人で日本に行かせた時

もそうだが、最悪の事態を想定してしまう

のが私の悪い癖なのだ。その後、続報はこ

なかったので、何も起こらなかったのだと

理解し、私は仕事に出かけた。

その日の夜、家に帰ると

ニナがこう言った。「レド

ンドユニオン高校に通って

いる友達からメールで、『今

日、脅迫事件があったせい

で、サンバーナディーノみ

たいになるんじゃないかと

心配した学生の大半が教師

の了解を得ずに早退してし

まった』って知らせてきた

よ」。おお、舞台は中学じゃなくて高校だ

ったのか、とそこで初めて事実を把握、イ

ンターネットで検索してみた。

すると、同日にレドンドユニオン高校

を含む3校が脅迫を受けたことがわかった。

最初は隣の学区のミラコスタ高校に爆弾を

仕掛けたという電話がかかってきた。さら

に近隣の小学校にも同様の脅迫、続いてレ

ドンドユニオン高校のキャンパス内にも

「お前らは死に値する動物」といった落書

きが発見された。

ニュース映像には、学区からの連絡を受

けて子どもの迎えに駆けつけた親たちの長

蛇の列。「サンバーナディーノのようなこ

とが起こった今、ここで起こってもおかし

くない。子どもの安全が第一だ」とある保

護者はインタビューに答えていた。私もま

ったく同じ気持ちだ。

米国内のどこかの学校では既に実施され

ているかもしれないが、火事や地震に限ら

ず、銃撃事件に備えた訓練も行うべきでは

ないか。もちろん、そのような事態は起こ

ってほしくないが、コロンバイン高校やサ

ンディフック小学校の例を出すまでもなく、

可能性がゼロとは言えないのが今のアメリ

カの現実だ。

第41回

キャンパスの安全性

学校のゲートは登下校時以外は安全のために閉められている

Ph
ot

o 
©

 K
ei

ko
 F

uk
ud

a

20     U.S. FrontLine   January / February 2016



21.indd   4 1/21/16   5:26 PM

http://www.joes.or.jp/tsushin/
mailto:kyoiku@joes.or.jp
http://www.japaneseschool.org
http://www.nkseminar.com
mailto:nipponkyoiku@msn.com
http://www.hqvideo.net
mailto:support@hqvideo.net


22.indd   4 1/21/16   5:27 PM

http://www.cpa-tac.com/us/abroad/
mailto:tac-uscpa@shaw.ca


2015年10月1日、アメリカ国務省は、

Lビザ認証時にフォームI-129Sに記載さ

れる有効期間は、アメリカ移民局に対し

てLブランケットプログラムを通してでは

ない個人ベースで申請したケースで移民

法上認められる有効期間と同じとなるこ

とを示しました。つまりI-129Sに記載の

期間が、法律上アメリカに滞在し就労で

きる期間である、と明確に基本方針を発

表したのです。

一方、アメリカ入国時に入国審査官に

より決定されるI-94上の有効期限につい

て、入国審査官は、L-1ビザ査証の有効期

限またI-129Sの有効期限に関わらず、ア

メリカ入国時から3年という一貫した滞在

及び就労期限を設定してきました。公式

な発表は行われていませんが、CBP（米国

税関・国境警備局）はLブランケットプロ

グラムを通して取得したLビザ保持者によ

るアメリカ入国に対し、この3年の滞在

許可期間をとりやめ、新しいポリシーに

基づいて有効期限を与えているようです。

その新しいポリシーとは、アメリカ入国

時、最大で3年の滞在及び就労期間を与え

るというもので、次の条件を満たしてい

ることを前提に決定されます。

	 •	必要なパスポート有効期間が残ってい

る

	•	有効期間が記載され、有効なフォーム

I-129Sを持っている

	•	移民法上定められたLビザ期間（L-1B:	

最大5年、L-1A：7年）を超えた滞在期限

を与えない

しかし、いまだにアメリカ入国審査官

は一貫性のない滞在期限を決定している

との報告が続いており、（1）入国時点から

3年後、（2）I-129Sに記載の有効期限、（3）

Lビザ査証に記載の有効期限（発行時から

最大5年）、（4）パスポートの期限、など、

多様です。

最終的な入国を認めるのはいまだに

CBPの入国審査官であり、移民局また

アメリカ国務省の認証期間に関わらず就

労及び滞在期限を最終決定するのもまた

CBPの入国審査官による裁量ということ

にもなるわけです。しかしながら、今回

の国務省による方針内容はCBPの現方針

を取り入れたものであることから、今後

は、今回の国務省による方針に従うべき

でしょう。

従って、I-129Sに記載の有効期間は移民

法上定められた有効期間と一致するはず

ですので、その期間が合法的にアメリカ

でLビザ保持者として就労可能な期間とな

ります。今後、アメリカ入国時にI-129S

の有効期限を超えたI-94の有効期限が与

えられた場合、それは入国審査官による

間違いであることを認識してください。

このようなI-94の期限日が設定された

場合、I-129Sの有効期限を越えた期間の就

労は行えず、入国審査官の発行するI-94

は信用すべきではないとのスタンスを当

事務所ではとっています。I-129Sに記載の

日付を優先してください。

ここで、十分気をつけていただきたい

ことは、仮にI-94の期限が残っている状

況でも、I-129Sの有効期限を迎える前に必

ず何らかの形で、延長申請を行うという

ことです。大きく分けて二つありますが、

アメリカ国内であれば、アメリカ移民局

を通して延長申請を行う、もしくはアメ

リカ国外のアメリカ大使館、領事館にて

新たなビザ査証とともに新たな有効期間

が記載されたI-129Sを入手するという申

請方法がありますので、I-129Sの有効期間

についてはしっかりと覚えておくように

してください。

L-1ブランケットプログラムに基づく
Lビザ保持者の滞在、就労期限について その2

デビッド・シンデル弁護士知っトク法律
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今回は、H-1Bビザの2016年度の申請

についてです。このビザ受付は、4月1日

からとなりますが、H-1Bビザ申請を行う

ことを考えている人（申請者）、及び、そ

のスポンサーとなる企業（雇用主）は、申

請までに、特に以下の3つの準備が必要で

す。

●	雇用主となるスポンサー会社
H-1Bビザの申請は、スポンサーとなる

会社が行います。申請者はスポンサー会

社を見つけなければなりません。雇用主

は、申請者に対し、州政府機関が指定す

る最低賃金以上の給料を支払うことを保

証します。最低賃金は、その地域におけ

る職業の平均給与などにより異なります

ので注意してください。

●	学士号以上の学位を持っているこ
との証明

アメリカの4年制大学や大学院を卒業

している申請者は、卒業証書の写し等が

必要になります。アメリカ以外の国で、

大学や大学院を卒業している場合は、そ

れらの学位がアメリカの学士過程または

修士課程と同等の過程であることを示す

ための鑑定を受ける必要があります。

※学士号を持っていない方は、同程度の

職務経験があることを証明します。

	●	労働条件申請制度
スポンサー会社となる雇用主が、労働

局（Department of Labor）へ、労働条件

申請（Labor Condition Application）を提

出し承認を受けます。労働条件申請には、

上記に述べた賃金条件を満たしているこ

とや、H-1Bビザを取得する従業員の役職

名などの情報を提示します。

以上3点を終えた上で、申請を行うこ

ととなりますので、通常は余裕をもって1

月中には申請者は雇用先を、雇用主の場

合は申請者を決定し、弁護士と契約して

内容を進めます。

H-1Bビザの基本的な条件は、学士号以

上の学位、または同等の職務経験を持っ

ていること、ビザスポンサーとなるアメ

リカの雇用主がいること、アメリカの会

社での職務内容が、一般職ではなく、あ

る専門分野においての職務であること、

その職務内容が学歴や職務経験の内容と

一致していることです。

ご存知のように、1年間で発給される

H-1Bビザの数には限りがあります。従っ

て、受付開始日である4月1日より5日間

は申請の受付が行われますが、受付数が

上限を超えた時点で、それ以降の申請は

受け付けられません。過去2年の申請では、

申請開始より5日間で上限を超え、受付締

め切りとなりました。今年も同様、上限

を超える申請が予想されますので、申請

は4月1日に到着するよう前もって準備し

ましょう。

＊本コラムは顧客からの質問を一般的なケー

スに書き換えたものであり、読者への情報提

供を目的としたものです。特定事例における

法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相

談してください。

今から準備を！
2016年度H-1Bビザ申請

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士
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生命保険には定期保険（掛け捨てタイプ）と終身保険（積み立

てタイプ）があります。詳しく分ければもっと多くの種類があ

るのですが、今回はこの2つのタイプを上手く利用して保険料

を節約する方法を紹介します。

生命保険は誰もが必要ですが、人それぞれ必要な目的、期間

は違います。目的は色々ありますが、代表的なものとしては

 • 残された家族のために

 • ローンの返済のために

 • 子供が独立するまでの保障

 • 葬儀費用のため

 • 相続税対策のため

 • ビジネスのため

 • リタイヤ後に備えて貯蓄

これら以外にも理由は考えられますが、目的毎に必要な期間

は異なります。

次のような例で考えてみましょう。

目的 期間

 ローンの返済 20年

 子供の大学資金 13年

 子供が独立するまで 15年

 葬儀費用 一生

 相続税対策 一生

 残された家族のため 一生

上記のすべての目的を満たすために、$1,000,000の生命保

険が必要だと仮定します。その$1,000,000の保障をすべて終

身保険で加入すると大変高額な保険料となります。あまりにも

高額なために、必要金額よりも低い金額で妥協して加入してい

る人もいると思います。

生命保険は１本ですべての条件を満たす必要はありません。

何本でも加入できますので、上手く組み合わせて加入すると大

きな節約となります。上記の例で、ローンの返済と子供のため

に$500,000、生涯継続する保険を$500,000と２つに分けて

考えてみましょう。

その場合、20年間の定期保険で$500,000、終身保険で

$500,000のふたつの保険で上記の目的のすべてが満たされま

す。さらに、保険の掛け金は、１本の終身保険で加入する時に

比べてかなり割安となります。35歳男性、優良健康体の場合で

計算すると、保険料金は約半額となります。

生命保険は、若い時、

健康な時に加入するのが

お得です。まだ加入され

てない人は是非検討して

みてください。

 ダイワ保険代理店：全ての保険を取り扱う総合保険
代理店。顧客の保険代理人として「お客様にとってベス
トなプラン」を提供する。目標は「全ての保険を取り扱
うことでお客様のニーズを把握し、生涯のパートナー
としてお付き合い頂くこと」。保険情報、見積もり依頼
はウェブサイトwww.daiwainsurance.comから。
連絡先：info@daiwains.com　Tel: 800-447-5537

 第135回　生命保険　目的にあわせた加入で節約

January / February 2016   U.S. FrontLine     27

27.indd   27 1/21/16   6:41 PM

http://www.cameljapan.com
mailto:info@cameljapan.com
http://www.daiwainsurance.com
mailto:info@daiwains.com
mailto:info@daiwains.com
http://www.daiwainsurance.com


意外と知られていない
アメリカの人事という仕事 ③

あけましておめでとうございます。今

年も「いいね！と言わせる人事改革」をご

愛読いただき、読者の皆様の人事力をア

ップされることを願っております。

2016年の1回目は「意外と知られて

いないアメリカの人事の仕事③」として、

Employee Relationsとベネフィットに関

する対応についてお話しします。

【Employee Relations (ER)】

日本では長く終身雇用が主流であった

ため、根底に「採用した従業員は長期的に

勤務する」という考えが根強く、それゆえ

従業員の定着率向上のために行動する発

想が乏しいように思います。これでは従

業員本位で人事改革を行う競合他社が現

れれば、人材の流出が深刻化しても不思

議ではありません。雇用主から従業員へ

の情報発信はもとより、従業員が雇用主

に伝えたい情報を的確に受けることはER

最大のミッションと言えるのです。

具体的には採用オリエンテーション、

キックオフミーティングやコミュニケー

ションミーティングなどを通じて、雇用

主の意向を的確に従業員へ伝え、また両

者が気兼ねなく意見交換をする場を設け

たり、社内イベントの企画や実施、職場

における悩み事相談、Exit Interview（退

職時の聞き取り調査）を行ったりするなど、

多岐にわたります。人事部がERを適切に

実行することで、退職可能性のある従業

員を早期に発見し、社内にある潜在的な

不満（＝将来的訴訟リスク）などを察知す

ることが可能になり、ひいては健全な企

業運営を行うことができるのです。

【ベネフィット関連】

以前にも書きましたが、アメリカで

はベネフィット（福利厚生）の企業間格

差が非常に激しく、時として数千ドルの

年収よりもベネフィットの優位性で優秀

な人材採用が決定する場合もあるほどで

す。最も代表的なものは医療保険や休暇

で、こういった制度について充分なマー

ケティングを実施し、企業経営における

コストインパクトなども考慮し、従業員

と雇用主双方に優位性のある制度構築を

行うことが非常に重要です。たとえば保

険であれば、単に保険料のコストダウン

だけを考えるのではなく、同じコストな

ら従業員に有利な内容の保険を、同じ内

容ならコスト削減が可能なプランを、と

いった具合に様々な保険プランを比較検

討するのです。休暇についても単に日数

を増やせば従業員は喜びますが、雇用主

のコスト増を招くので、競合他社や地域

の平均データなどを収集し適切な日数を

設定し、年度内に消化できなかった休暇

の持ち越しルールなども検討する必要が

あります。また、祝日についてもアメリ

カでは雇用主が休みにするか否かを独自

に決定しますので、独立記念日やクリス

マス、感謝祭など主要祝日は別としても、

その他祝日は地域性、取引先や顧客への

影響なども考慮して決定する、これらも

また人事部の重要な役割のひとつとなっ

ています。

中山亜朱香（なかやま・あすか）
クレオコンサルティング ディレクター兼人事コンサルタント。PHR（Professional in 
Human Resources）資格保持者。日本の大学卒業後アメリカへ留学、一旦帰国し米系
大手IT企業での勤務を経て2005年から現職。中西部・南部にある日系製造業への人事・
労務管理アドバイス、人材採用、トレーニングなどに携わる。

【第23回】

クレオコンサルティング　2004年創業。本社オハイオ州シンシナ
ティ。一般的な人材紹介・派遣業とは一線を画すプロフェッショナルサー
ビスを提供する総合人事商社。日本人、アメリカ人による人事コンサルテ
ィングの他、人材紹介・派遣、専門的通訳・翻訳、北米進出企業のサポー
トの他、在日本子会社（クレオコンサルティング・ジャパン株式会社）によ
るアメリカ人・カナダ人のUターン就職事業も手がけている。

Creo Consulting, LLC
155 Tri County Pkwy, Suite 275
Cincinnati, OH 45246
Tel: 513-771-7750
Email: info@creo-usa.com 
Website: www.creo-usa.com
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葬送の形さまざまに
海に花びらと散骨も

