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アメリカ
エネルギーロードを往く

フォトルポタージュ

ニューメキシコ編

ニューメキシコ南部、デミング近郊のソーラーファーム

文＆写真／水島伸敏

（Text and photos by Nobutoshi Mizushima）
アメリカ先住民の取材をライフワークにす
るため、プエブロ族やナバホ族などが多く住
み、ホピ族の居留地にも近いニューメキシコ
に数年前、ニューヨークから移住。現在は
アラスカ最北の先住民やニューメキシコと
フォーコーナーズを中心としたアメリカの
原子力関連の写真プロジェクトも進行中。
http://www.nobutoshimizushima.com
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い

つからエネルギーのことを考

は、ただなんとなく環境のことを思って

えるようになったのだろう。

風力を選んだ。でも、高い請求書が届き

そんなことを思いながら走っ

だすと、結局すぐもとに戻してしまっ

ていると、車はいつの間にかテキサスか

た。普段の生活ではお金が基準になって

らニューメキシコへ。その南東にある街、

しまう現実を自分自身で証明していたの

カールスバッドに入った。ずっと続いて

で、あまり偉そうなことは言えない。そ

いたオイルフィールドが終わりかけてき

れでも、東日本大震災以降は嫌がおうに

て、乾いた大地がさらに渇きを増してい

もエネルギーのことを考えさせられるよ

るように見える。ハイデザートと呼ばれ

うになった。原発事故の影響が続く日本

る高地の砂漠地帯。ニューメキシコ特有

で、今年から電力の自由化が始まる。み

核廃棄物隔離試験施設が建てられている。

のその地形が風景を覆い始める。道はそ

んな何を基準に自分の使うエネルギーを

処理できない核の廃棄物は、地下 655 メ

の中へたんたんと続いている。

選ぶのだろうか。

ートルの場所で隔離保管しているだけ、

カールスバッド近郊にある核廃棄物隔離試験施設（WIPP）

カールスバッドの街はずれには、かつ

つまり、過去の実験で汚した地下に、今

えたり、思い出したりする。15年ほど前、

て地下核実験が行われた場所がある。そ

度は放射性廃棄物を埋めていこうという

ニューヨークで電力自由化が起きたとき

して、そのすぐ上に今は、WIPP という

ことだ。なんともアメリカらしい合理的

長いドライブはいろいろなことを考
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小さなバーを経営するトーマスさん

ソーラーパネルが設置される予定のウインドファームの敷地
ニューメキシコ南部、デミング近郊のソーラーファーム

ニューメキシコ南部の大型ソーラーファーム

な考え方だと少し感心してしまう。
◆ ◆ ◆

ザートの広大な土地と強い日差し、降水

にバーがあったので、休憩しようと立ち

量が少ないことなどを理由にアメリカの

寄った。あいにくバーは閉まっていたが、

太陽光発電の中心地になろうという動き

しばらくウロウロしているとバーの主人

がある。州の北部には 260 エーカーの広

らしき人がでてきた。

州の南部、メキシコとの国境近くの小

大な敷地に太陽光ファームの建設が始ま

隣の大きな敷地にウインドファームが

さな街を通るたびに、やたらとボーダー

っている。南部のこのあたりでもいくつ

建てられたのは5年ほど前だと教えてくれ

パトロールの車とすれ違った。ニューメ

かの太陽光ファームを見ることができた。

た。そして、去年、ウインドファームの

キシコ州は、もともとはネイティブアメ

小さなパネルを低く敷き詰めているとこ

敷地に太陽光パネルが設置され、今年は

リカンが多く住む土地で、スペインの植

ろや、何個もパネルをくっつけた大型の

さらに倍以上の太陽光パネルが設置され

民地としての長い歴史を経て、メキシコ、

ものまで色々ある。

る予定だという。主人のトーマスさんは

アメリカとなった。今でも多くのネイデ

何もない道がしばらく続き、メサと呼

定年後、生活のために週 3、4 日だけバー

ィブ、スペイン系、メキシコ系、ヨーロ

ばれる丘と丘の谷間にさしかかった時に、

を開けている。この辺りも電力会社に土

ッパ系の人たちが混ざり合って暮らして

ウインドファームが出てきた。よく見る

地を売ったり貸したりして、リッチにな

いる。

と白いタービンの下の敷地には太陽光パ

った人がいるというのに彼はそうでもな

ネルが並んでいる。そこを過ぎたところ

さそうだ 。彼にこの土地を売ったりしな

今、そんなニューメキシコではハイデ
8
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一定の水を循環させて食物を育てるシステム
（solar day）
小型のウインドタービンを製
作中のクリスチャンと友人

太陽熱でクックする大型のオーブン（ solar day
）

バイオ燃料装置のデッサン
）
（ solar day

展示されていた電気自動車（solar day）

いのか尋ねてみると、俺はいいよと首を

去年、サンタフェの大学で行われてい

振った。辺りをゆびさしながら、ここの

たSolar Day というイベントに友人から誘

やつらはみんな良い奴だと言う。そして

われた。インドやアフリカなどの発展途

なにより、ここに住むのが好きだと言っ

上地域での太陽光発電プロジェクトの経

た。数マイルは誰も住んでいないような

験を持つ友人のクリスチャンが、その時

場所で、彼は簡単にそう答えた。お金や

に大学を案内してくれた。ニューメキシ

便利さよりも優先したその何かを想像し

コという場所は原子力発電所こそないも

てみた。

のの、ウラン採掘場を始め、未だに原子

なく、小風力、バイオマスや水の再利用

力の研究が続くロスアラモスやWIIPなど、

や家作りからエネルギー消費を考えるや

アメリカの原子力産業とは切っても切り

り方などが発表されていた。クリスチャ

離せない州だ。しかし、そんなニューメ

ンは一つ一つ丁寧に説明してくれた。彼

リオグランデ川を遡るようにニューメ

キシコでも近年、持続可能なエネルギー

は今、アメリカ各地で小風力の普及に力

キシコ州を北上する。州都のサンタフェ

に眼を向けたプロジェクトが盛んに行わ

を入れているという。小風力とは庭に建

を通り、一路ニューメキシコ州北の街タ

れ始めている。

てられるぐらいのものから、学校の敷地

◆ ◆ ◆

オスを目指す。

キャンパスでは、太陽光発電だけでは

に置けるぐらいのサイズの小さな風力発
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スマートグリッドプロジェクト
が行われたロスアラモスの街

