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この夏、全米のCostcoでも店頭に並び、

アメリカ全土で親しまれている「 Hello 

PANDA 」。実は日本でも1987年から販

売されていたのだが、思うような成果が出

ず1年で生産を終了。しかし、そのすぐ後

に東南アジアで発売され人気を博すことに

なる。「 チョコレートがクッキーに包まれ

ているため、べたべたと手につかず、暑い

地域と相性の良い商品なんです」と語った

のはMeiji America Inc. プレジデントの戸

谷和彦さん。

アメリカで販売を開始したのも30年前。

シンガポールで製造されたものを輸入して

いたが、難しさがあったのも事実だ。「セ

ールをする計画をしても商品がお店に入る

のが3カ月後だったり、港湾のストライキ

で商品が入ってこなかっ

たりと、なかなか思い通

りにはいかないものなん

ですよね。 そこで、10年

ほど前に専門の営業チー

ムを立ち上げ、メインス

トリームでの販路拡大を

目的に専用のパッケージ

も作りました。そうしてコツコツと業績を

積み重ねていき、2年前にカリフォルニア

州サンタアナで念願の現地生産を行うに至

ったんです」。

そして、新フレーバーの発売が決定し

た。「代理店からずっとご要望をいただ

いていた“抹茶味”のHello PANDAです。

本格的にしっかりと抹茶の風味が出るよう

に弊社の研究員がこだわって作り上げまし

た。抹茶ミルク飲料のようなイメージに仕

上げたのと、甘すぎないのも特徴です。チ

ョコを囲む周りのビスケットもこの新製品

のために特別改良している、自信作です」。

約30年かけてアメリカ市場を開拓して

きたMeiji America。 新商品を追い風に、

さらに販路を拡大していく。

www.meijiamerica.com

Hello PANDA 抹茶味の発売が待
たれる、Meiji America の商品群

美味しくてパッケージもカラフルな日本のお菓子が今、世界で人気だ。
日本で生まれ育った私たちにとってはおなじみでも、海外では新鮮に
受け止められている商品も数多い。そこで今、北米市場で話題になっ
ている、または新発売されたばかりのホットな日本発のお菓子やデ
ザート類を一挙紹介しよう。

北米での販売開始は30年前
自信作の抹茶味新発売

Meiji America

Hello PANDA
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ソフトキャンディを噛むと随所からグ