過疎化や少子高齢化が進み、寺や墓の

後継者が減り、“寺じまい”“墓じまい”とい

う言葉が聞かれるようになった。社会の

変化に応じて、葬送もさまざまな形が取

られるようになってきた。

東京都中央区の40代の会社員、古川純

子さんは4年前の夏に81歳の父親を、昨

夏に79歳の母親をそれぞれ海に遺骨をま

く海洋散骨で見送った。両親は「子どもた

ちに負担をかけたくない」とよく話してい

たという。

古川さんの父親は生前、出身地・新潟

にある菩提寺に自分の墓を作る予定だっ

た。だが、後継者がいなかった寺は“寺じ

まい”してしまった。

東京都内にある母親の実家の菩提寺も

墓地の候補に挙がったが、寺に「（古川家

には）男の跡取りがいないので、墓を維持

するのは難しいでしょう」と断られた。

墓が決まらず困っていると、母親が「パ

パは、遺骨を海にまいてと言っていた」と

明かし、父親が好きだった静岡県内のゴ

ルフ場が見える海に散骨することにした。

母親は遺骨が入った小袋の一つに「I 

LOVE YOU」と書き、キスマークを付けて、

船から海に投げ入れると、花びらと一緒

に海に溶けていった。葬儀を終えた母親

は明るさを取り戻し「これで悔いなし。私

もパパと同じ海に散骨して」と古川さんに

頼んだ。母親の海洋散骨の際は「音楽はサ

ザンオールスターズがいいわ」というリク

エストをかなえた。

海洋散骨の事業者で構成する日本海洋

散骨協会（東京）によると、業者への依頼

には埋葬許可証など公的証明書の提示が

必要で、料金は船を1隻借り切る場合は

20万～30万円ほど。乗り合いの場合、同

乗する家族数で料金が変わるケースが多

い。遺族は乗船せず事業者に委託すると

数万円という。

海洋散骨を希望する人は親や配偶者を

見送った60代が中心。中には「戦友と同

じ海に眠りたい」という軍隊経験者や、「海

は世界中でつながっている」という海外在

住の長い人、「夫と同じ墓に入りたくない」

と“あの世離婚”を望む女性もいるという。

このほかの葬送の形式には、複数の

遺骨が納骨された墓を寺が守る永代供養

墓や、遺族が遺骨を身近に置く手元供養、

気が合う女性同士の共同墓も。遺骨を木

の根元に埋葬する樹木葬、微量の遺骨を

ロケットで打ち上げる宇宙葬もある。

墓を研究する愛知大の内藤理恵子客員

研究員（日本葬送文化論）は「仏教や寺と

の関わりが薄くなっても、死後の物語や

ロマンは必要とされており、さまざまな

葬送の形がそのニーズに応えているので

はないか」と話している。

貧困や孤立の影も

高齢者の貧困や孤立の問題は葬送にも

影を落とす。遺骨を寺院に送り、納骨と

永代供養をしてもらう「送骨」というサー

ビスを3万円程度から請け負う寺院がある。

海洋散骨でも、事業者に遺骨を送り、数

万円で代行してもらうケースもある。

「送骨」の依頼者には、「墓を買う蓄えが

ない」と経済的理由を挙げる人や、「故人

に骨を拾ってくれる身寄りがない」と無縁

社会を象徴するような理由を語る人もい

るという。

日本海洋散骨協会の村田ますみ代表理

事は「海洋散骨の希望者は二極化している。

故人の思いをかなえようと費用を惜しま

ない人がいる一方で、葬送に費用をかけ

られない人も増えている」と話している。

（共同）

船から遺骨と花びらを海にまく遺族（日本海洋散骨協会提供）

Kyodo
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生死さえも自分次第

報道カメラマン
「戦場中毒」
銃弾や砲弾が飛び交い、地雷がさく裂

する。誘拐され、処刑される恐れもある。

そんな現代の戦場で最高の幸せを感じる

という。「金も名誉も生死さえも、自分の

才覚次第という解放感。『俺は自由だ！』

と叫びたくなる」と報道カメラマンの横田

徹さんは言う。

カンボジアやパレスチナ、イラク、リ

ビアなどの戦乱を約20年にわたり取材。

2014年にはシリアで過激派組織「イスラ

ム国」の拠点ラッカに潜入した。半生をつ

づった新著を刊行直後にパリ同時多発テ

ロが発生。「ラッカにはフランス語を話す

戦闘員がたくさんいた」と振り返る。

「人生が変わった」というアフガニスタ

ンでは9.11をはさんでタリバンと米軍の

双方に従軍。人種や言葉の壁を越え、命

を預け合うような濃密な人間関係を体感

した。

「どちらにも親しみを感じ、頑張れと言

いたくなった。国際情勢の矛盾がむき出

しの現場では善悪や正邪は判然としない。

論評は専門家に任せ、自分が見聞きした

ことを冷静に伝えていきたい」

タリバンの砲撃で負傷し、イスラム国

からの帰途には、あわや銃殺の憂き目に

も遭った横田さんだが、「死ぬ」と「殺され

る」の間には大きな違いがあると感じてい

る。

「やみくもに乱射される銃撃戦で死ぬか

生きるかは運次第。覚悟もしている。で

も目の前で自分への殺意をたぎらせる人

間と向き合う恐怖はすさまじい。大勢に

心配と迷惑をかける誘拐も絶対に避けた

い」。その意味で、ジャーナリスト後藤健

二さんの殺害映像を見て、同じフリーの

「同業者」として胸がつぶれた。

最近になって「自分は絶対に死なない」

と根拠のない自信が芽生え、引退を考え

始めたという。「偶然や運のおかげで今が

あることを忘れるようなら、戦地の仕事

は続けられない。といっても『中毒』だか

ら急にはやめられない。禁煙のように根

気強くやります」

集団的自衛権の行使が容認され、自

衛隊員の勉強会に呼ばれることも増えた。

「意識の高い隊員は、戦争を知らないこと

への危機感がある。彼らが生きて帰って

くるためなら喜んで協力します」（共同）

米国に与えたインパクト

「1935年の
サムライ野球団」
白人限定のメジャーリーグの不合理さ

を訴え、全人種に門戸を開いた野球大会

「裏ワールドシリーズ」が戦前あった。日

本人チームの活躍を期待してしまうが、

そうならないところに、この本の特色が

ある。大会での勝利よりも深いインパク

トを、サムライたちは米国に与えていた。

高い技術と俊敏なプレーで前評判の高

かった日系人のチームだが、早々に敗退

してしまう。それでも遠征を続行。当時

の新聞記事を頼りに、著者は彼らの真の

目的に迫る。

なぜ彼らはいつもクリーンにプレーし

たのか。1930年代、排日運動に悩む日系

人は米国で生き抜くため、誠実さを示す

必要があったのだ。

同じ大会に出場した伝説の黒人投手、

サッチェル・ペイジはショーマンシップ

に富み、しっかり稼いだ。日本の選手と

対照的だが、ともに人種間交流の可能性

を示したことが、47年、黒人初のメジャ

ーリーガー、ジャッキー・ロビンソンの

誕生につながっていく。歴史の大きな流

れを体感できる一冊だ。（共同）

キンドルや iPadの登場で形は変わっ
てもやっぱり本が好き。そんな人の
ために新刊紹介や著者インタビュー
など本をめぐる話題をお届けします。

「1935 年のサムライ
野球団」
佐山和夫、
KADOKAWA

「戦場中毒　撮りに行
かずにいられない」
横田徹、文芸春秋

「従軍取材中、差
別は一切なかっ
た。極限状態では
人種も語学の巧拙
も壁にならない」
と話す横田徹さん

K
yo

do
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1 	3歳の子、7%が寝不足
	遅寝傾向、共働きも影響

3歳児の約30%が午後10時以降に就寝

し、約7%は睡眠時間が10時間未満の寝

不足状態にある－。そんな現状が、全国

の子ども約10万人を対象にした環境省の

大規模調査で分かった。分析した山梨大

によると、共働き家庭が増えて親の帰宅

時間が遅くなっていることも、子どもの

遅寝が増えた一因とみられる。

調査は2011年以降に生まれた子が対象

で、睡眠状況について母親にアンケート

し、15年11月時点で集計した。就寝時刻

は午後10時以降とした子の割合は1歳で

13%、1歳6カ月で16%。3歳では29%に

上った。

出産時の母親の年齢が20歳未満か、40

歳以上だった子どもは遅寝の傾向が顕著

だった。母親が40歳以上の場合、上の子

の影響で遅くなっている可能性があると

いう。

また、昼寝を含む1日の合計睡眠時間

は、3歳児の場合、10時間未満が7%、10

～12時間未満が44%、12～14時間未満

が47%、14時間以上が2%だった。睡眠が

10時間に満たない子どもは生後1カ月で

も2%、1歳では3%いた。

3～5歳児は10～13時間眠るのが適切

とされている。分析した山梨大の山県然

太朗教授は「日本の赤ちゃんは国際的に見

ても睡眠時間が短い。幼児期の寝不足が

その後の成長にどう影響するのか、継続

して調査したい」としている。（共同）

2 	「酒に弱くなる」と自覚を	
	高齢者のアルコール依存症

「ほどほどでやめておこう」と思って

いても、つい飲み過ぎてしまうのがお酒。

だがシニア世代が若いころと同じような

ペースで飲んでいると、思わぬ危険が待

ち構えている。専門医に高齢者のアルコ

ール依存症の現状や対策を聞いた。

「高齢者の人口比率が高まっているので

当然の面もありますが、アルコール依存

症の高齢者は確実に増えています」。1963

年に国内初のアルコール依存症専門病棟

を設立した久里浜医療センター（神奈川県

横須賀市）の精神科診療部長、木村充医師

は指摘する。

依存症の疑いやアルコールによる問題

があるとして、同センターを訪れた初診

者のうち、65歳以上の割合は89年が6.3%

だったのに対し、2014年は26.3%に上っ

ている。社会における高齢者のアルコー

ル依存の問題は以前よりも深刻となって

いる形だ。

「今のところは男性が多いです。60代以

上の女性は、若いころにお酒を飲んでい

た人がそれほど多くないということが大

きいと思います」

依存症になるきっかけは、配偶者との

死別や病気などさまざまだが、定年退職

も大きな要因の一つ。「やることがなくて、

何となく暇つぶしで昼から飲むようにな

ったというケースがすごく多い。お酒に

強いと思っている人ほど危ないです」

注意すべきは「依存症＝酒乱」ではない、

ということ。酔って暴れたり、人に迷惑

を掛けたりしていないから大丈夫という

認識は間違いだ。「自分ではお酒の飲み方

をコントロールできなくなるのが依存症。

おとなしく飲んでいるうちに体が悪くな

っていくわけです」

高齢者の場合、酒量がそれほど多く

なくても依存症になる恐れがある。年と

ともに内臓でのアルコールの分解は遅く

なる上、脳も影響を受けやすくなるとい

う。体に占める水分の比率が低くなるた

め、同じ量を飲んでも若い人に比べてア

ルコールの血中濃度が高くなってしまう。

厚生労働省は「節度ある適度な飲酒」の

量を1日平均でビール中瓶（500ミリリッ

トル）1本程度と定義しているが、その量

でも80代ぐらいになると、いろいろな悪

影響が起きる危険性があるという。

「40、50代の依存症の人は肝機能障害な

どの合併症が出ますが、高齢者では脳や

神経系の障害が多い。1日平均でビール中

瓶3本以上や日本酒3合以上といった多量

の飲酒を続けると、認知症になりやすい

という研究結果が報告されています」

依存症にならないため、高齢者は何に

注意すればいいのだろうか。「昼間から飲

まない。散歩でも釣りでも、お酒とは関

係のない趣味を見つけ、外に出る機会や

日課をつくるのも大事です。それから『年

を取るとお酒に弱くなる』ということをぜ

ひ知ってください」（共同）

　ヘルス・トピックス
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オバマ大統領は年明けの1月5日、ホワ

イトハウスで演説し、インターネットを

通じた銃売買に身元調査を義務付けるな

ど大統領権限に基づく銃規制強化策を正

式発表した。時折涙を流しながら、子ど

もたちが銃乱射事件の犠牲となっている

現実を指摘し「（銃規制に消極的な議会の

行動を）これ以上待つことは許されない」

と国民に支持を訴えた。

銃対策を残り任期1年の最重要課題の1

つとして前面に打ち出し、大統領権限で

正面突破を図る姿勢を鮮明にした。規制

強化に抵抗してきた議会多数派の野党共

和党との対立激化は必至だ。

米国では「歴史的行動で命が救われるだ

ろう」（銃規制団体）との称賛の一方、今

回の強化策が実施されていても過去の銃

乱射を防げたかについては疑問が残り効

果は限定的だとの見方も出た。

オバマ氏は、共和党が法改正による規

制強化を妨害してきたと非難。現状を変

えるため、11月の大統領選などでは銃規

制に反対する候補者に投票しないよう呼

び掛けた。

オバマ氏はバイデン副大統領や銃乱射

事件の遺族らを伴い、約40分にわたり演

説した。「（銃規制に反対する）ロビー団体

は議会を人質に取っても、米国を人質に

することはできない」と強調。「愛すべき

自分の子どもが凶弾に倒れるなどと誰が

想像できるか。子どものことを考えると

おかしくなりそうだ」と語った際には、涙

が頬を伝った。

新たな銃規制強化策は、銃を販売する

者に対しては業態に関係なく免許取得と

購入者に対する事前の身元調査を義務付

けることが柱。これまで個人的な取引と

して抜け穴になっていたインターネット

や展示会を通じた銃売買に網をかけるの

が狙いで、オバマ氏は「（違反すれば）刑

事訴追の対象になる」と警告した。（共同）

市民集会にも参加、NRA欠席

オバマ大統領は1月上旬、バージニア

州で開かれた銃規制の是非を考える市民

集会に参加した。「他人に危害を加える人

物から銃を遠ざけることには全員が同意

できるはずだ」と銃規制の必要性を訴えた。

集会はCNNテレビの企画で、参加者の

質問にオバマ氏が答える形で進んだ。規

制に反対する有力ロビー団体「全米ライフ

ル協会」（NRA）は「ホワイトハウスが画

策した見せ物に参加する理由はない」と欠

席した。（共同）

サンフランシスコの連邦地裁はこのほ

ど、人間が置き忘れたカメラで「自撮り」

をしたサルの写真について、サルに著作

権があるとする動物保護団体PETAの主張

を退け、サルに著作権はないとする判決

を言い渡した。

このサルはインドネシアに生息する「ナ

ルト」。2011年、英国の写真家デイビッ

ド・スレーターさんがカメラから目を離

している間にシャッターを押して、ピン

トの合った自らの写真を撮影した。

主要メディアによると、判決は、著作

権は動物には及ばないと判断した。

スレーターさんは写真の著作権が自分

にあるとして、この自撮り写真を含む写

真集を出版していたが、米団体のPETAが

昨年9月、スレーターさんを相手取って提

訴した。（共同）

観光都市ニューヨークにある16の高級

ホテルのオーナーが、今後10年間で所有

するホテルから排出される温室効果ガス

を30%以上削減させることで合意したこ

とが分かった。AP通信が報じた。

デブラジオ市長が推進している温暖化

防止計画の一環で、実現すれば推計2500

万ドルの燃料費削減につながる。各ホテ

ルには省エネに向けた広告塔の役割も期

待されている。

合意したホテルは「ウォルドーフ・アス

トリア・ニューヨーク」や「ロッテ・ニュ

ーヨーク・パレス」、「グランドハイアット・

ニューヨーク」など。

市当局者によると、市内の複数の大学

や病院も同計画に賛同しており、温室効

果ガス排出量の削減を進めるという。（共

同）

大統領、銃規制強化を発表
涙で訴え、効果には疑問符も

What's 
Up

1

高級ホテルが温暖化対策
NY、温室効果ガス削減へ

What's 
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2

「自撮り」サルに著作権なし
サンフラン連邦地裁
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米国では男女いずれもほぼ半数がビデ

