
http://www.usfl.com




https://www.aa.com/i18n/travel-info/experience/seats/premium-economy.jsp?anchorLocation=DirectURL&title=premiumeconomy


http://www.senka.com
mailto:senkala@senka.com


www.usfl.com

	 7	 FEATURE STORY   

	 	NYからハワイまで
	 	不動産購入＆
	 	投資事情

 16	 広いアメリカ　次はどこへ行く？　小野アムスデン道子
	 	 川とチーズとビールーウィスコンシン州

 18	 エッセイ　「極苦楽ライフ」　樋口ちづ子
	 	 地球祭り

 20	 ドギーパラダイス！　犬と人間の快適な生活　寺口麻穂
	 	 迷い犬

 22	 ワインの常識非常識　斎藤ゆき
	 	 ワインと食事のペアリングには、自由な発想が必要

 24	 親としてもっと知りたい！　アメリカの学校パート３　福田恵子
	 	 STEM専攻と大学合否の決め手

 26	 Health

	 	 Report　乳がん早期発見
	 	 啓発セミナーPart2

 28	 知っトク法律　ミチコ・ノーウィッキ
	 	 新しい90日ルールに要注意！　

 30	 賢く活用アメリカの保険　リスク回避のお手伝い　安岡忠展
	 	 交通事故—左折の危険性について

 32	 おいしい簡単おうちごはん　名波はるか
	 	 韓国海苔巻き・野菜のキンパ
	 	 3種のヤンニョムチキン

 36	 ファミリーコミック「ロビンの巣」　ロビンエリース＆ときかいと
	 	 Thanksgiving	Help

NEXT ISSUE    2017年12月号予告
FEATURE STORY

何をどう準備する？
日本への帰国（仮題）

STS Innovation,Inc.
385 Van Ness Avenue, Suite 110, Torrance, CA 90501   Tel: 310-294-5778

CO
N
TE
N
TS

November 2017    No. 620

フロントライン編集部へのご意見・お問い合わせはこちらへどうぞ！			info@usfl.com
November 2017 No. 620 ISSN 1528-302X Published monthly by STS Innovation,Inc., 385 Van Ness Avenue, Suite 110, Torrance, CA 90501. Telephone: 310-294-5778 U.S. subscription rate: $60.00 per year.
POSTMASTER: Send address changes to STS Innovation,Inc. 385 Van Ness Avenue, Suite 110, Torrance, CA 90501. Periodicals postage paid at Torrance, CA and additional mailing of offices.

© Copyright 2017 by STS Innovation,Inc. All rights reserved. Reproduction without permission is strictly prohibited. Advertisements published in U.S. FrontLine do not necessarily represent the view of the publisher. 
The publisher is not responsible for the contents of advertisements.
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製、転載を禁じます。本誌に掲載された広告内容についてはU.S.	FrontLineでは一切責任を負いかねます。

2017年10月号
心の病相談室

2017年9月号
アメリカで話題沸騰
日本発のお菓子・デザート

2017年8月号
必勝ガイド
就職＆転職

2017年7月号
3人の起業家たち
それぞれのサクセスストーリー

Publisher: 
宇井崇夫	Takao	Ui

Account Executives: 
小川真斐子	Maiko	Ogawa
吉田沙織	Saori	Yoshida
齋藤春菜	Haruna	Saito

Designer: 
鈴木香矢	Kaya	Suzuki

Special	thanks	to	TGI,Inc.

BACK ISSUES U.S. FRONTLINE

バックナンバーはウェブサイト
　　　　　　　　　　　　　　	でお楽しみください。www.usfl.com/backnumber

November 2017   U.S. FrontLine     5

mailto:info@usfl.com


http://sfc.jp/ie/kikoku/


●不動産の状況や今後の見込みは？

ニューヨーク市の不動産市況は、マンハッ

タン内がやや落ち着きを見せ始めたのに比べ、

ブルックリンやクイーンズは大型開発が続い

た影響で活発な動きを示しています。物件鑑

定会社Miller Samuelによると、2017年上

半期、マンハッタンの中間価格は昨年同時期

比2.2％上昇、取引件数は7.7％上昇と緩や

かな伸びを示しました。一方ブルックリンは

中間価格18.5％上昇、取引件数48.6％上

昇、クイーンズは中間価格14.6％上昇、取

引件数は37.6％上昇しました。特にマンハッ

タンに近く交通アクセスの良い地域から順に

価格上昇が見られました。マンハッタンの周

辺地域の開発は今後もさらに進むため、新築、

築浅コンドをクイーンズやブルックリンで手頃

な価格で購入できるチャンス。マンハッタン

ならQラインが出来て利便性が増したアッパ

ーイーストのファースト・アベニュー、ヨーク・

アベニュー近辺が狙い目です。郊外ウエスト

チェスターの一戸建て市場は、中間価格が前

年比3.1％上昇、取引件数が2％上昇し、安

定的に推移。学区が良いわりに価格が手頃な

イーストチェスターは活発な市場が続いてい

ます。手頃な価格で物件を購入するならエリ

アを広げてみましょう。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

①物件見学の前にまずは銀行で融資可能

額を確認して予算を決定すること。②見学前

から物件検索サイトで相場観を身につけると

よい物件が出た時に即断できます。③物件選

びは本質を見ること。本質とはロケーション

や眺めなど変えられない要素。特に郊外は学

区が最重要です。 ④価格が少々安くても管理

費や固定資産税が法外に高い物件は毎月の

住宅コストが膨らみ、売却時も値段が伸びま

せん。⑤信頼できる不動産エージェントを上

手に使いましょう。日本と違って購入時に手

数料はかかりません。

マンハッタンに近い順に価格上昇
クイーンズとブルックリンに動き

New York

★ マンハッタン
１ベッドルーム  中古物件$800,000～、
新築物件$1,500,000～

★ クイーンズ、ブルックリン
新築、築浅１ベッドルーム  $650,000～

★ ニューヨーク郊外ウエストチェスター
３ベッドルーム　一戸建て　
$650,000～1,000,000

Relo Redac,Inc. 
住宅部門

バイスプレジデント　
川上恵里子さん

アメリカのホームオーナーは7年ごとに住居の転
売を繰り返すといわれる。日本のように「生涯の家」
ではなく、不動産市況を見て、売り時と買い時を見極
めて利益を出すのだ。さらには自分が住まずに、貸し
出して将来的に売却するための投資用物件を所有する人
も少なくない。そこで全米の不動産の状況は今どうなって
いるのか、地域ごとにスペシャリストに聞いた。住居の購入、
投資の参考にしてほしい。

NY からハワイまで
不動産購入＆投資事情

©Home Brand Properties, Inc.