実験に使われたスマートハウス（ロスアラモス）
大家族が住んでいると仮想して作られたスマートハウス（ロスアラモス）

（上）庭や屋根に取
り付けられる小風
力タービン
（左）ウインドター
ビンの羽になるレ
ッドウッドの木

電の装置だ。小さな太陽光パネルでもそ

ってしまう感覚を、少し残念に思う時が

タオスに向かう途中、ロスアラモスの

の数倍の効率があることを考えれば、小

ある。何をもって持続可能というのだろ

街に寄った。実はこの街で、2012年から

風力はまだまだかもしれない。それでも

う。太陽にもその寿命はあり、風はもっ

2年間ほど日本の大手企業や政府が協力し

十分将来的に役立つ、独立したエネルギ

と変わりやすいものだ。だいたい川の流

て日米共同の一大エネルギープロジェク

ーソースの一つだと思う。

れを変えてせき止めダムを作ったものが

トが行われていた。このスマートグリッ

小風力を実際に作っている工房に行っ

自然エネルギーと呼べるのだろうか。そ

ドプロジェクトに参加したアメリカ側の

てみた。軽くて丈夫なレッドウッドの木

れらをもって持続可能と言ってしまうこ

責任者の一人、ジュリアンさんに話を聞

を正確に決まった形とサイズに切ってい

と自体が人間のおごり以外の何物でもな

かせてもらった。

く。ドラマ「北の国から」を思い出しなが

い気がしてならない。どんなものにもか

ロスアラモスの住人の協力で、スマー

ら、小風力作りを数時間たんたんと手伝

ぎりがあるという想いから接していくこ

トグリッドハウス（Smart grid house）や

った。電気がないと暮らせない現代人の

とが大切なのではないか。黙々と私に削

スマートメーター（Smart meter）を使っ

一人に、この作業は、その電気を自分の

られているはずのレッドウッドの木がそ

たいくつかの実験が行われた。その一つ

手で作れることを実感させてくれた。

んなふうに語りかけている気がした。

は時間別の値段設定やフラットレートな

でも 、最近こういったエネルギーのこ
とを再生可能とかサステイナブルとか言
10

ど、どのようなプランが一番家庭のエネ
◆ ◆ ◆

ルギー消費と家計を抑えるか、という研

U.S. FrontLine May 2016

06-14.indd 10

4/17/16 10:59 PM

スマートハウス内に設置されたバッテ
リー

サンポート空港の駐車場に設置されているソーラーパネル

スマートグリッドの実験に
使われた大型のバッテリー
）
（ HITACHI

大型のバッテリーについて説明す
るジュリアンさん

プロジェクトのオープニングセレモニーの様子

究だった。この実験は一人一人のエネル

世界中の街にこのような設備が必要にな

各家庭で使われていくらしい。ここまで

ギーに対するマインドの向上にも繋がっ

るという。無駄なエネルギー消費を抑え、

大規模なスマートグリッドの実証実験は

たという。

環境にもいい街づくりという素晴らしい

日本ではまだ行われていない。どうして

プロジェクトのメインとなったスマー

構想。そして、今回のようなプロジェク

国内でやらなかったのだろう。日本の名

トグリッドハウスとは、設置された太陽

トの成功を通して、日本の企業や政府が

だたる大企業が日本の製品をつかって実

光パネルとバッテリーにより、そのエネ

世界をリードすることになるという。

験するのに、なぜアメリカの政府やこの

ルギーを余すことなく使い、あとの時間

実験のために設置された1Mwの太陽パ

街の協力が必要だったのか。このプロジ

は、他の最適なエネルギーを自動的にコ

ネルやバッテリーが残っていた。これら

ェクトには莫大なお金が日本政府やそれ

ンピューターが選択するといったシステ

の設備やスマートメーターはこれからも

ら企業から流れているのも事実だ。結果

ムだ。そして、その結果、環境にも良く

アルバカーキのサンポート空
港のスマートメーター

なるという優れものなのだ。このシステ
ムは今、ニューメキシコでは空港や大学
ですでに実践され、私たちの生活とエネ
ルギー問題の両方を支え始めている。
ジュリアンさんが言うには、近い将来、

がどうであれ、何かはがゆさも残る。
◆ ◆ ◆
雪をかぶったタオス山が近づいてくる
と、背の低い木が続き、さらにハイデザ
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ガウディを思わせるアースシップのデザイン

ート感が強くなった。大地がさけたよう

なっている。家の中には緑が多く置かれ、

夏は北側が土で覆われているため、家の

な深い渓谷の下をリオグランデが揚々と

水の循環、空気の洗浄、温度の調整と何

中は地中の温度（華氏 58 度）の影響を受

流れている。タオスは、一千年以上前か

役もかっている。使う電気をすべて、屋

け、日中の強い日差しをブラインドで調

らこの地で暮らす先住民のタオスプエブ

根に付けられた太陽光や小風力で補うと

節すれば、部屋の中は涼しく保つことが

ロ族と農業主体で暮らす白人たちや自然

いうもので、いわば元祖スマートハウス

できるので冷房もいらない。それ以外に

を愛するアーティストやヒッピー系の人

といった感じだ。電気の消費は極力抑え

も、アースシップの家では雨水を循環さ

たちが混在しながらできた。この街のは

られている。かと言って家の中には、大

せたり、室内グリーハウスで野菜を育て

ずれで面白いプロジェクトが70年代から

画面のテレビ、大きな冷蔵庫、洗濯機に

たりと自然環境と人間の生活の共存スタ

行われている。アースシップというその

乾燥機があり、生活スタイルはなんら変

イルがいろいろと実践されていた。

プロジェクトは、地球環境と人間の生活

わりない。大きく南側全体に作られた窓

アースシップは一つの家がオフグリッ

を考えて家を作るというものだ。

により、朝早くから日暮れまで、部屋は

ドで独立して暮らせることを証明してい

家の建築に使われているのは、使い古

とても明るい。この窓はパッシブソーラ

る。こんな家が世界中にできれば素敵だ

したタイヤや空き瓶、空き缶といったど

ーと言われるもので、冬に太陽の熱を十

と思った。その一方で、アースシップの

こでも手に入るものだ。リサイクルのも

分に家の中に取り入れることができる。

プロジェクトは素晴らしいが、あそこで

ので作られた外観はどこか自然から影響

土で作られている家はその熱を夜の間保

生活をするために彼らは、大きな4WDを

を受けたガウディ建築を思わせる。グリ

ち続けることができるので、暖房は必要

乗り回すと言ったクリスチャンの言葉が

ーンハウスを家の南側に作り、北側は土

ない。ちなみにタオスはスキーでも有名

思い出された。街に住むメリットとデメ

をもって壁を覆う半地下のような構造に

な場所で、冬は氷点下の日が続く。逆に

リット、自然の中に住む長所と短所。ど

12
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水を循環させるシステム
（アースシップ）

建築中のアースシップ

緑がふんだんに取り入れられているサンルーム（アースシップ）
（右）アースシッ
プの家の内部は
快適そのもの
（下）夜ももちろ
ん快適に過ごせ
る
（アースシップ）