オゲームを楽しんでいる。ところが女性

のプレイヤーは自分を「ゲーマー」とは考

えない傾向が強いことが、ピュー・リサ

ーチ・センターの世論調査で分かった。

ニューヨーク・タイムズによると、成

人約2000人を対象にしたピュー調査では、

男性の50％、女性の48％が、ビデオゲー

ムをすると答えた。しかし、自分をゲー

マーと認める人は男性の15％に対し、女

性はわずか6％だった。

若者のゲーム文化を研究するロザリン

ド・ワイズマン氏は「ゲーマーと呼ばれる

ことには変人っぽい印象があるだけでな

く、落ちこぼれてとても腹を立てていて

他人を許せない人という、実に良くない

印象がある」と分析。ただし「実際にはプ

レイヤーの多くがこの印象

とは異なる」と指摘する。

ゲーマーに対する否定的

な イ メ ー ジ は、2014 年 の

「ゲーマーゲート騒動」でさ

らに強まった。この騒動は、

ビデオゲームやゲーム文化

の女性差別を批判する人々

に対して高まったインター

ネット上の過剰反応を指し、

批判者の女性に対する嫌が

らせおよび暴力やレイプの脅迫にまで発

展した。

さ ら に、 単 な る ゲ ー ム 好 き（casual 

player）はゲーマーとは呼ばず、ゲーマー

には複雑で高度なゲームに挑む技術が求

められるといった仲間内の不文律も、自

身をゲーマーと呼ぶ基準を高くしている。

女性は「ゲーマー」に抵抗感
ゲーマーゲートで印象悪化

What's 
Up
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上空に打ち上げた無人ロケットを降下

させ、直立した状態で地上に着陸させる

ことに、国内の宇宙ベンチャー2社が昨年

に相次いで成功した。宇宙ビジネスの変

革につながり、機体の再利用によるコス

ト削減の期待と、将来の宇宙旅行時代に

向けた展望が見えてきた。

スペースXは昨年12月、衛星を積んだ

ファルコン9ロケットをフロリダ州から打

ち上げ、大西洋の上空約80キロで分離し

た1段目の機体を、エンジン噴射しながら

陸地に戻して着陸させた。SF映画のような

光景に世界中が驚いた。

着陸の目的はロケットの再利用だ。フ

ァルコン9は国際宇宙ステーションに物資

輸送するドラゴン宇宙船の打ち上げにも

使われ、エンジンを含む機体の価格は数

十億円程度とみられる。これまで機体は

落下して海に沈んでいたが、回収して再

び燃料を注入して打ち上げに使えばコス

トを大幅に削減できる。

スペースXは、より大型のファルコン

で有人型ドラゴンを打ち上げる計画。最

高経営責任者（CEO）のイーロン・マスク

氏はロケットだけでなく宇宙船の地上着

陸も構想しており、航空機のように繰り

返し飛行するのを目指す。

退役した連邦航空宇宙局（NASA）のス

ペースシャトルも機体は再利用されたが、

構造が複雑すぎてコストは削減できなか

った。

一方、ブルーオリジンは11月、テキサ

ス州から高度100キロまで垂直に打ち上

げたロケットを降下させ、エンジン噴射

でスピードを落とし着陸させた。

スペースXより上昇速度が遅く、まっ

すぐ降りてくるため難易度は低いが、着

陸では一歩先行した形。人を乗せたカプ

セルを打ち上げる宇宙旅行ビジネスを構

想しており、カプセルの落下テストも実

施した。

民間による宇宙旅行は、別のベンチャ

ーのヴァージンギャラクティックが1番

手を目指していたが、2014年に試験機が

カリフォルニア州で空中分解し、操縦士1

人が死亡した。夢が遠のいたと思われて

いたが、ブルーオリジンの成功で再び現

実味が出てきた。

ブルーオリジンを率いるジェフ・ベ

ゾス氏は、ネット通販アマゾンの創業者。

マスク氏も電気自動車メーカーのテスラ・

モーターズを手がけ、ともに異業種から

参入した敏腕経営者だ。2人は短文投稿サ

イトのツイッターで互いの着陸成功に祝

意を示す一方、「垂直着陸を始めたのはス

ペースXの方が早い」（マスク氏）、「よう

こそ（着陸）クラブへ」（ベゾス氏）とライ

バル心をむき出しにしている。（共同）

ロケット着陸、宇宙に変革
ベンチャー2社が成功

What's 
Up

4
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ロサンゼルスで日系高齢者向けの老

人ホームなどを運営する非営利組織「敬

老シニアヘルスケア」（通称「Keiro」）

が、営利企業パシフィカ社 （Pacifi ca 

Companies, LLC）に施設を売却しようと

している問題で、反対派市民でつくる「敬

老を守る会」（Save Keiro）が、1月14日、

政治集会を開いた。

会場は、ロサンゼルス南部ガーデナに

あるキリスト教会。敬老が運営する施設

のひとつ「サウスベイ敬老ナーシングホー

ム」の目の前だ。

反対派が集会を開くのは、昨年11月

23日にロサンゼルスのダウンタウン・リ

トル東京で500人規模のタウンホールを

催して以来、となる。

高齢者を中心に約300人が集まり、売

却阻止をめざして運動を続けていく意志

を確認した。

守る会を全面支援する連邦下院議員、

マキシーン・ウォーターズ（民主）とジュ

ディー・チュー（民主）の2人が、集会の

開催に尽力した。そのため、 日系コミュニ

ティー以外からの参加者も目立ち、「これ

は高齢者や低所得者の人権侵害の問題だ」

と捉えて、連帯を表明する人もいた。

集会の冒頭、

守る会の中心的

メンバーで医師

であるタケシ・

マツモト氏が、

売却撤回と公聴

会開催を求める

署名が、すでに

1万7000人 以

上集まったと発

表した。「いまも

毎日のように患

者さんが署名を

もってやってく

る」と話した。

守る会は、非営利組織（Non-Profi t 

Organization）の発足を申請していたが、

1月13日に正式に認可がおりたという。

これによって、支援者から寄付金を集

めたり弁護士の支援を受けたりすること

が、容易になる。守る会のもとには、す

でに約4万ドルの寄付が集まっているとい

う。

また、ウォーターズ議員の紹介で、人

権問題や高齢者問題などを専門にする大

手の法律事務所などが、売却反対運動を

法的な側面から支援していくことも決ま

った。

支援するのは、「California Advocates 

for Nursing Home Reform Organization」

「Bet Tzedek」「Gibson Dunn and 

C ru t che r Law F i rm」「Lega l  A i d 

Foundation of Los Angeles」の4団体だ。

協力して、敬老の施設の入居者らを守る

ため、売却にからむ問題点を調査してい

くという。

◆　◆　◆

一方で、公聴会を開かないまま敬老の

売却を許可したカリフォルニア州司法省

反対派300人集会、
非営利団体を結成
司法長官は
「対話と交渉」提案も

ロサンゼルス日系高齢者施設「敬老」売却問題
S P E C I A L  R E P O R T

文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）

「敬老を守る会」のメンバーと支援する議員らは、あらためて「売却阻止」の目標を確
認した

ボイルハイツにある敬老の施設
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に対する、政治的なプレッシャーも、水

面下で進んでいる。

守る会の主要メンバーとウォーターズ

議員は、昨年11月24日に、カマラ・ハ

リス州司法長官の代理として、この問題

を担当するタニア・イバネス司法長官補

佐を含む4人と面会した。

イバネス氏らは、守る会が指摘した売

却プロセスの不透明さや疑問点について、

それぞれに返答するとしたものの、その

後も大きな進展はなく、売却認可とその

プロセスは合法で適切だったという立場

は変えていない。

しかし、反対運動がおさまらないこと

や、ウォーターズ議員の働きかけなどが

功を奏したのか、司法省側にじゃっかん

態度の変化が出てきたようだ。

守る会と州司法省のやりとりは、これ

までイバネス氏がとりしきっていた。と

ころが1月12日になって、ハリス長官が

初めて、直接、敬老を守る会の代表、チ

ャールズ・井川氏に電話をかけてきた。

電話会談で井川氏は、司法長官に対し

て、あらためて守る会の主張と要望を伝

えた。

「敬老の売却は断じて許さないという

のが『守る会』の立場で、それは最初から

現在まで変わっていない。司法長官には、

あくまで売却の破棄を期待している」「目

的の実現に向けてあらゆる手段を講じる、

という考えのもとに準備中だ」と話したと

いう。

これに対してハリス長官は、「この問題

が、差し迫った急を

要する案件であるこ

とは理解した。ただ、

スタッフを動員して

調べたが、売却認可

の決定をくつがえす

ことは、現行の法律

のもとではできな

い」と、あらためて

説明したという。

その上で、「問題を

解決するために、司

法長官として、関係

者間の対話の実現を

図り、交渉に向けて

の場を設ける用意は

ある」と提案したと

いう。

守る会では、こ

うした提案が具体的

にあった場合、どの

ように対応すべきか、

近日中に検討する方針だ。

敬老の経営陣はかねてより、エスクロ

ーは1月下旬にも終了する予定、と公表し

ている。その通りに進んでいるとすれば、

売却を阻止する時間はあまり残されてい

ない。

守る会は、「それでも闘いは続けていく」

としている。

◆　◆　◆

一方で、敬老シニアヘ

ルスケア理事会のゲイリ

ー・カワグチ理事長は1月

15日、本誌の質問に答え、

以下のようにコメントし

た。

「私たちは、敬老の売却

に関して現状を取り巻く

すべての事実を伝えるこ

となく、売却に反対するようにほかの人

たちを煽り続けている人々に、またして

も失望している。敬老がウェブサイトで

公表している書類に目を通してもらえれ

ば、売却のプロセスが２年以上にわたっ

てオープンで透明に進んできたこと、売

却が敬老を救うための唯一のオプション

であることがわかる。売却しなければ、

敬老は存在しなくなり、私たちのコミュ

ニティーにサービスを提供する人は誰も

いなくなってしまう」

「チュー議員とウォーターズ議員に対し

ては、私たちと会ってくれるよう何度も

試みたが、敬老や理事会と話し合うこと

に興味はないようだ。片方の主張だけを

聞いて、事実を把握せずに意見を固めた

ことに、失望している」

反対派の活動に影響されることなく、

「エスクローは、計画通りに終了する方向

で進んでいる」。

1月 14日、ガーデナで開かれた「敬老を守る会」の集会。約300人が集まった

■「敬老を守る会」のウェブサイト
savekeiro.org（英語）
jp.savekeiro.org（日本語）

■「敬老シニアヘルスケア」
公開している売却に関する経緯など
www.keiro.org/updates

「敬老を守る会」が配ったビラを手に、熱心に耳を傾ける参加者

敬老・売却に関する最新記事は、ウェブサイト（www.usfl .com）で随時掲載しています。 January / February 2016   U.S. FrontLine     39
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リチャード・ギア、億万長者役ならお任せ?!
「The Benefactor」

交通事故で唯一の友人を亡くし、同乗

していた自身も大ケガを負った大金持ち

のフラニーが、友人夫婦の忘れ形見オリ

ヴィアと再会する。事故直後から音信不

通だった彼女から結婚と妊娠を知らされ

たフラニーは、オリヴィアの夫ルークの

就職先を世話し、オリヴィアが育った家

を買い戻して結婚祝いとしてプレゼント

する。人前では明るく、やや大げさに振

る舞うフラニーは、実は孤独を抱え、心

の痛手を薬でごまかしていた。そんな彼

を理解できず、オリヴィアとルークはフ

ラニーから離れていこうとするが……。

フラニーに扮するのは、「ダンディー」

「大金持ち」というキャラなら得意のリチ

ャード・ギア。しかし、本作で彼は突拍

子もないハイな振る舞いの演技を見せ、

これまでのイメージを払拭する。近作で

ホームレス役にも挑戦しただけに、俳優

として新境地を模索しているようだ。

本作で残念だったのは、薬物依存の恐

ろしさと、本人が決心しなければ治療が

困難な点を描写しながら、脚本と演出が

あまり掘り下げていなかったこと。全体

を通して、何が言いたいのかぼやけた作

品だった。

そんな中、キャラクター描写と存在が

曖昧なルークをテオ・ジェームズが好演。

フラニーへの微妙な距離感を見事に表現

していた。

筆者が初めて取材した時には、まだ10

歳にもなっていなかったダコタ・ファニ

ングも今年で22歳。本作で人妻、妊婦の

オリヴィア役で登場したのにはショック

を受けた。月日が経つのは早い……。（1

月15日から劇場＆VOD公開）

マイケル・ベイ監督、新境地開く
「13 Hours: The Secret 
Soldiers of Benghazi」

マイケル・ベイ監督の映画と聞いて、「ど

うせカメラワークの激しいアクションば

かりで中身のない映画だろう」と思い、期

待せずに試写に行った。しかし、本作は

その予想を裏切る出来栄えだった。

2012年9月11日、リビアのベンガジ

のアメリカ領事館が襲撃され、アメリカ

大使をはじめ4人のアメリカ人が命を落

とす。2012年アメリカ在外公館襲撃事件

と言われる一連の事件のうち、リビアの

ベンガジで起きた出来事について書かれ

た書籍「13 Hours」を映画化した本作は、

アクション場面はベイ監督の良さを存分

に生かした歯切れの良い展開になってお

り、途中で挿入される人間ドラマの場面

は感情豊かに表現され、久々に見応えの

ある作品だった。

残念だったのは、登場する軍人キャラ

を演じた俳優のルックスが似ていること。

死んだと思っていたら、それは別のキャ

ラだったことが後に分かり、混乱してし

まった。

反米感情を持つ者、アメリカに味方す

る者、金次第でどちらにもつく者、寝返

る者など、さまざまな人間がいることを

見せられた本作。お金で安全を買おうと

する姿勢など、アメリカの驕った考えが

招いた悲劇をドキュメンタリー・タッチ

で描ききったベイの監督としての成長ぶ

りと作品選びの良さを実感した。（1月15

日から劇場公開）

突拍子もないユニークな
アートに心を奪われる?!
「Moonwalkers」

ベトナム帰還兵でCIAエージェントの

キッドマンに極秘任務が下される。任務

の内容は、イギリスに渡り、スタンリー・

キューブリック監督に月面着陸の映像を

撮影させるというもの。それは、月面着

陸を予定しているアポロ計画が失敗に終

わった場合に備え、バックアップ映像と

して使用するためで、アメリカの威信が

かかっていた。渡英したキッドマンが、

冴えない音楽マネージャー、ジョニーを

キューブリックのエージェントと勘違い

したことから事態は思わぬ方向に……。

ジョニーに扮するのは、「Harry Potter」

シリーズのロン・ウィーズリー役でお馴

染みのルパート・グリント。同シリーズ

でデビューした彼は、作品毎に俳優とし

て力をつけ、コメディーが得意な青年俳

優として活躍中だ。本作も、グリントの

味が存分に出たコメディー演技を披露し、

観客を魅了する。

キッドマン役のロン・パールマンに負

けない存在感を見せるのは、ジョニーの

ルームメイト、レオンに扮したロバート・

シーハン。アンニュイなキャラなのに場

面をすっかりさらっていた。

低予算のおバカ映画と思って観始めた

本作だが、劇中登場するアート感たっぷ

りの美術とユニークなユーモアセンスに

心を奪われた。特に、後半に出てくる映

画監督の住居と実験映画のセンスには脱

帽した。（1月15日から劇場＆VOD公開）

© Samuel Goldwyn Films

© 2015 PARAMOUNT PICTURES.