編集部注：物件参考価格コラム内の写真は、同地域の実在の不動産物件ですが、参考価格が示す物件ではありません。
あくまで地域にある物件の雰囲気を伝えるために掲載した、不動産会社よりの提供写真、またはイメージ写真です。

NY からハワイまで
不動産購入＆投資事情

November 2017   U.S. FrontLine     7



●不動産の状況や今後の見込みは？

現在日本人に人気のエリアは、アトランタ

北西部のマリエッタ市イースト・コブから北東

部のノークロス市、ダルース市までのエリア。

南に位置するピーチツリー・シティも人気です。

これらのエリアは学区や治安が良く、日本人

駐在員のご家族にも支持されています。物件

的にはコンドミニアムやタウンハウスは少なく、

戸建て物件が多数あります。

アトランタはNYやLAといった大都市と違

い急激な価格上昇は望めませんが、堅調な

上昇が見込めます。平均的な上昇率は年3～

5%ほど。ここ数年は5%以上の上昇が見ら

れる物件もあります。購入価格より値下がり

するようなことはほぼないので、長い目で見

た投資には最適です。価格帯も大都市の2分

の1から3分の1で購入が可能。毎年新規駐

在員の赴任者が来る企業もあり、空室率が低

いので家賃リスクや維持費などが少額で済む

メリットもあります。

今後注目なのが、アトランタ北部にあるフ

ォーサイス郡カミング市。ここの学区は一部

ではありますが、その南にある学力の高い

エリア（フルトン郡ロズウェル市、アルファレ

ッタ市など）のレベルに近づいてきています。

また固定資産税もフルトン郡より安いわりに、

築浅で専有面積の広い物件が比較的安価で

購入できます。日本人にはまだ未知なエリア

ですが、将来的にもっとも値上がりが期待さ

れるエリアになるかもしれません。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

売り物件の買い時はやはり春から夏場、特

に現地校の新学期が始まる前までにかけて。

購入前にはまず、「年収×3＋頭金」に対して

いくらまで借り入れることができるか、事前

に銀行なり融資業者に相談する必要がありま

す。これを怠ると、収入に見合わない物件の

購入は非常に困難となり、結果的に思ったよ

うな物件が購入できない場合が出てきますの

で気を付けましょう。

●不動産の状況や今後の見込みは？

トヨタ自動車の米国本社がカリフォルニ

ア州トーランス市からテキサス州プレイノ市

に移転した今、ダラス周辺ではまさにプレイ

ノがエリアとして人気です。Liberty Mutual

やJP Morgan Chase、FedExの他にNTT 

Dataの米国本社もプレイノを拠点としていま

す。物件動向としてはダラスのダウンタウン

が大変ホットで、買うタイミングは今。今後

10年はこの状況が続くとみています。

ちなみにダラス-フォートワースは、米雑誌

「U.S.News & World Report」の全米の人

気都市ランキングで2017年には15位にラン

クインしています。これは雇用状況、世帯収

入と支出、クオリティ・オブ・ライフの各指標、

人口流入の状況に加え、好感度調査の結果

を加味した順位となっており、信頼できるラ

ンキングといわれています。

また、テキサスA＆M大学のリアルエステ

ートセンターが2017年3月に発表したデー

タによると、同年1月期の新築戸建ての建築

許可件数は、テキサス州が8935件で前期比

25.6％増。これは全米合計の18%増を上

回る水準です。都市別に見るとヒューストン

が全米トップ、ダラス-フォートワースが2位

の物件数を誇ります。また、テキサス不動産

協会が発表した2016年のデータでは、テキ

サス州全体の不動産の中間価格は21万ドル、

ホームオーナーの世帯所得の中間価格は5万

5653ドルとなっています。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

投資予算が25万ドルから30万ドルの場合、

一軒家を一戸のみ購入するのか、同じ金額

でコンドミニアムを2～3ユニット所有するの

か、の選択肢があります。一軒家であれば一

家族が出て行ってしまうと家賃収入ゼロ。で

も、空室が出ればもちろん家賃収入はありま

せんが、2物件、3物件を同時に所有すること

により、リスク分散が可能となります。

★ ダラス
2ベッドルーム　コンドミニアム　
$130,000～150,000
4ベッドルーム　一戸建て　
$250,000～400,000

★ アトランタ
2ベッドルーム　コンドミニアム
$250,000～350,000
4ベッドルーム　一戸建て　
$300,000～400,000

Reavans Corporation
会長　

ニック市丸さん
mytexasfudosan.com

Sakura Realty 
Atlanta, LLC　

ブローカー／オーナー　
薄 俊彦さん

Dallas

atlaNta

トヨタ本社移転でプレイノに注目
今後10年、ダラス周辺は好況予測

大都市の不動産よりも安く購入が可能
価格の上昇も堅調なアトランタ物件
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●不動産の状況や今後の見込みは？

