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「Detroit is coming back」。デトロイト

は復活するよ。

4年前にこの街を訪れたとき、会う人は

皆、そう言っていた。2012年のことだ。

リーマン・ショックの傷跡は、旅人の私

の目にもまだ痛いぐらい残っていた。つ

ぶれた工場からは換金できそうなものが

すべて持ち去られ、ガラスは高額で売れ

るからだろう、窓がすべて割られていた。

家主をなくした住宅は、ベニヤ板を打

ちつけられて傾き始めていた。陽の当た

る角地は、野ざらしで草ボウボウ。そこ

を野良犬が走り回っていた。

夜になると、そんな廃屋を、肝試し

半分にフォトグラファーたちが徘徊する、

という噂だった。ローマのコロッセオや

アテネのパルテノン神殿に行かなくたっ

ていい。文明の果て、朽ちた栄華、美し

い廃墟が、すぐ目の前にあった。

あれから4年。また、デトロイトに来

た。「Detroit has come back」。デトロイ

トは復活してきているよ。少々の進行形

で、会う人は皆また、そう言う。

実はその間に、デトロイト市は破産し

ている。財政はその前からとっくに破綻

していたのだろうが、2013年に正式に宣

告した。「Detroit is for Sale」（デトロイト

売り出し中）。そんなヘッドラインが、ニ

ュースを埋めた。

でも私はあまり心配しなかった。外界

からはうらぶれて見える光景も、そこで

暮らす人にとっては異常でもなんでもな

い。日常の一部なのだということを、最

初にデトロイトに行ったとき教わったか

らだ。デトロイトの闇は深い。けれど闇

はそのままで、輝いていた。

「廃屋はいつか新しくなり、そのうちま

た空き地になる。いつだってその繰り返

しなんだから」̶ ̶。ここの人たちは、そ

う簡単に生まれた街を見捨てない。長い

スパンでものを見ている。「いろんなスキ

ャンダルがあるけどね、そのあと必ずよ

くなる。その繰り返しなのよ」

アメリカの「都市」は、死んだように見

えて、決して死なないものだ。都市も、デ

トロイトも、死ぬには価値がありすぎる。

■ ■ ■

今年の初夏に訪れたデトロイトの中心

部は、ちょっとほこりっぽかった。建設

ブームなのだ。空にはクレーン。道路に

は「工事中につき迂回」を示すオレンジ・

コーンが並んでいた。

「ザ・ディストリクト・デトロイト」（The 

District Detroit）という巨大なプロジェク

トが、街並みをどんどん変えようとして

いる。ダウンタウンの50区画をひとつの

商業施設にしてしまう。中心は、来年秋

に完成予定のNHL「デトロイト・レッド

ウィングス」のアリーナだ。まわりを、シ

ョッピング、エンターテインメント、オ

フィスなどの施設でかためる。NFL「ライ

オンズ」とMLB「タイガース」の、既存の

スタジアムもつながる。

新アリーナは、「リトル・シーザーズ・

アートで再生！

デトロイト
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）

取材協力／ Special thanks to Travel Michigan (MEDC), and Detroit Metro Convention & Visitors Bureau
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アリーナ」と命名される。レッドウィング

スとタイガースのオーナーで、ファスト

フード・ピザ・チェーン「Little Caesars」

の創業者マイク・イリッチが、再開発事

業を仕切っている。

イリッチと、ダン・ギルバート。デト

ロイト滞在中、この2人の名前を聞かない

日はなかった。ギルバートは、リーマン・

ショックのあとに台頭した抵当貸付企業

「Quicken Loans」の創業者で、NBAクリ

ーブランド・キャバリアーズのオーナーだ。

2人ともデトロイト出身で、本社拠点を

デトロイトに置く。活況のダウンタウン

を歩けば、「右はイリッチの所有、左はギ

ルバートが買収した」という具合で、2人

の手がついていない不動産を探すほうが

難しい。デトロイトの美化再生のものす

ごい功労者なわけだが、ここまで独占す

ると一体どんな影響が生まれるのだろう

…と、よそ者はつい考えてしまう。

ひとつ言えるのは、デトロイトに、外か

らのパターナリスティックで押しつけが

ましい同情は不要、ということだ。ある人

は、デトロイトを「タマネギのような街」

と表現する。一見タフで粗野に見えるが、

1枚ずつ皮をむいていかないとわからない、

デリケートな誇りと人情に満ちている。

最近のデトロイトには、独立精神旺盛

な若い起業家が集まる。ストリートアー

トの力で、草の根の再生も進む。そんな

デトロイトの「今」を感じられる場所を紹

介する。

Library Street  
Collective Gallery

www.LSCGallery.com

ダウンタウンのど真ん中にあるアートギャ
ラリー。隣接する10階建ての駐車場ビル「Z 
Garage」と、そのすき間にある路地「The Belt」
も使って、グラフィティやミューラル（壁画）
を展開する。
経営者のマット・イートンさんは、デトロイ

トのクリエイティブなコミュニティーでは知ら
ない人がいない。パブリックアートで街を再生
する運動のリーダーだ。
1990年代に、デトロイト市内のアートギャ

ラリーは次々に閉鎖。「若くてエネルギーのある
アーティストのための場所がほしい」。そう願
ってイートンさんが2012年にここを開いたと
きは、警察が見回らないので周辺は犯罪が多か
った。今は企業の支援もあり、多くのギャラリ
ーが戻ってきた。
「アートを大切にしない社会は破綻する」と
イートンさんは言う。「デトロイトを含むミシ
ガン州の南東部は、アメリカンドリームの代名
詞。世界のほかの都市が千年かけて達成した以
上のことを、デトロイトは200年弱で成し遂げ
た。ミュージシャンや、自動車産業を支えた技

術者たちも、みなアーティストだった」
今、ダウンタウンの一番目立つビルの外壁

には、イートンさんがプロデュースした、シェ
パード・フェアリーとダビデ＆ラウル・ペレ兄
弟のミューラルが並んでそびえる。クラシック
で重い色合いのデトロイトのダウンタウンが、
色彩を取り戻した。

Dequindre Cut  
Greenway

www.DetroitRiverFront.org

デトロイト・リバーの河畔「リバーフロント」
から、市民の台所「イースタン・マーケット」
までを結ぶ、全長20マイルの遊歩道「デクイン
ダー・カット」。かつては鉄道の線路や屠殺場
があった場所。10年以上放置され、人が寄りつ
かない場所になっていたのを、整備した。今年
4月に延伸工事が終了したばかり。
道の左右に、途切れることなくグラフィテ

ィやミューラルが続く。ストリートアートが好
きな人なら、興奮ものの場所だ。
さびれていた時期に多くのグラフィティが描

かれた。いわば「違法の落書き」だったものを、
再整備する際に消し去るのではなく、残して活
かす「英断」をくだしたところがデトロイトらしい。
廃屋や壁、石段までがキャンバスになり、フ

ェンスやベンチ、街灯もストリートギャラリー
を演出する。今はアーティストを公募して、壁が
あくと許可を与えてミューラルを描かせている。

Grand River  
Creative Corridor
www.GRCCDetroit.com

ダウンタウンの東側、グランドリバー・アベ
ニュー沿いのネイバーフッドを、100以上のミ
ューラルが彩る。
このあたりは、かつてデトロイトとミシガ

ン州第2の都市グランドラピッズを結ぶ幹線道

「Library Collective Gallery」を共同経営する、マッ
ト・イートンさん（右）と、J.J. クリスさん

2008 年の大統領選挙でオバマ陣営のポスター
「HOPE」をデザインしたことでも有名な、シェパー
ド・フェアリーのミューラルが、ダウンタウンのビ
ルの外壁を飾る

デトロイト・ダウンタウンの中心部。地元の人は、
愛情を込めて「The D」と呼ぶ

ストリートアート好きなら興奮間違いなしの遊歩道
「Dequindre Cut」。左右にアートが並ぶ
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路として栄えた。すっかりさびれてしまったの
をアートで復興させようと、2012年に始まった
再開発事業の一環だ。
空き家になったビルを修繕して、アーティ

ストや起業家のワークスペース、カフェなどに、
低家賃で貸し出すプログラムも行われている。

Russell Industrial  
Center

russellindustrialcenter.com

外から見たら廃墟である。実際、長いこと
廃墟だった。それが、中にはいると驚く。ファ
ッションデザイナー、アーティスト、スモール
ビジネスのオーナーが入居して、いきいきと創
作活動をしている。
廊下は薄暗く、まだ割れたままのガラスも

多い。空き家時代にしみついた臭いは残るが、
水も電気もちゃんと通っている。これぞ、再生
デトロイト！
20世紀初頭に、デトロイトを代表する建築

家アルバート・カーンがつくった建物で、自
動車部品メーカー「Murray」が工場にしていた。
産業の衰退とともに空き家になった。
建物の外壁には、中西部で最大のミューラ

ル「Impossible Dream」が描かれており、フリ
ーウェー上からもよく見える。

SHINOLA Detroit 

www.shinola.com

流行に敏感な人の間では、デトロイトとい
えば「シャイノーラ」。パリでもロンドンでも東
京でも、自動車なんかより、ここの時計の話題
で盛り上がる。
2011年創業。シンプルで上品で、精巧なつ

くりの腕時計たち。自転車、バッグや手帳とい
った革製品も人気がある。「Built in Detroit」と
いうキャッチフレーズが、この街らしいタフで
頑固な輝きを演出している。自動車業界で失業
した、高度な手作業を得意とする人たちを雇っ
たというストーリーも心憎い。
本店があるミッドタウンは、ここ5年で再開

発が進み、人気が急上昇。アパートの99％が
埋まっているという。
「Built in…」のキャッチフレーズには、ちょ
っとしたケチがついた。時計の部品がスイス製
だったことなどから、連邦取引委員会が、消費
者に誤解を与えるのではないかと指摘。しかし
オバマ大統領をはじめ、有名人が多く愛用して
いることもあって、人気に陰りはなさそうだ。
今年の秋からは、ヘッドフォンやターンテ

ーブルなどのオーディオ製品も売り出す。カフ
ェをオープンするという話もある。

Detroit Institute of Arts 

www.DIA.org

デトロイト美術館は、アメリカで最初にゴ
ッホやマティスを購入した。ブリューゲル、レ
ンブラント、ドガ、セザンヌなどの名画がそろ
う。ビアデン、ローレンス、ウィームスといっ
た黒人アーティストの作品も多い。
360度を囲むディエゴ・リベラの壁画「Detroit 

Industry」は、みごと。フォード社の自動車工
場ルージュにインスピレーションを得た、リベ
ラの代表作。資本と労働、機械と人間の関係を
ここまで緻密に描き、かつ批評した作品はほか
にないだろう。
しかし美術館の所有者がデトロイト市だっ

たため、2013年に市が破産した際、美術品が売
られてしまうかもしれないという危機に陥った。
州や基金が尽力して寄付を募り、なんとか救わ
れたのだが、このとき「デトロイト日本商工会」
（Japan Business Society Detroit = JBSD）も大
きく貢献した。ミシガン州に拠点を置く自動車
部品メーカーなど、商工会に加盟する21社が、
計200万ドル以上を寄付した。トヨタ自動車も
100万ドルを寄付した。
美術館からの呼びかけに応えて、率先して

地元の日系企業や駐在コミュニティーに協力を
求めたのが、大

おおみつたかし

光敬史さんだ。デトロイト日本
商工会顧問で、「アイシン精機」技監。
「ミシガンは日本にとって非常に大切な州だ
し、デトロイトと愛知県豊田市は姉妹都市でも
ある。治安が悪いというネガティブなイメージ
があるかもしれないが、ここ4～5年でいろい
ろな人たちが頑張っている。日系コミュニティ

グランドリバー・アベニュー沿いのアート。まるで
屋外ギャラリーだ

オバマ大統領も愛用する「SHINOLA」の高級腕時計

（左）「Russell Industrial Center」の内部。まだテナントが入っていないフロアもある（右）「Russell Industrial 
Center」の中にあるガラス工房。超高温のガス釜を使ったワークショップが行われていた

一度は見るべし、ディエゴ・リベラの壁画「Detroit 
Industry」。フォード自動車工場をモデルに、産業の近
代化に対する鋭い批評も込めた傑作だ
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ーとしても、美術館への支援を通じて、デトロ
イトの復興に寄与したいと思った」と話す。
長期的な視野にたって日系社会の存在感を

高めたいと考え、寄付金の25%は、常設の「日
本ギャラリー」創設資金にあててもらうことに
した。オープンは、来年秋の予定だ。
日本ではちょうど今、「デトロイト美術館展」

が開催中。モネやゴッホ、セザンヌの名画が展
示され、大盛況だ。豊田、大阪、東京を巡回し
て、来年1月まで続く。
大光さんは、現在DIAの理事も務めている。

「デトロイトにこんなにいい美術館があるんだ
ということを知ってもらうチャンスだと思う。
日本からの観光客やアメリカに住む日本人にた
くさん来てもらえるよう、活動していきたい」
DIAは今年10月まで、「Inside/Out DIA」とい

う企画も実施中。デトロイト市内ダウンタウン
などの屋外に、コレクションの名画のレプリカ
を展示。セルフィーのコンテストや、自転車や
徒歩で回って鑑賞するツアーなどを行っている。

Red Bull House of Art

www.RedBullHouseOfArt.com

デトロイト市民の台所「イースタン・マーケ
ット」の一角にあるギャラリー兼居住施設。前
述したマット・イートンさんがディレクターを

務める。数カ月ごとに若手アーティスト数人を
選び、ここで共同生活を送りながら、アート制
作、展示イベント開催までを支援する。
絵画や彫刻、写真など、分野の違うアーテ

ィストたちが、アイデアやスペースを共有する
のが特徴だ。ここに限らず、デトロイトの再生
において、「シェアリング・エコノミー」がキー
ワードになっていることを実感する。
イースタン・マーケットは屋外型の市場で、

やはりミューラルの宝庫だ。

City Sculpture Park

www.CitySculpture.org

若手に負けず、「オールドタイマー」も頑
張っている。1960～70年代にデトロイトの
アートシーンを変えた運動「Cass Corridor 
Movement」のリーダー、ロバート・セストッ

クさんが、昨年夏にオープンした。約30体の
彫刻がある屋外美術館だ。

The Heidelberg Project

www.Heidelberg.org

デトロイトのストリートアートといえば、
ハイデルバーグは外せない。歴史的黒人居住区
ヒストリック・ブラックボトムで、住人のタイ
リー・ガイトンさんが始めた「路上美術館」は、
今年で30年目を迎えた。
空き家や空き地、ガラクタや廃材を使った

アート。市当局にブルドーザーで2度破壊され
たが、デトロイト有数の観光名所になった。こ
こ数年で5回も放火にあい、いくつかの家はな
くなったが、それもストリートアートの宿命だ
からと、焼け跡をそのまま作品に変えている。
アートで人と人をつなぎ、魂を癒し、マイ

ンドを変える。その試みが30年を経た今、ガ
イトンさんは「これからは時間をまき戻すよう
な創作をしていく」と話している。

屋外に名画のレプリカを展示する人気の企画「Inside/ 
Out DIA」

デトロイト
旅の最新情報はここで！

www.Michigan.org
www.VisitDetroit.com
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「Heidelberg」で一番有名な、ポルカドットの家
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健康志向のこの町で人気
飲むお酢が棚に並ぶ