ちらにしてもまだ何か足りていない気が

えてくれた。問題はバッテリーや他のエ

との共存はできないのではないだろうか。

する。

ネルギーなど太陽が沈んだ 後に電力を供

その一方で彼は、今の人間の生活スタ

給できるシステムとコストだという。そ

イルの改善も提唱している。例えば、日

れもスマートグリッドのことを考えれば、

本のことを例にして、今も日本の多くの

近い将来には解決されるかもしれない。

家庭では、雨や曇った日に洗濯をするこ

長年ニューメキシコで太陽光発電の普

太陽光パネルの設置や発電のコストが下

とは少ないはずだ。生活とは本来はそう

及に携わってきた専門家の話では、もち

がっていけば、確実に多くの人が選ぶよ

いうものなのだという。

ろん政府からの援助があるとないでは多

うになる。良いことばかりに聞こえてし

伝統的な生活を続けているネイティブ

少左右されるが、今後太陽光パネルの設

まうが、果たして本当にそうなのだろう

アメリカンの集落が多く点在するこのニ

置や太陽光による発電の値段は確実に下

か。かつて、経済的にいいと言われて原子

ューメキシコだからこそ、太陽を崇めな

がっていくという。従来のエネルギーの価

力発電を選ばされた。人の選択基準に経済

がら少しでも自然と寄り添った生活に近

格に比べ、太陽光は安くなる一方だと教

的なことが第一にきているうちは、自然

づけていくことが必要なのかもしれない。

◆ ◆ ◆
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文／金岡美佐
かなおか・みさ
シアトル在住のスポーツライター。
「ス
ポーツは見て楽しむ」をモットーに年
中スポーツ観戦に大忙し。中でも一番
好きなのはアメフト。www.afnjapan.
comではNFL情報を日本語で発信中。

今

3国籍を持つ
水泳界の期待の三つ子

リザランド兄弟
（Litherland）

夏開催されるリオデジャネイ

なった。1年半ドバイで暮らした後、ア

ロ五輪に、日本人を母親に持

メリカ勤務となり、パームスプリング

つ3兄弟が出場権を狙ってい

ス、マイアミ、オーランドを転々とし

る。ジェイ、ケビン、ミックのリザラ

た。いずれも温暖な気候に恵まれた土

ンド兄弟は、3人ともジョージア大学2

地で、自宅はプール付き。子供達は幼

年生の20歳。三つ子の水泳選手だ。出

い頃から水に親しむことができた。本

生地日本、父の出身国ニュージーラン

格的に水泳を始めたのは7歳の頃。最初

ド、市民権取得のアメリカと3つの国籍

に才能の片鱗を見せたのはミックだっ

を持つが、ジェイはアメリカ代表とし

た。当時は競泳水着さえ持っていなか

て、ケビンとミックはニュージーラン

ったが、25メートル泳げるからという

ド代表として、大舞台を目指す3人の話

理由で試合に出してもらうと、いきな

ち

ず

こ

を母親の秩寿子さんに伺った。

り7歳児のジュニアオリンピック標準記
録をクリア。フロリダ州の大会に出場

水泳を始めたきっかけ

息子達が高校生の頃、1 日の食事は 6 回、1 回にご
飯 1 升を炊いていた秩寿子さんは「給食を作ってい
るようだった」と振り返る（左よりミック、ケビン、
ジェイ）＝提供写真

めきめきと頭角を示す

できることになった。
「あの時ジュニアオリンピックに出れ

2008年には再びアンドリューさんの

秩寿子さんも、父親のアンドリュー

たのはミックだけ。ケビンとジェイも

転勤で、アトランタ郊外へ。13年間で

さんも、子供達を最初からオリンピッ

『自分もそこに出たい』という気持ちが

6度目の引越しだったが、幸いにも子供

ク選手に育てようと英才教育してきた

強くなった」
。秩寿子さんがそう言うよ

達はどこへ行こうと、水泳を通じてす

わけではない。病弱だった体を鍛えさ

うに、大舞台に立ったミックの姿はケ

ぐに友達ができた。3人が水泳選手とし

せたかったためだ。二卵性の三つ子の

ビンとジェイにとって大きな刺激とな

ての才能を開花させる中、将来五輪出

妊娠が分かった際、医師からは1人は大

った。以後、3人はよきライバルとして

場を目指す可能性も視野に入れ、アメ

丈夫だろうが、3人全員が生まれてくる

練習に励み、州レベルの大会で優勝す

リカ市民権の取得も考えるようになっ

確率は少なく、たとえ生まれてきても

るようになる。だが、同じ年の3人が同

た。アメリカで能力を発揮しても、国

障害を持つ可能性も覚悟して欲しいと

じ種目で競い合うため、1人がトロフィ

籍がなければ、アメリカ代表にはなれ

言われた。幸いにも、3人とも五体満足

ーを手にすれば、もう2人は悔しい思い

ない。一方、日本代表として出場する

に生まれてきてくれたが、妊娠8カ月の

をする。
「水泳に限らず、ライバル意識

には、日本水泳連盟に登録されたクラ

早産で体重も2000グラムと軽く、風邪

は一生ついてくること。親として対応

ブに所属していなければならず、アメ

をひいてはすぐ高熱を出していた。

に戸惑ったが、とにかく分け隔てなく

リカ在住者には不便だ。

子供達が3歳の頃、アンドリューさ
んの転勤のため、日本を離れることに

16

褒めるようにした」と秩寿子さんは振り
返る。

チャタフーチー高校に進んだ3兄弟
は、水泳部のありとあらゆる記録を塗
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たたき出し、金メダル