ミが現れる「ぷっちょ」。そのユニークな

食感や構造と、キャンディとコーラ、キャ

ンディとマンゴーといった様々な味のコン

ビネーションの豊富さで、UHA味覚糖の代

表的な商品となっている。日本での発売は

2000年。開発の経緯について、 UHA味

覚糖海外事業部・リージョナルスーパーバ

イザーの酒井達展さんは次のように説明す

る。「当時、日本ではソフトキャンディ市

場とグミ市場が確立されていました。弊社

の考えでもある『斬新さ』を市場に提供し

たい、またそれぞれのカテゴリーに対応す

る商品開発が可能だったことから、その両

方を組み合わせた新商品を開発するに至り

ました。発売後は消費者ニーズとマッチし

て一気に人気が広がりました」。

その後、キャラクターとのコラボ、地

域限定商品など幅広く愛されている同

商品が、2016年11月に満を持して北

米市場に上陸した。アメリカでの表記は

「Puchao」だ。

「海外進出はまず、中国、香港と東南ア

ジアから集中的に取り組み、次の段階とし

て今回、北米地区への参入を開始しました。

アジアで愛されている、美味しい商品をア

メリカにお届けすることが目的です」

初めにアジア系マーケットに参入し、

徐々に米系スーパーへの導入を目指してい

る。西海岸の一部の大手米系スーパーでは

すでに取り扱いが始まっている所もある。

並行して、2017年1月にはサンフランシ

スコのファンシー・フード・ショー、さら

に6月にはニューヨークのファンシー・フ

ード・ショーと、アメリカの西と東の大規

模食品見本市にも出展した。今までのアメ

リカの主流のテイストやテクスチャーとは

異なる、一線を画すチューイーな食感だと

の来場者のコメントを得られ、好感触を実

感した。

マーケティング活動に関しては、展示

会を含め、可能性がある場所には積極的に

露出していく方針だ。同商品の購買層は若

者と女性が多いことから、今後は各地の大

学でのサンプリングも計画している。

2017年7月現在、北米市場のPuchao

は、スティックタイプではラムネソーダ、

コーラ、ストロベリー、マンゴー、グレー

プ、メロンフレーバーと6種類、バッグタ

イプは炭酸フレーバーアソートとフルーツ

フレーバーアソートの2種類を揃えている。

豊富な品揃えの中で、人種別の嗜好の違い

もすでに商品の売れ行きに現れており、特

に人気があるのは日本フレーバーであるラ

ムネソーダ、フルーツ系ではストロベリー。

ヒスパニック系の人々にはマンゴーのフレ

ーバーが人気を集めている。限定商品に関

しても、アメリカの消費者のニーズに合わ

せて開発していく可能性があるとのことで、

これからのPuchaoの展開に期待が高まる。

www.puchao.us

サンプル配布のイベントも開催

スティックタイ
プとバッグタイ
プのパッケージ
がある

フードショーで

豊富なフレーバーと
チューイーな食感で手応え

UHA Mikakuto

Puchao
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日本では1994年に発売以降、ロング

セラーを続けている森永の「アロエヨーグ

ルト」。ヨーグルトとアロエ果肉の組み合

わせが発売当時は新鮮だった。そのアロ

エヨーグルトが、2017年7月末よりアメ

リカ西海岸で売り出された。しかも、ア

メリカ市場に合わせて、パッケージを新

装、日本のオリジナル以外のフレーバー

を揃え、さらに名称も「アロエ（Aloe）」

と「ラブ（Love）」をかけた「alove（アラ

ブ）」として勝負に出る。

今回の新商品は2015年末からリサー

チを開始し、オンラインでの調査や実際

に試食を伴う調査を通じて、オリジナル、

ブルーベリー、ストロベリーの3種類に決

定したと語るのは、Morinaga Nutritional 

Foods, USAのアシスタントマーケティ

ングマネージャーの小山未来さんだ。

「ナチュラル・プロダクツ・エキスポな

どの展示会に出展し、意見を集めました。

また、パッケージに関しても賑やかなイ

メージの日本のものとは異なり、アメリ

カではシンプルなパッケージが今のトレ

ンド。その傾向を取り入れたデザインを

完成させました。フレーバーに関しては、

アメリカで売れ行きの良いヨーグルト商

品を参考にし、アロエとの相性が良いも

のを開発。最初に発売する3種類のフレ

ーバー以外にも、2018年の年明けを目標

に、さらに3つのフレーバーを登場させ

る予定です」

アメリカ向けにフレーバーを増やした

だけでなく、生産自体もカリフォルニア

州で行っている。日本の人気商品をベー

スに、フレッシュでバラエティ豊かなラ

インアップが楽しめるというわけだ。

実際にaloveを試食した。ヨーグル

トの中にたくさんの、しかもサイズと

しても大きなアロエの果肉が入ってい

る。アロエ自体には特徴的な味はない

が、食感はしっかりと感じることが

できる。今、アメリカでも大流行してい

るボバ入りのドリンクを思い出した。ド

リンクだけを飲むと単調で飽きてしまう

が、ボバが絶妙のアクセントになるよう

に、ヨーグルトの中から現れるアロエが

いいアクセントになっている。

問題はアメリカ人にこれまでアロエを

食べる習慣がない、ということだ。前出

の小山さんは、「アメリカ人に紹介すると、

『アロエは肌に塗るものではないのか？』

と言われてしまいます。一方、アジア系

の消費者にはアロエ入りのドリンクなど

も人気なことから、食べるアロエはおな

じみの存在です」と語る。

アロエとヨーグルトの組み合わせは今、

アメリカのメジャー市場に見られないか

らこそ、大きな目玉になる可能性を秘め

ていると言えそうだ。

フードショーでは「ジャパニーズスタイルのヨーグルト」
と呼び掛けた

最初に発売されたのは 3 種類のフレーバー

日本のパッケージに比べて、
アメリカのパッケージはトレ
ンドのシンプルなデザイン

Aloveyogurt.com
www.instagram.com/aloveyogurt
www.facebook.com/aloveyogurt

www.instagram.com/aloveyogurt

アロエの果肉とヨーグルト
新鮮な組み合わせ
Morinaga Nutritional Foods, USA

alove
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“Share Happiness”をキャッチコピ