このUS FrontLineも配布されている、有名な日系

スーパーマーケット「宇和島屋」。ポートランドに隣

接するビーバートンの支店の棚に調理用の酢と並ん

で飲むお酢が置かれている。一つは、シソやユズな

どの絵が描かれたラベルがかわいい「Genki-Su(げん

き酢)」。もう一つは、黄色のラベルが目立つ「Pok 

Pok Som(ポク・ポク・サム)」だ。

Genki-Suを創業したのは、ポートランドに住む

日本人の新城貴子さん。「ヨガの講師もしていて、ヨ

ガの後に酢を出したらとても好評でした。そこで、

2012年からイベントやファーマーズマーケットで

Genki-Suを売り始めました」とそのきっかけを語

る。「ジョギングやハイクを楽しみ、子供の給食の食

材にこだわるなど、コミュニティー志向、健康志向

が高いポートランドで、飲むお酢に対する手応えを

感じました。ウェブで生産のための資金集めを行う

と、地元の出資者がイベントに来てくださったので

す」。今ではオレゴン州外にも顧客が広がってきてい

る。原材料の酢はフィリピンから輸入しているココ

ナツビネガーはじめ3種類の酢をブレンドし、生の

フルーツを利用して自然な風味を出している。おす

すめの飲み方はソーダ割りで、各フレーバーに濃縮

タイプと、既に炭酸水で割った物と2種類を作って

いる。また、カクテルのフレーバーとしても利用し

ている人もいるそう。

有名タイレストランの
ビネガー・カクテル

もう一つの「Pok Pok Som」は、「料理界のアカデ

ミー賞」と言われるジェームズ・ビアード賞やミシ

ュランの一ツ星も獲得したポートランドの有名シェ

フであるアンディ・リッカーさんがタイ料理とマッ

チするビネガー・カクテル用に出しているオリジナ

ル果実酢だ。アンディさんは「アメリカでは、アメ

リカ合衆国植民地時代と呼ばれる18世紀に、シュラ

ブ（shrub）という果実を漬け込んだ甘い酢をスピリ

ッツや水、炭酸水で割って、健康のために飲む習慣

がヨーロッパから伝わってきていた。だから酢をカ

クテルに使うのは昔からあったこと」だと言う。

2007年頃に、ポク・ポクでカクテルメニューを

作った時に、果実酢を使ったアップル・ジン・リッ

キーというジンベースのビネガー・カクテルを出して、

とても好評を得た。当初は、アジアン・マーケット

で果実酢を買っていたが、安定した確保が難しく、

自分で造ることにしたという。ベースのサトウキビ

ビネガーはフィリピンから輸入。ナチュラルなフル

ーツにオーガニックの砂糖を使って、定番のアップ

ル、ハニー、タマリンド、ポメグラネイト（ザクロ）

のほかに季節の商品など、ラインナップは全20種類、

うちだいたい8種類を常時売っている。「Pok Pok 

Som」は、酸度2.5%と酸っぱ過ぎない味に仕上げて

おり、甘酸っぱいまろやかな味が人気で、日本にも

輸出されている。

健康のために酢を飲むのは、アジアの人には馴染

みのあることかもしれないが、それが商品化までさ

れる背景には、やはりポートランドの健康志向があ

るようだ。

「ドリンキングで酢」

Genki-Su（げんき酢）www.genkisu.com
Pok Pok Som（ポク・ポク・サム）pokpoksom.com

タイ料理とウィスキーを楽しめる店「ウィスキー・ソーダ・ラウ
ンジ」にてアンディ・リッカーさん
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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
Instagram: 

michikoonoamsden

第
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回
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第
39
回

ロサンゼルスの下町に我々がリトル東

京とよんでいる日本人コミュニテ

ィーがある。20 世紀初頭に渡米

した最初の日本人移民たちが住んだ古い

ビルも残されているから、当時の苦難の

歴史が偲ばれる。その隣はホームレスの

人たちがたむろするスキッドローエリア。

そこを通るサンペドロ通りは隣接の花、フ

ァッション、宝石などの各問屋が密集する商

業エリアにつながる。ジェイウオークがしばしば

起こるのでできれば避けたい通りだが便利な幹線で、

いつも、ああ、しまった、と思いながら運転するこ

とになる。両側に人があふれ、車道にもこぼれてく

る。車の速度を落とし、注意して走る。沢山の光景

も目に入る。

一昔前は見慣れたダンボール箱に住んでいる人が

多かったが、ある時、キャンプ用テントが張ってあ

った。きっと誰かにもらったのだろう。同乗してい

た娘が、あれ、いいね、寄付をしたいならあのテン

トが機能的でいいんじゃない、と

言った。そして最近通ると、同じ

テントが通りにずらりと並んでい

る。誰かがいち早く寄付をしたの

であろう。下はコンクリートだか

ら勿論夜は冷えるが、ダンボール

よりはましだろう。

人々が集まる理由はここに食事

を提供するミッションがあるからだ。

その建物の入り口には幼い子供連れ

の人もランチを待っていた。人間一

日一食、温かい食事をすれば何とか生きていけるの

だろう。ホームレスの数はロス市で2万8千人、Ｌ

Ａカウンティー4万7千人、カリフォルニア州は11

万6千人という数字が出ているらしい。驚くべき数

字だ。ホームレス生活が長くなると大部分の人が精

神がおかしくなっているそうだ。当たり前だ。そん

な状況で誰が正常でいられよう。希望がなくなった

ら精神は病む。そうしなければ体を生かし続けられ

ない。正常であれば自分で自分の体を殺めてしまう

だろう。

最近、中流階層の住宅地でも、ごく普通の格好を

した人が街角に立って物乞いする姿をしばしば見か

ける。そのまま上着を着れば会社に働きに行

けそうな働き盛りの男性だ。子供を抱いた

女性に手を出されたこともある。ついに

ここまで来たかと胸が痛む。

不動産業に関わっているからリーマ

ンショックも現場で体験した。新興住

宅地の売り家を下見に行ったら、台所に

はシリアルの箱と食器やスプーンが散らか

り、家具もそのまま。クローゼットの中には

ウエディングドレスが残っていた。モーゲージ

の支払いが何カ月か滞ると、何度かの警告の後にあ

る日シェリフが来て、強制立ち退きを迫られる。慌

てて子供に身支度をさせ、着の身着のままで家を出

て行く家族の様子が目に浮かんだ。家族の思い出が

散らかった部屋に漂っていた。別の事件では、失業

し、経済的破綻をきたした夫が幼い子供2人と妻を

道連れに、一家でピストル自殺したニュースが流れ

た。本人の責任とはいえ痛ましい事件があちこちで

起こった。

アメリカ人は3回ペイチェックが

もらえなかったらホームレスになる、

と言われてきた。それほど目一杯の

生活をする。しかしリーマンショッ

クを経験した後は人々の意識も変わ

り、身の丈以上の生活をする悪習慣

をさけ、貯蓄するようになった。若

い人は郊外に一軒家を持ち、通勤に

長時間をかけ、高額なローンを払う

生活を捨てる傾向にあるらしい。職

場近くのコンドに住み、家族で過ご

す時間を大切にしたいという。自分の価値観で生活

スタイルを選択し始めている。

テクノロジーの発展は便利だが、中間職を奪う負

の側面ももたらした。銀行でも郵便局でもテラーが

激減した。会社では事務員も秘書もいらない。コン

ピューターが処理してくれるから。労働の効率化は

中間職を奪い、貧富の格差がますます広がっている。

街頭に立つ人の姿に、帰る場所のない友を自分の家

で引き受けられるだろうか、自分の窮状に部屋を提

供してくれる友を自分は持っているだろうか、ふと、

考える。他人ごとではない。せめて同情の心を紙幣

にたくそうか。

明
日
は
わ
が
身
か

ホ
ー
ム
レ
ス
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カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう37年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご意見・ご感想は、mail@
chizukohiguchi.comまで。
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「犬のどんなところが好きですか？」と

いう質問に、「飼い主がどんなに不格好で

も、全く見かけで判断しないところ」と答

える人が多くいます。確かに犬は、容姿

どころか、社会的な地位も、学歴も、財

産の有無も全く関係なく、大切に育てて

くれる飼い主には手放しで愛情を注ぎま

す。反対に人間は、犬の気質より容姿重

視な人の方が多いのではないでしょうか。

今回は、見た目に囚われやすい人間と、

見た目は関係ない犬との間のギャップに

ついての話です。

好みの顔

以前非常に驚いた話を聞きました。超

好みな顔の犬の写真をネットで見つけ、

その顔の犬が欲しくてたまらなくなり、

その犬種の中でも「その顔」を扱うブリー

ダーが外国にいるのを発見。自ら飛行機

で現地に出向き犬を購入してきた人がい

た、と。ぬいぐるみのような愛くるしい

その特別な顔の犬という「容姿」が大事で、

飼うと決めたわけですから、その犬の気

質がどうであってもさほど関係なかった

のでしょう。

可愛い・かっこいい容姿を持つ犬への

人気は今に始まったことではありません

が、最近巷では変顔や変な体形の犬が流

行り、それが異質であればあるほど好ま

れ、大金をはたいて買い求める人がいま

す。「これはお金になる！」と、奇形犬の

改良に勤しむブリーダーもたくさんいま

す。言うまでもなく、人間が不自然に作

り出した奇形犬は、心身に色々な問題を

併発し、一生病気と闘ったり、早死にし

たりすることも珍しくありません。

好みの判断材料

犬同士が相手を判断する際、「ぬいぐる

みのようで可愛いから」とか、「リボンが

似合う」とか、「ハンサム！」「かっこいい

～」などの見かけを材料にしません。犬

は相手のエネルギーや、社会性の有無な

どで合う、合わない、好き嫌いを決めま

す。その判断基準は人間に対しても同じ

で、人間の持つエネルギーや、飼い主と

して犬のリーダーになれる素質を持って

いるか、また自分を理解してくれるか

などを重要視し、好き嫌いを決めます。

人間の体のサイズや性別、人種を読む

犬も、美貌や高級な服装は全く関係

ありません。

小さいぬいぐるみのような犬を

「か弱く、おもちゃみたい」と思う

のは人間だけで、もしその犬の気

質が大変激しく攻撃的であれば、

犬同士では迷惑がられる存在にな

り、またリーダーの素質があるなら、大

型犬も引っ張って行きます。しかし、人

間は小さい愛玩犬に対しては、どうして

もその容姿から赤ちゃん視してしまい、

問題行動を起こしていても「あらあら、ど

うちたの？」と赤ちゃんをなだめるように、

大目に見て甘やかしがちになります。す

ると犬は、人間は無条件で特権をくれる

と誤解します。かわいい～と言っても犬

自身は人間がなぜ喜んでちやほやするの

か理解できず、優越感で一杯になり、手

に負えない犬に育ってしまうこともあり

ます。また、容姿重視で犬を選択すると、

犬との暮らしが全く予想していなかった

展開になることも少なくないので要注意。

もちろん見かけも大事ですが、見かけ

ばかりにこだわり、内面の美しさを見逃

すのは悲しいことです。これは人間関係

でも言えることですね。飼い主が犬の容

姿をこえて、その犬の本質を理解し愛す

る時、飼い主と犬の間に「本当の関係」が

成立するのです。容姿で犬の良し悪しを

判断したり、流行りを作ったりするので

はなく、容姿以外の犬の良さがわかる人

間が増えてほしいと願うばかりです。

次回は、「犬の飼い主の特典」と題し、

犬と暮らすことで得るものについてのお

話です。お楽しみに！

す。その判断基準は人間に対しても同じ

で、人間の持つエネルギーや、飼い主と

して犬のリーダーになれる素質を持って

いるか、また自分を理解してくれるか

などを重要視し、好き嫌いを決めます。

人間の体のサイズや性別、人種を読む

犬も、美貌や高級な服装は全く関係

小さいぬいぐるみのような犬を

り、またリーダーの素質があるなら、大

見た目で「可愛い～」と思うのは人間だけ
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 てらぐちまほ　在米27年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project
（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com

プライベート／グループ  レッスン、
講習会のお問い合わせは

www.doggieproject.com

容姿の落とし穴
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1452 Golf rd . Rolling Meadows,IL 60008
847 (640)-9131    uni-hair.com