© Alchemy
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1月15日からVODで公開される「All 

Things Must Pass: The Rise and Fall 

of Tower Records」は、タイトルの通り、

レコードとビデオ（後にCDとDVD）の

販売店で有名なタワーレコードの生い立

ちと衰退を描いたドキュメンタリー映画。

監督は映画スター、トム・ハンクスの息子

で自身も俳優のコリン・ハンクスで、本

作で長編映画監督デビューを飾っている。

1960年に北カリフォルニアのサクラ

メントで生まれたタワーレコード（通称タ

ワレコ）は、ロサンゼルスやニューヨーク

などのアメリカ国内のみならず、日本、イ

ギリス、香港、南米などに進出した。しか

し、2000年半ばに倒産を申請。店をたた

んだ。そんな中、日本のタワレコは今でも

元気だ。米国法人傘下の時代から高い業績

を上げていた日本のタワレコ。2002年に

日本法人として独立していたことで、米国

での倒産騒動に巻き込まれることもなく、

今でも全国80店舗以上を持つ人気ショッ

プとしての地位をキープし続けている。

劇中、タワレコの将来性にいち早く気

づき、ビジネスを申し出た日本人の存在

と日本進出の様子、オーナーのラス・ソ

ロモンが日本を満喫している姿が映し出

され、「No Music, No Life」というタワレ

コのキャッチフレーズは、日本のタワレ

コからの逆輸入だというのも紹介される。

日本人としては嬉しい瞬間だ。（ただ、日

本の街角について言及するくだりで中国

か香港らしき町並みが挿入されたのには

がっくりしたが……）。

そんなソロモンにビジネスの成功の秘

訣と失敗の理由を聞いた。

「大事なのは良いアイデアと、商品やサ

ービスをきちんと理解していること。そ

して、良い人材を雇い、彼らに自分たち

の仕事をさせることだね。マイクロマネ

ジメントをしてはいけないんだ。わしら

は負債を抱え込みすぎた。そのため、銀

行が経営をコントロールするようになり、

不慣れな経営担当者を上席経営者として

迎えるよう強要された。日本のタワレコ

を売るのにわしは大反対だったけど戦い

に負けたんだ。ものすごく辛かったよ」と

当時を振り返る。

日本のタワレコがいまだに順調な理由

については、こう分析する。

「日本は、アメリカや他の国のように、ダ

ウンロードやストリーミングが、パッケー

ジに取って代わっていないからだよ。日

本のファンの多くは、ディスクを実際に手

にして再生するという考えが好きなんだ」

日本人は、目に見えないものよりも、

目に見えて存在するものに価値があると

考えがちなので、それが功を奏している

ようだ。

これまでで一番興奮した瞬間は渋谷店

のオープンと話すソロモンは、本作で再

び来日し、かつての従業員との再会も果

たした。その経験を「とても楽しく、ノス

タルジックだった」と表現する。

「元従業員達との再会は感動的だった

よ。そしてもちろん、食べ物が美味しか

ったことは忘れてはならない点だよね!」

様変わりしたと思われた日本や渋谷に

ついては、「変わったと思っていたけど、

実際には変わっていなかったことに気づ

いた」そうだ。それは、音楽や人にも当て

はまるという。ソロモンがタワレコを経

営していた頃と比べ、音楽を記録・再生

するメディアは変わった。しかし、彼は

「音楽も人も変わってはいない」と考える。

90歳になってもまだまだ達者で元気な

ソロモンは、映画のナレーションも担当

し、マルチな才能を発揮している。そし

て、「引退」という言葉とは無縁のようだ。

「もう少し若かったら、ニューヨークに

大きなレコード店をオープンしたかもし

れないよ。今、わしはポートレイト写真

の撮影にハマっている。つい最近、150人

を超えるポートレイトを撮影して、サク

ラメントのコミュニティー・カレッジで

展覧会を二度開いたんだ。それに読書を

たくさんするし、美味しいものも沢山食

べる。それから……、今もだけど、カク

テルも何杯かいただくよ（笑）」

タワレコのオーナー、ラス・ソロモンに聞く

ビジネスの成功の秘訣と
失敗の要因

Text Izumi Hasegawa / WhatsUpHollywood.com
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シルク・ドゥ・ソレイユ
「KURIOS」ロサンゼルス公演に出演中
ヨーヨー世界チャンピオン「BLACK」

[新春インタビュー] 

世界中で人気がある「シルク・ドゥ・ソレイユ」（Cirque 
du Soleil、以下略称シルク）の話題作、「KURIOS」が
ロサンゼルスで 2 月 7 日まで上演中だ。このショーに、
日本人のアーティストで、ヨーヨー世界チャンピオン
の「BLACK」さんが出演している。さまざまな分野のトッ
プパフォーマーが集まるシルクだが、ヨーヨーの演目
が採用されるのはこれが初めてだ。夢を叶え、シルク
の歴史も変えた、BLACK さんにインタビューした。
文／佐藤美玲（Text by Mirei Sato）

「KURIOS」でソロ演
技を見せる BLACK
さん（提供写真）

BLACK プロフィール

2001、2007 年ヨーヨー世界チャンピオン。シルク・ドゥ・ソレ

イユ アーティスト。TED スピーカー。現在は、シルク・ドゥ・

ソレイユ出演をはじめ、パフォーマー活動のかたわら、「TED 登

壇の経験」「自分を信じ努力を重ねれば夢は叶う」などについて

の講演活動も行っている。著書に「『好き』をつらぬこう」（PHP

研究所）、「TED スピーカーに学ぶ『伝える力』」（角川学芸出版）。

■公式ウェブサイト：www.offi ceblack.com/ 

シルク・ドゥ・ソ
レイユにヨーヨー・
アーティストとし
て初めて出演して
い る BLACK さ ん

（提供写真）
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ロサンゼルスのドジャースタジアムでの

公演。こけら落としである初演日（2015

年12月9日）は、私も鑑賞しましたが、観

客側からは凄まじい熱気と興奮を感じまし

た。出演者側としてはどう感じましたか?

プレミア公演にはVIPの皆さんやメディ

アの方々が多くお越しになり、皆さんから

の評価・感想は、その都市での集客を大き

く左右します。

もちろん我々アーティストはプレミア公

演も普段の公演も等しく全力を尽くすのみ

ですが、それが目の肥えた観客の皆さんに

喜んでいただけたことは大変嬉しかったで

すし、演技を通じたコミュニケーションが

成立していることを強く実感しました。

初 演 日 に は、 シ ル ク 創 業 者 の Guy 

Laliberté氏も鑑賞されたそうですね。何

かお話はされましたか?

私がKURIOSで実際に演技を行っている

様子をGuy氏にご覧いただいたのは、実は

今回が初めてでした。

シルク・ドゥ・ソレイユ初のヨーヨー・

アーティストとして私への評価は、シルク

における「ヨーヨー」という演目そのもの

への評価、すなわち今後、第2・第3のヨ

ーヨー・アーティストの活躍の場を作れる

かどうかに直結します。

慌ただしい中だったため、交わした会話

は「素晴らしかった」という一言だけでし

たが、お褒めいただけたこと、前向きな評

価をいただけたことにホッとしました。

実際に会場で観覧した際、ビッグ・トッ

プ（移動型のテント）というサーカス独特

の会場が生み出す、アーティストと観客の

一体感が心地よかったです。観客との距離

も近いため、アーティストの演技もさらに

精度を要求されるのではないかと思いまし

たが、いかがでしょうか?

KURIOSのステージは、ビッグ・トッ

プで公演される他のショーと比較し、高

さを低めに設計されています。アーティ

ストの目線を少しでも観客の皆さんに近

づけることで心の距離

を縮め、より世界観を

共有し楽しんでいただ

きたい、という狙いか

らです。

演技の精度という意味

では、「ソロ演目である」

という部分が大きいです。

多くの演目が複数名で行

われる中、ヨーヨー演目

の出演者は私一人です。

皆さんの視線が私一人に

集中するため、ヨーヨー

の技はもちろん、身体の

動きを含め、一挙手一投

足気が抜けません。

BLACK さ ん は、 シ ル

クに出演する初めてのヨ

ーヨー・アーティスト

だと聞いています。「サ

ーカスという舞台で前例のない演目を演じ

る」という点で、どんな苦労やチャレンジ

がありますか? また、それに対して、どう

いった工夫や努力をしていらっしゃいます

か?

まず大前提として、ヨーヨーは小さな道

具なので大舞台で見栄えがしない、という

問題がありました。そこで、パフォーマン

ス専用の巨大ヨーヨーを開発しました。競

技用のヨーヨーは直径が1mm違うだけで

使い心地が大きく変わるのですが、私のヨ

ーヨーは平均より20mm以上大きく、設

計をイチから考え直す必要がありました。

鳥取の金属加工会社「菊水フォージング」

様にご協力いただき、3年以上の期間をか

けて開発しました。ヒモももちろん特注で、

長いヒモ・重いヨーヨーから生み出される

遠心力に負けずヨーヨーを操れるよう、ス

ポーツジムに通いトレーニングもしました。

また、振り付けを考案する際も、ヨーヨ

ーという分野においては参考になる先人が

ほとんどいないので、他の分野のパフォー

ミングアートを参考にしています。バレエ

やフィギュアスケート、社交ダンス、TVゲ

ームやアニメを参考にすることもあります。

先人がほとんどいないということは、言

い換えれば自分で開拓する余地が無限に広

がっているということですので、先入観に

とらわれない自由な発想を心がけつつ楽し

んでいます。

「Cirqueに出演したい」と初めて思った

のはいつ頃でしたか? そのきっかけや理由

も教えてください。

シルク出演を夢見始めたのは、2003年

の8月でした。「Dralion」というショー

（現在は終演）に出演していたジャグラー

「Viktor Kee」氏の演技に衝撃を受けたんで

す。Viktor氏の演技は、技術が凄まじいの

はもちろん、音楽との合わせ方や醸し出す

雰囲気など、「これがアートだ」と強く思わ

せる迫力がありました。「これをヨーヨー

でやりたい」と思ったんです。しかし当時

は、「自分の実力では無理だろうな」と諦め

ていました。

スタンディング・オベーションを受ける BLACK さん（提供写真）
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時は流れ2006年、私は一般企業で会社

員として働いていました。しかしそれは、

ヨーヨーでは食っていけないことからの仕

方ない選択でした。不本意な仕事に時間を

費やす毎日に嫌気が差し、「自分は人生を

通じ何をなしたいのか?」を考えるように

なりました。

そして、「後世に良い影響を残したい」、

「自分にできるのは、ヨーヨー業界への貢

献ではないか」、「自分以外のチャンピオン

達も、社会的評価が伴っているとは言い難

い。もし自分がシルクのような舞台に立つ

ことができたら、ヨーヨーという分野その

ものへの評価が高まり、後輩選手達の活動

環境が改善されるのではないか」。

そう考え、改めて真剣にシルク出演を目

指すようになりました。

シルクのショーはただ技術を見せるだ

けではなく物語性があり、各アーティスト

にもミュージカルのように役が振られて

いますよね。本公演「KURIOS」において、

BLACKさんの役回りとは?

私は「時の支配者」という役を演じてい

ます。KURIOSでは舞台道具の一つに時計

があり、開演前から終演までの演出に重要

な役目を果たしています。そして、その時

間を操っているのが私、という設定です。

使用するヨーヨーも、懐中時計を模したデ

ザインになっています。

演技の振り付けにおいても、ヨーヨーを

「時」そのものの象徴として扱い、人生と

いう限りある時間を全力で楽しもうとする

明るさや、大切にしたい愛おしい瞬間も流

れていってしまう切なさ、などを表現して

います。

シルクのショーでは、各アーティスト

は自分の主演目だけでなく他の演目にも

脇役として出演したり、協調http://usfl.

com/2016/01/news_articles/94586/

attachment/kurios-2 性が要求されるか

と思います。スタッフを含めて、皆さん

の人間関係はどのような雰囲気なのでし

ょうか。世界各国から集まるメンバーと

の交流の秘訣のようなものがあれば教え

てください。

KURIOSでは、スタッフを含めると約

20カ国出身の面々が働いています。飛び

交う言語も様々で、最も多いのがロシア語、

次いでフランス語と英語が半々、他にはス

ペイン語も少々、といった様子です。

出身国が違えば、当然生まれ育った背景

や性格も大きく異なります。私もKURIOS

参加前に最も心配していたのは、「サーカ

スという独自文化、まして様々な出身国

のメンバーに馴染めるか」という点でした。

しかしその心配は、全くの杞憂に終わりま

した。

確かに我々は性格や趣向、専門分野が

それぞれ異なります。しかし、「シルク出

演に足る技術を身につけるため、十分な努

力を積んできた」という共通点があります。

自身が辿ってきた、決して簡単ではない道

のり。それと同じだけの努力を相手も積ん

できたのだということに対し、自然と仲間

意識や敬意が芽生えます。そうした敬意を

丁寧に伝えることが、言葉や文化の壁を乗

り越えた信頼関係を築く秘訣であると思い

ます。

週に 8 〜 10 回の公演、しかも 1 都市で

2 カ月以上という長丁場の公演です。体

調管理において気をつけていることはあ

りますか?

1日のショーだけでもかなりの疲労があ

りますが、ショーは毎日あるので、疲れを

翌日に持ち越すことはできません。

身体の面では、日本から自分の枕とマッ

トレスを持ち込んで、良質な睡眠をとれる

環境を作っています。睡眠時間は毎日8時

間とるよう心がけています。ショーの前に

は1時間のストレッチ、演技後もストレッ

チポールを使い身体をほぐします。

食事は会場内にあるスタッフ用の食堂で

とります。ブッフェ形式なので、栄養素・

量・味、の順番で料理を選びます。たんぱ

く質を多く摂取したいので、肉類を積極的

に食べるようにしていますね。

また、身体だけではなく精神面での健康

も重要ですので、ショー以外の時間はでき

るだけリラックスできるよう心がけていま

す。ノイズキャンセリングのヘッドホンで

音楽を聴いたり、演技作りの参考になる動

画鑑賞などをして過ごすことが多いです。

会社員時代から現在のシルク出演に至る

まで、振り返っての感慨と、この次の目標

はありますか?

当初は、「ヨーヨーでシルクに出演する

なんて前例もないし、まして運動の苦手な

自分がサーカスなんて無理だろう」と思っ

ていました。しかし会社を辞め、舞台での

立ち居振る舞いを学ぶためにバレエを習い

始め、専用のヨーヨーを開発し、どうにか

出演まで辿り着くことができました。何事

も先入観にとらわれず、目標達成に必要な

要素を分解し、それらを一つ一つ達成して

いけば、どんなゴールにも辿り着けるのだ

と思います。

今後はそうした、「先入観にとらわれず、

自分の可能性を信じることで、人生の可能

性は無限大に広がる」というメッセージを、

ドジャースタジアムに設置された特設テント「ビッ
グ・トップ」。サーカス小屋の雰囲気を漂わせる。入
り口には、KURIOS のキャストとクルー全員の母国・
19 カ国の国旗がなびく
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パフォーマンスに限らず様々な手段を通じ

多くの方々に伝えていきたい、楽しい人生

を送る一助となりたい、というのが新たな

目標です。

TEDカンファレンスへの登壇、シルク出

演と、世界を股に掛け活躍するBLACKさ

ん。現在アメリカに住む日本人、そしてこ

れから海を渡ろうと考えている人たちに向

けて、なにかメッセージはありますか?