0.31秒の差でチャンスを逃した。こっ

を手にした。日本に住

そり悔し涙を流す息子を目にし、
「人生

む秩寿子さんの両親は、

で一番しんどい経験だった」と秩寿子さ

「このテレビ中継を見て

んは言う。

初めて孫達がいかに頑

400メートルの個人メドレーでアメ

張っているか実感でき

リカ代表を目指すジェイは、6月末にオ

た」という。その2カ月

マハで行われる選考会に臨む。トレー

後には種目別に全米ト

ニング費用の支給など、ナショナルチ

ッ プ6選 手 が 選 ば れ る

ーム選手ならではの特典を受けている

ナショナルチームのメ

代わりに、他国の代表として国際大会

ンバーに選ばれた。

に出場することはできない。このため、
ジェイは水泳強国のアメリカで出場権

五輪出場なるか？

を勝ち取るしかない。
ジェイのユニバーシアードでの記録

大学では朝と夜に 2 時間ずつの練習に加え、筋力トレーニングも。もちろん
授業と宿題もこなす（左上ジェイ、右上ケビン、下ミック）＝提供写真

リオデジャネイロ五

は現在全米3位だ。Aカットを4.28秒

輪まで半年を切り、各

上回り、憧れのライアン・ロクテの今

国とも代表選考会が始

季ベストでさえ0.23秒上回っているが、

まった。まず4月5日か

トップのタイラー・クラリーと2位のチ

らトロントで行われる

ェース・カリーズには約3秒もの差をつ

カナダ代表選考会に出

けられている。クラリーはプロの選手。

場したのはミックとケ

ジョージア大学の先輩にあたるカリー

ビンだ。

ズは五輪に専念するため1年間休学中。

国によって基準は異

練習に費やせる時間は学生のジェイよ

り替えた。同校水泳部のサイトには11

なるが、基本的に五輪出場権を得るに

種目の記録保持者名が記されているが、

は、国際水泳連盟（FINA）が定めたAカ

3人揃ってオリンピック出場の夢は、

リザランド兄弟の名前がない種目は2つ

ットの標準タイムを満たして、代表選

2020年の東京五輪までお預けになった。

しかない。高校時代には3人合わせて州

考会で2位以内に入らなければならな

先に悔しい思いをした「兄」2人と両親

大会で7回優勝し、3つの州新記録を達

い。ニュージーランド選手の今季記録

の期待を背負って、ジェイはリオデジ

成。2013年に晴れてアンドリューさん

で、ミックは200メートルのバタフラ

ャネイロを目指す。

と3兄弟がアメリカ市民権を取得すると、

イでトップ、ケビンは

その年の全米ジュニア選手権に出場し、

1500メ ー ト ル の 自 由

個人種目で優勝したケビンと上位入賞

形で2位につけていたが、

のジェイは米ナショナルチームのジュ

いずれもAカットには達

ニア部門に選出された。

していなかった。カナ

2014年には3人揃って奨学金を手に

ダ代表選考会でミック

し、ジョージア大学へ進学。大学1年目

は100メ ー ト ル と200

に目覚しい活躍を見せたのは、三つ子

メートルのバタフライ、

の中で最後に生まれてきたジェイだっ

ケビンは400メートル

た。まず8月の全米選手権の400メー

と1500メートルの自由

トル個人メドレーで4位入賞。春学期終

形に出場。しかし、2人

了後の2015年7月、韓国で行われたユ

ともAカットはクリアで

ニバーシアードでは4:12.43の記録を

きず、ケビンはわずか

りもはるかに多い。

二卵性の三つ子ながら 3 人とも顔はそっくり。「ジェイ（左）は要領がい
いタイプ、ミック（中）はムードメーカー、ケビン（右）は頑張り屋」と
秩寿子さん談＝提供写真
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何を作っているかと聞くと︑笑顔で﹁僕らのフ
ードカートさ﹂

第

「欲しいモノは
自分で作ろう」

回

13

ミッドセンチュリー
あの時代の家具が好きで
ポートランドでは、新しいか古いかでモノの価値
を判断しないという話を何度か書いたが、とにかく
自分がいいと思うモノへのこだわりが強い人が多い。
例えば、ミッドセンチュリーと呼ばれる20世紀半ば

うらやましいような
モノづくりコミュニティ

（1940〜60年代）のデザインが好きだから…という
ことで、アンティークを探すだけではなくて、自分
で作るようになってしまったという若者がいる。ヴ

広さは 1 万 4000 平方フィート（約 1300㎡）もあ

ィンテージ家具の店が多いサウス・イーストのホーソ

って、木工用スペースにはノコギリやカンナ、金属

ン・ブルバードで手頃な価格のミッドセンチュリー家

加工スペースには溶接器具や研磨機をはじめ、それ

具を扱う「レッド・スナッパー」では、オリジナルの

ぞれに製作に必要なあらゆる器具や工具が揃う。ま

家具に混じって、若い職人の作る家具が並ぶ。そんな

た「ザ・ブリッジThe Bridge」と呼ばれる3Dプリン

若手職人の一人、ジェイクさんは「何もミッドセンチ

ターやレザーカッターなどがあるデザインのための

ュリーといっても、イームズ・チェアやジョージ・ネ

スペースやシルクスクリーンやジュエリー製作のた

ルソンの時計だけじゃない、あの時代の機能的でい

めの専用スペースもある。

て使い心地のよい、とんがってない感じが好きなん

月75ドル（1年間プリペイドだと45ドル）からの

だよ。だから自分で作ることにしたのさ。好きな張

メンバーシップに入れば、自由に器具やスペースを

り地を選んでもらってカスタムメイドの家具も作る

使える。様々なワークショップが毎日開催されてお

よ」と語る。彼の作る家具は、確かに新品なのだけど

り、プロジェクトごとにお金を払って熟練の職人に

丸みのある優しいフォルム、落ち着いた色柄でしっく

ついてもらって一緒に製作をすることもできる。地

り馴染む感じのするミッドセンチュリースタイルだ。

元資材店と提携して、メンバー割引価格で資材や工

プロフェッショナルの職人でなくても「本当に欲

具を提供もしている。ここには、趣味としてモノづ

しいモノなら自分で作ってしまおう」という人も多

くりに励む人から、新しい製品を世に送り出そうと

い。そんな“モノづくり精神”に応える本格的な器具

小野アムスデン道子

いう起業家までさまざまな人が集まる。私が訪れた

や工具を揃えて、作り方まで教えてくれるスペース

（Michiko Ono Amsden）

ときには、
ADXの中には入りきらない“フードカート”