シェリー酒の取材で、スペイン最南西

に位置するヘラス地域（Jerezはスペイン

語でシェリーを意味する）に来ている。地

図で見ると、イベリア半島の最南西。太

平洋に面しているが、南の対岸には北ア

フリカが迫る。かつては海洋貿易で栄

えた古都だが、現在ではスペイン国内で

最も貧しい地域のひとつといわれている。

とはいえ、シェリーワインの発祥地であ

り、今でも数世紀

を経たボデガ（シ

ェリーを醸造、保

存する蔵）が町の

中心に立ち並ぶ歴

史と風情のある町

並みだ。（写真1）

シェリー酒は、

「酒精強化ワイン（fortified wine）」といわ

れるワインで、ワインと違うのは、アル

コール度の高いリキュールを加える（酒精

強化）ことで、40度以上にも達する暑い

スペインの夏や、遠くイギリスや新世界

にながい船旅をしていた時代に、スポイ

ルしないという手当てをしていることだ。

ポルトガルのマデイラや、イタリアのマ

ルサラも、同じ類の酒だ。シェリーのユ

ニークな風味は、地場でしか育たない「フ

ロアー（flor）」と呼ばれるイースト菌の活

躍による。

この菌は、通常のワイン酵母と違い、

常に酸素を必要とする変り種だ。普通の

ワインは、空気に触れると酸化する（お酢

になってしまう）ため、樽に空気が入ら

ないように常にワインで満タンにしてお

く必要がある。しかしシェリーの場合は、

樽の1/6までしかワインを入れずに、わ

ざと空気を樽内に閉じ込めておく。そう

することで、シェリー地方の蔵（樽も含

む）に住み着くフロアー菌が、樽内のワイ

ンの表面に発生し、最後には表面を全て

覆ってしまう。つ

まりはワインが空

気に直接触れるこ

とがなくなり、酸

化を防ぐというわ

けだ。（写真2）こ

の状態が長く続け

ば続くほど、パン

が発酵しているようなイーストっぽい香

り（俗にシェリー臭といわれる）や、塩っ

ぽい海の匂いが漂う、フィノ（Fino)やマ

ンザニア（Manzanilla）というシェリー酒

になる。（写真3）

シ ェ リ ー

はこういう超

辛口の玄人受

けするもの

ばかりではな

く、素人向け

の甘口もある。

そもそもシェリーにしろマデイラにしろ、

大昔にイギリス人が自国（と植民地）の貿

易振興のために作った酒で、そのために

「酒精強化」という技を開発した経緯があ

る。甘口のワイン好きなイギリス本国で

は、甘いリキュールを加えて作るクリー

ムシェリーの人気が高く、かくいう筆者

もニューヨークの学生時代には、ひと瓶3

ドルで買えたHarvey's Bristol Creamを

愛用していたものだ。

ちなみに、シェリーもフランスのシャ

ンパーニュ同様、EUのワイン法で保護さ

れており、「アンダルシア地方の、パレミ

ノブドウ品種などの指定品種で、シェリ

ー製法でつくったもの」を指す。パレミノ

というブドウは、日本の甲州やロワール

のミュスカデのように、比較的凡庸であ

まり特徴のない品種だ。だからこそ、こ

ういう特殊製法に向いているといえる。

最高品質のパレミノが生産されるのは、

「シェリースーペリヤー」という小さな地

域。今回の視察でも、その地域独特の「ア

ルバリザ」土壌を視察した。シャンパーニ

ュに近い白っぽい土で、小石のような表

土を手にとって握りしめるとボロボロと

簡単に壊れる。要は、雨の少ないこの地

域に不可欠な、水分の吸収が良く保存が

効く土質で、真夏の暑いさなかにブドウ

の木に必要な水分を与えることのできる

テロワールだ。（写真4）近年はイギリスの

シェリー離れが進行し、今後の生産が懸

念される。利に聡い生産者は、シェリー

から普通のワインの生産に切り替え始め

ている。こういうデリケートなワインこ

そ、日本食とのペアリングに活躍できな

いか？　悩ましい限りである。

第 43回　スペイン、シェリー発祥の地を訪ねる

1

2

3

4
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ニナは6月15日に無事に中学校を卒業

した。卒業までは各種の行事が目白押し。

5月23日は卒業式に先駆けた表彰式が放

課後、中庭で開催された。表彰の対象と

なるのは皆勤賞、GPA4.0のオールAの

プレジデンシャルアワード、オールAに

次ぐ優秀な成績のオナー、学校の環境保

護に努めるグリーンチームやボランティ

アサークルのメンバーだ。中庭には生徒

100人分、保護者100人分ほどの椅子

が置かれていた。小学校以来、不思議な

のは、アメリカの学校の保護者参加の行

事が平日の昼間に行われること。参加率

の高さを見る限り、子どもの行事のため

なら親が会社を休むのも許されるようだ。

さて、表彰式が始まると、壇上では次々

に生徒の名前が呼ばれ、各自ベルトコン

ベヤー式に校長先生から表彰状を受け取

った。ニナはボランティアチームには所

属していず、体調不良で１日早退したの

で皆勤賞もなしだったが、3年連続でプレ

ジデンシャルアワードをいただいた。よ

く頑張った。

6月3日は卒業ダンスパーティー。多

くの生徒が楽しみにしていたイベントだ

が、ニナは一切関心を示さず不参加。兄

のノアの時もそうだった。他方で彼女が

楽しみにしていたのは、ナッツベリーフ

ァームへの遠足。5年前のノアの時は確か

行き先はディズニーランドだったはずだ

が、ディズニーの入場料の値上がりが原

因か？　しかし、ここでもちょっと不思

議だったのが園内で遊べる時間があまり

にも短いこと。9時に学校をバスで出発し、

10時の開園と同時に入園。2時にはナッ

ツを出て3時に学校到着というスケジュ

ール。せっかく遊園地に行くのだから夕

方まで遊ばせてあげたいと思うが、これ

はおそらく引率教師を残業させないため

ではないか、と推測している。結果的に

ニナが乗れた乗り物は4つだけだったら

しい。それでもナッツ名物のペロペロキ

ャンディーとジャム入りのクッキーをお

土産に大満足で帰ってきた。

「最も芸術的」賞に選出

遠足の少し前には、イヤーブックを持

ち帰った。この中でもユニークな企画が

生徒投票によるベストスチューデントの

選出だ。カテゴリーは16種類あり、2人

ずつ選ばれる。一般的なカテゴリーとし

ては「モストアスレティック（最もスポ

ーツが得意）」

「ベストミュ

ージシャン」、

ユニークなと

ころでは「モ

ス ト ラ イ ク

リートゥサク

シード（最も

成功しそう）、

「キューティ

ス ト カ ッ プ

ル」なんてい

う、まさにキ

ュートな賞もある。その中でニナは友達

のルイスと一緒に「モストアーティステ

ィック（最も芸術的）」という賞をもらった。

いつもイラストを描いているニナ。友達

に似顔絵を描いてほしいとリクエストさ

れるニナ。好きで得意なことが周囲の友

達に評価されたことを親としても心から

嬉しく思う。

イヤーブックのホワイトスペースに書

かれる友達からのメッセージには、「私こ

そがベストアーティストに選ばれるべき

だったのに」というものがあった。アメ

リカらしく率直で可愛らしい。

そして6月15日は、進学先レドンド

ユニオン高校の講堂を会場にした卒業式。

私はママ友のアドバイス通り、前日に蘭

のレイを買って冷蔵庫に保存してから持

参した。卒業式は1時間半。終了すると

私もニナも疲労感に襲われた。式自体の

疲れと言うよりも3年間の疲れ、かもし

れないと思うほどの倦怠感。夏休みは日

本でリセット、新たな気持ちで高校生活

のスタートだ。

第47回

卒業までのカウントダウン
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ひびの　ひろし
静岡大学工学部卒。年商2億円増の
SEO、月商10万ドル超のECサイト、
シェア1位を獲得するブランディング、
ファン数10万人超のSMM、売価1%
以下CPAのPPC広告など成果の伴う
サービスをモットーに企業マーケティングに貢献。日米
の企業向けの基幹システムも多数開発。
問い合わせ：usfl@artisancrew.com

日比野  泰
ACE Inc. 代【第164回】

前回は、日本から欧米市場へ進出される

企業の英語サイトでよく見られた、いくつ

かの共通点について触れました。一言で言

えば、相手に対する尊重の無さの問題でし

た。

誤字や大文字・小文字の不統一、スペー

ス規則無視など超基本事項をはじめ、ロジ

ック的にうまく整理されておらず、短いセ

ンテンス１つ理解するにも、かなりの努力

と労力を必要とするなど、英語のネイティ

ブからすれば、そこに掛けられた努力やケ

アの乏しさが透けて見える為、本気で英語

圏の顧客を欲しがっているとは思えず、雑

に扱われている感覚になるという話でした。

またそうした雑な英語サイトは、近年、コ

ンテンツの質を特に重んじるようになった

主要検索エンジンからは、罰則を受ける可

能性もあります。

今回は、そうした初歩的英語の問題は

脱しているけれども、販促にはほとんど繋

げられていない英語サイトの傾向について、

お話しします。

取説とマーケティングの違い

技術的にもユニークで、世の中の役に立

ちそうでいて、需要もありそうな、とても

ポテンシャルのある商材を扱う日本企業か

ら、以前、既存の英語のサイトのリニュー

アルについて、問い合わせがありました。

そんな素晴らしい商材だったのですが、

サイト上では価値や興味、インパクトが全く

伝わって来ないので、まるで取り扱い説明

書を読まされている感覚になる、というの

が、当社のネイティブのマーケッターたち

の評価でした。

英語的に意味は取れるものの、人の興

味を募ろうとか、競合と比べて、こちらを

是非使ってみたいと思わせる、何らかの説

得され得る理由を一切提供してくれないの

で、好意的に何かはあるはずだと、むしろ

説得されたがって読んでいたのに、結局何

も見つけられず、逆にイラっときたそうです。

日米の商習慣的な違い

商習慣的な違いも、もしかしたら災いし

ているのかもしれません。日本では基本、

謙虚さはポジティブに評価され、他社批

判など御法度ですが、アメリカは、真逆で、

他社批判ありきみたいな所があり、大手は

名指しも時にはしますし、相手会社を比喩

で貶すことは多々あります。

例えばクールな Macという人物が、ダサ

くておやじ風のPC君を、色んなテーマで

こき下ろすApple社のキャンペーンなどは

有名です。

またブランドをとりまく環境も大きく違っ

ています。日本では担当者が、人との繋が

りを地道に築いて信頼を構築する、昔なが

らのスタイルがまだ割と残っていると思い

ます。

今でこそ終身雇用は崩れてきたそうです

が、それでもひとつの会社へ長く勤める人

も多く、従業員の会社に対するロイヤリテ

ィは強い傾向があり、 すばらしいとよく感

心させられるのは、自社の製品に誇りを

持ち、例え膨大な品種があっても、実に広

く深い知識を持つエキスパート的な担当の

方々が、何人もいることです。

そうした人たちが、対外的に商品やサー

ビスとは別の次元で、ブランドを形成して

いるとも言えます。

一方アメリカでは、数年で転職は当たり

前の世界ですので、担当者はコロコロ変わ

り、各担当の会社へのロイヤリティも低く、

従業員を雇っても、商品やサービスについ

て、十分な知識を持ち、愛着が沸く前に、

もう居なくなっている、みたいなケースが

ほとんどかもしれません。

それこそ、顧客としてごく当然な質問

をしているつもりでも、まともに返されず、

分からない、ウェブにはもしかしたら載っ

ているかも、といった残念な対応に出会う

経験を、ほとんどのアメリカ在住の方なら、

されているのではないでしょうか？

米系企業において、ブランドを形成して

いるのは、ほとんどの場合、人の要素はな

く、商品や会社と言えます。

Webサイトがベストな営業マン？

つまり人もブランドを代表する日本と、

会社のみがブランドを代表するアメリカ、

みたいな違いがあり、その会社をWebサ

イトが代表するので、ベストの営業マンを

安定して唯一確保する方法があるとすれば、

企業のブランディングサイトを構築するこ

とになります。

米系企業の場合、例えどんなスモールビ

ジネスであっても、企業ブランディングは

意識されており、Webが効果的なジャンル

の企業ほど、十分な情報提供に加え、潜

在顧客層に刺さる訴求力をもった企業のブ

ランディングサイトが、マーケティングを行

っていく上で、非常に重要な位置づけとい

う認識であり、日本とはその意味と存在意

義に、大きく温度差があるように感じます。

日本の場合、良くても情報が充実した

サイトという印象ですが、アメリカの場合、

必要な情報の提供もさることながら、良く

できたサイト程、テレビCMでも見ている

かのような、インパクトや訴求力を感じさ

せます。

日米のWebサイトの違い
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噂に聞いていた世界最大の
船3隻目のハーモニー・オブ・
ザ・シーズを目の前にして「で
かい！」と思った。船内に一歩
足を踏み入れるとみんな『ＷＯ
Ｗ』と言っているのが聞こえる。
いたるところでスマートフォン
が大活躍。乗客5400人、22
万7000トンの船は、子供か
ら大人まで3世代が楽しめる
ように造られた、最も新しく
て楽しい客船と言っても良い。

しかも船の中にいるとは思えない、安定感のある構造をしている。3
デッキ吹き抜けの巨大な空間ロイヤルプロムナードや草木が咲き乱
れるセントラルパーク。ボードウォーク両側にお店やキャビンが並ぶ。
そして、頭上を仰げば青空。まるで巨大なオープンエアのショッピン
グモールにいるようだ。設備やアクティビティーだけがユニークなの
ではない。キャビンもロフト構造のスイートキャビン、また窓無しの
キャビンもバーチャルの窓で海の景色が楽しめるようになっている。
最新技術や最新施設を搭載しているゆえにアクティビティーも充

実している。『アルティメット・アビス』、これは単なるスライダー（滑
り台）ではなく、深海魚の口の様な乗り場からスパイラルしながら
ほとんど真下に10デッキ分落下してゆくというもの。ウォータース
ライダーやフローライダー（サーフィン）、ロッククライミング、頭上9
デッキの空中を横切るジップライン、アイススケートリンク、手彫り
のメリーゴーランド、大きなバケツの水が子供たちを直撃する水の
遊び場スプラッシュウェイ・ベイなど限りなく遊べる場所がある。展
望ジャグジーやインドアプールがあるソラリウムは大人用の落ち着
いた場所に分かれている。船で大海原を航海していることをすっか
り忘れてしまう。
朝からエアロビクス、ヨガ、ウォーキングをしている人も多い。

昼はプールサイドで日光浴をして、本を読みながら時々プールに入
って体を冷やす。クルーズの乗客はのんびり過ごす方法をよく知って
いるものだ。アイススケートリンクでは氷上を一滑り。 ワイン通に
は見逃せないワインの試飲会。ラスベガスにいるような気分にもさ
せられる本格的なカジノ。ドリームワークスのキャラクター達が出没
すると子供たちが集まってきて抱き合って写真を撮っている。すべ
てのアクティビティーに参加することは無理なくらい色々な催しが用
意されている。寄港地で下船するのか船内で楽しむのか、判断に
困ってしまうほどだ。
勿論、食事の場所も様々用意されている。和食やイタリアン、洋

食など気分次第で思う存分楽しめ
る。スターバックスもジョニーロケ
ッツも完備。とにかくクルーズで
の昼の過ごし方は人それぞれ、体
を動かしても良し、のんびりお酒
を飲んでも良し、生演奏の音楽
を楽しんでも良し、なんと贅沢な
時間の過ごし方なのだろう。
次回は船のナイトライフのご

紹介。

アクティビティー満載で退屈知らず
船内での昼間のお楽しみ
カリブ海と周辺を巡る、憧れのロイヤルカリビアンクルーズの船、ハーモニー・オブ・ザ・シーズの乗船記
と寄港地での思い出をレポート形式でお届けする。

まるで遊園地。船上にメリーゴーランド

想像を絶する『アルティメット・アビス』

巨大なアウトドア型
のショッピングモー
ルかホテルのような
ユニークな構造

子供たちの水の遊び場、
スプラッシュウェイ・ベイ

船の屋上（デッキ
１６）でサーフィン
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米 国 の 大 学 で STEM(Science： 科 学 , 

Technology：技術, Engineering：工学, 

and Mathematics：数学)科目の学士、修

士、または博士を取得し、現在12カ月の

オプショナル・プラクティカル・トレー

ニング（OPT）が終了間近の留学生につい

て、さらにOPTの期間を24カ月延長でき

ることになりました。

2016年5月10日より、国土安全保障

省（DHS）は、既存のSTEM OPT17カ月

延長ルールの代わりとなるSTEM OPT24

カ月延長ルールを新たに開始しました。

この新しいSTEM OPT延長を利用するに

は、学生は雇用主と共同で正式な研修計

画書(Form I-983)を作成し、留学生の学

校指定の職員（DSO）の承認を得る必要が

あります。また、この研修計画書は学生

とDSOにより6カ月毎の見直しを行う必

要があります。

研修計画書には雇用主による 認証が必

要となる重要事項がいくつも含まれてい

ます。具体的には、 正社員、パートタイム、

一時的、永久的雇用であることに関わら

ず、STEM OPTの学生が米国のそれら労

働者の業務に取って代わり行わないこと、

またSTEM OPTの学生と同様の職務環境

にある米国の労働者と同等の給与がSTEM 

OPTの学生に支払われることを承認する

必要があります。雇用主は学生へ少なく

とも週20時間の業務を与えなければなら

ず、また学生が無給で就労することはで

きません。最後に、雇用者が研修計画書

を遵守しているか確認するために行われ

る、国土安全保障省による現地訪問に同

意する必要があります。

研修計画書を作成し、必要な認証を行

うことに同意するほか、雇用主はSTEM　

OPT の 学 生 を 雇 う た め に 必 要 と な る

E-Verifyに登録する必要があります。

STEM OPTの学生が24カ月間の延長

に申請できる期間は、現在のOPTが残

り 120 日 以 下 に な っ た 時 点 か ら、EAD

（Employment Authorization Document：

労働許可証）の有効期限までの間です。現

在のEADの有効期限終了までに この延

長申請書が米国移民局にて正式に受理さ

れると、学生はEAD有効期限以降の更に

180日まで、もしくは申請審査結果が出

るまでの期間、米国への滞在および雇用

の継続が移民局より認められています。

すでに現在STEM OPT17カ月延長で就

労している学生については、 新しい規則が

開始された2016年5月10日の時点で残

りの就労許可期間が150日以上ある学生

には追加で７カ月の延長申請を行うこと

ができます。その場合、 2016年8月8日

までにDSOへ研修計画書を提出し、延長

推薦を受け、その推薦日より60日以内に

7カ月延長の申請を行う必要があります。　

STEM OPT17カ月延長申請が現在審査

中の学生においては、学生の大学のDOS

が24カ月延長を推薦したことを証明する、

承認済みのI-20を追加書類として提出す

ることを求める質問書が移民局より発行

されます。

この新規則についての質問や相談は当

事務所までお問い合わせください。

尚、STEM OPT延長ルールの詳細につい

てはこちらをご覧ください。

https://www.federalregister.gov/

articles/2016/03/11/2016-04828/

improving-and-expanding-training-

opportunities-for-f-1-nonimmigrant-students-with-

stem-degrees-and#h-87

STEM卒業生のためのOPT24カ月延長に
関する新ルールについて

デビッド・シンデル弁護士知っトク法律
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EB-1 雇用ベースの永住権申請

EB-1は、雇用ベースの永住権取得の

第一優先カテゴリーにあてはまります。 

EB-1 は、芸術、科学、教育、ビジネス

もしくはスポーツの分野で卓越した能力

を有する外国人のためのカテゴリーで

す。請願者は該当する分野において広く

認められている功績を持ち、全国的また

は世界的に高い評価を受けている者でな

ければなりません。 EB-1のメリットのう

ちのひとつとして、労働許可申請（Labor 

certificate application）が不要なことが挙

げられます。というのも、労働許可申請

には長い時間を要するため、これが省か

れることにより時間を節約できます。さ

らに、 EB-1で永住権を取得する場合、第

一優先カテゴリーの利点として、承認後

の待ち時間がなく永住権を取得できます。

EB-1は次の3種類に分けられています。

EB-1Aビザ（卓越した能力の保持者）

EB-1Aビザの請願者は、芸術、科学、

教育、ビジネス、または、スポーツの分

野において非凡な能力を持ち、頂点に立

った者であることを証明する必要があり

ます。スポンサーとなる企業は不要なた

め自己申請が可能です。該当する分野で

の卓越した能力が、全国的、国際的に認

められており、十分な証拠により、請願

者の分野での成功が証明できることが請

願の条件となります。

EB-1Bビザ（著名な教育者・研究者）

EB-1Bビザは、科学やその他の学術分

野においての成果が国際的に認知されて

いる者に与えられます。 EB-1Aの自己請

願とは違い、 EB-1Bの請願にはスポンサ

ーとなる雇用主が必要です。つまり、ス

ポンサー会社が請願者となり、教育者・

研究者をビザの受益者とする請願となり

ます。スポンサー会社は受益者である研

究者・教育者の著名な能力を証明しなけ

ればなりません。更に請願者への継続し

た仕事のオファーがあることが必要です。

このカテゴリーの請願の3つの主要な要件

は、研究者・教育者の特定の学術分野で

国際的に著名な業績が認められているこ

と、最低3年以上の経歴を持っていること、

そしてスポンサーの雇用主から永続的な

研究職務のオファーまたは終身雇用のオ

ファーがあることです。

EB-1Cビザ（国際企業管理職）

EB-1CはL-1Aビザの非移民要件を満た

す管理職に発行されるビザです。L1-Aの

ステータスは、国際企業の管理職でアメ

リカへ一時的に滞在する者へ与えられま

すが、 L1- と違い EB-1Cは永住的な滞在と

なります。アメリカにある親会社、子会

社もしくは関連会社がスポンサーとなり

請願を行います。主な条件は、アメリカ

国外の親会社等関連会社に管理職として

過去3年間のうちの1年以上勤務している

こと、およびアメリカの企業でも同様の

管理職に就くことです。

＊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。

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士
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自分の車を他人に貸したり、他人に運転してもらったりした