海外で活動するということは、私にとっ

ては目的ではなくただの結果に過ぎません。

自分がやりたいことを行う上で、それをや

りやすい場所が海外であるのなら、ぜひ恐

れず飛び込んでみてほしいと思います。

英語もできるに越したことはありませ

んが、人と人とのコミュニケーションに

最も大切なのは、相手に対する敬意であ

ると思います。それをきちんと相手に伝

えれば、どんな国でもどんな方が相手で

も、信頼関係を築くことができるのでは

ないでしょうか。

現在公演中のロサンゼルスをはじめ、各

地のフロントライン読者に向けてメッセー

ジがあればお願いします。

KURIOSは19世紀の産業革命を時代背

景としたショーで、日々新しい技術が開発

され、世の中が良くなっていく一方だと誰

もが信じていた、明るく前向きな雰囲気に

満ちあふれています。そうした明るさ・楽

しさを観客の皆さんと共有し、皆さんにも

明るい気持ちになっていただけたら、と思

っています。

皆さんのお越しを、スタッフ一同心より

お待ちしています。

Cirque du Soleil
「KURIOS ‒ Cabinet of Curiosities」
ロサンゼルス公演
■ 会場：Blue & Yellow Big Top at 
                    Los Angeles Dodger Stadium
■ 日程：12 月 9 日〜 2 月 7 日
■ チケット：50 〜 165 ドル
■ 問い合わせ：877-9 CIRQUE (877-924-7783)
■ 詳細：cirquedusoleil.com/kurios

ロサンゼルス公演終了後、全米各地を巡回公演する。
アトランタ公演（3月 3日開幕）、ボストン公演（5
月 26 日開幕）、ニューヨーク公演（9月 30 日開幕）、ワシントンDC公演（開幕日未定）
が決まっている。＊ロサンゼルス公演終了後、BLACK さんは一時休演。ヨーヨー演目
は後任のアーティストが出演する。
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第一話
いつか来たいと思っていた万葉ゆか

りの地。『裏ななつ星』で訪れることにな

るとは、やや意外である。このプロジェ

クトには二つ、または三つの必須条件が

ある。というか、ぼくたちのあいだでは

暗黙の了解になっている。それは美味し

い食べ物と温泉。ついでに美味しいお酒。

この三つが絶妙なハーモニーを奏でるこ

とになっているのだ。もちろんメイン・

テーマはスローなローカルの旅。でも温

泉に入り、美味しいものを食べて、美味

しいお酒を飲まなければ、画竜点睛を欠

く。個人的には、目玉を描き込むために

旅に出ている節もある。

では新幹線か何かで、ピーッとどこか

の温泉地に行き、料理を食べて酒を飲ん

で、一泊して帰ってくればいいではない

か、という話にはならない。やはり普通

列車でのろのろ、途中で降りたり寄り道

したり、いろんな人やものと出会い、驚

いたり困ったり憂えたりしながら、今日

も一日終わりましたね、お疲れさま。お

風呂に入って、まずは冷たいビールで乾

杯、それからあれを食べよう、これを飲

もう……などと夕暮れに向かう車窓の風

景を眺めながら愚考する、なんとも心躍

るひととき。この楽しさこそが『裏ななつ

星』の醍醐味、「裏」でなければわからない

味わいである。

ところで今回の旅程、万葉ゆかりの地

をめぐる旅では、そうした二つないし三

つの必須条件を満たせるかどうかが、ち

ょっと微妙な塩梅になっている。まず

湯煙の匂いが心なしか希薄である。いや、

なくはない。温泉はあるらしい。お酒は

どんなものだって、ぼくたちには美味し

いからノー・プロブレム。しかし美味し

い食べ物……探せばあるとは思うのだが。

ほら、よく耳にするじゃないですか、「奈

良にうまいものなし」とか。かつては「青

丹よし　奈良の都は　咲く花の　にほふ

がごとく　今盛りなり」なんて言ったも

のらしいが、それは千年以上も昔の話で、

目下のところは「奈良→うまいものがな

い」のほうが俄然気になる。真相はどうな

のだろう。どうやら志賀直哉の随筆の一

節を、後世の人が誤解（曲解？）したもの

らしいが、ご当地の人たちもやや謙遜気

味に口にするものだから、旅人としては

ちょっと心配になる。これが大阪府民な

ら、「なにアホなことゆうてまんねん。う

まいもん？　ぎょうさんあるでえ。喰っ

て、倒れて、いてこましたろか！」と、ほ

とんど意味不明、そもそも日本語になっ

てない、ということになるのであるが、

奈良県民は慎ましやかなのだ。

それはともかく、今回の旅のメイン・

テーマは『万葉集』である。日本人の心の

ふるさと、現存する最古の文学作品。こ

れほど日本人の心に深く入り込み、広く、

かつ長く読み継がれてきた書物があるだ

ろうか？　あるかもしれないが、いまは

ないことにして先へ進む。ネームヴァリ

ューでは世界水準の『源氏物語』も、通読

（もちろん現代語訳で）した人は少ないと

思われる。たいていはマンガや映画など

散歩の途中で一服
山辺の道を歩く

二上山の夕陽

裏ななつ星紀行～古代編

万葉ゆかりの地を訪ねて
葛城・宇陀の旅

SENIOR MOTOR DIARIESシニアモーターダイアリー
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の二次使用をとおして、なんとなく内容

を知っているという程度ではないだろう

か。その点、『万葉集』に収められた歌は、

いつのまにかインプットされている。あ

る世代以上になると、幾つかの歌は諳ん

じられる人が多いだろうし、若い人でも

「あっ、知ってる！」という歌はたくさん

あるはずだ。まさに日本人の文学的遺伝

子、キリスト教圏の人たちにとっての『聖

書』みたいなものか。

ここで少しおさらいをしておこう。『万

葉集』には短歌と長歌をあわせて四五〇〇

首余りの歌が収録されている。このうち

長歌は、ほとんど『万葉集』のなかにだけ

見られる様式で、後代に継承され発展す

ることはなかった。それにたいして短歌

のほうは、プロからアマチュアまで、ま

た皇族から庶民まで、大勢の実作者がい

る。わが国でもっとも親しまれている文

学ジャンルと言えるだろう。ちなみに天

皇が自ら歌を詠むという伝統は、『万葉集』

あたりからはじまった。なぜか天皇によ

って書かれた小説は、ぼくの知るかぎり

では存在しない。残念である。いまの皇

太子あたりには、ぜひ挑戦してもらいた

いと思う。夫婦仲も

いろいろあるみたい

だし、きっといい作

品が書けるはずだ。

閑話休題。『万葉

集』の成立は七〇〇

年代の後半と考え

られている。千年以

上も昔の作品なのに、

現代のぼくたちが読

んでも、それなりに

味わうことができるし、楽しむことがで

きる、というのは不思議な気がする。こ

れには五七五七七という短歌の形式が大

きく寄与しているだろう。この韻律とい

うか、言葉のリズムが、われわれ日本人

にはとても心地よく感じられるのだ。ま

た日本語というのは、五音、七音という

音節に馴染むようになっている。日本語

自体が、こうした音のリズムとともに発

達してきたという側面をもっているらし

い。とくに感情表現に赴くとき、このリ

ズムを採用すると不思議にうまくいく、

ということを日本人は体験的に知ってい

る。そんなことからも、現在なお多くの

短歌の愛読者ならびに実作者が生まれて

いるのだろう。

それにもかかわらずというか、いま

言ったばかりのことと矛盾するようだ

が、『万葉集』に収録されている歌の意味

は、厳密に言うと、ぼくも含めて一般的

な日本人にはよくわからない。専門の研

究者でないと、正確な意味はたどれない

と言っていいだろう。専門家でも持て余

す歌はたくさんあるらしい。また彼らの

解釈がすべて正しいとも限らないだろう。

ただ正確な意味はわからなくても、なん

となく雰囲気というか、イメージという

か、歌が湛えている抒情みたいなもの

は、日本人であれば誰でも感受できるよ

うになっている。それは先にも述べたよ

うに、短歌が明快な韻律をもった定型詩

であるということが大きな理由だと思う。

つまり言葉のリズムによって読めてしま

う。わかった気になることができるわけ

だ。英語の歌詞がわからなくても、ロッ

クを楽しむことができるようなものだろ

うか。

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
の
よ
う
な
光
が
差
し
て
き
た

大和三山を見下ろす

SENIOR MOTOR DIARIES小説家・片山恭一と写真家・小平尚典が、“真の贅沢ってなんだろう？”と格安ローカル列車の旅にでた

■好評ネット配信中（http://bp.shogakukan.co.jp/manyou/）文＝片山恭一／写真＝小平尚典

■片山恭一（Kyoichi Katayama）　小説家。愛媛県宇和
島市出身。1986 年「気配」にて『文学界』新人賞受賞。
2001 年刊行の『世界の中心で、愛をさけぶ』がベストセ
ラーに。ほかに、小説『静けさを残して鳥たちは』、評論『ど
こへ向かって死ぬか』など。www.kkatayama.net

■小平尚典（Naonori Kohira）　フォトジャーナリスト。
北九州市小倉北区出身。写真誌FOCUSなどで活躍。1985
年の日航機墜落事故で現場にいち早く到着。その時撮影し
たモノクロ写真をまとめた『4/524』など刊行物多数。ロサ
ンゼルスに22年住んだ経験あり。nkohira.shopdb.jp
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今日
の
主菜

今日
の
副菜

最近話題のぎゅうぎゅう焼き！手間いらず＆オー
ブン任せで超簡単なのに、豪華に見えてパーティー
にもピッタリです。素材の味が引き立つシンプルな
味付けで、野菜がたくさん食べられます。材料はな
んでもよいので、お好みのお野菜、お肉で。または、
冷蔵庫のあまり野菜で作ってみてくださいね。バレ
ンタインデーに家族みんなで、いただくのもいいで
すね。
ミネストローネも野菜たっぷり！できあいのもの

とは一味も二味も違う、美味しさです。具だくさん
で朝食にも重宝します。多めに作って余ったら、ご
飯と軽く煮て、リゾットにするとまた違った味わい
になりますよ。

ミネストローネスープ

豚かたまり肉の
ぎゅうぎゅう焼き

【作り方】
❶かたまり肉は、下味調味料とポ
リ袋に入れて軽く揉み、1時間ほ
ど冷蔵庫から出して常温に戻して
おく。ジャガイモは皮つきのまま、
半分～1/4にカット。ニンジンは
皮をむいて小さめの乱切りにする。
ジャガイモとニンジンは、レン
ジで2分加熱して火を通しておく。
カリフラワーは小房に分け、 イン
ゲンは筋を取り、半分～1/3の長
さに切る。

❷野菜すべてをボウルに入れ、オ
リーブオイル、塩こしょうとよく
あえる。
❸オーブンの天板にクッキングシ
ートを敷き、豚肉を真ん中に置い
て、野菜を彩りよく、ぎゅうぎゅ
うに敷き詰める。丸ごとニンニク
を真ん中に、ローズマリーを散り
ばめて、340°Fに予熱したオーブ
ンで40分焼く。さらに、390°Fに
上げてプラス10分焼く。

【作り方】
❶ジャガイモ、ニンジン、タマネギは皮をむ
いて1cm角に切る。セロリは筋を取ってから、
1cm角に切る。ソーセージは1cmの長さにカ
ット。ニンニクはみじん切りにする。
❷鍋にオリーブオイルを入れ、弱火で熱し、ニ
ンニクを炒め、香りが立ってきたら、ソーセー
ジを入れて、中火で炒める。
❸ニンジンとタマネギを加えてよく混ぜ合わせ
る。タマネギがしんなりしてきたら、セロリと
ジャガイモを入れる。
❹全体に油が回ったら、水、ローリエ、カット
トマト、コンソメを入れ、沸騰したら弱火にし
て、約30分、野菜が柔らかくなるまで煮込む。
❺塩こしょうで味を調節して、器に注いだら、
最後に刻んだパセリを散らす。

【材料】（４人分）
ジャガイモ .................................中2個
ニンジン .....................................1/2本
タマネギ .....................................1/2個
セロリ ..........................................1/2本
ソーセージ ......................................3本
ニンニク ..........................................1片
カットトマト缶 ............................1缶
水 ....................................................17oz
コンソメ ..........................................1個
ローリエ ..........................................1枚
塩こしょう ....................................少々
オリーブオイル ...................大さじ1
パセリのみじん切り（飾り用） ...少々

【材料】（４人分）
豚かたまり肉 .............................18oz

（ヒレ、またはロースなど）
＜肉用下味調味料＞
　しょうゆ .............................大さじ1
　酒 ..........................................小さじ2
ニンニク（すりおろし） ............2片
ジャガイモ ......................................3個
ニンジン .....................................1/2本
カリフラワー .................................1株
インゲン ..........................................8本
マッシュルーム ............................8個　

ミニトマト ......................................8個
ニンニク ............................丸ごと1個
オリーブオイル ...................大さじ5
塩こしょう ....................................適量

（あればハーブソルト）
ローズマリー ...................3本くらい

タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。著書（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。
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冬になると、アメリカでも、つい「焼き

イモ」が恋しくなる日本人は、多いのでは

ないだろうか。

最近は、アメリカ人も健康志向で、レ

ストランやパブにいくと、フレンチフラ

イの代わりにスイートポテトフライを出

すところが増えている。それでも「フラ

イ」には違いないし、たいていは感動する

ほど美味しいわけでもない。

ふかして熱々のバターをかけたサツマ

イモや、黄金色の飴にからめた「大学イ

モ」、日本版スイートポテトのような「お

やつ」にも、なかなか出会えない。アメリ

カのホリデーシーズンに重宝する「ヤムイ

モ」なら、スーパーで買えるが、サツマイ

モに見た目は似ていても、焼きイモや大

学イモの再現は難しい。

そんなことを思っていたら、最近ロ

サンゼルスのウェストハリウッドにオ

ープンしたばかりのレストラン「ROKU 

Sunset」で、日本人の郷愁をそそり、か

つ、アメリカ人の舌も喜ばす、絶妙の一

品を発見した。

「Kabocha & Butternut Squash」とい

う名のアペタイザー。これなら、アメリ

カのスーパーでどこでも手に入る食材で

作れる。サツマイモを使っているわけで

はないのだが、味や食感は似ている。食

べてほっくり、「サツマイモ」な気持ちに

なれるのが、不思議だ。

同店のタイソン・ウォン・シェフに、

特別にレシピを教えてもらった。

ウェストハリウッドの新店「ROKU」のシェフに教わった

冬にぴったりの「カボチャ」レシピ
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）

どこか懐かしい味…
テーブルサイドで盛りつけてくれる「トロのタルタル」

柑橘類をきかせた「ヒラメの刺身」

ホクホクした食感

美人
帝国
びじん て い こ く

キレイ磨きは女子の嗜
たしな

み

そして楽しみ。

美の高みに向かって前進

しつづける女子たちに贈る

美しくなるための

お役立ち情報。
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ROKU Sunset
9201 Sunset Boulevard
West Hollywood, CA 90069
■ランチ：月〜金 11:30am 〜 2:30pm
■ディナー：日月 5:30 〜 10:30pm、火水