投資目的の不動産物件購入の場合は、そ

の物件が将来もたらすであろう利益と諸々の

リスクを天秤にかけて購入するかどうか、今

がそのタイミングであるかの問いかけを最初

に行うべきだというのが私の基本的な考え方

です。多くの不動産業者は売買の成約によっ

て手数料が入るので購入を勧めます。しかし、

メリットが出るか、どの時点で売却をするか

という出口戦略までを考えた場合、現段階の

ラスベガスの物件は購入よりも売却のタイミ

ングだというのが、私の結論です。2年ほど前

まではそこそこ利回りの出る物件もあり、不

動産投資を考えている方には、州の税制や賃

貸にまつわる諸条件を検討していただいた上

で物件を勧めていました。

さて、投資とは別に住居としての購入の場

合、日本人に人気のエリアは、北西のレイク、

南東のグリーンバレーとヘンダーソン周辺で

す。比較的良い小学校や中学校が多いことが

理由です。学齢期のお子さんがいる場合、自

宅の利回りのほかに、公立の良い小学校が近

くにある物件の購入は、学校にかかる金額や

送迎にかかる時間を金額に換算するとお得だ

ということがいえます。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

ラスベガスに限らず、不動産物件購入では、

“Ready, Willing and Able Buyer” といわ

れるように、購入するための準備、購入する

意思、購入できる能力の3拍子が揃っている

ことが必要です。希望の物件の購入には、即

決で現金決済できるかが最も強力な条件にな

ります。ただし、不動産は縁のものでもある

ので、買い急がず、長期にわたって市場を観

察しつつ、これ、と思う物件を見つけた時に

すぐに行動を起こすことです。また、ローン

を組む場合はクレジットが良くないと条件が

変わってきますから、常日ごろからクレジッ

トを良い状態に保つ努力も不可欠です。

●不動産の状況や今後の見込みは？

シカゴ北西部郊外で日本人に人気の地域

ですが、家族向けには現地校のレベルも高く、

比較的移民も多いシャンバーグ、ホフマンエ

ステーツやバッファローグローブで、物件は

比較的新しいタウンハウスです。特にシャン

バーグは雑誌「Money」で住むのに良い街と

して取り上げられたこともあります。単身ま

たはカップルですと、お店も多く、単身用住

宅が多いアーリントンハイツ駅周辺のアパート

やコンドミニアムを選ばれることが多いです。

シカゴの不動産価格は2013年より少しず

つ上昇を続けており、今後も緩やかな価格上

昇が期待できる、大幅な価格変動のない安定

したマーケットです。また、周辺には部品メ

ーカー、商社、薬品会社などの日系企業が多

く、新たな企業も続々と進出しており、これ

からの需要も見込まれるエリアとなります。

シカゴ北西部郊外の魅力は何といっても広

大な住環境と治安の良いところです。水と緑

の豊かな公園が多く、大きなショッピングモ

ールや日本食マーケットもあります。車で30

分行けば生活に必要なものが調達でき、とて

も利便性の良いエリアです。ダウンタウンに

も車や電車で比較的簡単に行けます。日本人

学校もあり、現地校も日本人のESL教員が

いる学校、日本語と英語のデュアルランゲー

ジを設けている公立校もあります。除雪車の

活躍で冬も不便はありません。 

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

物件を購入される際には、売却時のことも

念頭におき、物件のクオリティだけではなく

学区などもしっかりチェックするようにしてく

ださい。優良物件はすぐに売れてしまうのが

常なので、長時間検討するのではなく、すぐ

見てすぐ決断することが重要です。また、投

資目的で購入される場合は、学区やエリアだ

けで決めるのではなく、実績のある経験豊富

な不動産業者と相談されることをお勧めします。

不動産価格は緩やかに上昇
おすすめエリアはシャンバーグ

出口戦略まで考えた場合
投資では購入より売却のタイミング

ChiCago

las Vegas

★ アーリントンハイツ
2ベッドルーム　コンドミニアム　
$300,000～400,000

★ シャンバーク
3、4ベッドルーム　タウンハウス　
$250,000～350,000
一戸建て　$300,000～400,000

★ ラスベガス郊外
2ベッドルーム　コンドミニアム　
$200,000～250,000
3,000SqFt　一戸建て　
$400,000～450,000

Relo Redac Chicago, Inc
アシスタントマネージャー　

柳澤秀行さん
www.redacinc.com

Amon Inc,
プレジデント　

宮森清幸さん
amoninc.com
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●不動産の状況や今後の見込みは？

2012年に不動産価格が底値を記録して以

降、「落ちる」と言われながらも南カリフォル

ニアの価格は上昇を続けています。もともと、

不動産の需要が非常に高いエリアであり、流

入してくる人口に対して住宅の数が追いつい

ていないといった背景があります。実際、ロ

サンゼルス郡もオレンジ郡も新築物件の開発

が続いていますが、未だに住宅不足は解消さ

れていません。

日本人に人気のエリアということでは、オ

レンジ郡では安全性が高いアーバインが依然

トップです。また、コスタメサも住環境が良

く、海に近いということで人気があります。

ロサンゼルス郡では、やはりトーランスを

はじめとするサウスベイが日本人には人気で

すね。ロサンゼルスのダウンタウンに通勤す

るにも便利ですし、古い物件でも価格が下

がりません。それだけ需要が高いということ

を意味します。日本に永久帰国される方が当

地に物件を購入してテナントを入れる場合は、

安全な地域で自分でも状況を把握しやすいと

いう理由から、トーランスの物件を選択する

ことが多いようです。

一方、アメリカ人はキャッシュフローが出

るエリアということで、自分自身では住まな

いエリアでも投資物件を購入する傾向があり

ます。このように投資目的で購入する場合に

お勧めしたいのは、オレンジ郡ではサンタア

ナやアナハイムです。ワーキングクラスの方が

中心のエリアですが、このエリアは職も多く

真面目に働いて家賃をきちんと払うテナント

候補が好んで住みたがるエリアです。私もデ

ユープレックスをサンタアナに所有しています。

テナントが出ても、すぐに次が入ってくるので

空きが長く続きません。物件を貸す方へのア

ドバイスとしては毎年、家賃を少しずつでも

上げていくのがポイントです。

ロサンゼルス郡で投資物件向けのエリア

としてお勧めしたいのはシルバーレイクです。

ここの物件は今非常に需要が高く、近隣の

ロスフェリッツと並んで、エンターテインメン

ト業界の方が続々と流入しています。築年数

が経ったスパニッシュ様式の家などを購入し

て、現代的なエレメントを取り入れてリモデル

し、「ワーオ！　ファクター（バイヤーが感動す

るような要因）」をクリエイトして転売するの

が今のトレンドです。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

日本人の不動産購入希望者でよく見られる

のが、「不動産に関してよく勉強するけれども、

分析して終わってしまう」という方です。特に

投資に関して私がアドバイスするとしたら、「と

りあえず買ってみて回してみる」ことが大事で

す。うまくいかなければ売ればいいのです。

「もし、不動産を購入して最悪のパターンに

陥ってしまったらどうしよう」と心配されて二

の足を踏む方もいます。しかし、最悪のパタ

ーンは個人によって異なります。また、最悪の

パターンを少しでも避けるためには、その方

が恐れていることに対してリスクマネジメント

を敷くことが重要です。例えば「万が一、家が

全焼したら」と不安に思われる方は万全の補

償内容の保険に入るといいでしょう。「テナン

トが家賃を滞納したらどうしよう」と思われる

のであれば、テナントを選ぶ際に多くの条件

を課してスクリーニングを慎重に行うべきです。

そして、不動産投資をされるのであれば、

何を目的としているのかをまず明確にすべき

です。キャッシュフローが欲しいのか、それ

ともエクイティを利用し5年後の転売や買い

替えを目的としているのかといった点までを

明らかにして不動産エージェントに相談され

れば、パズルを当てはめるようにして、どこ

にいくらの物件を買ったらいいかの答えが導

き出されるでしょう。

依然アーバインとトーランスが人気
投資はアナハイムやサンタアナ

los aNgeles & oraNge CouNtY

Home Brand Properties, Inc. 
CEO　

優子マックマーンさん
usafudosan.com

★ エントリーレベル　
ノースイーストロサンゼルス郡
２ベッドルーム　コンドミニアム　
$500,000
４ベッドルーム　一戸建て　
$750,000～800,000

★ セントラルオレンジ郡
２ベッドルーム　コンドミニアム　
$450,000～
４ベッドルーム　一戸建て　
$700,000～
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●不動産の状況や今後の見込みは？