もある。同じくサウス・イーストにある「ADX（Art

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：ono̲travel

を製作するべく、外で3人の若者が工具片手に奮闘

Design Portland）
」がそれ。メイカーズスペースとも
ファブリーケーション（製作）ハウスとも言うモノづ
くりのための共同スペースだが、その中身がすごい。
倉庫かと思うほど大きいＡＤＸは︑モノ
づくりの天国だ
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中だった。
このADXは、単なる製作共同スペースではない。
ノウハウの共有や情報交換の場、教育やサポートを
通した一つのモノづくりコミュニティになっている。
そして、新しいビジネスが羽ばたく場にもなってい
るのだ。
レッド・スナッパー Red Snapper
住所：4726 SE Hawthorne Blvd., Portland, OR 97215
電話：503-939-8967
ADX
住所：417 SE 11th Ave., Portland, OR 97214
電話：503-915-4342 http://adxportland.com
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若

かった頃、私には苦い想い出があ

疲れに疲れていたから小さなことが引き金に

る。

なったのだろう。ののしりあい、物を投

その頃住んでいたラスベガ

げつけあった。茶碗が音をたてて割れた。

スは24時間眠らない街だから、ホテルの

ソファーで寝付いた娘が目を覚まして激

仕事は24時間シフトであった。夫婦共稼

しく泣き始めた。私はドアを荒い音をた

ぎをしようと思えば、二人が働く時間帯

てて閉め、家を飛び出した。その日仕事

をずらせば、幼い子供の世話を自分たち

をするのは、つらかった。ケンカがずっ

だけでしながら、フルタイムで働くことが

と尾を引いていた。

できた。と、言葉にすれば簡単だが、実際に

その日の夕方、娘を幼稚園に迎えに行った。

は無理な話だ。無理はどこかにひずみが出る。

3歳児になるまでに親とのスキンシップが不足した
子供は、それまで順調に育っていても、思春期にな
ると万引きをしたり、トラブルを起こしたりと、問
題児になることが多かったという。新米の親として
は、経験者のアドバイスは貴重だ。それでずっと夫

36

回

るなら働きなさい、と忠告を受けた。姉の経験では、

第

になるまで、他人に預けてはいけない、それができ

ケンカの報告

仕事として孤児を大勢育てた姉から、子供が3歳

すると初老の穏やかな先生から「ミセスヒグチ、
ちょっと待って。あなたにお話があります」と引き
止められた。そんなことは初めてだった。私はすぐ
に娘が先生に昨晩のことを言いつけたのだと直感し、
背中から冷や汗が流れた。頭の中で言い訳の英語を
探した。先生はオフィスから1枚の紙を持ってきた。
きっと、子供に精神的危害を加えたなどと書いてあ
るのだろう、どうしようと胸がドキドキした。先生
は言った。

婦二人だけで育て、一度も他人に預

「これを見て下さい。今日、リサ

けなかった。

がこの絵を描いたのです」

子供がやっと幼稚園に入る歳にな

そこには紙一杯に、8匹の動物が描

った時には、ホッとした。朝 10 時

かれていた。ヘビ、ウサギ、犬、猫、

から 4 時までだった。夫は午後の 3

亀、皆まあるい線でふくよか、顔一

時半に家を出て、夜中の 11 時半ご

杯にニコニコ笑っているではないか。

ろ帰宅した。私はそれから身支度を

しあわせそうだ。娘がこんな絵を描

整え、夜中の2時から朝10時までの

いたのは初めてだった。

シフトで働いていた。グレイブヤー

「この絵を雑誌に投稿したいので

ドシフトと呼んでいた。人が寝静ま

すが、許可をいただけますか？」

っている時間帯に働いているのだか

子供の絵

らまさに墓場の時間帯だった。それ

私は、一瞬、昨晩の夫婦ゲンカを
打ち明けようか、娘はこの絵でその

でも子供が起きている間に一緒に遊び食事をしたい

ケンカの報告をしているのですと説明しようか、迷

なら、子供が寝ている間に働くしかない。朝帰宅し、

った。先生はもう何かを察していて、あえて言わな

11時頃から3時頃までの4時間が私が継続して睡眠

いのだ、とも思い、恥ずかしさでそそくさと娘の手

が取れる唯一の時間帯だった。夜、夕食後に娘が寝
着いた後から、夫が帰宅して起こしてくれる間の1
— 2 時間もウトウトできた。子育てと仕事の両立は
累積疲労との戦いだった。私たち夫婦も、お互いに
身を粉にして働いていたから、労わりあい、ケンカ
をしたことはなかった。その暇がないほど、忙しく、
疲れてもいた。
しかしある夜、たった一度だけ、大ゲンカにな
った。何が原因だったのか今では全く憶えていない。
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を引いて幼稚園を出た。
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。

娘は夫の体質を受け継いで、手のひらが濡れてい
る。つないだ手がピッタリと私の手にくいついてき
た。私はどうしてあの絵を描いたのか娘に聞こうか、
迷った。迷いながら聞けないままに二人で歩いて家
路についた。娘もとうとう何も言わなかった。
以来、どんな時でもケンカはしない、声を荒げな
いことを自分に課した。あの絵は子供の無意識の精
一杯の抗議だった。ごめんね。
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びたこの事件が、その後の闘犬飼育場出