5:30 〜 11pm、木〜土 5:30pm 〜 12am
■電話：310-278-2060
■ウェブ：www.ROKUSunset.com

昨年 11 月中旬にオープンした。
ロサンゼルス・ウェストハリウッドの、サ
ンセット大通り沿いのロケーション。ガラ
ス張りで、天井も開閉式。1 年を通して、
ロサンゼルスの温暖な気候と陽光が楽しめ
る設定。
8000 平方フィートの広々とした店内は、
寿司カウンターと鉄板焼きカウンターを備
えている。和牛や北海道産ホタテ、ロブス
ターなどを豪快かつ繊細に調理する。
ダイニングは、ランチもディナーもアペタ
イザーが充実している。なかでも、テーブ
ルサイドで準備する「Toro Tartare」、「Tuna 
Poke」が特に人気がある。昨年ロサンゼ
ルスで大流行した poke だが、ここではラ
イスを山菜炊き込みご飯風にして成功して
いる。
バーは、日本のビール、酒、ウィスキーを
揃えている。

【材料】
バターナッツスクワッシュ..............................................4oz
（皮をむいて、長さ 2インチ、厚さ 1/4 インチにカッ
トする）

カボチャ...................................................................................4oz
（皮をむいて、長さ 2インチ、厚さ 1/4 インチにカッ
トする）

白ゴマ............................................................................. 大さじ 1
スライスした小ネギ................................................. 大さじ 2
＜ソース＞
　ゴマ油........................................................................ 小さじ 1
　しょうゆ................................................................ 1/4 カップ
　ブラウンシュガー................................................. 大さじ 1
　ライスビネガー.................................................. 1/4 カップ
　コチュジャン.......................................................... 大さじ 1

【作り方】
❶カボチャとバターナッツスクワッシュをオーブン
で焼く。375度（華氏）で15分。軽い黄金色になるまで。
❷ゴマ油、しょうゆ、ブラウンシュガー、ライスビ
ネガー、コチュジャンを混ぜて、ソースをつくる。
❸フライパンにカボチャとスクワッシュを並べ入れ
て、ソースと混ぜ合わせ、火を通して温める。
❹ゴマ油と小ネギを加える。
❺皿に盛りつけて、ゴマ油を適量ふりかける。

Kabocha & Butternut Squash
by Chef Tyson Wong

（提供写真）

（上左）「マグロのポケ」、（上右）「シ
ーバスのスライダー」、（下左）日当
たりがいい店内、（下右）こちらも
冬にぴったり、カリフォルニアらし
いデザート「スモアーズ」と抹茶
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ニューヨーク・東海岸の求人

マックスは全米・日本・欧州ア
ジアをカバーする人材紹介派
遣のエキスパートです。
豊富な経験と実績を誇る
MAXが皆様のキャリアアップ
を全面サポートします。1994
年より毎年多数の紹介・派遣
を行っています。

◆◆◆◆登録方法◆◆◆◆
・お電話ください
212-949-6660
日本語で!!!!
・オンライン登録
www.maxjob.com
・履歴書をE-mail
Info@maxjob.com

日 本 で の お 仕 事 探 し は
japan@maxjob.comまで！
★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★

全米でのポジションあり!

●ビザサポート有り●
IT ERP Consultant 40-80K
IT Customer Support 30-35K
IT Network Engr DOE
IT ERP Support DOE
IT Help Desk Engr DOE
IT System Engr DOE
IT Sales DOE
サービス AutoCAD Drafter 50-60K
サービス HR Consultant 40-50K
 人事知識要
サービス Accnt Executive 38-42K
サービス ConstructionAdmin DOE
サービスAccnt Executive DOE
 Event運営
製造 GeneralManager 70-100K
製造(NJ)ApplictonEngr 40-70K
 リモートOffice OK
製造 Corp Planning Mgr DOE
 戦略経要/MBA優遇
会計 監査/税務 45-55K
会計 Auditor (NJ) DOE
メディア Sales Associate 35K
メディア Coordinator DOE
デザイン AccntExctve 35-40K
広告 Account Executive DOE

●金融 銀行 会計●
金融 Credit AVP 100-115K
金融 Credit Analyst 65-85K
金融 Fund Analyst 70K
金融 (NJ)ClientSvcAdmin 60K
 Trust Fund Admin知識要
金融 Treasure Operation 40K
金融 Translator DOE
会計 Audit/Tax/Acctg 55-65K
 監査経験＋
会計 Admin/Acctg 40-55K+
サービス Accounting 60-70K

●コンピューター●
Project Mgr 120K
System Engnr 40-70K
Sales Asst 30K
Help Desk DOE
Network Engineer DOE

最新求人情報毎日更新

全米でのポジションあり!

●商社 製造 その他●
旅行 Operator 50-65K
旅行 Travel Advisor 31-42K
旅行 Advisor 32-42K
旅行 Land Operator 30-35K
旅行 Asst 27-29K
旅行 Sales DOE 
商社 Sales Rep 60-80K
商社 TAX Accountant 50-65K
商社 Sales 40K
商社 Biz Development Mgr DOE
サービス Acctg Asst 35-50K+
サービス HR Admin Asst 40K
サービス 製造Supervisor DOE
サービス Event 企/営 DOE
物流 Customer Srvc 39-40K
物流 Export Coord 34-35K
物流 Warehouse Asst 30K
 JFK周辺/車必要
物流 Operation Agent DOE
デザイン Web Coord. 50-60K
デザイン Accnt Excutve 35-40K
 車の免許必須
デザイン Prdctn Coord 30-35K
不動産 Asst 40K
不動産 Agent DOE
 ライセンス取得制度有
製造 購買Assistant 46-47K
 Westchester/公共交通機関有
メディア Sales/Mktg 40-45K
広告 Sales DOE
 営業経験必須

●ニュージャージー州●
商社 Sales 42K
 車免許必要
商社 Purchase Coord 30-40K
商社 Sales 35K
商社 Sales DOE
製造 Engineer 40-70K
製造 Sales 40K
 車/Sales経験必要
製造 Sales 35K
会計 Auditor 50-70K
サービス WebDeveloper 40-45K
不動産 Coordinator 35-38K

最新求人情報毎日更新

全米でのポジションあり!

●Temporary●
IT Purchasing Asst 長期 
IT Help Desk 長期
IT Admin Asst パート
IT System Engineer パート
IT(NJ) IT Admin パート
 公共交通機関有
IT Project Manager 長期
 金融バックグランド＋
サービス Mktg Asst 長期
サービス Agent Asst パート
サービス Restaurant パート
サービス Operator T→F
製造 Coordinator 長期
製造 Admin Coord 2-3ヶ月
製造 Sales T→F
製造 Mgmt Asst 長期
会計 Assistant パート
会計 Assistant T→F
非営利 Admin Asst 長期
非営利 Research Asst 長期
物流 Imp/Exp Asst パート
商社 Admin Coord 9ヶ月
メディア Admin Asst 2ヶ月

●他州●
CA州 MediaSr.ProductMgr 100K
 ビザサポ有り
CA州 Jr. Customer Engr 40K+
CA州 商社 Prdctn Coord. DOE
 テキスタイル/アパレル経要
CA州 IT Network Tech DOE
 経験不問
DC州 政経ResearchAsst 40-48K
DC 州 商社 Sales DOE
GA州 Sales Engineer 50-60K
HI州 Help Desk Engr 40K
IL州 ITSalesManager 45-65K
MA州 旅行Representative 30K
MI州 BizDevelopMgr 90-100K
MI州 Biz Develop Mgr 80-90K
NC州 製造Buyr/Planner 50-65K
NC 州 製造AsstMgr(Sales) DOE
OH州 Sales/Tech Mgr 50K~
TX州 NetworkEngr/PM 70-80K
VA州 ProductionEngnr 38-40K 

最新求人情報毎日更新

日本でのポジションあり！

●日本●
サービス Product Mgr DOE
サービス Sales/Promotion DOE
サービス R & D DOE
サービス Development DOE
サービス Accnt Executive DOE
サービス Public Relation DOE
IT  Digital Mktg DOE
IT  インフラ DOE
IT  Project Manager DOE
製造 総合職／一般職 DOE
 海外大新卒大歓迎
 （理系、文系）

★★★★★★★★★★★★★

マックスは在米留学生に、
アメリカ以外の英語圏への
職業斡旋を強化！

シンガポール、タイ、マレー
シアベトナム、香港、中国の
日系企業や外資系企業での、
営業職、事務職、マネジメン
トに及ぶまで様々なポジショ
ンのご紹介をしております。

詳細はお電話下さい！
212-949-6660

★★★★★★★★★★★★★

最新求人情報については、
お電話でお問い合わせくださ
い！

MAX Consulting Group, Inc.
420 Lexington Ave #1660
New York NY 10170
（グラセン直結）
Tel: 212-949-6660 
E-mail: info@maxjob.com

www.maxjob.com
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ニューヨーク・東海岸の求人

www.919usa.com
QUICK USA, INC.

人材紹介・派遣会社
人事労務アドバイザリー

新着求人・セミナー
詳細は下記より

919usanews.com

エントリー～経験者
(急募ポジション!!)

◎輸出入 New York
物流 #YS7367

◎デザイナー New York
アパレル #AY4307

◎営業 New York
商社 #AY4308

◎プログラマー New Jersey
トラベル #AY4306

◎経理・総務 New York
不動産 ＃YS7365

随時求人情報を発信中！

フェイスブック
Become our fan on Facebook
www.facebook.com/919usa

ツイッター
www.twitter.com/919usa

リンクトイン
www.linkedin.com/company/
quick-usa-inc.

QUICKUSA, INC.
Phone :212-692-0850(代表)
email: quick@919usa.com

www.919usa.com

John W. Krens
Director

Financial Services recruitment

551 5th Ave., Suite 630
New York, NY 10176

office: (646) 561-2824
Mobile: (917) 331-1737

www.apaintl.com

APA
I N T E R N A T I O N A L

P L A C E M E N T

C O N S U L T A N T S L L C

®

i N t e r N A t i o N A l
p l A c e M e N t
coNSultANtS llc

www.apaintl.com 
apajapandesk@apaintl.com

551 5th Ave., Suite 630 
New York, NY 10176

212-490-4419

銀行 Sr. Audit Manager ~$200k
銀行 VP, Cash Management $$$
銀行CrdtAnlyst(Jr./Sr.) $50- $135k
銀行CounterpartyCreditRisk ~$130k
銀行 Marketer, Structured 
 Finance  ~$120k
銀行 Marketer, Leasing $110k
銀行 TaxRegulatoryPlanning ~$110k
銀行 Credit Div. Planning ~$95k
銀行 Regulatory Credit Reporting
 ~$95k
銀行 法務 $70-$90k
銀行 秘書 ~$90k
銀行 Corporate Planning Officer
 $60- $85k
銀行 Loan Admin(NJ) $60-$80k
銀行 Customer Service ~$60k
銀行 Corporate Researcher ~$50k
銀行 Admin Asst/Excel, Vloolup,
  Pvot  $$
金融 Fixed Income Sales ~$180k
金融 VP Credit Risk ~$180k
金融VP Japanese Equity Sales $$
金融 Accounting&TaxManager $$
金融 CrprtAccessT→P ~$120k
金融 IR Marketing ~$100k
金融 Fin Translator(日英) $$
金融 Planing(Advanced English)
金融 Jr. Auditor $50- $75k
金融 セールスアシスト $50-$60k
IT コンサルタント/Data Analyst
 $70-$90k(東京)
Fund Client Service ~$85k(東京)
商社 Marketing/Sales $80-$90k
商社 SalesAssistantT→P 40k
飲食 Manager/経理 ~$60k
金融全般：
東京転職希望の方募集中

カスタマーサービス募集
会計事務所

勤務地：マイアミ(フロリダ州)
業務内容：カスタマーサービ
ス、E-mail応対、電話応対、
接客一般事務、データエント
リー、テクニカルサポート、
アシスタント業務
・日本人会計士(高給)も募集
履歴書：日本語と英語両方
送付先：Fax1-305-233-6783
E-mail:
info@toddaccounting.com
Tel: (786)242-0555

ニューヨーク育英学園
2015年度スタッフ募集
全日制部門、サタデー、サン
デー、アフタースクール部門
OPT可、ビザサポートあり
学園HPの職員募集の項を参
照の上、履歴書を
info@japaneseschool.org
まで。
ニューヨーク育英学園
8 W. Bayview Ave. 
Englewood Cliffs NJ 07632
201-947-4832

PC, ネットワーク・エンジニ
ア、ヘルプデスク・スタッフ、
プログラマー随時募集。
勤務地：NY, NJ, その他。
hr@japantech.com 
JAPAN TECH
141 Kinderkamack Rd. 
Park Ridge,  NJ 07656 
201-476-0964

●アドミニスタッフ募集●
ビザ確実な方
●会計スタッフ募集●
ビザサポートあり
履歴書をお送りください
担当：田中
admin@kisotanaka.com
Kiso & Tanaka, LLP
675 Third Ave, Room 3008
New York, NY 10017
Tel: 212-972-4910
Fax: 212-867-7291

工場長補佐募集中
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
や食品化学を専攻した方を優
遇、ビザのサポート有り
Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo 
untainmiso.com

HR Director wanted by 
HR & Accounting services 
co. in Gardena, CA to 
direct human resources 
activities and staff of the 
company.  Must have BA/
BS in Human Resources, 
Psychology or related, 
12 months of exp. in the 
job offered or related & 
knowledge of Japanese.  
Send resume to  Kayo 
Tokumaru at Pasona N A, 
Inc., 879 W. 190th St., Ste. 
100, Gardena, CA 90248.