日本人が主に別荘を買うのがオアフ島です

が、なかでも注目なのが、ダウンタウンから

アラモアナまでのカカアコエリア。この辺り

は1990年から開発が始まり、今も続いてい

ます。特に米国屈指の不動産ディベロッパー

であるハワード・ヒューズ社が開発を進める

ワード・ビレッジは、現在2棟が完成し、来

年はもう１棟完成予定と新築コンドが増えてい

ます。注目すべきは、ここの物件はそれぞれ

有名建築家が手がけていること。ニューヨー

ク5番街にあるガラス張りのアップルストアを

手がけたボーリン・シウィンスキー・ジャクソ

ンや、カリフォルニアのゲティ・センターを設

計したリチャード・マイヤーなど名だたる建築

家が携わり、ラグジュアリーを極めたコンド

が続 と々建っているんです。

オーシャンビューを楽しみたいならゴール

ドコーストもおすすめ。ダイアモンドヘッドの

麓で海の目の前に物件が建ち、美しい景色を

楽しめます。

ハワイ不動産の魅力は、限られた土地のた

め価値が保たれること。また、年間を通して

の気候の良さや治安の良さ、日本にも近いこ

と、水や食事がおいしいことなど、世界中か

ら魅力を感じてもらえるエリアです。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

まず、物件の用途をしっかり決めること。

住居、別荘、投資物件のほか、自身が使っ

ていない時に有料で貸し出すバケーションレ

ンタルも可能です。ゾーニング、ハウスルー

ルが異なるため使用目的をはっきり決めまし

ょう。その後、予算や間取りなどの希望を決

めます。また海沿い、山側、中心街付近など、

エリアの選定も大事。人気物件は早いものだ

と１週間以内で売れてしまいます。常日頃か

ら定期的に相場を確認し、買うと決めたらす

ぐに行動しましょう。

●不動産の状況や今後の見込みは？

一口にシリコンバレーといっても広く、そ

の中で人気のエリアはサンノゼ、マウンテン

ビュー、パロアルトです。ポイントは学区の

優秀なエリアで、特にマウンテンビューは不

動産価格が上がり続けています。理由として

サンフランシスコやシリコンバレーにはIT企

業を中心に常に仕事があり、人口が増え続け

ているという点が第一に挙げられます。

一方でシリコンバレーに通えるということ

もあり、サンフランシスコ市内の物件の人気

も上がり続けています。実際にサンフランシ

スコの家賃は全米一高いといわれています。

2016年の平均家賃が3620ドル。このデー

タは広さや地域によって上下はしますが、そ

れでもこの金額を目安に考えないと市内には

住めないということになります。この要因に

は、IT企業が市内にも拠点を持つようになっ

たこと、車がなくても会社まで専用バスが用

意されていること、UberやLyftが手軽に利用

できることなどがあります。よって投資として、

サンフランシスコ市内に物件を所有すること

も将来性が非常に高いといえます。

他にサンフランシスコにもシリコンバレー

にも通える地域として人気が上がっているの

がサンマテオ郡です。サンフランシスコ空港

の南に位置し、学区の評価が高い所も多く、1

年中気候も穏やかで冷房のない家が多く快適

な住環境です。

●不動産購入時のアドバイスをお願いします。

気に入った物件があればまず買うことです。

戦後70年のデータで、アメリカの不動産価

格は平均4％ずつ上昇しています。なぜ不動

産が上がるのかはセンサスを見れば分かりま

す。アメリカの人口は16秒ごとに1人増えて

おり、その人口が集中する地域が東海岸と西

海岸です。それだけ需要に対して供給が追い

ついていない、つまり不動産価格は長期的に

見れば上昇していくことになるのです。

日本にも近い好環境で
ラグジュアリーを極めた物件が注目

hawaii

★ ワイキキ
2ベッドルーム　コンドミニアム
$500,000～

★ カカアコ
2ベッドルーム　コンドミニアム　
$900,000～

HOMETIQUE
プリンシパル・ブローカー／ CEO

さとうあつこさん
www.hometiquehawaii.com

IT企業への人口増加を背景に
ベイエリアは価格沸騰状態

★ シリコンバレー
2ベッドルーム　コンドミニアム　
$1,000,000～
4ベッドルーム　一戸建て　
$1,500,000～

H2H Global Japan, LLC. 
CEO

高橋初未さん
www.h2hglobaljapan.com

saN FraNCisCo・siliCoN ValleY
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名産のチーズと
ラクロスゆかりの町

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9回は、ウィ

スコンシン州。州都でウィスコンシン大学

のあるマジソンやハーレーダビッドソンの

本社（ハーレーダビッドソン・ミュージアム

には、名車の数 、々東日本大震災で流れ着

いたハーレーなどが展示され、とても興味

深い）のあるミルウォーキーは、名前も知

られていると思うが、今回はミネソタ州から

入り、ミシシッピ川が一望できる絶壁「グラ

ンダッド・ブラフ」のあるラクロスの町へ行く。

途中に立ち寄った「ネルソン・チーズ・フ

ァクトリー」は、100年余にわたってチーズ

を造っていたが、今はもう工場ではなくウ

ィスコンシン州のチーズを中心に世界中の

おいしいチーズやワインなどを売るグルメ

ショップだ。チーズは同州の名産。もちも

ちのチーズカード（ミルクを酵素で固めた

フレッシュチーズの一種）が売られている

のは新鮮でおいしいミルクがあるがゆえ。

ラクロスは、あのスティックを使ってボ

ールを奪い合うスポーツ“ラクロス”のこ

とである。この辺りに住んでいたネイティ

ブアメリカンが儀式の際に使って踊ったり、

遊んだりしていたスティックを、フランス

人入植者がキリスト教のクロス（Crosse：

十字架）に似ているとして、定冠詞Laを

つけてラクロスと呼んだのだ。現代のスポ

ーツ競技になったのはカナダ人によるのだ

が、ここも町の名が示すとおりルーツの場

所の一つである。

そんなラクロスからは、ミシシッピ川に

浮かぶ外輪船「ラ・クロス・クイーン号」に

乗って、のんびり食事をしながら川を眺め

て2時間ほどのクルーズを楽しめる。

ドイツ移民が伝えたビール
ナショナルミュージアムも

ウィスコンシンとは、ネイティブアメリカ

ンの言葉で“水の集まる所”というだけあっ

て、ミラー・ビールの本社のあるミルウォ

ーキーなど、ドイツ移民によるビール造り

が昔から盛んだったのも有名だ。ラクロス

の醸造所シティ・ブルワリーには世界最大

のシックスパック（6缶セット）のモニュメ

ントが立っている。

ラクロスから川に沿って南に下ったポト

シの町には、おいしい地ビールを造る「ポ

トシ・ブルワリー」がある。1852年に創業

し、一時、操業停止をした時期もあった

が2008年に復興。そして、ここには「ナ

ショナル・ブルワリー・ミュージアム」もあ

って、醸造所見学と共に、アメリカ中西部

のビール造りの歴史や膨大なビールの容器

などのコレクションが展示されている。

ミシシッピ川沿いに下ったウィスコンシ

ン州は、チーズやビールを楽しみながらの、

のんびりした旅ができる。

第９回

世界最大の 6 パック。通常のビール缶 734 万缶分！

ランチを楽しみながらゆっくり進むクルーズもある

■	ネルソン・チーズ・ファクトリー	
	 Nelson	Cheese	Factory
	 https://www.nelsoncheese.com

■	ラ・クロス・クイーン号	
	 La	Crosse	Queen	Cruises
	 http://www.lacrossequeen.com

■	ポトシ・ブルワリー　
	 Potosi	Brewery	
	 http://www.potosibrewery.com
	 ( 博物館の情報も同 HP内 )

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び、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

「川とチーズとビール」
ウィスコンシン州

地元の人も多い店内。チーズ
のほかにアイスクリームも名物

ポトシ・ブルワ
リーで 案 内し
てくださった方
は、 なんと元
ポトシ市長
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合唱団の仲間たち