件一連を一緒にくぐり抜けた人間たちが

身の犬たちの運命を変えるきっかけとな

見つける「人間と動物のあるべく形」をも

りました。

巧みに描き、心に響きます。

事件後当初は、動物愛護活動団体の大御
所の Humane Society of United States
やPETA*も、保護されたすべての犬を
「全

第91回

The Champions
3 月に素晴らしい映画のイベントに行

永遠のテーマ

米一危険な犬」と非難し、全犬の殺処分

人間は己のあらゆる欲望のために、他

を提案していました。しかし、世間から

類の動物を無情に傷つけることをします。

の関心があまりにも強かったことを受け、

しかし、またその反対に、自分を捨てて

事件を担当していた裁判官は、動物法専

まで献身的に動物を助け、動物のために

門の教授に保護された犬たちの徹底的な

闘うのも人間。地球を我物顔で牛耳って

分析と判断を依頼したのです。

いる人間が、
「動物と人間が本来あるべき
形」を認識し、進んでいくことを切に願う

セカンド・チャンス

機会をくれた映画でした。全米各地での
スクリーニングに加え、ネットでダウン
ロードして鑑賞も可能。詳しくは、http://

というドキュメンタリー映画です。2007

の推測を見事に裏切るかのように、アグ

www.championsdocumentary.com ま

年に全米を震え上がらせたNFLスタープ

レッシブで危険とは正反対の気質でした。

で。

レイヤー、マイケル・ヴィックの闘犬賭

人間に対してポジティブな経験をしたこ

博事件で保護された犬たちが、どんな運

とがなく、社会性もまったく身につけて

命を辿ることになったのか。ドキュメン

いないため、ほとんどの犬たちが異常に

タリー映画作りのベテラン監督が、
「Vick

敏感に怯え、地べたにへばりつく、隅に

Dogs」と呼ばれる、それらの犬たちのそ

隠れるという行動を見せました。しかし、

の後と、彼らを取り巻く人間たちの奮励

攻撃的になることはなく、人間のなすが

と尽力を見事に綴っています。

まま。そうして生き延びるしかなかった

ひとりでも多くの人に︑この映画のメッセージが届いてほしい

保護された、ほぼすべての犬は、世間

く機会がありました。
『The Champions』

のでしょう。

最悪な事件がもたらした光

この映画では救出された数十匹の犬の
中から 5 匹の犬達に焦点があてられ、保

2007年4月、NFLのスター選手、ヴィ

護されてからの数年間の彼らの運命と新

ックの豪邸に警察の手入れが入り、闘犬

生活が紹介されています。今では立派

賭博ビジネスが発覚。ヴィックは捕まり、

にセラピー・ドッグとして活躍し、社会

現場からは70匹以上の犬と、拷問で殺さ

に貢献している犬もいます。誰が予想で

れた犬たちの残骸も見つかりました。事

きたことでしょう。あんな極悪卑劣な状

次回は、
「BSL (Breed Specific Legislation

件発覚後、生き延びて救出された犬たち

況下を経験させられても、チャンスが与

- 特定犬種への法制 」と題し、存続する差別

の運命に焦点が集まりました。と言うの

えられれば本質を発揮し生まれ変われる。

的な法律とそのインパクトについてお話し

も、それまで闘犬現場から保護された犬

映画は、それらの犬の、生きる力と健気

します。お楽しみに！

は、議論の余地なく全部殺処分されてい

な生き様に共感を覚え、愛、忠誠、希望

たからです。しかし、世間の大注目を浴

で、闘犬救出活動の歴史を変えたこの事

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
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ていてくれ、蔵と畑、そして周辺地域の視
察。小さいながらも清潔で近代的な設備と、
機材を動かしてまで醸造のユニークな行程
を長い間、身振り手振りで説明して下さっ
た英語の苦手なオーナーの真摯な熱意に打
たれた。試飲したワインは、どれもアルバ
第 40 回

スペインの醸造地で出会った手作りワインとおもてなし

レズ氏の「混ぜ物なし、余計な介入なし」
という作り方がストンと腑に落ちる。同じ
ことをリップサービスで繰り返すどこかの
醸造家とは、まったく違う正直なワインで
ある。
一日しか滞在しない筆者の、アドバイ
スや意見をじっくり聞きたいと、ランチ

ブドウの中でも「高貴」といわれる品種

多いが、リベラを世界のトップワインに

に3時間半、しかも地元在住の素敵な日本

がある。ブルゴーニュのシャルドネとピ

押し上げたベガ・シシリア（Vega Sicilia）

人女性通訳をわざわざご招待下さった挙

ノ・ノワール。ドイツのリースリング。北

ワイナリーでは、これにボルドーから持

げ句、夜はスペイン名物タパスバーのは

イタリアのネッビオロなどだ。お気づき

ち帰って入植したカベルネを加えたりし

しごを3時間、家族ぐるみでおつきあい下

であろうが、品種は一定の土地とタイに

て、更に力強い洗練されたワインを作る。

さった。時として辛口な筆者のアドバイ

なっている。 スペインの高貴品種と言え

値段も評判も、ボルドーの一級シャトー

スにも真摯に耳を傾けてくれた。こうい

ば、テンプラニーリョ（Tempranillo）とい

（ラトゥール、マルゴー）と比肩し、一本

う作り手を見つけ、良いワインに出会う

う黒ブドウだ。リオハが歴史的にも有名な

150〜250ドルくらいで取引されている。

生産地だが、首都マドリッドに近い、リベ

ベガ・シシリアに続けと、この地域で

ラ・デル・ドゥエロ（Ribera del Duero）

は近年ワイナリーの数と質が急上昇してい

という新興地域でも、最高級のテンプラニ

る。なかでも、ロバート・パーカーから

ーリョを生産している。こちらはドゥエロ

スペイン初の100点満点を貰ったピング

川（ポルトガルの国境を越えると、ドウロ

ス（Pingus）のワインは、そのピュアな果

川Douroとなる）を挟んだ内陸地だ。

実の凝縮度で特出している。とはいえ、庶

この地場ブドウは比較的涼しいリオハ

民が飲めないワインを取材しても、余り意

で育った場合、ストロベリートーンのエ

味はない。ということで、今回はこれらの

レガントな赤ワインになるが、リオハで

ハウスを素通りして、家族経営のブティッ

はこれにグレナッチャ（仏グルナッシュ）

クワイナリーを訪問した。案内してくれた

などをブレンドした上で、長期の樽熟成

のは、訪問の数日前にドイツのプロワイン

を施し、古酒にしたてる。 比して、大陸

（世界最大のワイン展示会）で知り合った

性気候のリベラでは、真夏日には気温が

ワインメーカーのホセ・アルバレズ氏。同

摂氏 40 度まで 上昇するため、ブドウが

氏は大学で教鞭を取る傍ら、地元の農業組

良く熟成するが、夜が涼しく、この昼夜

合の醸造を指導するワインコンサルタント

の気温差がブドウに骨格とバランスを与

として尊敬を集めている。

えることになる。正にナパのカベルネの

一日だけリベラを訪問したいという筆者

生育条件に近い訳だ。日光が強く、皮が

の急な申し出に、同氏と、同氏が醸造を担

厚めに生育するので、色は濃い紫で、フ

当するハラミエル（Jaramiel）社のオーナ

レーバーはブラックベリー系のどっしり

ー、ゴンザレス一族の手厚いスペイン風お

としたワインに仕上がる。ブレンドをせ

もてなしは、心に残った。マドリッドから

ずに、100% テンプラニーリョのものが

汽車で朝一番に到着すると、既に車で待っ
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たびに、長く辛い旅の垢を忘れて、来て
良かったと思う。