ことはないですか？　気軽に車を貸し借りする人もいますが、

他人が事故をした場合にどのようになるか御存知でしょうか？　

保険ポリシーの内容や、州法によっても違いますので、一般的

な注意点を紹介します。

車の所有者であるあなたが、知人に車を運転することを許可

した時点で、あなたの責任が発生しています。知人が運転して

事故を起こしても、車の所有者であるあなたが責任を負うこと

になるのです。

保険プランによって他人が運転した場合のカバー方法が異な

ります。大きく分けて2タイプあります。

1. 他人に貸した場合でも所有者が運転した時と同等に保険が適用

2. 他人が運転した場合には、通常よりも低いリミットで適用

高いリミットで加入をしていても、2番のタイプの保険であ

れば、他人が運転した場合には十分にカバーしないかもしれま

せん。どちらの場合でも、保険のリミットを超えるような大事

故だったらどうでしょう？　保険会社は保険のリミットまでし

か支払いません。保険のリミットを超えた場合には、車の所有

者に責任が生じます。

玉突き事故を起こして複数の車が破損した場合、人身事故

を起こした場合、電柱に衝突し、電柱が家に倒れ火災を起こ

した、などなど、大事故を引き起こす可能性は誰にでもありま

す。自分が起こした事故なら自業自得とまだ納得できますが、

他人が起こした事故で自分に責任が生じるのは不本意ですよ

ね。

今まで築き上げてきた資産を一瞬にしてなくす危険性もあり

ます。他人に車を貸すということはその責任まで負うことを意

味するのです。大変危険な行為ですのでくれぐれも注意してく

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141回　自動車保険：他人が運転して事故を起こしてしまった場合
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人が大勢集まるショッピング・モールや

テーマパークが、警備支出を大幅に拡大し

ている。フロリダ州オーランドで6月に起

きた銃乱射事件のような惨事を防ぐためだ。

ロサンゼルス・タイムズによると、9.11

同時多発テロのような組織的な攻撃に対

しては、航空会社が多額を投じて空港の

警備を強化した。しかしオーランドや

2015年末のカリフォルニア州サンバーナ

ディーノ銃乱射事件のように、単独犯に

よるテロの標的は拡散している。このた

め、特定の場所に集まる大勢を相手にす

るビジネスは、客の安全確保のためこれ

までにない多額の投資を行っている。

あるコンサルタントによると、テーマ

パーク業界は年間約2億5000万ドルを警

備に投じているが、今後数年間でこのコ

ストは1億ドル以上増える見込みだ。世

界最大のセキュリティ団体ASISインター

ナショナル（バージニア州）のデータで

は、米企業が14年に警備に投じた金額は

約3410億ドルで、インフレを考慮して

も1990年の3倍以上。特に13年以降は

毎年約10％ずつ増加している。有線カメ

ラだけでも現在の市場規模は80億ドルと、

20年前の約17倍に拡大した。

警備を強化する企業の多くは、客に恐

怖を与えないことに気を配っている。ロ

サンゼルスのモール「グローブ（Grove）」

では、300台以上の監視カメラに加え、武

器を持たない制服警備員と目立たないが

武器を携帯した警備員が巡回していると

いう。しかしこれに気づいている買い物

客は少ない。

太平洋と大西洋を結ぶ中米パナマの交

通の要衝、パナマ運河で6月26日、船舶

の大型化に対応するための新たな水門建

設などの拡張工事の完了後、最初の船が

通過した。

拡張によって以前は通れなかった大型

船舶の9割以上が通航可能になり、世界の

海運の流れを変えるとみられている。日

本にとっても、東京電力福島第1原発事故

を受け、火力発電の燃料として需要が増

す液化天然ガス（LNG）の輸送日数の短縮

などにつながる。

パナマ政府は世界的に船舶の大型化が

進み、運河の通航量も限界に達しつつあ

ったため2006年、総工費52億5000万

ドルをかけた拡張計画を国民投票で決定。

スペインなどの企業連合が落札し07年に

着工、約9年かけて工事を終えた。

日本船主協会（東京）によると、これま

で通過できなかった大型船による、北米

の東海岸やメキシコ湾から日本へのLNG

輸送が可能になり、スエズ運河やマゼラ

ン海峡を経由していた従来のルートと比

較して航行日数が20日ほど短縮される。

（共同）

自動車売買サイトのカーズ・コムがこ

のほど発表した「米国産」自動車ランキン

グで、米国製の度合いが高い車を最も多

く造っているメーカーはトヨタ自動車だ

った。

USAトゥデイによると、カーズ・コ

ムは各モデルを国産部品使用率、生産地、

販売台数の3つの基準から比較した。ただ

し、国産部品使用率が75％未満のモデル

は対象外で、今年は8モデルが対象だった。

車種別の1位は2年連続でトヨタのセダ

ン「カムリ」だった。2位以下はホンダのセ

ダン「アコード」、トヨタのミニバン「シ

エナ」、ホンダのミニバン「オデッセイ」

およびスポーツ多目的車（SUV）「パイロ

ット」と続き、上位5モデルをトヨタとホ

ンダの日本勢が独占した。

米メーカー3社では、6位にゼネラル・

モーターズ（GM）のシボレー「トラバー

ス」クロスオーバーSUVが入り、同じく

GMのGMC「アケイディア」とビュイック

「エンクレイブ」のSUV2モデルが続いた。

3車種ともミシガン州ランシング工場で生

産されている。

国産部品使用率はカムリ、シエナ、オ

デッセイ、パイロットがいずれも75％で、

その他は80％だった。

カーズ・コムのパトリック・オルセン

編集長によると、ケンタッキー州ジョー

ジタウンとインディアナ州ラファイエッ

トの両トヨタ工場で生産されているカム

リは、乗用車の国内ベストセラーであり、

最も多くの米国人を雇用する車と言える。

モールやテーマパーク
警備支出を大幅拡大

What's 
Up

1

「米国産車」最多はトヨタ
部品使用率などで比較

What's 
Up

2

新パナマ運河が開通
船舶大型化に対応

What's 
Up

3
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シリアル大手ケロッグ（ミシガン州）は、

シリアル需要の巻き返しを図って7月4日

に初のシリアル・レストラン「ケロッグス

NYC」をニューヨーク市内タイムズスクエ

アにオープンした。

ウォールストリート・ジャーナルによ

ると、料理人トーマス・ケラーのニュー

ヨーク・レストランを仕切っていたアン

ソニー・ルドルフ氏とケロッグの提携事

業で、レシピは人気のベーカリー店「ミル

ク・バー」を所有する料理人のクリスティ

ーナ・トシ氏が担当した。

ピスタチオとレモンを散らしたフロス

テッド・フレークスや、ライス・クリス

ピー、ストロベリー、抹茶パウダーのト

ッピングがかかったアイスクリームなど

を6～8ドルで提供する。客はキッチン・

キャビネット風の容器で注文の品を受け

取る。キャビネットのドアを開けると注

文品のほか、シリアルの箱に入っている

ような小さなおまけも付いてくる。

糖分、脂肪分、塩分などが多すぎて不

健康との批判も多い大量生産のシリアル・

ブランドが体験を提供するのはリスクも

あるが、チョコレート大手M&Mなどは

ニューヨークやオーランドなどの大都市

で積極的に店舗を展開している。

NY市にシリアル・カフェ登場
ケロッグが出店、体験型販売

What's 
Up

6

先進国で安いファスト・ファッション

が流行し、服の買い替え周期が短くなっ

た結果、まだ着られるのに捨てられる衣

類の量が増えており、世界の古着市場に

大量の商品が流れ込んでいる。

ウォールストリート・ジャーナルによ

ると、古着となった衣類は、それらが生産

された開発途上国に戻っていくことが多い。

この流れによってごみが減り、貧困層に安

い衣料と雇用が提供されると考えられるた

め、ファスト・ファッション大手H&Mな

どは衣類のリサイクルに乗り出し、2013

年に店頭で古着の回収を始めて以来すでに

2万トン以上を再利用している。

一方、新興国のアパレル業界には、古

着の大量供給は地元の繊維業界の成長を

妨げるとの声もある。このためインドは、

古着の処理や再輸出は認める一方、国内

での販売は禁止した。他の多くの国も古

着の増加による影響を懸念しており、同

種の規制やアフリカの部分的な経済減速

などによって古着の需要は低下している。

しかし供給はとどまることなく、ほとん

どは西側の消費者の寄付品が慈善団体に

よって仲介業者に売られ、発展途上国に

送られている。

しかし最近は、原油価格の低下や中国

の需要の冷え込みなどで、新品のアクリ

ル製毛布の方が再生材料の商品より安く

なっている。また、古着の価格もこの1年

で30～50％低下している。英国繊維再

生業協会のアラン・ウィーラー氏は「リサ

イクル業界の成長には新しい市場がどう

しても必要」と話した。

大統領選の行方の不透明さが、国内の

ビジネスに影響を与えている。

ウォールストリート・ジャーナルとビ

ステージ・ワールドワイドが6月、中小企

業オーナー715人を対象に実施した調査

では、約3分の1が「選挙の行方が読めな

いことがビジネスに響いている」と答えた。

不透明感から雇用、投資、新機材の発

注などを控える企業もある。ミズーリ州

オザークの建築物修復業者ミッド・アメ

リカ・メタルズ（従業員150人）は、新し

いソフトウェア導入を含む3つの投資計画

（合計約75万ドル）を保留中。政権や経済

の先行きが見えないためで、経営者のデ

イル・ドゥナット氏は「会社を成長させる

にはこれらのプロジェクトが必要と分か

っているが、これほど大金の支出には非

常に神経質になる」と話す。

創業17年というコロラド州オーロラ

の機材販売・レンタル業者ベクターズも、

夏はいつも新しい工事の測量が始まる多

忙な季節だが、今年は1～5月の収入が前

年同期比で35％も減少しているため、機

材の追加購入費用数百万ドルをまだ使っ

ていない。経営者のマット・ノウロッキ

氏は客の話として「税金や規制に関する

両党の政策の違いがあまりに極端なので、

建設業界は雇用を控えている」と説明した。

古着市場は供給過剰
ファストファッション隆盛で

What's 
Up

5

大統領選混迷で企業にも不安
中小企業の1/3が悪影響実感

What's 
Up

4
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眼差しの演技に仰天!!
そして、欺される?!
休暇で妻ゲイルと共にマラケシュを訪

れていたペリーは、ロシア人マフィアの

大物ディマと知り合う。妻子の安全と引

き替えにマフィアの極秘情報を渡す決意

をした彼は、ペリーに情報を運んで欲し

いと持ちかけるのだが……。

本作「Our Kind of Traitor」でユアン・
マクレガーは、平凡な大学教授ながらマ

フィアと英国諜報部との橋渡しをするこ

とになるペリーを相変わらずチャーミン

グかつリアルに演じているが、注目した

いのは、ディマ役のステラン・スカルス

ガルド。スウェーデンを代表する俳優か

らハリウッド作品の常連になった人物だ

けに、演技力は抜きんでている。本作で

も現れる度にマフィアの大物らしいカリ

スマ的な強引さと狂気を体現しつつ、眼

差しで不安を表現するという神業を披露

していた。

登場シーンで筆者が場違いにも吹き出

したのが、英国なまりのセリフを操った

ダミアン・ルイス。ドラマ「Homeland」

などでのアメリカ人役でお馴染みの彼は、

完璧なアメリカ英語を話すだけに、てっ

きりアメリカ人だと思い込み、イギリス

なまりに違和感を覚えたからだ。最後ま

で「完璧だなぁ～。さすが」と思って感心

していたが、リサーチすると実はイギリ

ス人のしかも上流階級出身だったと判明。

完璧なアメリカ英語に長年欺されていた

ことが分かった。（7月1日公開）

3歳児なら大いに楽しめる?!
「Ice Age: Collision Course」

ドングリを求めて止まないリスが、偶

然にも宇宙船を発進。宇宙空間で暴れた

結果、地球に隕石群が落下し始める。折

しも地球では、マンモスのマニーが娘ピ

ーチズの結婚に動揺し、オオナマケモノ

のシドは、パートナー探しに必死だった。

「家族」とは何かをテーマに、お馴染みの

キャラたちが危険を乗り越えて絆を深め

ていく。

筆者は「Ice Age」シリーズがあまり好

きではない。映画のストーリーにアクセ

ントが必要になると、原始時代のリスの

ドングリ騒ぎに切り替わり、練りに練っ

たとは思えないネタで笑いを取ろうとす

るからだ。本作もしかりだ。しかし、今

回は宇宙を舞台に、常識を遙かに無視し

たドングリ騒ぎが展開し、開き直りに近

い要素を見せ、降参を余儀なくさせる。

ただ、やっぱり苦笑いの連続には変わり

ないのだが、試写会に出席していた記者

が同伴していた未就学児には大受けして

いたので、親としては「使える」映画と言

えよう。（7月22日公開）

相棒ぶりが見どころ！
「Hell or High Water」

8月公開なのに、5月から試写をまわし

ていた本作。筆者は6月と8月に帰省予定

が入っていたので、原稿の〆切のためだ

けに観に行くことに決めた作品で、まっ

たく期待していなかった。しかし、途中

で、なぜ早くからマスコミ試写を開催し

ていたか分かった。ストーリーのアイデ

ア自体はそれほど突出したものはないの

だが、リアルなキャラクター描写と絶妙

な台詞、それを操る俳優の名演に映像美

が加わり、観る者を魅了していくのだ。

実家の農場が銀行に差し押さえられた

タナーとトビーの兄弟は、銀行強盗をし

た金で抵当権を取り戻そうとする。足が

着かないよう慎重にコトを進める弟トビ

ーとは対照的に、服役経験のある兄タナ

ーは思いつきで行動し、予定を狂わせる。

元妻との間の息子2人に農場を残すため、

兄の行動に目をつむり、忍耐しながら強

盗を重ね、計画を進めるトビー。そんな

彼らの強盗事件にテキサスレンジャーの

マーカスが目をつける。相棒アルベルト

を連れて捜査に乗り出すのだが、なかな

かうまくいかない。そんなある日、マー

カスの予想が的中するのだが……。

犯罪者として追われる側の兄弟と彼ら

を追う側の捜査官の両方の相棒ぶりが見

事なコントラストで描かれる。特に、こ

とある毎にアルベルトのアメリカ先住民

の文化を揶揄するマーカスと、それをう

まく流すアルベルトのやり取りは逸品だ。

篤い友情の印としておちょくっているの

をお互いが理解しているのが滲み出てい

る。マーカス役のジェフ・ブリッジスと

アルベルト役のギル・バーミンガムの息

の合った名演に心

を動かされない人

はいないだろう。

そして、彼らの名

演があるからこそ、

クライマックスで

の悲劇が強烈に心

に突き刺さる。（8

月12日公開）

Special thanks to Caitlin Rose / Ginsberg Libby, Melissa Stone / 20thCentury Fox

© 2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.