ーにアメリカでも長らく愛されているの

が、チョコレート菓子「ポッキー」。日本

では、そのスティックの形状から4本の

ポッキーが連想される11月11日を「ポ

ッキー・デイ」と定めて、各地でダンスイ

ベントを開催するなど大いに盛り上がる。

日本での知名度に追いつけ、追い越せと、

それまで商社に委託していた販売業務

を、2003年には江崎グリコが現地販売法

人を設立して直接手がけるようになった。

味は数十年来変わることがない、“グリコ・

スタンダード”。日本で食べてもアメリカ

でも、世界中どこでもその味はグリコ・

スタンダードで統一されている。さらに

チョコレート、ストロベリー、近年人気

の抹茶といったベーシックなフレーバー

に加えて、季節商品を取り入れることで

様々なラインアップが年間を通して店頭

に並ぶ。

「ポッキーが伝えたいことは『自分が食

べて幸せ、人と一緒に食べてその美味し

さを分かち合って幸せ』ということです」

と語るの

は、Ezak i 

Glico USA 

Corporation

のプレジデン

ト、奥昭敏さん。

カリフォルニア

に赴任して1年数

カ月になる奥さんに、アメリカで実感し

たポッキー人気を示すエピソードについ

て聞くと、「街で販売されているアイスク

リームに、トッピングとしてポッキーの

スティックが刺さっているのを見た時に、

浸透しているんだと感じましたね。また、

アメリカ人で子どもの頃からポッキーを

食べているという人は、『小学校の同じク

ラスに日本人がいて、その子からランチ

タイムにポッキーを分けてもらってから

好きになった』と教えてくれました」と答

えた。

1箱に入っている30数本のポッキーを

友達や同僚、家族と、時には「アイスブレ

イク」を目的に初対面の人ともシェアでき

る。また、板状のチョコ

レートが一般的なアメリ

カで、スティック状でし

かも手につかないという

点も、同商品が新鮮に映

り、かつ重宝されるポイ

ントかもしれない。

さらに、ポッキーをよ

り多くの人に身近に感じ

てもらうため、同社では、赤い車体のポ

ッキー・トラックをアメリカ各地で走ら

せている。facebookを見れば、いつどこ

にトラックが登場するか分かる。さらに、

ポッキー・トラックは集まった人々に無

料のサンプルを配布することで新たなポ

ッキー・ファンを生んでいる。今では同

社のウェブサイトのポッキー・ファン登

録者数は70万人に及ぶとか。

今後の計画について聞くと、「facebook、

インスタグラムなどのSNSを使って現在

の主要顧客層である若者への発信を続け

ながら、より幅広い年齢層にアピールす

べく、お子様、また年配の方に向けた新

しい商品開発も手がけていきます」と抱負

を語った。今、目前に迫っているポッキ

ー・デイに関しても、アメリカで新たな

サプライズを仕掛けようとしている。11

月11日、赤いトラックがどこに現れるか

要チェックだ。

ポッキー・トラックで認知度拡大

ハロウィーン
仕様

これらベーシックな商品に、季節限定商品が加わる

www.pocky.com
www.twitter.com/Pocky

www.facebook.com/pocky

赤いポッキー・トラック
全米各地を走行中

Ezaki Glico USA

Pocky
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コアラのイラストが描かれたビスケッ

トをかじると中からチョコレートクリー

ムが出てくる、スナック菓子の「コアラの

マーチ」。1984年に日本で発売以降、ア

ジア圏内で認知度を高めてきた。アメリ

カ市場には1990年代に上陸し、現在ま

でに日本、韓国、中国系を含むアジア系

消費者を中心に人気を集めている。今後

の課題はメインストリームへの本格参入

と語るのは、Lotte USAのセールスマネー

ジャー、神山祐治さん。

「ビスケットをサクサクのまま小さく膨

らませて、そこにチョコレートを入れる

技術は非常に高度なものと考えています。

美味しさとその形状の可愛らしさにプラ

スして、今後、アピールしていこうと計

画しているのが、コアラのマーチは親子

間や子ども同士のコミュニケーションに

役立つツールにもなる、という点です」

近年はスマホやゲームの普及も背景と

なって、実際の人間同士のコミュニケー

ションの会話が希薄だ。聞けば、アメリ

カのコアラのマーチには実に200以上の

異なるイラストが存在するという。そこ

で、それぞれ、どんなコアラが何をして

いるのか、ビスケット上のイラストを見

ながら会話のきっかけにしてほしいと神

山さんは語る。

味についてはアメリカでどのように受

け止められているのだろうか？

「ここに来て、日本食ブームが追い風と

なって、繊細な味、甘さのチョコレート

菓子の素晴らしさにもアメリカ人消費者

に気づいていただけるようになってきま

した。一度食べていただければ、その良

さは分かってもらえるのでは、と思って

います」。そこで、スーパーの店頭でコア

ラのキャラクターの着ぐるみと一緒に試

食を勧めるキャンペーンを最近始めた。 

「夢は全米の方から『コアラのマーチを

知っている』と言っていただけるようにな

ることです」と神山さんは抱負を語った。

一般的にアメリカでは“DIY Candy for 

Kids”と呼称されているのが、日本発の知

育菓子、クラシエフーズの「ポッピンクッ

キン」。子どもが自分で作りながら、完成

までのプロセスを楽しめる商品として日本

では大ヒット。さらにYou tubeでポッピ

ンクッキンの作成過程をアップする日本国

外の映像から、世界でも人気に火がついた。

For Kidsといいながらも、実際はティーン

エイジャーや大人にもファンは多い。

クラシエフーズ、営業推進室海外推進

グループの東田守さんは同商品の人気の

要因を、「作るたびに毎回出来上がったも

のが違ったり、また、自分自身でカスタ

マイズできたりすることは、お子さんの

みならず大人の方でも楽しめる手作りな

らではの面白さだと思います」と語る。

そんなポッピンクッキンが正式に北米

に上陸したのは2017年の初頭。パッケ

ージのデザインは日本の物と基本的にコ

ンセプトは変えていない。ポイントは裏

面の作り方の説明。「アメリカの消費者は

知らないものには手が出ないという傾向

があります。そこで、パッケージの言語

をすべて英語に変え、裏面の作り方も詳

しい英語に翻訳してあります。さらに英

語以外の言語を母国語とする方たちのた

めに、裏面のQRコードを携帯電話などで

スキャンしていただくと、8カ国語の言語

で作り方をご覧いただけます」と東田さん。

万全の体制での北米進出となった同商

品は、発売直後から大きな反響を呼び、供

給が需要に追いついていない状況だ。現

在は「おすしやさん」「ドーナツ」「ケーキ

やさん」の3商品のみの北米での品揃えを、

今後はさらに広げていく計画も進行中だ。

koalasmarch-usa.com

カラフルで楽しいイ
メージのパッケージ

サクサクのビスケットと
チョコレートの好相性

Lotte USA

Koala’s March

動画サイトで認知度拡大
プロセスを楽しめる知育菓子

Kracie Foods

Popin’ Cookin’
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日本では“やめられない、とまらな

い！”で知られるカルビーの「かっぱえ

びせん」。アメリカでは30年ほど前から

「Shrimp Chips」の名前で販売されている。

「以前、 フランス人のシェフの友人が『こ

れ美味しいんだ』と、冷凍庫に保管してい

たShrimp Chips にスリラッチャソースを

かけて食べさせてくれたことがありまし

た。国や文化によって食べ方や感覚がま

ったく違いますね」と語ったのは、Calbee 

North Americaのプレジデント・COOの

坂田未央さん。

販売強化のため、3年ほど前にはパッケ

ージのリニューアルを行った。

「アメリカでは昔からピンクのポルカド

ットのデザインなのですが、日本から来

た方はやはり赤のパッケージに親しみが

あるんですよね。今まで入っていなかっ

た日本オリジナルのえびせんの文字ロゴ

を入れるなど昔からのイメージを残しつ

つ、モダンに仕上げました」

実はこのリニューアルはカルビー全

体の改革だった。「それまではSayaや

PotatoChipsなどを完全に別の商品と

してマーケティングをしていたのですが、

どの商品もCalbeeの商品であることを前

面に打ち出し、コーポレートブランドと

して販売していく“オール・カルビー・ ス

トラテジー”に方針転換をしました。それ

ぞれ違うデザインなのですが、どこかで

統一感をもたせ“Calbee”のロゴも目立

つように配置しています」。

リニューアルに伴う手応えがあり、少

しずつ売上も伸びてきているなか、今後

について伺った。「若い年代の人も楽しめ

るようにと、最近アメリカでも流行にな

っている“ゆず”を使ったゆずブラック

ペッパーフレーバーを新たに発売しまし

た。新しいフレーバーを出してエキサイ

トメントを足していきたいと思っていま

す」。現在、同社では大きなプロジェクト

が進行中だ。その全容が明かされる日を

楽しみに待ちたい。

アメリカで今どんな日本のお菓子が売れてい

るのか？　また、日本ではよく食べていたのに

アメリカで買えないのはなぜ？　といった消費

者としての素朴な疑問に、業界の表も裏も知る

食品商社の関係者に匿名で答えていただいた。

Q.日本では一般的なのに、アメリカでは流通し

ていない商品とは？　その理由は？

A.2001年に日本で狂牛病が発生してから、牛、

豚、鶏のエキスが入った商品が輸入できなくな

りました。多くの日本のスナック菓子には、味

にコクを出すために食肉のパウダーが入ってい

るため、一部のラーメン同様にアメリカで流通

していないのはご存知の通りです。

さらに卵もダメなので、プリンなど卵を使っ

たデザート類も日本からは入れられません。た

だし、クッキーに含まれる卵は高温処理されて

いるのでOKです。

Q.アメリカで日本のお菓子が人気の理由は？

A.まず味でしょうね。繊細な味は日本ならでは。

さらに、次から次に工夫された新しい味が出ま

す。消費者を飽きさせることがありません。あと

はパッケージ。見た目が消費者を惹きつけます。

Q.アメリカで今、人気の日本のお菓子とは？

A. 抹茶系がアメリカ人を虜にしています。アメ

リカ人も寿司などの日本食に親しむようになっ

ていて、抹茶も身近な存在になっているからで

しょう。また、抹茶はチョコレートとの相性が

いいんですね。

他に日本ならではの食玩も人気があります。

食玩はキャンディやガムと玩具が一緒に入った

商品です。子ども向けから大人向けまでバラエ

ティ豊かで消費者の幅が広いのが特徴です。変

わらぬ人気を保っているのはキャンディやグミ

ですね。商品自体が高品質なだけでなく、パッ

ケージ自体も綺麗です。

日本人にとってのレトロなお菓子、ライスキャ

ンディ（ボタン飴）や笛ラムネ、うまい棒は意

外にも白人が大人買いしていきます。日本人か

らしたら「懐かしい」と感じられる商品が今も

アメリカでは大人気です。

業界関係者に聞く日本のお菓子 in The U.S.

ブランドとして
の Calbee を押
し出す戦略

www.calbeena.com

Calbeeブランドに統一感
ゆずフレーバーも新登場

Calbee North America

Shrimp Chips
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店舗数全米一のモール
中にはローラーコースター !?