醸造アドバイザーのアルバレズ氏

リベラ・デル・ドゥエロの畑を視察
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第 44 回

かを聞くと、彼女はこう答えた。

キャリアデー
ある時、ニナが学校へ行く車中でこん

「断然、ビデオゲームのデベロッパー。
カレッジをドロップアウトして何をしよ
44 人。 資 料 に は、NFL の 選 手、 女 優、

うかなと考えていた時に、好きなゲーム

なことを言った。
「私はイラストを描く

タレントエージェントといった華やかな

の会社にパートタイムで働くチャンスを

のが好きだけど、憧れのアニメーターや

職業から、高校の校長、私たちが暮らす

つかんだんだって。そこで頑張って、プ

イラストレーターになったとしても生活

市の市長、警官や消防士といった堅めの

ロモートして、今では時給で 100 ドル

していくのは大変だと思う。自分が好き

職業までずらりとリストされている。土

って言ってたよ」。それは凄い。やはり

なことで、しかもちゃんとお金が稼げる

地柄かエンターテインメント系の職業が

好きなことを仕事にすることがいかに幸

仕事を見つけなくちゃ」。女の子は男の

多い印象だ。ちなみに、ニナの小学校か

福か、そのことを彼が子どもたちに伝え

子と比べ、現実的である。

らの友人のファンキーな外見の父親が

てくれたのだとしたら大感謝だ。

しばらく経って、今度はこう言った。
「将来の仕事は建築家がいい。クリエイ

DJ だということを、この資料で初めて
知った。

将来の仕事を意識し始めるのに中学
はちょうどいい時期のように思える。も

ティブだし、やりがいも感じられるで

44 人のスペシャリストたちは 44 の教

ちろん、これからなりたい職業が次々に

しょ」。以前は日本語教師と言っていた

室で生徒たちを待ち構える。１人の生徒

変わっていくかもしれないが、目標を持

が、考えが変わったようだ。そこで私は

が聞けるのは８つの仕事まで。資料を見

つことが原動力になる。私も中学時代に

思わず「以前に空港や大学の建物を設計

て、私自身がオーディエンスとして参加

大ファンだったロックバンドのクイーン

した建築家にインタビューしたことがあ

したくなったが、ニナによると「チケッ

にインタビューするライターになろうと、

る。彼の話を聞くと参考になるんじゃ

トも保護者のスペースも、もうない」と

英語の強い大学に進み、出版社に入った。

ない？」と提案した。しかし、忙しさに

のこと。

いまだにクイーンにインタビューはでき

かまけてそう言ったことを忘れていた
ら、
「例の建築家にはいつ会わせてくれ
るの？」とプッシュされてしまった…。

ていないが、文章に携わる仕事に就けて

好きなことを仕事に

そうこうするうちに、ニナの中学で

ニナが話を聞いた

10 年ぶりにキャリアデーが開催される

のは、ビデオゲーム

ことになった。キャリアデーとは、生徒

のデベロッパー、サ

たちの将来の職業選びの参考にしてもら

ウンドエンジニア、

うための実際の仕事人たちによるお話会。

作曲家、ロサンゼル

校長からは事前に「充実したイベントに

ス市警の警官、マー

するために、当日話をしてもらうスペシ

ベルスタジオのプロ

ャリストの目標人数を 40 人とする。保

ダクションデザイナ

護者自身が自分の職業について話せる人、

ー、ベーカリーのオ

または知り合いに協力してくれる人がい

ーナー、ディズニー

れば紹介してほしい」という E メールを

のプロジェクトマネ

受け取っていた。

ジャー、獣医。誰の

最終的に集まった仕事人たちは実に
26
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話が一番面白かった

幸せだと感じている。子どもにも好きな
道を歩んでほしい。
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知っトク法律

デビッド・シンデル弁護士

なぜ米国市民権を申請するのか？
前回より、米国市民権取得のメリット

離婚や養育費の支払い義務について。

その2
くモラルに反した犯罪であれば、申請に

についてお伝えしていますが、後半の今

申請者が負担する離婚歴や養育費の支払

回は続く3つ目のメリットと、取得の手続

い義務がある場合、申請者はそれらが米

きの際に立ちはだかる問題についてお伝

国市民権の申請に与える影響について考

Naturalization 申請のタイミングも重

えします。

慮する必要があります。現在進行中の支

要です。米国永住権保有者が米国市民権

払い義務などがあれば、それについて詳

の申請要件を満たすには、申請者本人が

3つ目は、米国市民権を得ることで、ア

細に説明した文書を提出することも有効

継続的に米国に存在することが絶対条件

メリカで市民としてのあらゆる条件を満

です。アメリカ政府は、養育費の支払い

です。もし申請者が6カ月や1年を超えて

たした状態で生活できることです。投票

やその他離婚に関係した支払い義務など

海外に渡航または居住する場合、米国永

権、陪審員への参加、そして米国市民で

の滞留に対しては非常に重要視するため、

住権の申請目的である、居住の継続性を

なければ不可能なアメリカ政府での仕事

申請者の米国市民権取得に悪影響を与え

断つことになってしまいます。またアメ

に就くこともできます。米国市民権によ

かねません。

リカでの必要居住期間を満たす前に申請

って恩恵を得られる可能性は広がります
が、それと同時にアメリカ社会の一員と
しての責任も求められます。

大きな悪影響を与えかねません。

するなど、申請が早すぎた場合も問題に
また刑事事件におけるいかなる逮捕

なります。

歴や有罪判決も、たとえその事件が完了
していたり、すでに最終判決が下され

米国市民権の申請を考える際には、犯

Naturalization の申請手続きについて

て い た と し て も、Naturalization の 申 請

罪歴などを持たないようにすること、そ

考えるにあたり、注意すべき落とし穴と

に影響を与える可能性があります。申

して申請の時期についてしっかりと確認

は何でしょうか？

請者は刑事事件の逮捕歴や有罪判決が

することが、途中でつまずくことなくス

Naturalizationの申請に与える影響を認識

ムーズに手続きを進めるために重要なこ

ほとんどの米国市民権申請はスムーズ

しておく必要があり、申請の障害となり

とと言えるでしょう。

に進んでいるようですが、申請者の中に

うるであろう、逮捕なのか有罪判決なの

はこれまでの犯罪歴や状況が米国市民権

かを決定づける詳細な内容についても十

の取得にどのように影響を及ぼすかにつ

分に確認しておく必要があります。刑事

いて留意すべき人々もいます。よくある

事件であることが決定的な場合、厳しい

事例は以下の通りです。

判断が下される可能性があり、また著し
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知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