© 2016 Roadside Attractions

© CBS Films
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B・クランストンの名演が光る!!
「The Infi ltrator」

今年2月、アカデミー賞主演男優賞をレ

オナルド・ディカプリオらと競ったブライ

アン・クランストンが再び賞レースに殴り

込みをかけるのが本作「The Infl itrator」。
実際にあった大捕物に貢献した潜入捜査

官ロバート・マズールによる原作本の映

画化で、クランストンはマズールに扮す

る。

潜入捜査官はある意味、命がけの俳優

と言える。作り上げた人物に成りきって

犯罪者と渡り合い、絆を築いていくが、

少しでもボロが出れば捜査が台無しにな

るだけでなく、自分はおろか家族の命も

危なくなる。本作でクランストンは、素

顔は妻一筋のマイホーム・パパながら、

潜入捜査の際には冷血でモラルが欠如し

たビジネスマンになりきったマズールを

これ以上ないほどにリアルに演じた。ク

ランストンの強みは、どんなに冷血なキ

ャラを演じても、自身が持つ暖かみのあ

る好感度の高いパーソナリティーが滲み

出ることだ。ユーモアのセンスも抜群の

彼は、記者会見でいつも我々を笑わせ、

そして、暖かい気持ちにさせる。エミー

賞で受賞記録を作った出世作「Breaking 

Bad」に似た性質を持つ本作でのマズー

ル役は、クランストンにとってハマリ役。

映画賞狙いの公開時期とはズレており、

また、小規模な作品ではあるものの、再

びオスカー候補入りを果たしてほしい名

演だった。（7月13日公開）

ウディ・アレン、分身を得る?!
自身のルーツ、ユダヤ系のネタを交え

ながら、万人受けするユーモアを繰り出

して観客をうならせてきたウディ・アレ

ン。御年80歳ながら、精力的に映画製作

を続ける彼の新作「Café Society」は、
1930年代のハリウッドとニューヨーク

を舞台にした青春ストーリーだ。裏方に

徹したアレンに代わって、彼の分身とも

言える役を見事こなしたのが、主人公ボ

ビーに扮したジェシー・アイゼンバーグ。

元々、早口気味にセリフをしゃべる彼だ

けに、アレン特有の独り言のような早口

セリフを実に自然に表現し、アレンにと

って分身を見つけて大満足だったのでは

ないだろうか。筆者も太鼓判の分身ぶり

だった。

その反面、ヒロイン役のキャスティン

グにはやや違和感を覚えた。ボビーがハ

リウッドで出会い、ゾッコンとなったヴ

ォニーにはクリステン・スチュワートを、

ニューヨークで知り合うヴェロニカには

ブレイク・ライブリーを起用しているの

だが、スチュワートはヴォニー役には線

が細すぎるし、ライブリーはヴェロニカ

役には線が太すぎるのだ。人気の若手女

優をミューズとして起用する傾向のある

アレンだが、配役をミスってしまったと

言えよう。2人が逆転していたら……、有

りだったかもしれないが、それでもライ

ブリーはアイゼンバーグよりも身長も高

く体格も大きいので、逆転しても厳しか

ったかも……。（7月15日公開）

父親も必見!!
「Bad Moms」

20歳でできちゃった婚をしたエイミ

ーは、子育てと家事と仕事を完璧にこな

そうと日々奔走していた。そんなある日、

夫の浮気が判明。前後して、PTA会長との

確執も勃発し、ストレスは最高潮に。マ

マ友のカーラとキキの支えで、自分を取

り戻そうとするエイミーだが……。

映画「The Hangover」シリーズの脚本

家コンビが、自身の子育て体験と妻たち

を観察して作り上げた本作は、子育てに

がんばるママたちへの応援歌であるとと

もに、子育ては妻任せの父親全員に観て

ほしい作品。アメリカは日本よりも子育

てに関しての作業が多いように思われる。

集団登校や給食のないアメリカでは、朝

晩の食事に加えて毎日のお弁当作りもあ

り、登下校だけでなく習い事やスポーツ

活動の送迎、宿題や発表の手伝いに数々

のPTA活動と作業満載だ。すべてを1人

で完璧にこなすのは無理で、完璧にこな

せないストレスと手抜きした時のストレ

スの板挟みに、これまたストレスを感じ

るママも多いハズ。時にはハメを外すこ

とも大事だと教えてくれる本作で、十人

十色の母親像を演じるのは、自身も子育

てと仕事を両立するママ女優たち。彼女

たちのリアルなママぶりに大いに笑って

泣けた。（7月29日公開）

© Broad Green Pictures © 2016 Gravier Productions, Inc.

© 2016 STX Productions, LLC.
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サンアントニオ到着は夜になってしまっ

た。南部を襲った嵐の影響で、飛行機が

だいぶ遅れたからだ。小雨も降っていた。

でも、せっかくの「フィエスタ」の夜。サン

アントニオが1年で一番盛り上がるお祭り

だから、ホテルで寝るだけではもったいな

い。荷物を置いて、ダウンタウンのメイン・

プラザへ向かった。

1731年にできたサンフェルナンド大聖

堂がここにある。夜になると、この北米最

古の大聖堂の壁を使って「San Antonio / 

The Saga」というビデオアートが上映され

るのが話題になっていた。

音楽とともにカラフルにドラマチックに、

テキサスとアメリカの歴史が映し出される。

リンカーン大統領やフレデリック・ダグラ

スの顔が、雨に濡れた石の壁に浮かび上

がる。なかなかのものだ。

繁華街を歩くと、クラクションがうるさ

い。車から身を乗り出した人たちが奇声を

あげて走り去り、バーの入り口から顔をの

ぞかせて叫び返す人もいる。さすがフィエ

スタ、騒 し々いな、と思ったが、どうも違う。

そうか、NBAのプレーオフが始まったん

だ。「サンアントニオ・スパーズ」は、今夜

が初戦だったか。勝ったのだろう、きっと。

アラモドームはそんなに遠くなかったはず

…。そう考えながら歩いていると、試合帰

りの人、スポーツバーで観戦していた人た

ちが、どんどん街に繰り出してきた。

それにしても、第1ラウンドの初戦だ。

スパーズはシード2位。相手は格下のメン

フィス・グリズリーズで、地の利もあるの

だから、勝って当然。そこまで喜ぶかな

あ…。スポーツ好きな私は、NBAに限らず、

ファンが熱狂する現場を何度も目撃してい

るが、それらと比較してもずいぶんなテン

ションの上がり具合だった。

滞在中に何度も実感したことだが、サ

ンアントニオの人たちは、史跡「アラモ砦」

よりもフィエスタよりも何よりも、スパーズ

が大好きなのだ。街で唯一のプロスポーツ。

自分の家族のように思っている。

地味でまじめ、規律に従い、派手な個

人プレーを嫌ってチームに徹する選手たち。

アメリカのプロスポーツとしては「つまらな

い」。だが、これが強いのだ。ディシプリ

ンがしっかりしているから、「第4クオータ

ー残り2分」のような最高潮のプレッシャ

ータイムで、崩れない。

デイビッド・ロビンソンもティム・ダンカ

ンも、入団から引退までスパーズだ。FA宣

言するなり高給を求めて移籍するのが当

然の時代に、珍しい。監督も20 年間変わ

らない。

1997年以来プレーオフに毎年出場、優

勝5回。これほどすごいのに、レイカーズ

やヤンキース、ペイトリオッツのような注

目はされない。

唯一「スキャンダル」めいたのは、2012

年にTNTの人気解説者チャールズ・バー

クレーが番組でサンアントニオを茶化した

とき。「サンアントニオの女性は体がでかい。
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フィエスタの最
中は、犬も花や
ビーズで着飾る

リバーウォーク沿いの
スポーツバー「Charlie 
Wants a Burger」 の
名物、特大ブラッディ
ー・メアリー

街の中心部を
流れるサンアン
トニオ・リバー。
リバーウォーク
は都会のオア
シスだ

FIESTA!
サンアントニオ
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）　取材協力／ Special thanks to San Antonio Convention & Visitors Bureau

サンフェルナ
ンド大聖堂の
壁に投影され
るビデオアート
「San Antonio 
/ The Saga」



チュロスばかり食べている。街

を流れるサンアントニオ・リバ

ーは本物の川じゃなくて小川だ」

などと言って、爆笑を誘った。

これにサンアントニオのファンは総

出で応戦。当時のフリアン・カストロ市長

がビデオで挑戦状をたたきつけ、バーク

レーはサンアントニオを訪問。リバーボー

トに乗って観光し、「すばらしい街だ」と降

参する羽目に。快進撃を続けるスパーズ

のサイドストーリーとして、しばしスポーツ

ファンを楽しませた。

滞在中、サンアントニオの女性に会う

と、「あれは面白かったですねー」と私はつ

い言ってしまったのだが、そのたび真顔で

憤慨された。「あなたたちにとっては面白か

ったでしょうけどね…」。あわてて「でも市

長の反撃が小気味よかったじゃないです

か」とフォローすると、途端に表情が晴れ

て「してやったり」と笑顔になるのだった。

ここまでわかりやすいファンもあまりいな

い。小さな街だからだろうと決めつけてい

たが、実はサンアントニオはアメリカで7番

目に人口が多い都市だと知ってびっくりし

た。微笑ましい雰囲気は、街のサイズでは

なく「人柄」によるものなのだ。「Down-to-

earth」という英語がぴったりくる。

　■　■　■

「フィエスタ」（Fiesta）は、毎年 4月下

旬に行われる。サンアントニオ最大のフェ

スティバルで、125年の歴史がある。約10

日間にわたって100 以上のイベントが開

かれる。サンアントニオ・リバーをボート

でゆく「Texas Cavaliers River Parade」

や、花をあしらった豪華な山車が登場する

「Battle of Flowers Parade」が有名だ。

夜通し飲んで食べて踊りまくる「A Night 

in Old San Antonio」（＊頭文字をとって

NIOSA＝ニオーサと呼ぶ）も盛り上がる。

串刺しフライドチキン、タマネギ丸ごと花

サンアントニオの
観光名所「アラモ
砦」。フィエスタ
の期間中、花輪
が捧げられていた

フ ィ エ ス タ の
「Texas Cavaliers 
River Parade」で、
サンアントニオ・リ
バーをボートでパ
レードする人たち

上：フィエスタに欠かせ
ない「カスカローネス」
は、すべて手づくりだ
右：フィエスタ用の花や
衣装を調達するのに便
利なマーケット「Fiesta 
de los Reyes」

フィエスタの花飾り
をクレープ紙でつ
くる女性たち。トイ
レットペーパーの 3
分の1はあるかとい
う長さの紙を片手で
もち、もう片方の手
でたぐり寄せ、指
ではさんで折り込み
ながら、回してつく
っていく。簡単そう
に見えて難しい

サンアントニオ・
ダウンタウンで



びら揚げ、巨大チュロスといった、ジャン

クで美味しい屋台フードが街にあふれる。

フィエスタのシンボルは「花」と「卵」だ。

女性は、職場や学校へ花柄模様の服でで

かけ、頭や首を花輪で飾る。クレープ紙

をクシャクシャに折ってつくる花飾りも目

につく。

カラフルな卵「カスカローネス」を、友

達や家族の頭に軽くぶつけあって割るの

が、ならわしだ。中からコンフェッティ（紙

吹雪）が飛び出して、これが「グッドラック

のしるし」になる。「夜中に家に帰って、カ

スカローネスの紙吹雪が体じゅうの変なと

ころにまでついていなかったら、フィエス

タを十分に楽しまなかった証拠」。そんな

ジョークもある。

カスカローネスは、マルコ・ポーロが中

国で見つけて持ち帰り、スペイン経由でメ

キシコへ伝わってヒスパニックの文化にな

ったといわれている。アメリカではテキサ

スの南部で受け継がれている。

サンアントニオには、カスカローネスの

伝統を守る女性たちの会がある。週に1

回集まって、年間で5万個、ニオーサだけ

で3万5000 個のカスカローネスをつくる。

ペンで卵の殻に絵や模様を描き、紙吹雪

を中に詰めて、のりづけして封をする。す

べてが繊細な手作業だ。

28 年続けているというベテランのロー

ザさんは、「テキサスの歴史、それはつまり

ヒスパニックの歴史ですが、それを守り子

供たちに伝えていくことが大事だと思って

いるんです」と話してくれた。

つくった卵は、夜のニオーサのフェステ

ィバル会場でも販売する。ローザさんは、

美味しいと評判のタマーレの屋台も仕切っ

ていて大忙しだった。

　■　■　■

サンアントニオに行ったらぜひ訪れたい

場所があった。ライター仲間から「アメリカ

らしいロードサイドの奇妙な場所。アラモ

砦よりおすすめだよ」と聞いていた。

「Toilet Seat Art Museum」（トイレ便

座美術館）。トイレの詰まりを修理するプ

ラマーからアーティストに転じた、バーニ

ー・スミスさんの自宅ガレージである。

今年95歳になるバーニーさん。夕方、

突然の訪問だったにもかかわらず、ニコニ

コして裏庭から出てきてくれた。

子供の頃、父親と一緒に狩猟に出かけ、

仕留めたシカの角を飾るのにトイレの便座

カバーを使うことを思いついたのが最初だ

ったという。洋式トイレの白い便座カバー

を、写真やオブジェで飾った独特のアート。

テレビで取り上げられて有名になり、1992

年に美術館をオープンした。千枚以上の

作品が、扉から天井までぎっしり展示され

ている。

いっけんガラクタに見えて、オタカラの

山だ。テキサス州の車のナンバープレート

や、スパーズの優勝を記念して選手の顔

写真をはりつけたもの。サダム・フセイン

が使っていたトイレの一部。打ち上げに失

敗して爆発したスペースシャトル「チャレン
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ニオーサの会場の飾りつけ。フィエスタは、サン
アントニオの文化と歴史を祝う大事なお祭りだ

フィエスタのピ
ンバッジ。企業
や団体が毎年新
しくつくって、売
ったり交換しあ
ったりする

カスカローネスの
伝統を守るローザ
さん。肩にかけた
フィエスタのピン
バッジのコレクシ
ョンは、10 パウ
ンドはする重さ

フィエスタの屋台名物、
串刺しフライドチキン

上：千枚以上の
作品を展示する
「Toilet Seat Art 
Museum」
左：誰かにもらっ
たという日本円の
お札でつくった作
品＝「Toilet Seat 
Art Museum」





ジャー」の破片…。

世界中から「素材」が送られてくるそうだ。

チャレンジャーの破片も、ケープ・カナベ

ラルに浮かぶ残骸を見つけた人が、NASA

に渡そうとしたが断られ、「バーニーさん、

あなたの手でアートにしてください」と頼ん

できた。

1 枚つくるのに、多いときで200 時間

を費やす。すべての作品の背景を克明に

覚えているのがすごい。2年前に亡くなっ

た妻のゆかりの品を使ったシートもあった。

自分の人生、家族の記憶、アメリカという

国の思い出を、バーニーさんはいわばアル

バムにしているのだと思う。

一番気に入っている作品はどれですか、

と聞くと、扉の近くにあった1枚のシート

を持ち上げて抱えた。「これはね、私がよ

く知っている12歳の男の子が書いたもの

なんですよ」。指さす先に、ボロボロで文

字が消えかけている紙があった。

「テキサス・イーストランドのハイスクー

ルに通っていて、先生から宿題で詩を暗

誦するよう言われました。男の子は一生懸

命これを見ながら練習してね、立派に暗誦

したんですよ」

「ジャングル・ブック」で有名なイギリ

スの詩人、キプリングの「When Earth’s 

Last Picture is Painted」。バーニーさん

はそれをすらすらと暗誦し始めた。けっこ

う長い。すごい記憶力だ。12歳というから

孫かひ孫の自慢話をしているのだろうと思

いながら、私は聞いていた。暗誦を終え

ると、バーニーさんは微笑んだ。「この子

はね、私なんですよ」

つい、ホロリとした。人はみな、いくつ

になっても少年少女のままなのだ。
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The Alamo & 
The San Antonio Missions
www.thealamo.org
www.visitsanantonio.com/missions