広いアメリカ、まだ知られていない旅先

を紹介していく本シリーズの第7回はミネ

ソタ州。ミルシティ（製粉の街）と呼ばれ

るミネアポリスから入り、イーグルが300

羽も飛来することがあるというワバシャ

（Wabasha）あたりまで、ミシシッピ川沿

いに下る旅をした。ミネソタ州の空の玄関

口、ミネアポリス・セントポール国際空港

からメトロのブルーラインに乗って、わずか

15分ほどで着く「モール・オブ・アメリカ」

は全米一の店舗数を誇るショッピングモー

ルだ。モールの中心にはローラーコースタ

ーが走る遊園地が広がり水族館も。4Dで

アメリカ中を飛んで旅する体験ができる「フ

ライオーバー・アメリカ」などユニークなア

トラクションもあってまる一日楽しめる。

ミネアポリスとその双子の都市セントポ

ールの間に流れるミシシッピ川には、こ

の川唯一の自然の滝がある。この滝が動

力をもたらし製粉業が栄えたミネアポリス。

川に面するかつての製粉工場は「ミルシテ

ィ博物館」として、91年の火事で廃墟とな

った部分を生かしながら、その歴史をエ

レベーター型の上下するシアターで面白く

見せてくれる。対岸の州都セントポールは、

政治の中心らしくりっぱなドームを持つ州

議事堂やセントポール大聖堂など歴史的

で重厚な建物が並び、川を渡るだけで双

子といっても個性の異なる街を楽しむこと

ができる。

小さな診療所から始まった
全米最高水準の医療の街

セントポールから車で1時間ちょっと、

ロチェスターの街にあるメイヨー・クリニッ

クは、全米の最も優れた総合病院の一つ

であり、歴代大統領やヘミングウェイ、ダ

ライラマなども診療をここで受けたという。

診療を受けずとも、クリニックの施設が広

がるこの街をトロリーで案内してくれるツア

ーは、なかなか楽しい。“クリニック”という

名前が示す通り、元は医療施設がなかった

街にできた小さな診療所がこの病院の始ま

りだった。今や世界中から注目されるまで

の病院になったのは、設立者である医師

の父子やそれを継ぐ医師達の高い志の賜

物なのだ。カルテの共有など今日に続くシ

ステムを作り、医療技術の発達に貢献して

きた歴史に心打たれる。

さて、さらにミシシッピ川沿いを１時間

ほど下ったワバシャには「国立イーグルセン

ター」があって、保護したハクトウワシ（ア

メリカの国鳥）をまさに目の前で見ること

ができる。目を凝らせば川岸の木に止まっ

ていることも。そこからさらに30分ほど下

ったウィノナ（Winona）は、女優のウィノ

ナ・ライダーの出身地。川辺のかわいい町

だった。

第７回

「製粉の街と医療の街」
ミネソタ州

豊かな水量の滝がミネアポリスの産業を支えた

檻なしで、目の前で見るハクトウワシは迫力がある

■ モール・オブ・アメリカ Mall of America 
　 http://ja.mallofamerica.com

■ ミルシティ博物館　Mill City Museum
　 http://www.millcitymuseum.org

■ メイヨー・クリニック　Mayo Clinic 
　 http://www.mayoclinic.org

■ 国立イーグルセンター　National Eagle Center  
　 https://www.nationaleaglecenter.org

取材・文／小野アムスデン 道子●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 https://twitter.com/ono_travel

ミネアポリス・セントポール空港は、デルタ航空のハブ空港の一つ。
羽田から直行便が飛ぶ。LA からは４時間弱、NY から３時間ほど。

度肝を抜かれるモール・オブ・
アメリカの中の遊園地

広大なメイヨー・クリニックは、トロリーツアーで回る
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ウォルト・ディズニー・コンサートホールの舞台