第
54
回

秋
には楽しみに待っているお祭りがあ

る。隣街のアーバイン市で催され

るグローバルフェスティバルだ。

日本語に訳せば地球祭りとなる。なんとな

く楽しそうではないか。

市庁舎の横の広大なパークで毎年、朝

から夕方まで繰り広げられる。ここに住む

世界各国の人々が自国を紹介する。推定1万

6千人が繰り出す秋の一大イベントだ。

アーバインは十数年前、人口10万人以上の郊

外都市の中で、全米一安全な街に選ばれた。世界か

らの移民が子供のためにいつかは住みたいと目指す

街の一つだ。日本人の駐在員もまずここに貸家を求

める。理由は簡単だ。安全、生活が便利、教育レベ

ルが高いこと。英語を理解しない子供たちに第二外

国語としての英語を教育してくれる制度も整っている。

こんな学校区は、それ程多くはない。人気の秘密が

ここにある。

広場の周辺にはイベントに参加した60カ国以上の

人々がテントを張り、自国の文化、食べ物、

宗教を紹介している。日本テントでは、浴衣

を着た若人がけん玉遊び、折り紙、金魚す

くい、習字など様々な遊びや文化を紹介し

ている。青空に鯉のぼりがはためき、おに

ぎりも並んでいる。

お隣のタイのテントでは、スイカやウリな

どに彫刻する見事な野菜アートが目を引きつ

ける。その手裁きと美的感覚に感嘆する。ア

イルランドのテントでは、キルトのスカートを

はいた男性たちがバグパイプを奏でる。その音は郷

愁を誘う複雑な響きを放つ。私たちが太鼓の音に特

別な思い入れを持つように、彼らにはこの音が故郷を

思い起こさせる音なのに違いない。イランのテントに

入れば複雑な模様の施された民族衣装に目を奪われ、

黒装束に抱いていた理由のない怖さが氷解する。各

国のテントを巡ってゆけば、知らず知らずに世界の闇

が開け、この地球には数多くの異なった人々が共存し、

それぞれの特異な文化や芸術に育まれて今日があるこ

とが、素直に理解できる。闇が開けて明るい世界が見

えてくる。肌身で感じたこの体験は貴重だ。

広場には３カ所に舞台が設置され、子供たちが色と

りどりの民族衣装に身を包み、歌やダンスを披露する。

周辺には様々な食べ物屋のベンダーが軒を連

ね、人々はエスニック料理を試しながら、初

めて見る芸能を驚きながら楽しむ。

私の属する合唱団も毎年日本の歌を歌う。

今年は『ソーラン節』『浜辺の歌』『村祭り』

を歌った。合唱団は17歳の高校生のお嬢

さんから、81歳のご夫妻まで64歳の年齢

差がある。在米50年になろうという人、駐

在で5〜6年滞米している人、企業からの研修

生、留学生など様々。年齢も人生のステージもまっ

たく違う人たちが集まり、クラシックの名曲を一年間か

けて練習し、コンサートで心を一つにして演奏する。地

域のイベントにも数多く出演し、ここでは日本の歌を歌

う。なんて素敵な合唱団だろうかと、誇りに思う。

地球祭りは、日本文化をアメリカ人に知ってもらわな

くてはと我々の仲間である81歳のご夫妻がたった4カ

国の参加で始められた。細 と々続けていた矢先に9.11

が発生した。その時、学校で、中近東出身の子供たち

が「テロリスト」といじめられた。彼らの親たちが「我々

はテロリストではない、我々の文化や宗教を

知ってほしい」と立ち上がり、他の国も他人ご

とではないと集結した。市が全面的にバック

アップして、地球祭りは一気に拡大した。

9.11は、自国が戦場になった経験のな

いアメリカ人には大ショックだった。これま

で経験したことのない沈滞感が社会を覆い、

不動産業界も半年間は仕事にならなかった。

そんな時、学校の校庭で遊ぶ子供たちの声

は救いだった。どんな時でも、新しい命は

生き続けようとする。未来に希望がある時、人は生き

続けていけるものである。希望は自分で作らなければ

ならないこともある。

あれからいろいろなことが起こり、今や、いつどこ

でテロが起こるか分からない世の中になってしまった。

世界は大きく変動している。その一方で、この地球祭

りのように、互いに理解し合おうと、人々の息使いが

感じられるイベントも着実に根付いている。

日本の歌をしっかりと歌いながら、同時に地球人と

しての責任も持つ。異なったものを排斥しない、理解

しようと努める地球人。歌った後の充実感がじわじわ

と押し寄せてくる。秋の青空が眩しい。地球祭りって、

素敵だなと、毎年思うのである。

地
球
祭
り
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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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ハリケーン、地震、山火事と2017年

は、いつにも増して自然災害の発生が多

かったように思います。世界のどこかで大

災害があるといつも考えさせられるのが、

混乱の中でもし愛犬とはぐれてしまったら

……ということです。今回は、「迷い犬」と

題し、万が一愛犬がいなくなった時、ま

た、道端で路頭に迷う犬を見かけた時の

ために気をつけるべき大事なポイントの

お話です。

愛犬がいない……

万が一愛犬が行方不明になってしまっ

たことを想定して、以下の準備をしておく

ことをお勧めします。①マイクロチップを

埋め込む：マイクロチップとは小さなガラ

スのシリンダーに入った電子チップで、そ

のチップは、注射器のようなものでペッ

トの体に埋め込めます。チップには特定

の数字が設定されていて、スキャナーを

通すとその数字が読み取れます。チップ

販売元に飼い主のインフォメーションを登

録しておけば、万が一愛犬が迷子になり、

保護された先でスキャンされたら、登録

されたインフォをたどって飼い主に連絡が

来るという仕組みです。ちなみに、愛犬

ノアには、HomeAgainという会社製のマ

イクロチップが埋め込まれています。②首

輪に名札を付ける：愛犬の名前と飼い主

の連絡先を記載した名札を首輪につけて

おきましょう。その際には、書かれた情

報が擦れて消えないような名札を選ぶこ

と。ただ、迷子になった際に首輪が外れ

てしまう可能性もあるので、マイクロチッ

プは必ずしておくことをお勧めします。③

Lost Dogの張り紙を作る：実際に愛犬

がいなくなったら、パニック状態になる可

能性が大です。普段からいざという時の

ために写真入りの張り紙を作っておきまし

ょう。また、定期的に内容をアップデー

トすることを忘れずに。④近所のシェルタ

ーなどのリストを作る：保護される可能性

のある周辺のシェルターや、警察

署の所在地と電話番号やメールア

ドレスをリストにしておきましょう。

また、ソーシャルメディアのLost 

Dogのサイトもブックマークして

おくと良いでしょう。

この子はどこの子？

路頭に迷っている犬を保護

したが、シェルターに連れ

て行くと安楽死させられて

しまうのでは？　と不安に

なり、自分の家で飼うか、新しい家を見

つけてあげようとする人がいます。一見と

ても尊い行為に思えますが、実は、そう

することで本当の家族との再会のチャンス

を妨げてしまっています。迷い犬を保護し

たら、まずは動物病院やシェルターなど、

マイクロチップが埋め込まれているかを

確認できる所に連れて行きましょう。ま

た、近辺のシェルターの掲示板や、オン

ラインなどで、すでに飼い主がLost Dog

として探していないかも確認すること。自

分の犬にしたり、新しい家を探したりする

より、どこかで夜も眠れずに愛犬を探して

いる飼い主がいるかもしれないというこ

とに焦点を当てて、飼い主探しに力を入

れるべし。昨今では、ソーシャルメディア

上での情報拡散によりインフォメーション

が伝達されて飼い主と愛犬が無事に再会

を果たすというケースも多いです。

愛犬と飼い主が離れ離れになってしま

うことは悲しいことです。最悪の事態に

なっても、愛犬が飼い主の手元に戻るよ

うに、日頃から出来る限りのことをしてお

きたいですね。

次回は、「犬とホリデーシーズン」と題し、

どうしてもいつもと違うルーティーンにな

るホリデーシーズンに、犬の飼い主として

気を付けたい点についてのお話です。お

楽しみに！

飼い主のもとに帰らせて……
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てらぐちまほ　在米29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109回