サンアントニオには、18世紀のスペイン

植民地時代に建設されたミッションが５カ

所あり、ユネスコの世界遺産に認定されて

いる。北米でミッションが最も集中する場

所だ。

史跡「アラモ砦」は、西部劇映画で有名。

19世紀前半、テキサス革命のさなか、大

人数のメキシコ軍を相手に、この砦で激し

い闘いが繰り広げられた。自由のために

犠牲を払った先人たちは、テキサスの誇り

になっている。

San Antonio River Walk
www.thesanantonioriverwalk.com

サンアントニオは、旅行者にとって歩き

やすい街だ。なんでもビッグなテキサス

の中では、特にそう感じる。観光名所の

のアラモ砦へも、歩いて行かれる。

サンアントニオ・リバーウォークは、街の中心部

を流れる川に沿って整備された遊歩道。飲食店

や土産物屋が両岸に並び、水上タクシーや遊覧

ボートの乗降場が点在する。最近、15マイルに

延伸された。サイクリングやジョギング、バード

ウォッチング、犬の散歩を楽しむ人が多い。

再開発でレストランが増えた注目のパール地区

へも、リバーウォークに沿ってアクセスできる。

「Cured」「Bakery Lorraine」など、雑誌に取り

上げられて人気の店が集まっている。

The St. Anthony, A Luxury Collection
www.thestanthonyhotel.com

ダウンタウンの中心、リバーウォークへ数ブロックの便利な場所。1909年にできた

高級ホテルで、著名人の常宿。昨年秋に改装を終えてオープンした。

Hotel Emma
www.thehotelemma.com

再開発で人気のパール地区に、昨年秋に

オープン。119年の歴史がある古い醸造所

をモダンに改装。ユニークで洗練されたイ

ンテリアが大評判。テキサス南部流のラグ

ジュアリーを体験できる。

「Toilet Seat Art 
Museum」のア
ーティスト、バ
ーニー・スミスさ
ん。すべての作
品の背景をこと
細かに覚えてい
て、嬉々として語
ってくれる

サンアントニオ・リバーの両岸のテラス
には、Tex-Mex や BBQ、ガルフでと
れるシーフードのレストランなどが並ぶ

パール地区の
カフェ「Bakery 
Lorraine」 の
オーナー、ア
ンさん（左）と
ジェレミーさ
ん。ナパにあ
るトーマス・ケ
ラーの名店「Bouchon」で働いていて
知り合った。シェフ以上に大変なパティ
シエの道。いったんはあきらめて転職し、
引っ越したサンアントニオで、夢のカフ
ェをオープンさせた

1755 年に建設されたミッション・コンセプシオン

ミッション・サンホセの中庭

古い醸造所を改装した「Hotel Emma」のロビー

主なみどころ

おすすめホテル

サンアントニオ　旅の最新情報はここで！
San Antonio Convention & Visitors Bureau   /   www.visitsanantonio.com





中南米地域で注目すべき市場は？
 

最も注目されている市場はメキシコで

す。4年前の在メキシコの日系企業の数

は400社程度だったと記憶していますが、

現在では1,000社を超える勢いです。特

にバヒオと呼ばれる中央高原地域への自

動車系企業の進出が目立っています。メ

キシコ進出のメリットとして、まずは世

界最大の市場アメリカとの隣接、すなわ

ち地理的な優位性が挙げられます。次に

安い労働力です。メキシコの工員の労働

賃金水準はアメリカの約4分の1程度に過

ぎません。広いFTAネットワークを有し

ていることも魅力の一つです。メキシコ

が結ぶFTAを利用して、現地企業は米国

や日本、EU、中南米諸国などへ関税免除

で輸出できるのです。

 

現在は低迷していますが、ブラジル市

場も見逃せません。自動車中心のメキシ

コとは異なり、進出企業の業種は多種多

様です。メキシコが主に輸出向け生産拠

点として機能しているのに対し、2億超の

人口を抱えるブラジルでは地産地消、つ

まり現地で生産して消費するタイプの事

業が多く見られます。景気の激しい浮き

沈みを繰り返してきた歴史から推測する

と、数年後にはかならず回復する市場だ

と思います。

 

その他では、プロサッカーチームのオ

ーナーも務めたマウリシオ・マクリ氏が

昨年大統領に就任したアルゼ

ンチンが挙げられます。同国

と聞けば前の左派政権が導入

した様々な規制により、非常

にビジネスがやりにくいイメ

ージでした。マクリ新政権の

誕生以降には「プロビジネス」

的な政策が相次いで導入され

ています。中南米三位の経済

規模をもつ同国への投資が進

めば、近い将来有望な市場に

成長すると期待できます。

 

中南米でビジネスを行う
メリットは？

 

日本の本社の多くはアジア

地域を向いており、自動車で

注目されるメキシコを除けば

中南米の話題が出ることはあ

まりないようです。じつは中

南米諸国のGDPを足しあげると、ASEAN

とインドを足した経済規模と同等程度に

なります。また、GDPの個人消費を見ると、

中南米全体で中国の消費市場より大きく

なります。アジアの新興国に引けをとら

ず、日本企業にとっても見逃せない市場

だと考えられます。

 

日系企業がビジネスを展開するに
あたっての障壁は？

 

ラテン文化そのものが挙げられます。

ある中南米の国の街角でレストランの場

所を聞くとします。どの人も丁寧に道順

を教えてくれます。しかし、言われた通

りに行ってみて、目的地にたどり着ける

可能性は低いです。たどり着くには複数

の人に聞く必要があるかもしれません。

彼らに悪気はありません。知らないのに、

教えてあげたいだけなのです（笑）。日本

の感覚で簡単に人の言うことを信じてし

まうとしっぺ返しを受けることがありま

す。「親切だけどいい加減」。これはラテン

文化の一つと言えます。

ASEANとインドに相当する巨大市場
中南米進出の可能性を探る

TWIグローバルビジネス
エグゼクティブコンサルタント

水野亮さん

New Business Close Up アメリカで新たな事業を手がける人物をクローズアップするインタビューシリーズ。
初回は中南米の市場調査、進出の事前サポートを手がけるTWIグローバルビジネスの水野氏に聞く。
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PROFILE
米国、ブラジル、ドミニカ共和国、ニカラグ

アなどにおいて政府機関やマーケットリサー

チ会社での駐在経験、前職の日本貿易振興機

構（ジェトロ）在勤中には東京本部やニューヨ

ーク事務所にて中南米・米国市場や通商政策

などに関する調査業務に従事。「中南米ビジネ

ス拠点の比較と米国企業の活用事例」「米国

からの中南米市場戦略」「FTA ガイドブック

2007」など著書多数。連絡先は rmizuno@

twinc.com　

ブラジルの日系企業の方とお話しをし

ていると、現地でビジネスをするための5

つの「あ」の心構えを耳にします。それは

「あわてない、あせらない、あきらめない、

あんしんしない、あてにしない」を指しま

す。上述のレストランの場所を尋ねる例

でいえば、「あんしんしない」や「あてにし

ない」の心構えが試されます。中南米の人

とつきあうにはこのような心構えに基づ

く、柔軟な対応が求められます。

 

水野さん自身が最も印象的な
中南米の国は？

 

ブラジルに2001年から2003年まで住

んでいました。2002年には日韓W杯で優

勝したブラジルの代表チームが首都のブ

ラジリアに凱旋して華やかなパレードを

繰り広げたことが記憶に焼き付いていま

す。当時のアルゼンチン債務危機やブラ

ジルの電力危機、左派のルーラ大統領候

補の台頭などを原因とした不安定な経済

状況とは関係なく、人々は勝利に酔いし

れました。ブラジルの人は自分の幸福を

追求することに長けているように思いま

す。それは貧乏な地域に暮らしていても

頭上からマンゴーが落ちてきたり、夕方

には海で釣りをしたりと、豊かな食料資

源に恵まれていることからくる心のゆと

りなのかもしれません。

 

TWIグローバルビジネスの
10年後のイメージは？

 

アメリカで日本と中南米の架け橋にな

りたいという思いでTeruko Weinberg  

Inc.にて新しい事業を立ち上げました。将

来的にはロサンゼルスのみならず、ブラ

ジルやメキシコなど主要国、またアメリ

カでもニューヨークや「中南米の首都」と

言われるマイアミなどでも事業を展開し、

中南米ビジネスのお手伝いができればと

思っています。さらに日本の企業だけで

なく、中南米や日本への進出を希望する

アメリカ企業のお手伝いも視野に入れて

います。
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FL:今、日本でどんな活動を行っているの

でしょう？　料理はそのうちどれくらいの割

合ですか？

 

料理研究家としてはこの3年で4、5冊、

電子書籍やDVDという形で出版していま

す。あとは「カブドル（株のアイドル）」として、

株をやっている人でビッドコインを始めたい

という人のための本を対談形式で出したり、

また、日本上陸が近いと思われるカジノの

ルールに親しんでいただくためのセミナー

やツアーも実施したりしています。料理は仕

事全体の3分の1くらいでしょうか。

 

FL:料理研究のお仕事を始めたきっかけ

は？

 

短大の家政科出身で元々料理は好きでし

た。4年前から1年ほどロサンゼルスに住ん

でいたことがあり、その時に日本とはオー

ブンの使い方が全然違ったり、スーパーで

売っている野菜も珍しいものがあったりと、

料理に対する気持ちがどんどん膨らんだん

ですね。私のように日本からアメリカに来た

人は、きっと慣れないことがたくさんあるだ

ろうなと思って、アメリカで簡単に美味しく

作れるレシピを研究して、まずCookPadに

掲載し始めました。それからフロントライン

の連載のお話をいただき、この9月で3年

になります。

 

FL:アメリカ在住者向けのレシピということ

で、気をつけていることは？

 

アメリカでは日本の薬味などは手に入りに

くいですよね。ゆずは見当たらないし、ミョ

ウガも驚くほど高い。だから、手に入る食

材で日本の味が出せるレシピを心がけてい

ます。今回も久しぶりにロサンゼルスに来

たので、日系スーパーに行ってどんなもの

が並んでいるかチェックして帰りたいと思っ

ています。

それから、アメリカでは日本的な旬が感

じにくいかもしれないですが、それでも七

夕の季節には食材をお星様にかたどってみ

たりと、イベント感が伝わるレシピを時季

に応じてご紹介できるようにと考えています。

読者の皆さんには、ぜひ、実際に作ってい

ただきたいと思います。

 

FL:今後の予定は？

 

料理に関しては動画コンテンツや電子書

籍などで世界に「おいしくて簡単なレシピ」

を発信していきたいです。また、アメリカに

はもっと頻繁に来たいです。カリフォルニア

は気候もいいですし、人が皆明るく、カラ

ッとしているところが気に入っています。10

年後には、またここに住めたら最高ですね。

編集部より：本インタビュー記事掲載のため、通常の「名波はるか　美味しい簡単おうちごはん」は休載します。９月号で掲載再開します。

FL:今、日本でどんな活動を行っているの

でしょう？　料理はそのうちどれくらいの割

ですね。私のように日本からアメリカに来た

人は、きっと慣れないことがたくさんあるだ

に応じてご紹介できるようにと考えています。

読者の皆さんには、ぜひ、実際に作ってい

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。2013年、
フロントラインでの
料理コラム執筆を契
機に料理研究家とし
ても活動開始。

名波さんが出演してい
る料理レシピのDVD
「時短！簡単！レシピ集　
一人暮らしの貴方へ」
を２名の読者にプレゼ
ント！
応募方法：「名波さんの

DVD希望」と明記の上、info@usfl .com
宛にご応募ください。締め切りは2016
年 8月31日。当選者の発表はDVD 発
送をもってかえさせていただきます。

S P E C I A L  I N T E R V I E W

PROFILE

「おいしい簡単おうちごはん」の
名波はるかさん

アメリカで手に入る
食材で日本の味を
2013年から本誌でスタートした料理コラム「おいしい簡単

おうちごはん」。この連載を契機に料理研究家としてのキャ

リアを本格的にスタートさせたタレントの名波はるかさん

が、2016年6月にロサンゼルスを訪れた。本誌編集部が

料理への思いと今後の計画について名波さんを直撃した。

P R E S E N T
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バージニア州の北部は、首都ワシント

ンDCの通勤圏だ。裕福で教養のある住民

が多いからか、有名なシェフが手がける

レストランや、エレガントなリゾートと

いった「社交場」にも遭遇する。

狩猟が盛んで、林野に近い小さな街を

通れば、キツネ狩りで活躍するフォック

スハウンド犬のモチーフがあふれている。

乗馬も、いまだに文化として根づく。

子供たちのクラブ活動に、サッカーやバ

スケットボールに交じって、馬術が当た

り前に組み込まれている。押し寄せる開

発の波で、乗馬ができる場所は徐々に減

っているとはいえ、ドッグフレンドリー

ならぬホースフレンドリーな（自分の馬を

連れて一緒に泊まれる）リゾートまである

ぐらいだ。

日本から結婚式を挙げにくるカップル

も多いと聞く。取材先のガーデンやホテ

ルで、「挙式の記念に日本人カップルが植

えていった木」を見せられた。そのような

風習は日本では私は見聞きしたことはな

いのだが、ここバージニアでは「結婚＝植

樹」が日本の伝統文化だと思われているの

かも?! 

バージニア州の観光PRキャッチフレ

ーズは、しゃれている。「Virginia is for 

Lovers」。私はずっと「恋人たちの場所」

という意味かと思っていた。そうではな

くて、何かをこよなく愛する人、Virginia is 

for Lovers of XXX…。そういう意味なのだ

と、地元の人が教えてくれた。対象は、ワ

インでもいい、ハイキングでも乗馬でも。

生きることでも、もちろんロマンスでも。

バージニアの休日
 ～スパ＆リゾート編

文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）
取材協力／バージニア州観光局（Special thanks to Virginia Tourism Corporation）

バージニア州北部で最大規模の奴隷農園「Oatlands」
の跡地。南北戦争前まではオーツ麦を栽培していた。
今は花が咲き乱れる庭園で、結婚式もよく行われる

彩りも楽しい、ワイナリー「Pippin Hill」の食事

「Keswick Hall」のインフィニ
ティ・プールとゴルフコース

狩猟が盛んなバージニア州。写真は、ミドルバーグ
の街角のショーウィンドー

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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バージニア州　旅の最新・参考情報はここで！
www.Virginia.org（バージニア州） www.VisitLoudoun.org（ラウドゥン郡）
www.VisitCharlottesville.org www.VisitMiddleburgVA.com
 （シャーロッツビル周辺） （ミドルバーグ）

Salamander Resort & Spa
500 North Pendleton Street

Middleburg, VA
SalamanderResort.com

ラウドゥン郡は、バージニア州の中でも最も
馬の数が多い地域だ。この地で、ケンタッ
キー・ダービーの優勝馬が生まれ育ち、馬術
のオリンピック選手が腕を磨き、ジャッキー・
ケネディ大統領夫人が愛馬を駆った。
ミドルバーグにある「サラマンダー」は、馬
好きにはたまらないリゾートだ。広大な敷地

に乗馬用のトレイルが走り、「馬連
れ」で宿泊ができる。「愛馬と一緒
に結婚式を」という花嫁の願いも叶
えてくれる。
地元のアーティストが描いた馬の絵
や彫刻が、ロビーやレストランを
いっぱいに飾る。
トレイル・ライディングや乗馬の
レッスンがあるが、一番人気は夏の
間だけ行われる「Yoga in Stable」と
いうプログラムだ。6時半頃、馬小
屋に集まり、のぼってくる朝日に向
かってヨガをする。馬の背に乗って、
アクロバティックなポーズをとることも。
サラマンダーでは「Equi-spective」というコ
ンセプトを大事にしている。「馬は見世物で
はなく、単なる移動の手段でもない。私たち
人間にとって『真の自分を映し出す鏡』です。
馬の息づかいを感じて一緒に呼吸してくださ
い」と、インストラクターの女性は言っていた。

創業者のシーラ・ジョンソン CEO は、黒人
女性経営者のパイオニア的存在だ。娘のペイ
ジさんは、馬術競技で国際大会に出場する。
そんな背景もあって、サラマンダーは女性向
けのプログラムに力を入れている。
併設のスパは、小規模ながら、上質のトリー
トメントが受けられる。

Pippin Hill Farm & Vineyards
5022 Plank Road, North Garden, VA

www.PippinHillFarm.com

美しい山並みを眺めながら、ファーム・トゥ・
テーブルの食事が楽しめるワイナリー。ウェ
ディングのロケーションとしても人気がある。

Keswick Hall
701 Club Drive, Keswick, VA

www.Keswick.com

世界遺産に認定されているバージニア大学
のキャンパスの教会で結婚式を挙げたあと、
ここに泊まるのが人気のコース。日本から
も、ここで挙式した芸能人の影響で、ウェ
ディング・ツアー需要がかなりあると聞い
た。ふだんは、ワシントン DC からのステ
イケーション客が多い。
小花模様のデザインで一世を風靡した「ロー
ラ・アシュレイ」にゆかりがあるホテルで、
実は、倉庫にアシュレイ・ブランドの未使用
のビンテージ生地が大量に保管されていると
いう。スタッフの人から「誰か買い取ってく
れる人、いないかしら…？」と真剣に相談さ
れた。興味のある人は連絡してみるといい。

The Clifton Inn & Restaurant
1296 Clifton Inn Drive, Charlottesville, VA

www.Clifton-Inn.com

ブルーリッジ山脈のふもとにたたずむ、エ
レガントなブティックホテル。政治家や俳
優も、おしのびでやってくる。
シャーロッツビル周辺には美味しいレスト
ランが多いが、ここ「クリフトン」のレス
トランは、モーリシャス出身のシェフが考
え出すユニークな料理が評判だ。
貝殻のシャンデリアやコンクリートのバーカ
ウンターなど、エレガントで遊びごころいっ
ぱいの、考え抜かれたインテリアも楽しい。

乗
馬
の
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や
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「Clifton Inn」併設のレストラン

朝日に向かって馬と一緒にヨガをする
「Salamander」で人気のプログラム
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「Monticello Wine Trail」途上にある「Pippin Hill」

「Pippin Hill」のアペタイザー

「Keswick Hall」の客室

「Keswick Hall」のプールサイド

グリルしたタコ
に、カレーとパ
ルメザンチーズ
で味つけしたグ
リッツ、菊の香
りがするリンゴ
を組み合わせた
一 品。「Clifton」
のディナーから
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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 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 Construction Admin DOE
製造(NJ)ApplctnEngr  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(NJ) Auditor DOE
メディア Producer Asst 30K+
　新卒OK!
メディア Admin/SalesAsst T→F
　新卒OK!
商社(NJ) Purchasing 30-40K
広告 Account Executive DOE

●金融 銀行 会計●
金融 Credit AVP 100-115K
金融 A/P/Admin 45-55K
金融 InfoSecurityAnalyst DOE
会計 Audit/Tax/Acctg 55-65K
　監査経験＋
メディア Accountant 55-60K
金融(NJ)IT Security Mgr DOE
金融(NJ)Asst Controller DOE

●コンピューター●
Java Developer DOE~120K
System Engnr 40-70K
ERP Operation 44-50K
Help Desk Engineer 43K
Project Mgr DOE
Server/Store Engr DOE
Sales DOE
Network Engineer DOE

●商社 製造 その他●
商社 Staff Accountant 48K

最新求人情報毎日更新

全米でのポジションあり!