第
52
回

昨
晩、LAのダウンタウンにあるウォル

ト・ディズニー・コンサートホール

でベートーベンの第九（「交響曲

第九番」）を歌ってきた。と言うと、相手に

ビックリされ、すごいですねと、ほんの一

瞬だが尊敬のまなざしを受ける。そこで

少し良心の呵責にかられ、いえ、Bridge to 

Joyというイベントで、250 名の合唱団の一

員として参加したのです、と言い訳する。それ

でも素人が世界屈指のコンサートホールで思いっ

きり歌えたのだから、実に楽しい一夜だった。

日本のサントリーホールは音響効果が優れた素晴

らしいホールだ。その音響設計をした豊田泰久氏が

ウォルト・ディズニー・コンサートホールの同設計にも

抜擢された。悪かろうはずがない。外観は前衛建築

家、フランク・ゲーリー設計の銀色の奇抜なデザイン

で観光名所にもなっている。ホールの形も変わってい

る。卵を横に寝かせ、その底辺に当たる部分に舞

台があるような造りだ。卵というよりノアの箱舟の

形に近いかもしれない。マイクやスピーカーを使

わないクラシックコンサートホールの場合、従来

の長方形のホールでは、舞台で演奏された音は上

に昇ったままで、なかなか客席の後部まで届かな

い。しかし、この卵型ホールでは舞台上の音は上

に昇ってから広がり、豊かで美しい響きとなって

観客席の隅々まで届く。おまけにフロアも壁も全

部日本人にはおなじみの木でできているから、内

部がすべて反響板になり、音響効果が増す。時と

して指揮者が演奏中何十回とめくる、分厚い本の

ような楽譜の紙擦れの音さえ聞こえてしまう。

観客席から見る舞台は遠い、遠い、別世界だ。照

明が当たり、きらきら輝いて幻想的に見える。ところ

が驚いたことに、舞台から見ると、客席は意外に近

い。両側、正面、それから天井桟敷まで、観客席の

一人ひとりの顔が見分けられる程、近い。

舞台に立った我々は緊張の極にある。この日のた

めに7カ月間、週1回、2時間半みっちりと練習してき

た。仕事を終えてから行う、夜の2時間半の練習が

辛くなかったと言えばウソになる。大きな仕事の裏に

は犠牲がつきものだ。費やした時間の成果を発揮す

る緊張の瞬間が迫る。一旦演奏が始まると、なぜか

落ち着いてくる。自分の緊張や自我はたちまちのうち

に消え去り、ただ、純粋にベートーベンの世

界に入る。この曲で彼が言いたかったこと、

届けたかったことを、彼の手足となり、使

者となって聴衆に届けたい。その役割を

助けてくれるのが、音を響きに昇華して

くれるこのホールだ。音にこめた感情や

情熱を、まるで自然に鳴った音のように、

ため息交じりに漏らした言葉のように、そ

のまま素直に届けてくれる。音楽で人の心に

直接話しかけられるような気さえした。

たとえ250 分の1の合唱団員の私でも、世界のひ

のき舞台に立つ興奮は十二分に味わえた。大勢の仲

間と76 名のオーケストラとこの名曲を一緒に演奏で

きるチャンスはそうしばしば訪れるものではない。250

人が思いっきり歌う声はパワーに溢れ、温かい。我々

は一個の肉体から離れられないが、人間の声の渦に

巻き込まれると、肉体から解放され魂が一緒に旅を

するような感覚がある。あなたと私が溶け合うよ

うな。男声、女声、四声のハーモニーの渦に巻

き込まれ、自分の声が一体となる快感。この世

にはいろいろな快感があるが、合唱の楽しさも確

実にその中の一つである。

音楽は、何世紀もの時空を超え、世界の人々

に直接語り掛ける世界語だ。感情、感覚、感動

を説明する必要がない。私の英語は文法が間違っ

ていないだろうか、私の日本語は十分に丁寧だろ

うか、気を配りながら話す言語とは違う。素直に、

包み隠さず、心の声を音に託して届ければよい。

日本人が第九を好きな理由は、我慢に我慢を

重ね、大爆発する最後に向かってひた走る曲の流れ

にあるだろう。べートーベンが190年も前、彼の晩年

に完成させたこの曲を、胸一杯に深呼吸し、心の奥

の特別な場所に納める。日常生活の幸も不幸もみな

この秘密の場所でぐつぐつと発酵し、生きる糧となる。

コンサートという異空間は我々の喜びも哀しみもすべ

てを包み、慰め、癒してくれた。

自分の声も心もありったけを出し切った高揚感の後

に外に出ると、夜風が心地良かった。灯りの点いた

林立する高層ビルが美しく映った。帰路、フリーウェ

イの両側を流れるロスの夜景をぼんやりと眺めながら、

ゆっくりと現実世界に 戻っていく。生きる確かな喜び

と力がどこからか流れて来た。

第
九
を
歌
う
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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。

mailto:mail@chizukohiguchi.com
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私が尊敬して止まない人物の一人、テ

ィア・マリア・トレスさんは、仮釈放中

の犯罪者とピットブルテリアという、い

わゆる世間から風当たりの強い二つのグ

ループを組み合わせ、アニマル・レスキュ

ー団体を経営しています。彼女の偉業は、

Animal Planetでもシリーズ番組化され

（“Pit Bulls & Parolees”。現在も放映

中）エミー賞にもノミネートされたほどの

評判です。一体、何が偉業なのか。それ

は、人生のどん底をさまよってきた犯罪

者に、ホームレスのピットブルテリアたち

の世話をさせることで、今までとまったく

違った人生観を見出していく手助けをして

いるからです。今を懸命に生きる犬たちの

姿勢、そして、犬と築く信頼と絆から彼ら

は再び生きる糧を見つけていきます。

 

 私の住むLAにも似たようなプログラ

ムがあります。こちらは、様々な問題を

抱えて暮らす高校生たちと、シェルター

で暮らすホームレス犬という組み合わせ。

今回は、その高校生たちとホームレス犬

のプログラムのお話です。

犬の力

カリフォルニア州のサンタモニカに、K9 

Connectionと呼ばれる非営利団体が

あります。その団体は、様々な問題を抱

えて暮らす周辺地域の高校生たちに、シ

ェルターの犬を訓練させることで更生の

機会を提供しています。参加している高

校生たちは、低所得家庭、またはホー

ムレスの家庭の子供たちで、貧困、家庭

内暴力、精神疾患、ドラッグなどの問題

と日々向かい合っています。そんな高校

生たちが数週間かけて、シェルターの犬

に基本的なしつけを教えるのですが、犬

にコマンドを教えることはたやすいこと

ではありません。意思が通じ合わないと、

なかなか言うことを聞いてもらえません。

また、トレーニングは忍耐力を要します。

しかし、正しく教えれば、必ずきちんと

応えてくれるのが犬。自分が訓練した犬

に新しい家族が見つかってシェル

ターを旅立って行くという経験は、

高校生たちの心を揺さぶります。

そして、彼らはその経験を通し

て、生きるということの本当の

意味を見出していくのです。

子供の力

このプログラムを体験し

た子供たちのほとんどが、

学校の成績が伸びたり、性

格や行動の改善に成功し

たりしています。夢にも思っていなかっ

た大学に受かったり、将来の道が具体的

に描けたり。また、子供たちはプログラ

ムを通して、チームワーク、友情、信頼

関係、責任感を学びます。何といっても、

自分のことを頼りにし、待っている犬の

存在のお陰で、毎日さぼらず学校にやっ

て来ます。もし、彼らにこんな機会が与

えられていなければ、高校は中退。また、

犯罪に関わる確率も高くなり、一生希望

を持たずに毎日を過ごしていたかもしれ

ません。将来彼らが、世間を困らせる存

在になるか、世間で活躍する存在になる

かは、こういったプログラムの有無が大

きく左右するのです。これからの時代を

担っていく少年少女たちに、規律と責任

感を教えながら、周りと協力することに

よって、必要とされる気持ち、将来への

希望と夢を抱かせる機会を与え、立派な

青少年になってもらうことは、私たち大

人が取り組むべき義務なのだと思います。

 

私自身は、このプログラムを見つけて

から、多大な興味と関心を持っているの

で、そのうち必ずボランティア活動を始

めたいと考えています。その時は、実体

験の記事をここでご紹介します。

 

次回は、「犬は鏡」と題し、愛犬は様々

な角度で、飼い主の鏡になっているとい

うお話です。お楽しみに！

参考資料：https://www.k9connection.org/

助けて、助けられて

22     U.S. FrontLine  September 2017

てらぐちまほ　在米28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

info@doggieproject.com　

第107回

犬が運ぶ
青少年の未来
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日本は、フランス贔屓で有名な国だ。