幼稚部教諭募集
勤務地：NY郊外
３歳児～小２生達の指導。
■■■■スタッフ募集■■■
●FULLTIME事務スタッフ
●土日アルバイト
●PARTTIMEバスドライバー
勤務地：NY郊外
上記いずれも、通勤補助、
大卒、経験者優遇
履歴書、教職経歴書をemail
FULLTIMEはビザサポートと
医療保険あり
email:GAKK.USA@GMAIL.COM 
888-362-1240

フィラデルフィア西部郊外に
ある高級和食レストランキッ
チンチェフ募集。台湾人経営
者、経験豊富な方を求める。
清潔で健康的な住まい提供。
ご連絡は 
610-688-7200(英語)または、
412-417-8912(日本語)

業務内容：人事総務関連業務
応募条件：OPT取得予定の方/
その他就労可能なビザをお持
ちの方
勤務地：NYマンハッタン
勤務時間：フルタイム(9時~6
時)／パートタイム(9時~6時
の間で最低4時間勤務)
必要書類：英文履歴書・和文履
歴書(志望動機含む)を1部ずつ
応募方法：上記を
jinji@iace-usa.comに
添付送信下さい。

不動産エージェント募集
誠実な方を求む
Westchester
32 High St,Rye, NY 
914-921-1616 
Manhattan 
245 Park Ave,39FL 
212-226-4545
担当：こばた

正宗ジャパニーズレストラン
シェフ募集
時給$20 チップ含
電話954-309-1006
www.masamunejapan.com
www.japanspirits.com

テネシー州のチャタヌーガに
あるレストラン。経験のある
寿司シェフ1人、見習いシェ
フ1人、それぞれ募集。住まい
は提供。
ご連絡は423－316－1535
(英語)でEunice Kalまで

優秀な人材が欲しい！人材獲
得へ最短距離、フロントライ
ンクラシファイド広告1行$6
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中西部・南部・西海岸の求人

生産管理者募集
勤務地：インディアナ州
インディアナポリス近郊
鉄鋼業界または車の部品業界
での生産現場経験者
給与：$70k - DOE(応相談)
＋full benefits
英文のレズメをEメールでお
送りください。
E-mail:HR@jacchicago.com

幼稚部教諭募集
勤務地：NY郊外
３歳児～小２生達の指導。
■■■■スタッフ募集■■■
●FULLTIME事務スタッフ
●土日アルバイト
●PARTTIMEバスドライバー
勤務地：NY郊外
上記いずれも、通勤補助、
大卒、経験者優遇
履歴書、教職経歴書をemail
FULLTIMEはビザサポートと
医療保険あり
email:GAKK.USA@GMAIL.COM 
888-362-1240

優秀な人材が欲しい！
フロントライン クラシファイド

1行 $6
classified@usfl.com

工場長補佐募集中
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
や食品化学を専攻した方を優
遇、ビザのサポート有り
Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo 
untainmiso.com

シカゴ・一統寿司
新鮮な魚貝類を毎日仕入れて
お客さまに提供しています。
シカゴ・一統寿司では『経験豊
富なウェイトレス』を募集して
います。
一統寿司
2616 North Halsted Street
Chicago, IL 60614
773-871-1800

勤務地：TEXAS HOUSTONIT
関連業務になりますが
経験は問いません。
給与：応相談、健康保険サポ
ート、VISAサポートあり。英
語もしくは日本語の履歴書を
Eメールでお送りください。
e-mail:saiyous@e-noac.com
NOAC INTERNATIONAL INC.
12337 Jones Road STE 200-
14
Houston TX 77070
(281) 660-2238

小さな町の日本食店にて寿司
キッチンシェフ＆マネージャ
求む
平和な小さな学生の町チコ市
にて、寿司シェフ、キッチン
シェフ＆経験のあるマネージ
ャーを募集。加州都サクラメ
ントより１時間弱、サンフラ
ンシスコより３時間に位置
し、家族を持っている方にも
生活しやすい物価の安い安全
な町。週休２日、月＄３千基
本。スケジュール給料応談。
徒歩にて寮あり、車がなくて
も生活のできる町。なべまで。
530-965-1121

業務内容：予約手配業務全般
(全米19支店※募集状況によ
って異なる)
ツアーガイド業務(BOSTON)
応募条件：OPT取得予定の方/
その他就労可能なビザをお持
ちの方勤務
時間：フルタイム/パートタイ
ム(9時~6時で4時間以上勤務)
必要書類：英文履歴書・和文履
歴書(志望動機含む)を1部ずつ
応募方法：上記を、
jinji@iace-usa.comに
添付送信下さい。

www.919usa.com
QUICK USA, INC.

人材紹介・派遣会社
人事労務アドバイザリー

新着求人・セミナー
詳細は下記より

919usanews.com

エントリー～経験者
(急募ポジション!!)

◎リテールスタッフ San Francisco
メーカー #AY4290

◎秘書 Los Angeles, CA
サービス #RH7446

◎営業Asst. South Bay, CA
物流 #RH7449

◎経理 Los Angeles, CA
物流 #RH7448

◎営業Asst. Irvine, CA
メーカー  #RH7444

随時求人情報を発信中！

フェイスブック
Become our fan on Facebook
www.facebook.com/919usa

ツイッター
www.twitter.com/919usa

リンクトイン
www.linkedin.com/company/
quick-usa-inc.

QUICKUSA, INC.
Phone :310-323-9190(代表)
email:quickla@919usa.com

www.919usa.com

工場長補佐募集中
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
や食品化学を専攻した方を優
遇、ビザのサポート有り
Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo 
untainmiso.com

リタイヤの為売たし
建物ビジネス共で80万ドル
シアトル郊外の日本車専門修
理工場良好な顧客多し
建物は7200FT半分はリース
収入有り
hiro kishicell 360 649 0448
email hja86@outlook.com

Travel Operation Staff
募集内容：正社員
募集人数：３-５人
使用言語：英語・日本語
応募資格：日本語が堪能であ
ること。(特に、日本での仕事
経験ある方歓迎いたします)
カスタマーサービススキルに
優れていること。細部に心配
りできること。未経験者でも
かまいません。
旅行やイベントが大好きな方
歓迎いたします。
勤務地:19700 Mariner Ave.
Torrance, CA 90503
勤務時間:8:30~17:30
給与:経験による昇格・賞与、
賞与プログラムあり。
休日・休暇：土曜・日曜・祝日休
業。有給休暇：初年度６日、有
給病欠休暇：年６日。
その他の待遇：健康保険・
401Kプラン
JTB USA, Inc.
TEL: 310-303-3743
hr@jtbamericas.com

 募集！
インターン

履歴書を
ご送付ください。

USフロントライン
e-mail:

resume@usfl.com
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不動産／その他
寿司シェフ・キッチンヘルパ
ー募集
サンフランシスコにある
Blowfish Sushi SFでは寿司
シェフ経験者、IZA Ramen
ではキッチンヘルパーを募集
しています。
ビザサポート有り
詳細は下記まで履歴書をメー
ルでお送りください。
ami@blowfishsushi.com
tritsuo@hotmail.com

2035 Lemoine Ave.
Fort Lee, NJ 07024

(201)585-8088
www.RealtyInNJ.com

豊富に物件を用意していま
す。お気軽に日本語でどうぞ。

売買物件
Creskill
一 軒 家Tammy Brook Hills 
Area5Br 6 1/2Bth 3Car 1.3 
Acre土地$3,800,000
Fort Lee
T . W . H . ( K e n s i n g t o n 
Park)4Br 3 1/2BthNY River 
view $1,749,000
Duplex 3Br 3 1/2Bth学 校、
買物至近$635,000
Condo(Charlton TW)
2Br2Bth Doorman,
プール、Gym全設備込み 格
安$449,000

住居賃貸物件
Edgewater
Duplex3Br  2  /1 /2Bath 
Townhouse $2,850

FortLee

Duplex 3Br 3/1/2Bth
$2,850~3,000
NorthBergen
T.W.H 2Br 
1Bth $1,950
Cliffside Park
Condo(Carlyle T.W)2Br 
2 1/2Bth $2,900
Tenafly
一軒家3Br 3 1/2Bth学校至近
交通便利 $3,200

賃貸物件
FortLee(Office用)
G,W,Bに歩いて1分NY市内に
至近、パーキングスペース可
能少人数用会社及びエグゼク
ティブスイートに最適、格安
にて奉仕$1,000-1,300まで。

荘園不動産
誠実・スピーディー・豊富な物件

Main Office:
914-921-1616

Greenwich CT:203-861-2525
Manhattan:212-226-4545

Fax:914-921-1728
info@shoenrealty.com

WWW.SHOENREALTY.COM

こどものくに幼稚園
40周年記念式典開催
NY：4月17日2～4時
252 Soundview Ave.,
White Plains, NY
東京：7月23日場所未定
ご参加頂ける卒園生家族の方
はフェイスブックまたはメー
ルにてご連絡ください。
w w w. f a c e b o o k . c o m /
kodomo40th 
kodomo40th@gmail.com

売レストラン
＊最高の立地条件
＊家族経営に最適
＊リモデル済み
＊隣に事務所兼倉庫あり
＊10年間の営業実績あり
＊高収入確実
＊高級スキーリゾート
＊ビデオでツアーが出来ます
コロラド州、970-946-9664
toshihirohiraoka@yahoo.
com

オンライン英会話講師募集/
国内外在宅勤
務当社ではNTTLS,ALCが提
供するオンライン英会話英会
話教室にて日本人に英会話を
教えて頂きます。独自の教材
を使用しており、授業に入る
前にしっかり教育をさせて頂
きますので、講師初心者でも
御安心下さい。
NTTLS: http://v-english.jp/ 
ALC: https://eikaiwa.alc.
co.jp/
当社の講師陣: https://v-english.
jp/eikaiwa/teacher/
【Lesson Time】24時間対応
※特に土日勤務可能な方、
20:00-1:00台のクラスに入れ
る方大歓迎です。
【給与】900円～1300円
【応募資格】★18歳以上で専門
学校、短期大学、4年生大学在
学中もしくは卒業。
★1週間最低6レッスンは入っ
て頂ける方。
★インターネットを有線にて
使用できる方。(Wifi不可)
★ウェブカメラ要。
【応募方法】下記web-siteより
御応募下さい。
https://lyngo.recruiterbox.
com/jobs/fk04pn/
【問合せ先】apply@lyngo.jp 
担当河合まで御連絡下さい。

不動産広告なら
フロントライン
クラシファイド

ホームページにも
自動掲載中！

www.usfl.com

全米の
日系ネットワークをカバー
米国日系情報誌No.1

★ 1行 13文字 $6。

★ Eメールで申し込むと
お得な5％引き。
classified@usfl.com

★さらにお得な長期掲載
割引で最高30％OFF!!

お問い合せは
Tel: 310-218-1020

US
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■ロサンゼルス
2月23日（火）1〜3pm、ミヤコハイブリッドホテル
■ニューヨーク
2月26日（金）7〜9pm、ロジャースミス
27日（土）1〜3pm、ロジャースミス
■申し込み＆問い合わせ：info-overseas@abitus.co.jp（担当・鐘ヶ江）

■会場：リンカーンセンター・シアター、ビビアン・ボーモント劇場
Vivian Beaumont Theatre (150 W 65th Street, New York, NY 10023)
■詳細：http://www.lct.org/shows/king-and-i/

■詳細：www.kabuki-bito.jp/japankabuki/
（アメリカ国内でのチケット購入先は未定）
www.shochiku.co.jp

■クラウドファンディング：https://readyfor.jp/projects/gen-taiko
■詳細：http://yamakiya-taiko.com/
■ドキュメンタリー：http://thresholdfukushima.com/

国際資格の専門校アビタスが、「U.S.CPA取得セミナー」をロサンゼルスとニュ
ーヨークで開催する。参加は無料。グローバル資格としてのU.S.CPAの特徴、
試験制度、効率のいい日本語での学習方法など、最新情報を提供する。参加者に
は特典で、受講料割引チケット、サンプルテキストがもらえる。

ニューヨークで上演中のブロードウ
エー・ミュージカル「王様と私」（The 
King and I）に、渡辺謙が戻ってくる。
昨年の同作リバイバル初演時に主演
の王様役を務め、トニー賞で主演男優
賞にノミネートされた。
相手役のベテラン・ミュージカル女
優、ケリー・オハラはトニー賞を受賞
した。
渡辺は、3月1日から4月19日まで、
再び王様役を演じる。
さらに、韓国系アメリカ人俳優で、TVドラマ「Lost」や「Hawaii Five-O」など
で大人気の、ダニエル・デイ・キム（Daniel Dae Kim）が、5月3日から6月26
日まで、8週にわたって王様役を演じることも発表された。
チケットはすでに発売中。

ラスベガスに再び「歌舞伎」がやってくる！
松竹株式会社が興行する「Japan KABUKI Festival 
in Las Vegas 2016」で、5月3日 〜7日、ラ ス ベ
ガスのホテル「MGMグランド」内の劇場「David 
Copperfield Theater」で、市川染五郎主演の新作

「獅子王」（英題「SHI-SHI-O: The Adventures of 
the Mythical Lion）を上演することが決まった。
また、MGM系のホテル「ベラージオ」の有名な噴水で
も、ショーを行う。水の動きと、ハイテク、日本の四季
折々の魅力を組み合わせた内容になるという。
松竹が1月18日、東京で記者会見を開いて発表した。
パナソニックなどがスポンサーになる。
松竹は昨年8月、ベラージオの噴水の前で、やはり染五
郎主演で歌舞伎のパフォーマンスを行い、話題になっ
た。音と水の動きとデジタル映像に、歌舞伎のパフォ
ーマンスが一体となった新型のエンターテインメント
だった。

和太鼓を通して故郷への想
いを絶やさずに伝えていき
たいーー。
東京電力福島第1原発事故
の影響で避難区域に指定さ
れた、福島県川俣町山木屋
地区の若者でつくる和太鼓
チーム「山木屋太鼓」が、3
月にミシガン州アンナーバ
ーで演奏する。
山木屋太鼓は、子供から社会人まで約17人で構成。伝承太鼓と創作太鼓の確立
と融合、地域に根ざす若者の育成と発展をめざして活動している。
チーム代表の遠藤元気と、ミシガン在住の映像作家・椎木透子とが協力して企画。

ミシガン大学（University of Michigan）音
楽科の学生らとも交流し、福島の今、故郷の
現状を音楽で発信するという。
3月22日（火）7pmから、Power Centerで
コンサートを行う。入場無料。24日（木）に
は、Stamps Auditoriumで、山木屋太鼓の
メンバーが出演したドキュメンタリー映画

「Threshold: Whispers of Fukushima」
（椎木監督）も上映する。
クラウドファンディングで、渡航費などの一
部を募っている。知り合ったミュージシャン
や、ミシガン大学の協力などで、滞在費のめ
どはたったが、メンバー12人の渡航費の一部
100万円が不足している。そのため、2月16
日まで、支援を募集中。

国際資格の専門校アビタス
U.S. CPA取得セミナー開催

「王様と私」渡辺謙が復活、ダニエル・
デイ・キムも! 　ブロードウエー今春

松竹がラスベガス「歌舞伎フェス」
染五郎「獅子王」と噴水ショー、5月

福島「山木屋太鼓」ミシガン州アンナー
バーで3月公演、渡航費支援を呼びかけ

EVENT

EVENT

EVENT

EVENT

最近のブロードウエーで話題をさらっ
ているのは、リン・マニュエル・ミラ
ンダ主演のミュージカル「Hamilton」

（ハミルトン）だ。
アメリカ建国の父、合衆国憲法の起草
者で、初代財務長官を務めたアレクサ
ンダー・ハミルトン。「10ドル札の顔
の人」といえばわかるだろうか。
ミュージカルは、そのハミルトンの生
涯を、ラップやヒップホップ、リズム
＆ブルースに乗せて、物語る。2015年夏に開幕して以来、大ヒット。今シーズ
ンのトニー賞の有力候補と言われている。
ミュージカル人気のおかげで、地味な歴史上の人物から、一躍有名になったハ
ミルトン。1月11日は、ハミルトンの誕生日だった。
ニューヨークには、ハミルトンゆかりの場所がたくさん残っている。
マ ン ハ ッ タ ン の ウ ォ ー ル ス ト リ ー ト に あ る「Museum of American 
Finance」は、その一例。ハミルトンが創設した銀行の跡地を利用している。
母校のコロンビア大学、ハミルトン・カレッジには、ハミルトンの銅像がある。
また、州北部のオルバニーには、親族の家があり、ハミルトンが妻のエリザベス
と結婚式を挙げた場所として訪問者の人気を集めている。