商社 Admin 44K
商社 Sales 40K
商社 Administrator 30-40K
商社 Executive Asst DOE
商社 Logistics Coord DOE
商社Research Analyst DOE
商社倉庫Supervisor DOE
メディア Accountant 55-60K
メディア Translator 48K
メディア  Fin Reporter 40K+
メディア Satelite Coord 27K
　パートタイム可
メディア Producer Asst DOE
　JFK 勤務/シフト制
製造 E-CommerceMgr 80-100K
製造 Sales 55K
製造 SalesRprsntatv 35-45K
　社用車有／新卒OK!
サービスHR/GA Mgr 45-50K
サービス Sales Rep 40K+
サービスAcctgAsst 35-45K
デザイン Accn Exctv 35-40K
　車の免許必須
デザイン Prdctn Coord 30-35K
物流 Operation Agent DOE
物流 Air Export DOE
　JDK近郊／経要
旅行 法人予約 DOE
　経験者
旅行 Corporate Sales DOE
非営利 Biz Development 41K
小売 Sales Associate 30-40K
　JFK勤務
不動産  Agent DOE
広告 Sales DOE
　営業経験必須

●ニュージャージー州●
商社 Purchase Coord 30-40K
商社 Sales 35K
　車免許必要
商社 Data Entry 27K
　午後勤務
会計 Auditor 50-70K
　経験者／ビザサポ有
不動産 Cust Svc 30K

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 System Engineer パート
IT Project Manager 長期
　金融バックグランド＋
IT Acctg/Admin Asst 9ヶ月
IT 購買 Asst 1年間
サービス Acctg/Admin Asst 長期
サービス Operator T→F
サービス 経理Asst T→F
金融 IT Asst T→F
コンサルEngr Consul T→F
コンサルEnergy Consul T→F
商社 Sales Asst T→F
商社(NJ) Mktg Asst パート
メディア Admin Asst 2ヶ月
会計 Acctg Assistant パート
製造 Assistant パート

●他州●
CA州 MediaSr.PrdctMgr 100K
CA州 IT Project Mngr 50-70K
CA州 製造AsstSalesMgr 40-70K
CA州 製造 Accnt Exec 55-65K
CA州 IT ERP Oprtion 44-50K
CA州 District Manager 48K
　エントリーレベルOK!
CA州 IT Network Engr 45K+
CA州 IT Sales DOE
CA州 IT Network Tech DOE
DCメディア AsstPrdcer 28-32K
DC 商社  Sales DOE
DCサービス Assistant 30-40K
DC商社OfficeSupport 31K
HI州 Help Desk Engr 40K
IL州 製造 WarehouseMgr 70-80K
IL州IT LanSystemEngr 65-75K
IL州 IT SalesManager 45-65K
IL州 製造 Outside Sls 40-55K
IL州不動産Coord 35K
MI州 BizDevelopMgr 90-100K
NE州Logistics Asst 40-45K
OH州Sales Coord 40K
TX州 NetworkEngr/PM 70-80K
VA州 Production Engnr DOE

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 FinancialAnalyst DOE
サービス Product Mgr DOE
サービス Data Analyst DOE
サービス R & D DOE
サービス Public Relation DOE
IT Web Engineer DOE
IT ソフトウェア開発 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
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VP Credit Risk ~$180k
銀行 Compliance AVP ~$115k
銀行 Strategic Planning ~$100k
銀行 Reg. Reporting ~$95k
銀行 Credit Div. Planning ~$95k
銀行 法務 $70-$90k
銀行 秘書 ~$90k
銀行Corp.PlanningOffcr $60- $85k
銀行Credit Analyst (LA) ~$75k
銀行 Marketing Manager $65k
銀行Credit Admin ~$65k
銀行Cash Management $$
銀行 Credit Spe.(Chicago) ~$65k
銀行 Customer Service ~$60k
銀行 Loan Admin(NY/NJ) ~$60k
銀行 Office Manager ~$55k
金融 M&A VP $$$
金融 IR Marketing ~$100k
金融VP Japanese Equity Sales $$
金融 Accnt & Tax Manager $$
金融 Fin Translator(日英) $$
金融 M&A Analyst ~$80k
金融 Fixed Income Analyst ~$80k
金融 Fund Client Service ~$80k
金融 Planing (Advanced English)
金融 Jr. Auditor $50-$75k
金融 Jr. Counterparty Risk $$
金融 Jr. Trader ~$65k
金融 Frontサポート 長期テンプ
金融 IR テンプ 4~6 Months
金融 US Equity Sales Temp
イベント Mktg/Sales ~$48k
旅行 Consultant ~$35k
商社 Bookkeeping ~$42k
Fund Client Service ~$85k
(東京)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
2016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
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

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

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

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

ライター大募集！！

US FrontLineでは全米各地で
活躍されているライターを募
集しています。明るく元気の
ある方からの募集をお待ちし
ています。特に以下のエリア
の方々からのご応募大歓迎！

■ニューヨーク
■ボストン
■サンノゼ
■シカゴ
■ミシガン
■サンフランシスコ
■ダラス
■ヒューストン

履歴書をご送付ください。
Email: resume@usfl.com

USフロントライン
クラシファイド広告

ホームページにも
自動掲載中！

www.usfl.com

インターン募集
履歴書を

ご送付ください
USフロントライン

e-mail:
resume@usfl.com

usfl.com
これからも
ビジネスや

アメリカ生活の
強い味方に

US FrontLineの
ウェブサイトを
ご利用ください。
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中西部・南部・西海岸の求人／不動産

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

フルタイムIT社員募集
システムテスター、プログラ
マー社員募集。
IT関連業務ですが経験は問い
ません。
勤務地:TEXAS HOUSTON
給与：応相談、健康保険サポ
ート。VISAサポート有。英語
もしくは日本語の履歴書をE
メールでお送り下さい。
saiyous@e-noac.com
NOAC INTERNATIONAL INC.
12337 Jones Rd. #200-14
Houston, TX 77070
(281)660-2238

正社員募集
生活支援(引越)事業
30kgのものを持ち運ぶこと
ができる方。合法的にアメリ
カで就労できるステータスを
お持ちの方。日本語が話せる
方。
給料：DOE　
ベネフィット各種あり。
勤務地：中西部・南部都市
まずは、希望勤務地と履歴
書を下記までお送り下さい。
sakao@yamatoamerica.com
Yamato Transport U.S.A., Inc.
920 Dillon Drive 
Wood Dale, IL 60191
(630)595-8114

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

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

Software Development
Engineer needed by online 
ad agency in SF. Design, 
code & debug new web 
& smartphone ads. Must 
have Japanese fluency, BS 
in Comp. Sci or related, 
and 1 yr exp. 
Send resume to 
CyberZ USA Inc., 
Attn: Fukami,
601 4th St, #214
San Francisco, CA 94107

USフロントラインは
インターンを募集中！！

E-mail: resume@usfl.com

全米の日系ネットワークを
カバーする米国日系情報誌

USフロントライン
クラシファイド広告

ホームページにも自動掲載中！
www.usfl.com

Tel: 310-294-5778

US FrontLine 営業社員募集

フルタイム営業社員（ソリュ
ーション営業)募集。明るく元
気のある方からの募集をお待
ちしています。給与応談、医
療保険、ビザサポート有。
履歴書を送付ください。
Email: resume@usfl.com

US FrontLine 編集社員募集

フルタイム編集事務社員募
集。明るく元気のある方から
の募集をお待ちしています。
給与応談、医療保険、ビザサ
ポートあり。まずは履歴書を
送付ください。
Email: resume@usfl.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。

商業用売買物件
Leonia
2FL 35,800Sq 
面積 10,676Sq 
44Car Tenant 銀行 $1,100万

住居用売買物件
Fort Lee
Duplex 3Br 3.5Bth 小中学校
近 格安 $590,000
Cresskill
土地面積(一軒家建築用地) 
0.38Acre 125x132 
$790,000
Ridgefield
一軒家 3Br 3Bth 1Car 
交通便利 $460,000
Palisad1e Park
Condo 1Br 1Bth 1Parking  
$290,000

USフロントライン
クラシファイド広告

ホームページにも
自動掲載中！

www.usfl.com

インターン募集
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
New Milford
一軒家 5Br 3Bth 2Car 庭広
格安 $468,000
Cliffside Park
Condo
(Carlyle Towers Condo)
1Br 1.5Bth Doorman NY 
View Doorman Pool Gym 
$365,000

商業用賃貸物件(Office用)
Fort Lee
GWBridgeまで徒歩1 分 NY
市内に至近パーキング可 少
人数会社orエグゼクティブス
イートに最適格安にて奉仕 
$1,000-1,300
Ridgewood
賑やかな商店街２階
$300-$500

賃貸物件（住居用）
Fort Lee
Duplex 3Br 2.5Bth 2Car Gar 
$3,500
TWH 2Br 1.5Bth 1Car Gar 
$2,100
Coop 1Br 1Bth 1Car Sp 
$1,200
2Family 2FL 2Br 1.5Bth 
1Car Sp $1,850
Mid rise 1Br 1.5Bth 1Car Sp 
$1,900
Palisade Park
Duplex 3Br 2.5Bth 1Car Gar 
$3,200
2Family 2Br 1Bth 1Car Sp 
$1,600
Englewood Cliff
一軒家 3Br 2.5Bth 2Car Gar 
$3,300

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

食品衛生管理者日本語クラス
３人以上で毎週開催。料理人、
バーテンダー、食関係者必携
お問合せは213-680-0011
restaurantacademy@gmail.
com
alljapannews,inc
japanese restaurant news
www.alljapannews.com

売レストラン
★お店は観光の中心地に位置
しています。
(観光用汽車の駅からすぐ)
★最大38席
★新しいカウンターを設置し、
新しいイスにリモデル済み
★店のとなりに、広い事務所
と在庫保管場所があります。

★facebook.com/sushitarian
durango/で店のイメージを
感じて頂けます。
12万8000ドルコロラド州、
970-946-9664
toshihirohiraoka@yahoo.
com

日系ヘルプライン
"いのちの電話"

無料電話相談、情報照会サー
ビス。ビザ、職場問題、住宅、
結婚、離婚、DV、育児、事故、
医療、社会福祉、訴訟、暴力問
題等、一人で悩まず、まずは
電話を。秘密厳守。
受付:月-金、10時-10時
TEL:213 473 1633

掲載の広告につきましては、一切の責任を負
いかねますのでご承知おき下さい。
FrontLine International, Inc. is not responsible 
for the contents of classified advertisement.
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1行6ドル

FrontLine International, Inc.

e-mail:
classified@usfl.com

インターン募集
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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■詳細：http://suzukachan.com/

■住所：530 W. 25th St., #408, New York, NY 10001
■開催期間：2016年8月9日～20日、11am-6pm（日曜・月曜　休み）
■レセプション：2016年8月11日（木曜）5pm-7pm

大阪市の1歳の女の子、金田涼
すずか

香ちゃんは100万人にひとりと言われる難病「進
行性の肺静脈狭窄に伴う重症の肺高血圧」を抱えている。助かるためには肺移植
を行う手術しか道は残されていない。2016年7月中旬現在、オハイオ州シンシ
ナティ小児病院から受け入れ許可を得ているが、海外での手術に日本の健康保
険は適用されないため、3億円超の莫大な費用がかかる。そこで日本での募金活
動が広がっているが、まだICUの治療代などが足りていないため、急遽、アメリ
カでも募金活動が開始されることになった。涼香ちゃんは7月中にも渡米する予
定。
大阪に本拠を置く「すずかちゃんを救う会」からの依頼を受け、翻訳などのボラ
ンティアとして携わっている関係者によると「涼香ちゃんの双子の妹の清香ちゃ
んは、同じ病気で既に生後11カ月の時に亡くなっている。涼香ちゃんを何とし
てでも助けたい」と語っている。涼香ちゃんの情報と募金窓口は、下記の救う会
のウェブサイトまで。

日本人アーティストのために作品を発表する機会を提供してきたJCATが、
チェルシーのギャラリー、Noho M55 Gallery でJCAT所属アーティストのグ
ループ展“LIFE -From Japan: Contemporary Japanese art and craft”
を開催する。
参加アーティストは、下原亜矢、井沢よしまさ、倉持伊吹、加藤豪、升方允子、
古屋正成、富永多美子、小須田逸子、岡本健、才田祥子、於保多香子、時遊神/中
田毅志、本橋えり、毛塚恵、浅井文昭、牛丸美穂、船山直明、鈴木愛、鈴木裕己、
Ardyce、Akane、須田陽介。「LIFE」をテーマにした22人のアーティストによ
る作品が展示される。

難病の1歳の女の子を救う
手術費用の募金を呼びかけ

NYの日本人アーティスト
チェルシーでグループ展

NEWS

EVENT
■詳細：www.united.com/Polaris

■詳細・問い合わせ：http://www.masahiro-naruse.com

ユナイテッド航空は「ユナ
イテッド・ポラリス」の専
用ラウンジを12月1日にシ
カゴ・オヘア国際空港に開
設する。快適な睡眠を重視
した、新しい国際線ビジネ
スクラス「ユナイテッド・
ポラリス」を展開するのに
合わせて世界の9つの空港
に新ラウンジを開設するこ
とになった。新ラウンジはビジネスクラスの乗客向けとしては米国の航空会社唯
一となるスタイルを提供、特注の椅子や仮眠できるプライベート・デイベッド、
スパのようなシャワー施設でリフレッシュが可能。
「ユナイテッド・ポラリス」専用ラウンジ第1号はシカゴ・オヘア国際空港で12
月1日にオープン。続いて2017年に8つの空港（ロサンゼルス、サンフランシス
コ、ヒューストン、ニューヨーク/ニューアーク、ワシントン・ダレス、東京・成
田、香港、ロンドン・ヒースロー）で順次オープンされる。