当然ワインといえば、フランスが唯一最高

と信じる国粋主義者（？）や、フランスワイ

ンの知識だけで飯を食っている専門家も

いる……らしい。その延長線上にあると

思われるのが、日本のナチュラルワイン信

奉者たちだ。そもそも、Natural Wine （日

本ではフランス語風に、ヴァン ナチュール 

=Vin Natureと呼ばれる）には、法的定

義がない。故に話す相手によって、ニュア

ンスが違うこともあり、悩ましい。どうや

ら「ぶどう造りに農薬を使わず、ワイン造

りに亜硫酸を加えない」というのが、おお

ざっぱな定義らしい。勿論これでは絵に描

いた餅で、もっとおおざっぱに括ると、オ

ーガニックとバイオダイナミック農法も 自

然派ワインとして括られるようだ。そして

フランス人はビオ（オーガニック）が好きだ。

畑に化学肥料を撒かないという無農薬

農業は、理想的に思える。とはいえ、オ

ーガニック農法も、バイオダイナミック農

法でさえ、何らかの農薬は撒く。特に多

いのが、銅をベースにしたボルドー液と呼

ばれるスプレーで、偏重されている。効果

は通常の農薬のように強くないので、雨が

降る度に、あるいは効果が薄れる10日か

ら2週間ごとに撒き続けなくてはならない。

無農薬農家（オーガニックなど）は、通常

農家の2倍散布するというのは、意外と

知られていない。ベースが銅なので、長

年続ける弊害は、認識されて久しい。高

温多湿の土地（日本がその顕著な例）では、

ぶどう農家はカビとの戦いで、効果の高い

農薬を求める。オーガニック系の農薬で

は、効き目が薄い。逆に、カリフォルニア

やニュージーランドのように、乾燥した温

度の高い土地柄なら、オーガニック農法は

比較的簡単に実現できる。

アメリカ人にとって、オーガニックワイン

（日本では、フランス風にビオ＝ビオデナ

ミの略、と呼ぶ）なんて、全く魅力のない

シロモノだ。ワインを造る醸造過程で、雑

菌を抑える亜硫酸を加えなければ、「ダー

ティ」な、バイ菌に犯された「臭い」ワイン

になりかねない。亜硫酸は、酸化（ワイン

がお酢になること）を抑えるが、ナチュラ

ルワインには、亜硫酸のプロテクションが

ないため、「酸っぱくて」「果実味が不在の」

味のないワインが多い。

今回の日本出張では、ナチュラルワイン

を扱う優良な輸入業者を訪問した。何故、

これほどまでに日本ではナチュラルワイン

が人気なのか、を知りたい、そしてそうい

うワインを扱う人たちの、理念も知りたい

と思ったからだ。彼らも、上記のリスクに

加え、亜硫酸のプロテクションのないワイ

ンを、フランスから日本まで輸入する大き

なリスクは十分承知しているようだ。フラ

ンスでのぶどう造りや醸造現場をしっかり

と認識し、リスク管理の共有が必要だと

言う。それでもあえて、こういうワインを

輸入するのは、自分たちがナチュラルワイ

ンに惚れ込んでいるからだという熱意が

伝わってきた。彼らにしても、安易に造る

ダーティなワインを、ナチュラルワインと

して売り、またそれを受け入れる日本の風

潮を苦々しく思っているようだ。

では、どんなワインが良いナチュラルワ

インなのか？　今回、甲州ワインの造り手

を再訪した際に、ワインメーカーの個人的

なプロジェクトとして、亜硫酸を一切加え

ない正真正銘のナチュラルワインを振る舞

ってもらった。これがなかなか良いワイン

であった。とはいえ、亜硫酸を加えたワイ

ンも試飲したが、そちらも良いワインなの

だ。ではなぜ多大なリスクを冒して、ナチ

ュラルワインを造るのかが、今ひとつ腑に

落ちない。ワインに入れる亜硫酸は、ド

ライフルーツに散布する量の10分の1で、

故に健康に害が及ぶとは考えづらい。し

かも、ナチュラルワインは割高だ。私が

日本のワインプロ向けに行った講習会で、

この話題は盛り上がった。意外なことに、

大多数がアンチナチュラルワイン派だった。

日本は、オーガニック野菜や、手作り感

のある商品に対して、好感を持つ。それ

は良い。しかしながら、本当にナチュラル

仕立ての質は、より良いものなのか？　値

段に見合うだけの価値のあるものなのか

を、検証しているとは言い難い。更にい

えば、オーガニック、手作りの定義と理解

が確立されていない。2万人という世界に

例を見ない数のソムリエが存在する日本で、

こんな基本的な検証を、きちんとできて

いないのは、いかがなものか。

第 56 回　日本のナチュラルワイン人気について

ナチュラルワイン専門商社にて
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「アメリカの学校は2カ月半も夏休みが

あって、しかも宿題がないんでしょ？」と

日本から来たばかりの人に聞かれること

がある。夏休みの長さに関しては、ニナ

の学区では6月半ばから8月末まで休み

が続くので、ほぼ正しい。しかし、「宿題

がない」というのは正しくない。

今年6月に9年生を終えたニナに与え

られた宿題は2冊の本を読み、サマリー

を作成すること。4週間滞在する日本に

行く前にバーンズ・アンド・ノーブルで課

題本を買い、さらに色鮮やかでさまざま

な形の付箋を「一生分か？」というほど購

入し、スーツケースに本と一緒に詰め込

んだ。日本に出発する時点ではすでに夏

休みが始まって1カ月近く経過していたが、

ニナは「日本で本を読む」のだと一切、ペ

ージをめくることはなかった。

さて東京ではアニメファンのニナと東

京タワーの『ワンピース』展に足を運び、

浅草寺を観光し、秋葉原のアニメ専門店

で本人が満足するまでポスター、クリア

ファイル、キーチェーンなどの買い物をし

た。私の実家がある九州に移動してから

は、同じく夏休みに入った日本で勉強中

の長男ノアと映画に出掛けたり、ノアの

友達も一緒に花火を楽しんだりと日本の

夏を満喫。気づくと滞在期間も終わりに

近づこうとしていた。2冊の本と一生分の

付箋はスーツケースの隅に入ったまま。し

かし、とうとう日本出発の3日前から観

念したのか、本を読み始めた。まず、私

も大好きな作家、J・D・サリンジャーの『キ

ャッチャー・イン・ザ・ライ』から。日本

語名「ライ麦畑でつかまえて」だ。

サマースクールや
ボランティアも

実は私が大学1年の時の夏休みの課題

本が同じ、この本だった。留学経験がな

いまま、英語教育が強いとされる大学に

地方の公立高校から入学した私は、短期

長期にかかわらず高校時代に留学してい

たり、帰国子女だったりするクラスメイト

たちが何の苦もなく英語のペーパーバッ

クを読める事実に驚愕した。私にはそれ

まで英語の本を1冊読む、という経験が

なかったのだ。今でも忘れられないのが、

主人公の妹の名前Phoebeを何と読むの

か分からず、登場するたび、頭の中では

ずっと「フォエベ」という音が繰り返されて

いたこと。小説自体は面白かったのだが

読了するのに時間がかかったし、夏休み

が終わって、その名前を「フィービー」と

発音することを友達か

ら知らされた時は目か

らウロコだった。

18歳で「サリンジャ

ー初経験」だった私に

対して、14歳、ネイティ

ブのニナの読解力はは

るかに優れているようで

（当たり前）、「この主人

公はなかなかユニーク

な性格だね。読みやす

いし」との感想。私も「ライ麦畑」がきっ

かけでその後、同じサリンジャーの『ナイ

ン・ストーリーズ』や『フラニーとゾーイー』

も興味を持って読んだ。ここは是非、ニ

ナにサリンジャーを薦めなければ、と強

力プッシュした。

順調に読み進めているように見えた

が、日本出発前日にニナがこんなことを。

「友達何人かに本は読んだか聞いてみた

ら、まだ誰も終わってないって。良かっ

た」。それは「ビジネスにマイペースはない。

締め切り厳守」がモットーの私からしたら

もっともよろしくない考えだ。「なぜ、安心

する！　自分は自分でしょ！　早く終わら

せた方が自分も楽になるって」と言っては

みたが、彼女の心には届かなかったよう

だ。残念。

さて、本来であれば、夏休みの間にサ

マースクールに出席して単位を先取りした

り、ボランティア活動の時間を稼いだり

と、宿題以外にやるべきことはたくさん

ある。しかし、ニナは日本に行くことを

選択したので、それらは10年生になって

からの仕事だ。もうすぐ新学年のレジス

トレーションの日がやってくる。

第60回

夏休みの課題本

26     U.S. FrontLine   September 2017



http://www.joes.or.jp/kojin/tsushin
http://juko.joes.or.jp/shop/c/c2017/
mailto:kyoiku@joes.or.jp
http://www.yotsubagakuin.com
mailto:info@yotsubagakuin.com
http://www.japaneseschool.org
http://ssaust.com.au/
mailto:ssaconsulting@ssvisa.com.au