迷い犬
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ワインは、本来食事と一緒に嗜むものだ。

昔は、質の悪い水の替わりとして、また栄

養が確保できない貧しい食事にカロリーを

加える意味で、必需品だった。ヨーロッパ

では、今でもランチや夕食時にワインを飲

む人が多い。その目的で造られるワイン

は、食事を邪魔しないように、アルコール

度が低め（13度くらいまで）で、酸味が高い。

酸は食欲を刺激し、脂肪が高い肉や乳製

品のしつこさを緩和してくれる。クリームソ

ースにキリッとした白ワイン、トマトソース

にはイタリアの赤ワインが、文句なしに合

う。原産地（フランス、イタリア）の料理と

ワインの相性が良いのは当たり前だろう。

私も、職業柄そして自分の好みとして、

食事には必ず何かしらのブドウ酒を合わ

せる。この夏講演会で滞在した日本でも、

様々なレストランでワイン業界の後輩達と

一緒に“マリアージュ”を楽しんだ。そこで

気づいたことがある。プロのソムリエの“固

定観念”だ。かなり質の高いソムリエがい

るレストランに足を運んだが、割と当たり

前のペアリングが多い。そこで私の“チャ

レンジ”が始まる。「あら？　この料理にな

ぜこのワイン？　こちらのワインの方が相

性が良いわよ」などと。

こんな逸話がある。日本のソムリエとし

てはかなり有名な若い弟子と、小洒落た

イタリアンに夕食に行った時のことだ。パ

スタのウニがあまり新鮮とはいえず、そこ

のソムリエお薦めの定番ワインが合わない。

ウニの微妙な苦味と臭みが、イタリアの白

ワイン独特の心地よい苦味とバッティング

していた。「これは赤ワインの方が合うわ！」

と宣言した私に、弟子もソムリエもギョッ

としている。ウニと赤ワインのペアリング

なんて、ソムリエの教科書にはない。「しか

も、泡があった方が、このえぐみをアウフ

ヘーベン（矛盾するものを高い段階で統一

し解決すること）してくれる」「それと超辛

口はだめ。微量な残糖が感じられる辛口

が良い」と結論を出した。そしてオーダー

したのが、「質の良いランブルスコ！」。

ランブルスコは、イタリア中部のサラミと

パルメザンチーズの本場、エミリア・ロマー

ニャを中心に広く造られてきた弱発泡の赤ワ

インだ。超辛口から甘め、そして少し青臭い

安物やどっしり系の高級品までいろいろあ

る。お値段も現地では3〜5ユーロ、アメリ

カでも7〜10ドルくらいから、という財布に

優しい日常ワインだ。現地では室温で飲む

人が多いが、夏には好みで少し冷やして飲ん

でもおいしい。塩っ辛いサラミやチーズをつ

まみに、バルで立ち飲みするのが私の好み。

赤ワインの優しげな泡と、イタリア人が大好

きな「ちょっとだけ甘くて、しかも苦い」風味

が、つまみに絶妙に合うのだ。

思った通り、オーダーしたランブルスコ

とウニパスタは、双方の味を引き立ててく

れた。ソムリエが思わず、「うーん。合う！　

こんなペアリング、思いつきもしなかっ

た」と唸った。日本のソムリエを見ていると、

かなりの勉強家が多いが、発想が硬い。昔、

学んだソムリエ教本を未だ信じている節が

ある。アメリカのソムリエは、その点、自

由だ。しかも、こちらが彼らのチョイスを

エンジョイしていないと知ると、これでも

かというくらい一生懸命にワインを出して

きて、客を満足させようと試みる 。私にと

ってのソムリエの価値は、ここにある。

翻って日本。今や日本ワインのブームは、

食事とのマリアージュ人気と相まって、消

費者も生産者も「日本食に合うワイン」ばか

りを標榜する。そもそも、醤油に合うワイ

ンなんて存在しないし、 バター、チーズ、ク

リームといった脂肪分が少ない日本食にワ

インを合わせる意味なんて、あるのだろう

か？　と思っていたところ、ある日本の骨

太ワインメーカーが、「純粋な日本食にワイ

ンなんて合うはずね〜よ。だから、ジャバ

ジャバした薄いワインばかりができるんじ

ゃね〜か！」との至言。私も同感だ。今でも

寿司に合うワインには苦労するし、ラーメン、

カレーライス、うどんにぴったり合うワイ

ンは、見つけられていない。ではビールや

日本酒が合うかというと、単に水替わりに

飲んでいるだけで、「ペアリングの真髄」即

ち、「合わせることで食べ物も飲み物も、相

乗効果で更に美味しくなる」とは言えない。

日本で、真面目にワイン造りに励んでい

る人は分かっているはずだ。良いワイン造

りは、あくまで「ワインの質」、つまりは凝

縮度や熟成の可能性など、を追求すべきで、

薄い日本食に合わせたワインなどを、目標

にしてはいけない。

第 58 回　ワインと食事のペアリングには、自由な発想が必要

優秀な若いソムリエの仕事ぶりをチェック
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ニナが通う高校の講堂で、「STEMと大