東日本大震災の復興支援として制作された、チャリティ知育絵本『オバキチとゆ
めのだいぼうけん』。18人のアートディレクター、グラフィックデザイナー、イ
ラストレーターが各1ページを担当したこの絵本は、2012年3月、宮城県気仙沼
市にある旭ヶ丘学園に、日用品や文房具といった支援物資と一緒に寄付された。
その後、被災地を長期にわたり支援するために、売上金全額寄付のチャリティ絵
本として電子出版され、現在、iBooks(Apple)、kindle(Amazon)、Puboo 
にて販売中。
さらに、先般発生した熊本地震も受け、
支援の輪を広めるべく、英語版『An 
Adventure in Dreamland with 
Obakichi』と してAmazon、Puboo
で７月に出版された。この出版に際し、
ニューヨーク在住のクリエーターも新た
に加え、内容もバージョンアップさせた。
日本語版と同様売上金は全額、日本赤十
字社に寄付される予定。「日本語版と英語
版の言語による表現の違いも、ぜひ楽し
んでもらいたい」と同プロジェクト発起
人の成瀬将大さんは語っている。

ラウンジ「ユナイテッド・ポラリス」
12月にシカゴ・オヘア空港に開設

18人のクリエーターによる
震災復興支援絵本、英語版発行
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■詳細：http://www.zojirushi.com/app/product/ecygc_jp
■問い合わせ：1- 800-733-6270（トールフリー ）

■問い合わせ：KAZ International, Inc. 
310-320-5400 
2741 Plaza Del Amo, Suite 201, Torrance, CA 90503

■詳細：http://www.kaz-international.com

象印アメリカが、アイスコーヒー機能付きコーヒーメーカー「 Fresh Brew 
Plus 12-Cup Coffee Maker (EC-YGC120)」を新発売した。アイスバスケ
ット付ガラス容器やアイスコーヒー専用目盛り、保温オフ設定などの新しい機能
を搭載。ホットなら最大12杯、アイスでも最大6杯のコーヒーを一度に作ること
が可能。メーカー希望小売価格は、$175。

サプリメント原料販売会社KAZ Internationalから、天然の海草（メカブや沖
縄モズク）から抽出された最高濃度90％のフコイダンを1カプセル325mg含有
した「カズ フコイダン」、瞬発的な活力を与え、体の維持、修復、美容健康等の効
果を目的にした「カズ アミノ・パワー」、目の健康、栄養をサポートする24種類
の主要成分を含んだ「カズ アイ・フォーミュラ+」の3種類の新商品が発売され
た。発売記念スペシャルセールとして8月末まで大幅ディスカウントを実施して
いる。電話、Webサイト、または、Tokyo central、マルカイでも購入可能。

象印からアイスコーヒー機能付き
コーヒーメーカー新発売

KAZ Internationalサプリメント
新商品3種のスペシャルセール

NEWS
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■詳細：https://www.qsaiusa.com/smile/ 

■日時：8月12日（金）9pm〜　8月13日（土）7pm〜
■会場：Pechanga Resort & Casino 

45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592 
(877) 711-2946  
www.Pechanga.com

■チケットの問い合わせ：(714) 443-3500
■詳細：koreanconcert.net

■詳細：http://www.jetro.go.jp/mail5/u/l?p=lcOViU-MjuKP26hcOwc0zAZ

日本で30年以上販売されてい
る キ ュ ー サ イ の 青 汁、ア メ リ
カ で はfujiKaleと い う 名 前 で
Q’SAI USAから販売されてい
る。このたび、Q’SAI USAでは
多くの人に健康と笑顔を届けた
い と「The Smile for a Smile 
Campaign」を実施する。応募
するとfujiKale1箱（1カ月分）が
先着1万5000人にプレゼントさ
れる。キャンペーン期間は西海岸
時間の2016年9月4日まで。ただ
し、応募数に到達した際はその時
点で終了。
また、このキャンペーンでは、「あ
なたや大切な人の笑顔、あなたを笑顔にしてくれるものの写真（大好きな風景、
ペットの写真、趣味など）」を同時に募集し、送られた写真は、先着7000人分が
巨大な富士山のモザイクアートとなってホームページ上にキャンペーン期間中、
掲載される予定。

韓流歌手ファン・チヨルが、アメリカ初のコンサートをカリフォルニア州テメキ
ュラのPechanga Resort & Casinoで開催する。ファン・チヨルは中国の人
気オーディション番組「I Am A Singer」への出演をきっかけに、同国大手SNS 
Weiboでは50万以上のフォロワーを獲得、一大ブームとなった。同コンサート
のチケットは$70、＄90、$110、$150、$200。

特集「世界のエコシステム　イノベーション企業支援」では、これまでにない新
しいアイデアや高度技術を用い、次なる有望成長市場を作り出すスタートアップ
企業を支援するしくみ「エコシステム」が世界各地でどのように形成され、どの
ように活用されているかについて紹介されている。また、特別リポート「日本の
日用品を海外で売る～市場別攻略法～」では、高い技術と品質を誇る日本の日用
品が海外市場で受け入れられる要因は何か、欧州、米国、中国、ベトナムの各市
場別アプローチ法につき海外バイヤーの声も含め解説。その他、治安が改善しつ
つあるメキシコ市の生活、ベトナム・ホーチミン、バングラデシュ・ダッカの物
価情報、茨城の旋盤精密切削加工メーカーが取り組んできた海外戦略についても
紹介されている。

写真投稿で先着1万5000人に青汁進呈
Q’sai USAEndFragment キャンペーン実施中 

Pechanga Resort & Casinoで
韓流歌手「ファン・チヨル」コンサート 

月刊誌『ジェトロセンサー』
2016年8月号発行
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■問い合わせ：www.fl y-ana.com

■SHUHARI Matcha Café
1522 Abbot Kinney Blvd.
Venice, CA 90291
Phone: (424) 238-8324

全日本空輸は10月30日から羽田-ニューヨ
ーク線、羽田-シカゴ線の運行を新たに始め
る。羽田-ニューヨーク線は羽田を日本時間
の午前10時20分に出発、NYには現地時間
午前9時に到着、復路はNYを現地時間午後
4時55分に出発、羽田には翌日の午後9時
10分に到着する。
また羽田-シカゴ線は羽田を午前10時50分
に出発、シカゴに午前7時40分に到着。復路はシカゴを現地時間午後4時15分に
出発、羽田に翌日午後8時30分に到着する。これは2月に行われた日米両政府に
よる航空交渉で合意した羽田の日米路線発着枠を利用。これまで成田空港発着で
1日2便運行されているNY線とシカゴ線は各1便に減便される。

ロサンゼルス、ベニスビーチのアボッ
トキニーに抹茶カフェ「SHUHARI 
Matcha Café」第1号店がオープン。7
月8日には、在ロサンゼルス日本国総領
事公邸で開店記念イベントが開催され、
堀之内秀久総領事（当時）も出席した。
同店店名の“SHU”（守）は伝統を重んじ
る姿勢“HA”（破）は既存の枠組みにチ
ャレンジする姿勢、そして“RI”（離）は
画一的な教えからの旅立ちと自分自身の
ユニークなスタイルの確立を表す。伝統的な抹茶だけでなく、スパークリング抹
茶やオニギラズのような斬新な商品も販売されている。また、おなじみ文明堂総
本店のカステラなども購入可能。「コンセプトはクラシックとモダンのハイブリ
ット。新しい日本茶の魅力を感じていただきたい」と同店では話している。

全日空、10月30日から
羽田-ニューヨーク線、羽田-シカゴ線運行

「SHUHARI（守破離）抹茶カフェ」イベント
ロサンゼルス総領事公邸で開催

NEWS
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■問い合わせ：yugene@cox.net

■日時：8月15日（月）　7:05pmプレイボール
■場所：Yankee Stadium, 1 E. 161st St., Bronx, NY 10451
■詳細：www.vantelinsupports.com

■問い合わせ：212-840-6942/info@jaany.org

今年で37回目を迎える国際的な広告賞のテリー
アワードで、MIW Marketing & Consulting 
Group制作の田牧米2016年版のTVコマーシャル

が応募総数1万3000点以上の中
からブロンズ賞を受賞した。田牧
米のCMは今回で8作目、田牧
米ゴールドは日本の米食味分
析鑑定コンクールで７年連
続特別優秀賞も受賞してい
る。
M IW  M a r k e t i n g  & 
Consult ing Groupは
2001年設立のマルチカル
チュラルマーケティングを
専門とするフルサービスの広告代理店。

南カリフォルニア大分県人会は2017年で創立100周年を迎える。2017年には
100周年記念行事を開催する計画もあり、現在、同会では新規会員を積極的に募
っている。大分県出身者、ルーツが大分にある、大分に住んでいたことがある、
湯布院などの同県の温泉が好き、など入会理由は問わない。「新年会や県からの
情報提供を実施しているが、それ以外にも気軽な飲み会も不定期で開催してい
る。大分県の思い出を肴に集まりたい人なら誰でも歓迎する」と語るのは、南カ
リフォルニア大分県人会長のジーン会田さん。年会費は15ドル。問い合わせはE
メールで下記の会田さんまで。

8月15日月曜日、ニューヨークのヤンキー・ス
タジアムで行われるニューヨーク・ヤンキー
ス対トロント・ブルージェイズ戦で「ヤンキー
スTシャツナイト Presented By Kowa」が
開催される。
各部位の痛みに働きかけるKowaのバンテリ
ンは、2016年のニューヨーク・ヤンキースの
公式スポンサーとなっており、観戦に訪れた先
着1万8000人にヤンキース＆バンテリンTシ
ャツがプレゼントさせる。色はネイビー、サイズは大人XL。同社は「バンテリン
Tシャツを着て、このイベントをさらに盛り上げてほしい」と話している。

ニューヨーク日系人会（JAA）では、8月18日午前10時より12時まで米国移民
法の無料相談室を開催する。担当は三木克己弁護士。1人15分で予約が必要。
8月21日には第31回JAA外務大臣杯軟式野球大会決勝戦をセントラルパーク・
ノースメドー球場で、また、9月19日には第23回JAAチャリティーゴルフ大会
をハワースゴルフ場で開催する。ゴルフ大会の優勝者にはANA日本往復のビジ
ネスクラス航空券が進呈される。上記イベントの詳細は下記のニューヨーク日系
人回まで。

第37回Telly Awardに
MIW制作の田牧米TV CMが入賞

大分県人会100周年を前に
新規会員を大募集

ヤンキース戦で先着1万8000人に
バンテリンTシャツをプレゼント

ニューヨーク日系人会
８月後半以降のイベント
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アメリカにも社交辞令はあります。アメリカで「Let’s do 

lunch sometime（いつか昼御飯をご一緒しましょう）」と言わ

れたら、それは実際の招待ではありません。しかし、日本人の

社交辞令の頻度はアメリカよりかなり高く、それを言う時にも

日本人はとても真面目な雰囲気で言うためにアメリカ人には本

当の招待のように聞こえます。アメリカ人に対して雰囲気が良

く、かつ真剣に受け取られない発言をしたかったら、社交辞令

よりは、もう少し曖昧なものにした方が望ましいでしょう。例

えば、「I look forward to seeing you again.（次回お会いする

ことを楽しみにしています）」や「Please keep in touch.（是非

連絡を取り合いましょう）」のように。

しかし、すでに招待のように聞こえる社交辞令を言って、アメ

リカ人の相手はそれを文字通りに受け取ってしまった場合はどう

すればいいでしょう。その場でその招待を取り消したり、実は社

交辞令だけだったということを説明しようとしたりすれば、雰囲

気は非常に悪くなるはずですからおすすめはできません。

最も有効なのはその場で日を決めるのではなく、後で連絡し

たいと言うことです。そうすると、buy time（時間稼ぎ）ができ

ます。しかし、今すぐ決めない理由を、次のようにきちんと言

う必要があります。

■ I have to check with my wife to see when would be a 

good time. I’ll let you know.

（妻に聞いて、いつが良いかを確かめる必要があります。後で

連絡します）

■I need to check my calendar, let me get back to you about it.

（カレンダーをチェックする必要がありますので、後でそれに

関して連絡します）

または、次のように言って、家に招待するのではなく、家以

外の場所での待ち合わせを提案するのも有効です。

■ Actually, my wife is planning some remodeling, so the 

house will not be in any condition to receive guests for awhile. 

Let’s get together, but someplace other than my home.

（実は、妻は改装を計画していますので、とりあえず家に客を

迎えられる状態ではありません。是非お会いしたいのですが、

私の家以外の場所がいいです）

■ It would be great to get together again, but I was 

thinking about it, and it might be a bit inconvenient for 

you to come all the way to my home, so why don’t we make 

plans to meet at a restaurant downtown instead.

（また、お会いしたいが、考えたら、私の家まで来るのは遠い

のであなたにはちょっと不便だから、その代わりに町の中心に

あるレストランでの待ち合わせはいかがでしょうか）

■ There’s a festival going on in my town.  Why don’t we 

go to that instead of coming over to my place, I think you 

would enjoy it even more.

（私の町で祭りがあります。私の家に来ることよりは、それを

見に行くのはどうですか？　その方があなたにとってもっと楽

しいだろうと思います）

No. 178

アメリカ流社交辞令
No. 179

出題：Enigma
答えは 58ページに掲載

 答えのヒント 
日本の小学校では夏にこんな宿題も

タテのカギ
【タテ1】 跳ねる動物です
【タテ2】 ヒット曲「PRIDE」歌手・○○○樹
【タテ3】 女性が通う診療科と言えば○○

○科
【タテ6】 男女コンビによる漫才「○○漫才」
【タテ8】習慣化した行動

ヨコのカギ
【ヨコ1】 夏の風物詩の一つ
【ヨコ4】 8/16は○○○ナの誕生日
【ヨコ5】 本名ではありません
【ヨコ7】 フォーチュン・クッキーの中に 

入っています
【ヨコ9】 和楽器
【ヨコ10】伊達政宗の像が有名な○台市
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HEALTH
PR

Aさん（女性）： 「水素水」が一体何なのか知りたくて
今回説明会に参加しました。 多くの良い点を知るこ
とができ、毎日飲む水だからこそ大切だなと感じまし
た。長い目で見れば高くない買い物ですね。
Bさん（男性）：実は、6ヶ月間ほどアクオリアのミネ
ラル還元水素水を飲んでいます。毎朝のコーヒーがと
てもまろやかになり、ご飯も美味しくなった気がしま
す。体内年齢が若くなりました！

Q1. 水と身体の関係は？
私たちが毎日様々な形で飲む水。成人の

体の約60%は、水分が占めています。摂
取する水を変えれば、体質が変わるのは自
然な流れでしょう。
Q2. なぜ水素水は体にいいの？
現代人は、毎日の生活の中で多くのスト

レスや 危険因子にさらされています。ここ
から体内で増えた悪玉物質は、老化や生活
習慣病が進む原因となると言われています。
水素水は、その悪玉物質を還元し、無害な
水として排出させる力があるのです。
Q3. アクオリアの水素水は、何が違うの？
水素は地球上で最小の分子であるため。

体内の隅々までいきわたる利点がある一方、
ペットボトルなどのプラスチック容器を通り

抜けてしまい保存ができないという弱点もあ
ります。近年、健康飲料として販売されてい
るパッケージ入りの水素水は、飲料時には水
素が放散して残っていないものもあるようで
す。アクオリアの水素水は、生成時ミネラル
の中に水素を取り込ませることで、放散を阻
止。72時間保存が効き、耐熱性も生まれる
為、大腸までそのままの状態で水素を届け
ることができるのです。
Q4. おすすめの期待できる効果は？
特におすすめしたいのは、「美容効果」です。

皮膚への直接の貼付で、肌や頭髪の若返り
に効果があったとの実験結果が出ています。
医療品ではないので即効性があるわけでは
ないですが、自然に、そして簡単に若々し
さを追求できるのは嬉しいですね。

Aさん（女性）： 「水素水」が一体何なのか知りたくて

体組成計で体のことを知ろう！
↓実際の測定結果

 Aさん（女性） Bさん（男性）
年齢 79 歳 37 歳      
体内年齢  74 歳 32 歳      
体重 (kg) 63.4  58.95      
BMI  23.5 21.7       
体脂肪率 (%) 35.1 16.6       
筋肉量 (mm kg) 38.55 46.60      
基礎代謝 (kcal) 1193 1349      
体水分量 (%) 44.9 57.7       
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今、健康にいいと話題になっている「水素水」。このたび、日本製の「ミネラル還元水
素水生成器」をアメリカとカナダで販売開始し、大きな注目を集めているドレスイン社
代表、水素おじさんこと中本治樹さんに水素水についての質問に答えてもらった。

話題の水素水の謎を解明
『水素おじさん』中本治樹氏に聞く！
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