健康に関する最新のトピックスや、話題の健康法の体験レポートをお届けする。Health

「腸内フローラ」という言葉を聞いた

ことがあるだろうか？　 腸内に存在する

100 兆匹もの微生物の様子がお花畑の

ようにも見えることから、微生物群であ

る腸内細菌の環境をそう呼ぶようになっ

た。腸内細菌には身体に良い影響を与え

るものと、悪い影響を与えるものとがあ

る。最近の研究の結果、その腸内細菌

の状態が、ガンをはじめとする各種の疾

病、肌の状態、さらにうつ病など精神疾

患の発症にまで関係があることがわかっ

てきた。数年前に「腸内フローラ」を特集

したNHKの番組では、身体に良い影響

を与える腸内細菌を取り込むことで健康

状態が画期的に改善した患者の事例も紹

介されていた。

良い影響を与える、いわゆる善玉菌は

プロバイオティクスとも呼ばれる。その

代表的なものには乳酸菌やビフィズス菌

があり、ヨーグルトを摂取することで腸内

フローラが整うとはよくいわれている。そ

こで少しでも善玉菌を増やすために、ヨ

ーグルト以外のプロバイオティクス食品を

紹介しよう。

ナチュラルチーズ
チーズの発酵は実はヨーグルトよりも

強力。そして、腸内環境を整備するには

乳酸菌や酵素が生きている、熟成した

ナチュラルチーズを摂取する必要がある。

ナチュラルチーズの代表格はカマンベー

ルやブルーチーズなどの「臭みがある」も

の。さらにナチュラルチーズに牛乳や生

クリームを混ぜて造ったクリームチーズに

は、乳酸菌に加えて牛乳に含まれる、整

腸作用があるラクトースの効果も期待でき

る。一方、プロセスチーズは加熱の段階

で乳酸菌が死滅してしまうので、整腸効

果は期待できない。

ザワークラウト
ドイツ料理の付け合わせとしてお馴染

みのキャベツの塩漬け。このザワークラ

ウトに感じられる酸味は、発酵で生まれ

る乳酸菌によるもの。乳酸菌が腸内を整

備してくれるだけでなく、胃腸の粘膜の

修復を促進する働きがあるキャベツとの

相乗効果で腸はより綺麗に生まれ変わる。

コンブチャ
アミノ酸やポリフェノールなどを含み、

アンチエイジングのドリンクとして知られ

るコンブチャ。日本では一昔前に「紅茶キ

ノコ」という名称の健康飲料として大流行

したが、アメリカでは現在も多数のメーカ

ーが手掛け、そのトレンドは続行中。紅

茶にスコビーという菌を入れた発酵飲料

として、消化系に良い酵素や乳酸菌を豊

富に含む。

キムチ
韓国発の発酵食品といえばキムチ。キ

ムチに含まれる乳酸菌は非常に強力なこ

とが知られているだけでなく、唐辛子に

含まれるカプサイシンには脂肪燃焼効果

もある。腸内を綺麗に整えると美肌にも

つながることから、韓国人女性の美肌

の秘密はキムチにあり、ともいわれるが、

塩分が多いため食べ過ぎは高血圧のリス

クを生むことも知っておきたい。

味噌
味噌に含まれる植物性乳酸菌は生きた

まま腸までたどり着く。乳酸を腸内で放

出して弱酸性の環境を保つことで腸内の

バランスが取れる。また、味噌に含まれ

るオリゴ糖は善玉菌の栄養となり、善玉

菌を増やす作用がある。さらに消化を促

進する酵素も含まれるほか、抗酸化作用

があるメラノイジンの助けでアンチエイジ

ングも期待できる。より強力なプロバイ

オティクスを取り込むために、だしの代わ

りに、味がマイルドになるヨーグルトを入

れた味噌汁もおすすめ。ヨーグルトと味

噌の乳酸菌の力で腸内フローラを綺麗な

お花畑に変えてくれるかも。

トピックス

腸内フローラと
プロバイオティクス

プロセスチーズ
ではなく、乳
酸菌が生きて
いるナチュラル
チーズを

ソーセージやハムと一緒に食べることが多いザワーク
ラウト
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K1 フィアンセビザ（婚約者ビザ）

K1フィアンセビザは、外国籍の婚約者

が米国市民と結婚するために米国に入国

する際に必要となります。現在はトラン

プ政権のもと、ESTAでの入国も厳しくな

り、ソーシャルメディアのスクリーニン

グ等も行われています。ですので、米国

市民と結婚しアメリカに永住する意思が

ある方は必ずフィアンセビザを取得して

入国しましょう。

フィアンセビザは、入国後90日以内に

結婚することが条件となります。つまり、

入国してから90日以内に結婚する予定が

ない場合は、ビザ申請の手続きはできま

せん。また、90日以内に結婚する予定で

入国したとしても、実際に結婚しなかっ

た場合は、外国籍の婚約者は直ちにアメ

リカを出国しなければなりません。出国

しなかった場合、不法滞在となり強制送

還のリスクや、将来のビザ申請や入国申

請にも影響が及びますので注意してくだ

さい。

さらに、外国籍のフィアンセが米国へ

入国した後に、米国滞在中に、フィアン

セビザを申請することはできません。フ

ィアンセビザは米国外のアメリカ大使館・

領事館のみで申請が可能です。

フィアンセビザの条件のひとつとして、

申請から過去２年以内に、少なくとも一

度は直接お互いに会っている必要があり

ます。過去２年のうちに一度もお互いに

会っていない場合は、以下の例外に当て

はまることを証明する必要があります。

（1）請願者もしくはフィアンセの国

の厳格な文化や社会的慣習により、

お互いに直接会うことが困難な場合

（2）直接会うことにより、請願者に

極度の苦境を引き起こす場合

フィアンセビザのおお

まかな手続きですが、ま

ず米国市民である請願者

が、アメリカ帰化移民局

（USCIS）に請願書フォー

ム（I-129F）を提出します。

USCISにて請願書が承認

された後に、許可通知が

米国市民のもとへ郵送さ

れます。請願書はナショ

ナルビザセンターへ転送され、その後外

国籍のフィアンセの居住地を管轄するア

メリカ大使館・領事館へ転送されること

となります。フィアンセはアメリカ大使

館・領事館へ必要書類を提供し、面接を

受けに行きます。ビザの許可が下りたフ

ィアンセは、ビザの有効期限内に渡米し

入国から90日以内に請願者と結婚した後、

永住権へのステータス変更が可能となる

のです。

※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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今までにも何度も紹介していますが、生命保険は誰にとっても