学進学」をテーマにした保護者向けの講演

会が開催された。STEMとは最近よく耳に

する言葉。サイエンス、テクノロジー、エ

ンジニアリング、マスマティックスの頭文

字を取ったもので、日本語で言えば「理数

系」に相当するのだろうか。講演会のチラ

シによると、いかにSTEMを大学で専攻

することが社会に出た時に有利か、につ

いての説明が行われるらしい。

理数系がまるでダメな私と違って、ニナ

は得意な方だ。コンピュータも携帯電話も

私は使う専門だが、ニナはいつも私のため

にセットアップしたり、トラブルシュートし

たりしてくれる。彼女が一番好きなのはア

ートなのだが、理数系もイケるのではない

か、と私は思っている。アート専攻は仕事

に就くのが大変そうだけど、コンピュータ

サイエンスを専攻したら引く手数多じゃな

いのか、と捕らぬ狸の皮算用をしてみたり。

さて、講演会。500名ほどの保護者と学

生たちで会場は埋まった。盛況だ。スピー

カーは民間の大学進学相談サービスのカウ

ンセラー、S氏。しかし、単なる宣伝に終

わらず、彼が非常に有益な情報を提供して

くれたのには前職が関係している。民間企

業に転職する前はシカゴ大学、カリフォル

ニア工科大学、そしてカリフォルニア大学

ロサンゼルス校（UCLA）のアドミッション

オフィスに勤めていたと言う。つまり、「志

願者の大学合否を決める側」にいたのだ。

彼の話は、アメリカで高給を取ってい

る職業のランキングから始まった。トッ

プは医師で、それ以外の多くもSTEM専

攻者の職業だった。ただし、3位に「特許

弁護士」がランクインしていた。弁護士は

STEMではないはず、と思っていると、S

氏が「実は毎年、ある程度の割合の学生

がカリフォルニア工科大学を途中で辞め

て、弁護士になるためにロースクールに行

く。行き先はもちろんハーバードやスタン

フォードのロースクール。つまり工科大学

で学んだSTEMの頭脳は弁護士に転身し

た場合にも生かされるのだ」と説明した。

さらに彼は「男子学生に比べて、女子

学生の場合は、大学の専攻を決める前に

STEMは苦手だと決めつけて敬遠する傾

向があるが、実は置かれた環境がSTEM

を遠ざける要因となっていることが多い。

UCLAなどでも無料で週末に開講されて

いるSTEMのコースや、オ

ンラインで提供されている

STEM関係のコースをそ

れとなく、親から勧めてみ

てはどうだろうか？　無料

ならプレッシャーはないし、

またオンラインだとマイペ

ースで取り組めるので続け

やすい」と、どこまでもSTEM押し。

パッションとインパクト
STEMの専攻に決めれば未来は明るい

のか？　と疑問が生じた時に、S氏はまる

で人の心が読めるかのごとく、次のように

続けた。「でも、そこにはパッションが必

要だ。私が以前、進学のカウンセリング

を担当した女子高生が医者になりたいと

言っていた。なぜ医者なのか、と質問す

ると沈黙した後、『えーっと、人を助けるこ

とができるから？』と、私にまるで確認す

るように答えた」。要するに、STEMの専

攻にすれば、高収入の職業に就ける可能

性が高いが、本人がパッションを感じられ

る分野でないと意味はないということだ。

それは確かにそうだろう。

こうして講演は終了したが、質疑応答で

こんな質問をした保護者がいた。「あなた

が大学のアドミッションにいた時、何が合

否の決め手だったか？」。グッドクエスチ

ョン！　S氏は「合格を勝ち取るのは、学

校の内外で目的意識をもって何らかの活動

に従事したことを証明できる学生だ。そ

の活動への取り組みを訴えた結果、私た

ちのような審査する側にどれだけのインパ

クトを与えることができるかで決まる」と

答えた。S氏が言うには、合否を決めるス

タッフの平均年齢は20代後半と非常に若

いそうだ。だからこそインパクトの強さが

重要なのかもしれない。

そして、家に帰った私は、ニナに「学生

も大勢来てたよ。すごく役立つインフォメ

ーションだったよ」と伝えた。彼女の返事

は「ふーん、良かったね」。そこにパッショ

ンはあるのか？

第62回

STEM専攻と大学合否の決め手
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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

「婦人科系がん検診について」
産婦人科医　鈴木葉子

がん検診の目的

とは「早期に発見す

る」、それが一番で

す。罹患率と死亡率

は違います。 女性

のがんの罹患率の１

位が乳がん、５位が子宮がん。子宮がん

には子宮体がんと子宮頸がんがありますが、

ここでは子宮体がんのことを指しています。

それぞれの違いを知ることが重要です。

がんとは、細胞が正常から異常に変わっ

ていく状態です。それは、病理の先生が見

て初めて分かるのです。検診とは、つまり

がんの前の状態を発見することです。それ

によって根治することが可能になります。

みなさん、がん検診は怖いですよね。

しかし、検診を受けることでがんになる

前に分かるのが利点です。怖くないので

是非行ってほしいと思います。

がん検診の内容には、細胞診、血液

検査、画像診断があります。がんの種類

によって対象年齢が異なります。家族歴

があると検査開始年齢が早まることもあ

ります。産婦人科学会ではマモグラムは

40 歳から、家族歴があれば35歳から

の受診が推奨されています。検診には短

所もあります。偽陽性の結果が出た場合、

必要でない精密検査もしくは治療を伴い、

患者への精神的負担が加わる点です。

乳がんのリスク要因は、初経年齢が早

い、閉経年齢が遅い、出産歴がない、初

産年齢が遅い、授乳歴がない、閉経後

の肥満、飲酒習慣、１親等の乳がんの家

族歴などです。

マモグラムと超音波は
見るものが違う

乳がんの検査方法としては、まず触診

が挙げられます。しかし、手の感度はそれ

ほど良くありません。（腫瘍が）1センチくら

いの大きさにならないと分からないのです。

しかも、若い女性は乳房組織が張っていま

す。乳房触診で見つかる前に発見すること

が重要です。生理が終わった後に、毎日の

シャワーでひき連れがないか、リンパ節が

腫れてないかをチェックしてみましょう。

マモグラムは、触診でも分からない小

さながんを発見するものです。日本では

マモグラムは被爆するということで、超音

波を毎年受ける人が多いようです。しかし、

マモグラムと超音波では見るものが違いま

す（マモグラムは石灰化を、超音波は小腫

瘍を見る）。1年に1度のマモグラムであれ

ば、被爆を心配する必要はありません。

子宮体がんは子宮の上部にできます。

40 代後半から50 代にピークが来ます。

リスク要因は閉経年齢が遅い、出産歴が

ない、肥満、糖尿病、高血圧、更年期

障害のホルモン治療などです。子宮体が

ん検診を受けた方がいい場合とは、50歳

以上もしくは閉経後で不正出血があるケ

ースです。また、 エコー検査で子宮内膜

が厚くなっている場合。閉経後は子宮内

膜が育たないので、厚くなっている方は子

宮体がんを疑って検診を受けてください。

検診方法はカテーテルを子宮内に挿入

し、細胞診を行います。アメリカでは不

正出血などがある場合以外は定期的な検

診としては推奨していません。症状が出

たら検診を受けるのが基本です。

子宮頸がんに関しては、婦人科検診の

一つとして定期的な受診が推奨されてい

ます。がんの成長速度が遅いのが特徴

ではありますが、日本国内では１万900

人（2012年）がかかり、年間の死亡数は

2900人です。30 代後半から40 代に多く

発症します。原因はヒトパピローマウィル

スへの持続的な感染です。性交渉を始め

たら8 割、9 割の人が感染しますが、排

泄とともに体外に出ていきます。しかし、

免疫力が低い人の場合、適切に排出され

ないことがあります。一番良くないのは喫

煙者です。ただし、クラミジアやリン病と

は違い、ウィルスがあるからと心配する

必要はありません。男性も感染しますが、

がんを発症することは稀。

PAPスメアで検査を行います。性交渉

の有無は関係なく、対象年齢が21歳以

上に変更されました。ゆっくり成長するも

のなので、リスクがない人、新しい相手

がいない人は3年に1度でいいでしょう。

医師として推奨したいのは、早期発見

をし、根治を目指すことです。そのため

にも１年に１回、自己管理の日を設けるよ

うにしましょう。

REPORT

乳がん早期発見啓発セミナー
日米両国に在住の日本人女性に、乳がんに関する情報を発信し続けている非営利団
体BCネットワーク。同組織主催による乳がんの啓発セミナーが9月17日、ロサンゼル
ス郊外のガーデナで開催され、80名の参加者を集めた。前号のPart1に続き、講演
内容をダイジェストでお届けする。

Part2

取材協力：BC ネットワーク　http://bcnetwork.org

タスティンで開業してい
る、婦人科腹腔鏡が専
門の 鈴木医師
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新しい90日ルールに要注意！