ミュージカルで脚光「ハミルトン」
ニューヨークゆかりの地めぐり
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記者会見する市川染五郎
©Shochiku Co, Ltd..
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■参加費：25〜115ドル
■申し込み＆詳細：www.SedonaMarathon.jp（日本語、日本からの参加者向け） 

www.SedonaMarathon.com

■日時：3月11日（金）7:30pm
■会場：Joe's Pub (425 Lafayette Street, between East 4th and Astor Place, NYC)
■チケット：全席指定35ドル　■問い合わせ：212-967-7555
■詳細：joespub.com　■アーティストのウェブサイト：www.akikoyano.com　

www.willlee.com　www.chirisparkerdrums.com

■日時：2月14日（日）3pm
■会場：Marriott Torrance Redondo Beach 

(3635 Fashion Way, Torrance, CA 90503)
■参加費：本人50ドル（集合写真、記念ギフトなど含む）。一般参加が可能で、家族

や友人など見学者は10〜15ドル。　■申し込み：www.nadeshikokai.org

■問い合わせ：マックスコンサルティング、アジアデスク（212-949-6660）

神秘的な赤い岩山に囲まれた「パワースポット」の大地を走る、大人気の「セ
ドナ・マラソン」が、今年は2月6日に開催される。セドナ商工会議所の主催。
平均標高が約1300m、高低差が170m。それゆえ、「最も美しく過酷なレース」
と呼ばれている。フル、ハーフ、10K、5Kがあり、レベルに応じて挑戦できる。
絶景を楽しみながら、歩くだけでもいい。
毎年、日本からも多くのランナーが参加している。
小さな街ならではのホスピタリティーと、ボランティアらとの交流、アリゾナ
の大自然が魅力。マラソン
前夜のパスタ・ディナー
も好評だ。

矢野顕子トリオのニューヨーク公演が、3月11日に決定した。チケットを発売中。
メンバーは、矢野（ピアノ、ヴォーカル
)、ウィル・リー（ベース、ヴォーカル) 、
クリス・パーカー（ドラムス）。1970年
代からの矢野の良き友人でもある古豪
リズムセクションの2人を迎えて、ニュ
ーヨーカートリオが聴かせる。
2015年9月に日本で発売された最新
オ リ ジ ナ ル ア ル バ ム「Welcome to 
Jupiter」からの曲などを演奏する予定。

バンク・オブ・ザ・ウェスト（本社サンフランシスコ）が「第21回パシフィッ
クリムお客様感謝ディナー」を12月17日、ロサンゼルス近郊パサデナで開い
た。アメリカとアジア双方に拠点をもつアジア系起業家や事業主ら400人以上
を招待した。
チーフエコノミストのScott Andersonが2016年の経済見通しとして、「世
界経済は2016年も引き続き不均衡に成長していく見込み。新興国市場は米国
の金利正常化により苦戦が続くだろう。この利上げは、世界的に物価と新興国
市場の通貨を押し下げ続け、新興国企業の債務不履行を増やす可能性がある。

特に米ドル建ての負債におい
てはその可能性が高い」と述
べた。
感謝ディナーには、パシフィッ
クリム・パンキングディビジョ
ンのエグゼクティブバイスプ
レジデントのYukinori Nishio
らが出席し、挨拶した。

「Japan Kimono “NADESHIKO” 成人式」が、今年もロサンゼルスで開か
れる。日本文化を体験できるイベントで、国籍を問わず、新成人男女の参加者
を募集している。2016年度中に20歳になる人が対象。着物での参加をすすめ
るが、スーツでも可。
レンタルの振袖がある
ので、借りたい人は相
談しよう。
主催はNPO日本文化振
興協会なでしこ会。在
ロサンゼルス日本国総
領事館などが後援。

人材紹介派遣会社マックスコンサル
ティング（本社ニューヨーク）は、ア
メリカでの職業斡旋に加えて、シン
ガポールとその周辺国への就職斡旋
を強化する。シンガポールの大手人
材紹介会社JAC社と業務提携し、ア
メリカで就労していてアジアへ就職
希望する人だけでなく、日本で職務
経験がありアメリカで語学留学をし
ている人にも、アジア地区での職業
紹介を開始する。アメリカの大学を
卒業してから就労ビザを取得することが困難になっている。そのため、アメリ
カ以外の英語圏で、気候も穏やか、安全なシンガポールと周辺国への職業斡旋
をより強化して、昨今の求職者のニーズに応えるという。マックスによると、シ
ンガポールは、アメリカに比べてビザが比較的取得しやすく、シンガポール、タ
イ、マレーシア、ベトナム、香港、中国の日系企業や外資系企業で、営業職、事
務職、マネジメントに至るまで、多様なポジションがある。英語の技能に関して
は高い能力は問われない場合もある。ビザに関しては個別に相談に応じる。

「セドナ・マラソン」2月6日開催
パワースポット・赤い大地を走ろう

矢野顕子トリオ、ニューヨーク公演
3月11日に決定

バンク・オブ・ザ・ウェスト
お客様感謝ディナー開催

ロサンゼルスで着物で成人式を! 
国籍不問、新成人男女の参加者を募集

マックスコンサルティング、在米語学
留学生にシンガポールの職業斡旋を開始

NEWS

EVENT

NEWS

EVENT

NEWS ■詳細：https://washoku.guide/　https://info.cookpad.com/en

日本最大の料理レシピサイトを運営する「クックパッド」（Cookpad Inc.）が、
日本食を世界に広めようと、新たなサービス「Washoku.Guide」を立ち上げ
た。
英語によるポータルサイトで、2万以上の日本食のレシピが載っている。日本
語のクックパッドのサイトのコンテンツが英語に翻訳されているほか、食のト

レンドや、世界各都市の和食文化に
注目した話題など、オリジナルのコ
ンテンツも満載。
今年大人気となった「おにぎらず」「ち
ぎりパン」のレシピも豊富。
和食がユネスコの無形文化遺産に指定
されてから、日本の食文化への関心は
さらに高まっており、ラーメンやカレ
ーなどを出す日本食レストランの海外
進出も広がっている。

クックパッドの新サイト
「Washoku.Guide」、英語でレシピ紹介

NEWS

右から、JAC 今野マネジャー、マックスコンサル
ティング名倉社長、JAC 藤田ディレクター
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■詳細：miyasaka-usa.com
■プレゼント応募方法：上記ウェブサイトの「Contact Us」から、応募する。メッ

セージ欄に「US FrontLineプレゼント係」と表記して、氏名、住所、電話番号を
記入する。締切は2月29日（月）。

■オンラインストア：http://us.aritaporcelainlab.com/
■問い合わせ：323-825-2510 　info.us@aritaporcelainlab.com

み子ちゃん印でおなじみの「神州一味噌」宮坂醸
造USAが販売している、フリーズドライ・インス
タント味噌汁の「Authentic」タイプが、このほ
ど、Amazonの「Instant Miso Soup」部門で、
Best Sellersとして選ばれた。
神州一味噌は、業界で最初にフリーズドライ味噌
汁を開発し、40年以上販売している。冒険家の携
行食にも利用されるほどの技術が自慢。お湯を注
ぐだけで本格的な味噌汁が味わえる手軽さが人気。
商 品 は、本 来 の 味 噌 汁 の う ま さ が 味 わ え る

「Authentic」と、昆布と椎茸からダシを取り、減
塩、グルテンフリーの「Vegetarian」の、2種類。
全米各地の日系、アジア系食料品店などで買える。
現在、Best Sellersに選ばれた「Authentic」のプレゼントキャンペーンを実
施中。1食パック12個入りを、計12人にプレゼントする。締切は2月29日（月）。

200年以上続く有田焼の老舗窯
「弥左ヱ門窯」の七代目当主が、
21世紀のライフスタイルに合わ
せて伝統と新しさを融合させて
生みだした和食器ブランド「ア
リタ・ポーセリン・ラボ」。12
月から、北米でオンラインスト
アをスタートした。
これまでにも、ニューヨークの
有名シェフ、デイビッド・ブー
レーや、フランスの有名シェフ、ジョエル・ロブションとコラボレーションをす
るなど、海外にモダンな有田焼を広める活動をしてきた。
北米で販売展開するのは、日本の四季の情景を器で表現した同社の代表的な

「JAPANシリーズ」だ。日本の四季の情景をテーマにした最高級品をそろえた。
使う季節に合わせて、色使いを変えるのがポイント。
大切な人や友人などへクリスマスのギフトとしても最適だという。

神州一味噌インスタント味噌汁
12個入りを12人にプレゼント

和食器「アリタ・ポーセリン・ラボ」
北米オンラインストアをオープン

CAMPAIGN NEWS

■会場：Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles, CA 90049)
■開館時間：火〜日12〜5pm、土日10am〜5pm、月休
■入館料：一般10ドル、シニア＆学生＆12歳以上7ドル、2〜12歳以上5ドル、2歳

以下無料。毎週木曜無料
■詳細：www.skirball.org

第2次大戦中、人種差別によってカリフォ
ルニア州のマンザナー強制収容所に入れ
られた日系アメリカ人たち。その姿と暮ら
しを切り取った写真の数々が、ロサンゼル
スのスカーボール文化センターで展示さ
れ て い る。「Manzanar: The Wartime 
Photographs of Ansel Adams」だ。
有名写真家アンセル・アダムズが撮影した作
品50点で、1944年に出版した写真集「Born 
Free and Equal」に収められたもの。
アダムズの作品に加えて、同時代の写真家で
やはりマンザナーを撮った、ドロシア・ラン
グ、トーヨー・ミヤタケの写真も展示されて
いる。
また、マンザナーで暮らした日系人の
記録や声、関連資料、美術品、日系人
に対する差別をあおる、戦時中のプロ
パガンダのポスターや雑誌なども並べ
られている。
現在、イスラム教徒のアメリカ人や移
民に対する排斥や差別をあおる傾向が
強まっているアメリカで、タイムリー
かつ示唆に富む展示となっている。
2016年2月21日まで。会期中、火〜
日の1pm、館内ツアーがある。また1
月31日、リトル東京の全米日系人博物
館へのバスツアーも開催される。

マンザナー強制収容所の写真展
アダムズ作品など、2月21日まで

NEWS

日 本 航 空（JAL）は、11月30日、
ダラス・フォートワース〜成田線
を約14年ぶりに再開した。同日、
ダラス・フォートワース国際空港
で、初便のJL11便の出発前に、就
航セレモニーを行った。大西賢・
JAL取締役会長、ダラス・フォー
トワース国際空港のショーン・ド
ナヒューCEO、アメリカン航空の
ダグ・パーカー会長兼CEO、在ヒ
ューストン日本国総領事館の髙岡
望総領事が、歓迎のメッセージを
述べた。ダラスとフォートワース
の両市長も出席して、テープカットで祝った。
この路線は、現在、週4便（月・水・金・日）だが、2016年3月20日からは週
3便を追加して、毎日運航となる。
使用される機材は、787-8型機に新シートを導入した新仕様「JAL SKY 
SUITE 787」で、座席数は全3クラス161席。ビジネスクラスにはフルフラッ
トシート「JAL SKY SUITE（スカイスイート）」を採用。プレミアムエコノ
ミークラスには「JAL SKY PREMIUM（スカイプレミアム）」、エコノミーク
ラスには2015年ワールドエアラインアワードで世界一の評価を得た「JAL 
SKY WIDER II（スカイワイダーII）」を導入した。

JAL、ダラス・フォートワース〜成田線が
就航、3月からさらに便利に

NEWS

テープカットにて。（レッドカーペット上左から）
ショーン・ドナヒュー DFW 国際空港 CEO、マイク・
ローリングス・ダラス市長、大西賢 JAL 会長、ダグ・
パーカー・アメリカン航空会長兼 CEO、ベッツィー・
プライス・フォートワース市長、髙岡望総領事

Toyo Miyatake, Boys Behind Barbed Wire (Norito 
Takamoto, Albert Masaichi, and Hisashi Sansui), 
1944. Gelatin silver print. Courtesy of Alan 
Miyatake, Toyo Miyatake Manzanar Collection.

Ansel Adams, Aiko Hamaguchi, Nurse, 
1943. Gelatin silver print (printed 
1984). Private collection; courtesy of 
Photographic Traveling Exhibitions.
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No. 173

あなたはマイクロ・マネージャーですか？

出題：Enigma

クロスワード

答えは 67ページに掲載

タテのカギ
【タテ1】	 準優勝でもらえます
【タテ2】	 イラクをほぼ南北に縦断してペ

ルシア湾に流れる川
【タテ3】	 ウイスキー＋コーラ
【タテ5】	 服を収納します

ヨコのカギ

【ヨコ1】	 日本では、2月14日に女性がお
友達の男性に渡します

【ヨコ4】	 金属的であるさま
【ヨコ6】	 ブレイク・ロボット・ロックな

どの種類があります
【ヨコ7】	 ○○番を任される
【ヨコ8】	 ○鮮丼
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 答えのヒント 　 幼児が両手をあげておねだり

日本人の下で働くアメリカ人の多くは、日本人上司の「マ

イクロ・マネージメント」について不満を持っているようです。

アメリカ人の目から見れば、日本人は部下の仕事の詳細にまで

手を入れ過ぎるということです。

アメリカ人の考え方では、プロフェショナルなら、自分ひと

りで仕事をこなせるはずです。その仕事の担当者になっている

以上、自分がそのすべてをコントロールすべきだと考えるので

す。

そして、上司は部下に仕事を任せる（delegate）べきである

と思っています。アメリカ人のマネージャーは部下の仕事の

詳細に関する決断を部下に任せます。そのため、日本人上司に

よく見られる姿勢、つまり、部下と協力して一緒に仕事の結果

を探る、ということはアメリカ人から見ると驚きです。自分の

仕事が邪魔され、自立性を奪われたと感じる傾向が強いのです。

そのため、否定的な表現として、「マイクロ・マネージャー」が

用いられます。

このように異なる働き方に遭遇したアメリカ人に対して、そ

の良さを説得する表現として、下記のものがあります。

■ Japanese businesspeople tend to look at every project 

as a kind of collaboration.  In a Japanese company, it’s rare 

for work to be done solely by one person.  

日本人のビジネスパーソンは、各プロジェクトをある種の協調

としてみる傾向にあります。日本の会社では、一人だけで取り

組む仕事はまれです。

■ From the Japanese point of view, the collaboration 

between supervisor and employee is seen as something 

positive.

日本的な見解では、上司と部下の間の協力・協調は良いことと

思われています。

■ When the superv isor i s ac t ive ly invo lved in the 

subordinate’s work, it allows an exchange of opinions. It 

also enables the supervisor to bring his experience and 

perspective to bear.

上司が部下の仕事に積極的に参加すると、意見交換が可能にな

るし、上司の経験と見方を活かすことができます。

■ It’s normal to feel unaccustomed to this different style of 

working. Please try to keep an open mind.

この違った仕事の取り組み方に不慣れな印象を抱くのは当然の

ことです。オープンマインドを持ってください。

上記の表現を使えば、日本のやり方の良い部分を強調して、

アメリカ人がそれを受け入れるように説得することが可能です。

また、アメリカ人部下と一緒に仕事をすることによって、自分

の仕事の取り組み方を再考する機会にもなります。アメリカ人

の部下にもっと自立した形で仕事をしてもらい、自分のチェッ

クの頻度を下げることも良いのではないでしょうか。
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