必要な保険です。多数の顧客と話をした中で、生命保険に加入し

ていなかった理由は以下のようなものでした。

●まだ若いので必要性を感じない

●早くから加入すると、支払い期間が長いので損をすると思

っていた

●料金が高額だと思っていた

●十分に貯金、資産があるので生命保険は必要がない

●アメリカの生命保険プランも日本と同じような感じだと思

っていた

では、実際にはどのような人から生命保険の依頼があるかを紹

介しましょう。

●身内、知り合いに不幸があり、残された家族が大変な目

にあっている状況に遭遇した

●年をとった後に加入すると、かなり高額になることに気付

いた

●遺産相続税にどのくらい取られるかを知り驚いた

●アメリカのプランは日本よりもかなり良い商品があると分

かった

加入しない理由と加入する理由はほぼ正反対ですよね？　なか

なか自分から進んで加入する商品ではありませんから、加入しな

い理由をあげればきりがありません。加入しておけば良かった、

加入しておいて良かったと思う時が必ず来ます。ただ、待てば待つ

ほど料金は高くなります。若くて健康なうちに加入するのが一番お

得です。

払い込み期間が長いと損をするというのも間違いです。期間限

定で払い込みをすれば、その後も一生涯保険が継続するプランも

あり、若いうちに加入すると大きな節約となります。

資産がある人も生命保険は必要です。アメリカの富豪が親子何

代にわたっても富豪であるのは、生命保険を上手く利用したエス

テートプランがあるからです。相続する度に大きな税金を払ってい

ては資産を上手く継承できません。生命保険はエステートプランに

も重要な役割を果たします。

さらに、アメリカの生命保険には日本よりも良い商品が多数あり

ます。日本にも良い商品はありますが、格安で一生涯補償をする

なら絶対にアメリカの商品の方が優れています。将来日本に帰国予

定の人でも、生命保険はそのまま継続可能です。日本に帰国してし

まうとアメリカの保険には加入できません。滞在中に是非検討して

みましょう。

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154回　生命保険に加入しない理由？
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今日
の

デザート

今日
の
主菜

うどんdeみたらし団子

【作り方】
❶うどんは袋に入ったゆでうどんなら、そのま
ま袋から出さずに麺の形がなくなるまで、つぶす。
袋に入っていないものは、ビニール袋に入れて、
ぐちゃぐちゃになるまでつぶす。

❷手にオリーブオイルをつけ、つぶしたうどんを
直径約2cmに丸める。鍋に湯を沸かし、丸めたう
どんをゆでる。ボウルに氷水を入れておく。4～5
分で浮かんできたら、ザルに上げ、氷水で冷やす。

❸みたらし餡の材料をすべて耐熱皿に入れ、レン
ジで40秒加熱する。とろみが足りない場合は、追
加で加熱。

❹団子を皿に入れ、みたらし餡をかける。

【材料】（４人分）
ゆでうどん................................
........... 1袋（約200～250g）
オリーブオイル.............適量

＜みたらし餡材料＞
　しょうゆ................大さじ3
　砂糖.........................大さじ4
　水.............................大さじ4
　片栗粉....................大さじ1

まだ暑い9月ですが、一足先に秋のメニューをご紹介し

ます。主菜には、北海道の郷土料理、ちゃんちゃん焼きを。

味噌とバターの濃厚な味付けで、野菜がたくさん食べら

れます。ご飯も進む1品です。

デザートには、簡単にできてしまう、みたらし団子を。

団子を粉から作るのは面倒ですが、ゆでうどんで作るの

で、とっても簡単！　焼き団子にしたい場合は、フライパ

ンで焼いてもOKです。しょうゆの香りが香ばしいみたら

し餡も、レンジで簡単にできます。

鮭のちゃんちゃん焼き

【作り方】
❶キャベツはひと口大に切る。ニンジン、
タマネギは薄切りにし、シメジは石づき
を取り除く。鮭は軽く塩を振っておく。
調味料を混ぜ合わせておく。

❷フライパンにサラダ油をしき、中火で
皮目から鮭を焼く。焼き色がついたら、
フライ返しで返し、裏面も焼く。

❸鮭を一旦、皿に取り出し、フライパン
にごま油を入れて、中火にかけ、野菜を
入れて炒める。野菜がしんなりしたら、
鮭を野菜の上に乗せ、調味料を回し入れ、
蓋をして弱火で10分、蒸し焼きにする。
最後にバターを入れる。

【材料】（4人分）
鮭......................................... 4切れ
キャベツ...........................1/4玉
ニンジン...........................1/2本
タマネギ...........................1/2個
シメジ.....................................1株
モヤシ................................1/2袋
サラダ油.......................大さじ1
ごま油............................大さじ1
バター....................................1oz　
　

＜調味料＞
　味噌............................大さじ3
　みりん.......................大さじ2
　砂糖............................大さじ2
　酒................................大さじ2
　しょうゆ...................小さじ1

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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出題：Enigma
答えは 5ページに掲載

 答えのヒント 　9 月なら Labor Day がおすすめ！

タテのカギ
【タテ1】英語で”Regulation”
【タテ2】床下の湿気を逃がすために基礎部

分に設ける空気穴のこと
【タテ3】日本：年平均で25個程度 、米国：

年平均で約1,300個程度
【タテ7】プロコフィエフが作曲した管弦楽

曲 「〇〇〇ェ中尉」

ヨコのカギ
【ヨコ1】天気雨のことを「〇の嫁入り」 とも

言います
【ヨコ4】アフリカ大陸北部にあるスペイン

の飛地領 「〇〇タ」
【ヨコ5】漫才コンビ 博多華〇・大吉
【ヨコ6】行ったり来たりすること
【ヨコ8】インスタント派？ドリップ派？
【ヨコ9】〇〇〇ングで水脈や鉱脈を探知

9               

6                                      7                                                                 

A C

                                                             5                                                         

 1                  2                                                           3                                                              

4

7                 8                

B

掲
載
広
告
募
集

詳しくはこちら

(310) 294-5778
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