2017年 9月1日に、 アメリカ 国 務 省

（DOS）が「虚偽陳述」という用語に関する

新たなガイダンスを更新しました。ここで

いう虚偽とは、アメリカに滞在する外国人

のビザ申請時に大使館や領事館の審査官

へ回答した内容や入国審査手続きの際の

内容と一致しない入国後の行為を指してい

ます。移民局の手続きマニュアル（FAM）

にも新たに「入国から90日以内の一貫性

のない行為」と題されたセクションが作ら

れました。これにより、入国後 90日以内

に外国人が非移民ステータスに反する行為

を取った場合、ビザ取得または入国するた

めに故意に誤った情報を伝えたと推測され

てしまうことになります。

この新しいガイダンスにより致命的な結

果が生じる可能性があります。重大な真実

を故意に 偽ってビザを取得、アメリカへ

入国、もしくはその他の移民に与えられる

権利を取得しようとしている、またはしよ

うとした者は、移民国籍法により入国禁止

となり、最悪のケースでは一生アメリカへ

入国できなくなる可能性があります。

具体的には、例えば非移民ビザで入国し

てから90日以内に、不法に労働したり、就

学したりする（例えばBビザで入国したのに

学校へ通学する）ことは、一貫性のない行

為とみなされます。また、移民の意思を禁

止するビザ（Eビザ、Bビザ、Fビザ等）で入国

したのにも関わらず、アメリカ市民や永住

権保持者と結婚しアメリカで居住することも、

非移民ステータスに反する行為とされます。

一貫性のない行為は、行為のタイミング

が重要となります。というのも、FAMガイ

ドラインは、アメリカへの入国後90日以内

の外国人の行動に基づいて意図的に虚偽

があるかどうか判断するからです。そして、

自分の非移民ステータスに基づいて持った

意図は許可されるものだった、と証明しな

ければなりません。例えば、もし学生ビザ

でアメリカへ入国して、学校へ通っている

間にアメリカ市民と出会い結婚することに

なった場合、ビザの取得当時また入国当時

は結婚する意思（移民する意思）はなかっ

た、そして彼と結婚を決めたのも入国から

90日以降のことだったと証明する必要があ

ります。もちろん、移民局がすべての証拠

を見て判断するため、ビザ申請当時からそ

ういった意図を持ち故意に真実を隠してい

た、とみなされるリスクはあります。

同様に、ESTAやその他の非移民ビザで

入国し、その後ステータス変更や延長など

の手続きを行う場合も十分に注意する必

要があります。たとえ、入国から90日以

降にそのような手続きを開始したとしても、

何が原因で当初の計画や意図とは異なる

手続きを取る必要がでてきたのかを、明

確に説明できるようにしておいたほうが良

いでしょう。

※本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに
書き換えたものであり、読者への情報提供を目的
としたものです。特定事例における法的アドバイ
スが必要な場合は、専門家に相談してください。 

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士

Aina Law Office
移民法を専門に永住権申
請、非移民・移民ビザ、市
民権などあらゆるケースを
扱っています。また、米国
進出に伴う会社設立をはじめ総合的なお手伝いをし
ます。弁護士、スタッフともに日本語で、迅速に丁寧に
ご対応致します。お気軽にお問い合わせください。
www.ailovisas.com
弁護士　ミチコ・ノーウィッキ                                    
Email: info@ailovisas.com
フリーダイヤル: 888-917-AILO (2456)                        
Tel: (808)380-3075
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自動車事故の原因のうち、右折の際の事故よりも左折の

際の事故の方が圧倒的に多いという事をご存知でしょうか？　

National Highway Traffic Safety Administrationの2001年の報

告書によると、170万件の交通事故のうち、左折事故は右折の

時に比べて10倍の頻度で起こっていました。さらに、左折時の事

故の被害額は右折の時と比べるとかなり高額だったという結果が

出ています。左折事故の場合、正面衝突や右前方から当てられる

事例が多く、修理代や治療費が大きい傾向にあります。それに比

べ、右折の場合では側面同士が当たる事故が大半で、被害額は

左折の時よりも小さいケースが多かったようです。

弊社で扱う案件でも、実際に左折事故の件数は多く、対向車線

の車が黄色から赤信号に変わる際に停まってくれると思い、事故

となってしまうケースが多く見られます。複数の車線をまたいで左

折をするような場合、対向車線の手前の車線の車が停まってくれ

た際に左折をし、奥の車線の車が停まってくれなかったために衝

突をするケースも多数あります。多くの場合、左折をした側に過

失を問われるのが実情です。

また、ある保険会社

が2013年 か ら2015年

にかけて、最も損害が大

きかった50件の左折関

連の事故を調べた結果、

損害原因に関して次のグ

ラフのようなことが分か

りました。実に80％以上が、対向車に車線を譲る際の判断ミス

によって事故を発生させています。

左折事故が多いという事実から、あるアメリカの大手宅配会社

では出来る限り左折が少なくなるような配達のルートの設定に取

り組んでいるようです。交通事故の確率を下げ、従業員の安全確

保と、時間通りに配達が出来るように工夫をしている事例です。

業務でも私用でも、このように左折が少なくなるように運転する

事を心がけるのも良いかもしれません。しかしながらまったく左

折をしないわけにはいきませんので、左折の際には十分に気をつ

けるようにしてください。
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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156回　交通事故 － 左折の危険性について
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今日
の
副菜

今日
の
主食

3種のヤンニョムチキン
（オリジナル・しょうゆ・ハニーマスタード）

【作り方】
❶鶏肉を一口大に切り、
塩コショウして、ポリ袋
などに酒と鶏肉を入れ、
軽くもみ、冷蔵庫で30分
寝かす。片栗粉をまぶし、
弱めの中火で唐揚げにす
る。
❷各ソースの材料を混ぜ
る。それぞれレンジで1
分ほど加熱し、油を切っ
た唐揚げを各ソースで和
える。

【材料】（４人分）
鶏もも肉...........................3枚
塩コショウ.....................少々
酒............................... 大さじ1
片栗粉..............................適量
揚げ油..............................適量

＜オリジナルソース調味料＞
　コチュジャン...大さじ1
　みりん................. 大さじ1
　砂糖...................... 大さじ1
　ケチャップ........ 大さじ1
　ラー油................. 小さじ1　

＜しょうゆソース調味料＞
　コチュジャン...大さじ1
　しょうゆ........ 大さじ1/2
　酒..................... 大さじ1/2
　砂糖................. 大さじ1/2　
　水..................... 大さじ1/2
　酢.......................... 小さじ1
　すりおろしニンニク....少々　

＜ハニーマスタードソース
調味料＞
　フレンチマスタード.......　
................................... 大さじ1
　はちみつ............. 小さじ1

韓国の家庭料理をご紹介。キンパの具材は冷蔵庫の余

り野菜や、半端に残ってしまったお肉を炒めて入れても

OK。ごま油の香りが食欲をそそります。巻き簾があれば

上手に巻けますが、なくてもきつめに巻くと上手く巻けま

す。ごはんは常温のものの方が、海苔がベシャッとならず、

おいしくできます。

ヤンニョムチキンは、唐揚げにソースを和えるので、

ソース次第でいろいろな味が楽しめます。

韓国海苔巻き・
野菜のキンパ

【作り方】
❶ごはんに、塩少々とごま油大さじ1を和
える。
❷ホウレンソウは芯を切り落とし、さっ
と茹で、ごま油小さじ1（分量外）と塩少々
と和える。ニンジンは千切りにして、レ
ンジで1分加熱。ごま油大さじ1（分量外）
と塩少々と和える。ゴボウは千切りにし
て、水にさらし、ザルに上げる。
フライパンにごま油小さじ1（分量外）を
入れ、中火にし、ゴボウ、しょうゆ大さ

じ1/2、砂糖小さじ1を入れて炒める。
❸卵を割りほぐし、卵焼き用フライパン
で、細長い卵焼きを作る。タクアン、ス
パムも1cm角程度の拍子木切りにする。
❹海苔の上に炒りゴマ大さじ1/2をふり、
海苔の2/3にごはんを薄く敷き、具材を並
べ、ごはんのある方から巻く。ごはんの
ない部分1/3は巻き終わりとなる。残り3
本を同じように巻く。

【材料】（4人分）
ごはん.....................................3合
塩............................................少々
ごま油............................大さじ1

＜具材＞
　ホウレンソウ.............1/2把　　　　　　　　　　　　
　ニンジン............................1本　
　ゴボウ...........................1/2本
　しょうゆ..............大さじ1/2
　砂糖............................小さじ1

　卵.........................................2個
　カニカマ.........................16本
　タクアン.......................1.8oz
　スパム缶.......................1/2缶

＜海苔巻き材料＞
　韓国海苔または焼き海苔
　(全形)..................................4枚　　
　炒りゴマ...................大さじ2　

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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