米国市民権取得の条件と申請のプロセス
米国市民権申請の資格としては、まず

場合、その最終処分の供述書を、裁判所

易度は、アメリカの小学4年生程度です。

永住権取得から5年また米国市民と結婚し

から取り寄せる。さらに、更正している

出題される問題は、ほとんど決まってい

た場合は3年以上経過している必要があり

という供述書も添えることが必要な場合

ますので、事前に勉強しておくことを推

ます。期間満了の3カ月前から申請を開始

もある

奨します。

できます。米国に継続的に居住する必要

⑤ 18歳から31歳までの間に永住権を取得

なお、インタビューの際に通訳を付け

があり、長期間（例えば6カ月以上）不在

した男性の場合、面接時に18歳から26歳

ることができますが、以下の条件が必要

にすると、市民権の取得ができない場合

までの間にアメリカの義務兵役に登録し

です。

があります。通常、不在期間が6カ月以上

ていた証明が必要となることもある

1年未満の場合は、継続的な居住を放棄し

なお、家庭内暴力や道徳に反する犯

たと見なされ、市民権取得に影響を及ぼ

罪歴があったとしても、認可される可能

す可能性があります。この場合、申請者

性はあります。飲酒運転などの犯罪歴も、

が米国における継続的な居住を放棄して

裁判所から下された条件を満たしたこと

いないという客観的な証拠を提出するこ

を証明すれば、ほとんどの場合は取得で

とで、申請が可能になる場合があります。

きます。

身体の障害を証明できる

●

50歳以上で、合法的な永住権保持者と

して20年以上米国内に居住
●

55歳以上で、合法的な永住権保持者と

して15年以上米国内に居住
●

65歳以上で、合法的な永住権保持者と

して20年以上米国内に居住
合否はその場で知らされ、合格者には

この証拠を提示する責任は、申請者側に
ありま す。

●

市民権の取得申請プロセス
申請は、書類「N-400」を記入して移民

宣誓式の通知が郵送されます。通常イン
タビュー後、
1～2カ月で宣誓式となります。

市民権取得申請の条件

局に提出し、指紋採取を行った後、イン

指定日に、指定会場で宣誓式に出席しま

① 18歳以上であること

タビューと筆記テスト（口述試験の場合も

す。会場では、アメリカの国家に関する

② 居住者として所得税を申告し、その支

あり）を受けます。

ビデオを観た後、宣誓式を行い、帰りに

払いを行っていること

インタビューでは会話能力が測られ、

帰化証明書が配布されて米国市民となり

③ 過去の結婚で生まれた子供と別居して

ビザ関連の資料について質問されるほか、

ます。

いる場合、養育費支払いの証明を提出する

筆記テストで英語の読み書きの能力が測

④ 道徳に反する犯罪を起こしていないこ

られる場合もあります。

＊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。

と。過去5年以内に逮捕歴があったり、過

また、米国の歴史・政治に関する基礎

去に重罪で逮捕されたりしたことがある

知識が試されるテストも行われます。難
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第138回

交通事故後の情報交換

交通事故を起こした場合には、被害者であっても加害者であ
ってもお互いの情報交換は大変重要です。警察を呼んでも来て
くれないことも多いので、当事者同士が情報交換をしなければ

いかを確かめるのも方法です。

●保険会社の情報を聞き忘れた場合

なりません。この情報が揃っていないと、保険会社がクレーム

車輌保険に加入していない場合は、相手側からしか自分の車

を処理するのが大変困難となります。過去にあった例を紹介し

の被害額が取れません。その場合は、相手の保険会社との対応

ましょう。

となるのですが、その保険会社の情報がないとクレームを報告
することすらできません。多くの人、特に加害者の人で自分の

●住所の間違い、または住所をもらうのを忘れた場合
保 険 会 社 は 相 手 側 に さ ま ざ ま な 手 紙 を 送 り ま す。 ま ず は

保険会社に事故があったことを報告しない人がいます。相手か
らも応答がなく、保険会社の情報がなければ事故処理ができま
せん。大変重要ですので、必ず情報をもらってください。

Claim Acknowledgement Letterを送り、クレーム担当者の連
絡先などを知らせます。そこから連絡を取り合うのですが、相
手に手紙が届かないと手続きがなかなか進みません。

このように情報が十分にないとクレーム処理ができなかった
り遅れたりします。交通事故を起こすとパニック状態になり、

故意に間違った住所を渡す人もいますので、免許証・レジス

冷静にすべての情報を取ることが困難です。普段から、情報を

トレーションカードなどから自分で住所を書き写すようにして

書き込む用紙を車の中に保管し、万が一事故にあった時はその

ください。

用紙を使って書き込んでいけば聞き忘れる心配がありません。

●間違った電話番号をもらってしまった場合
保険会社は相手の運転者に電話で証言を取ったり連絡を取り
合ったりするために必ず相手に電話します。その電話番号が間

多くの保険会社で情報を書き込む用紙を配布していますが、弊
社でも日本語と英語で書かれた書き込み用紙を提供していま
す。ご希望の方はinfo@daiwains.comに「事故情報用紙希望」
と書いてリクエストしてください。

違っていたり、番号を取り忘れたりすると手続きが進みませ
ん。相手から事実関係を確認できないとなかなか保険金の支払
いもされません。忘れずに電話番号ももらってください。
相手の名刺をもらうと職場の連絡先がわかるので便利です。
携帯番号ももらい、その場でその携帯番号に電話して間違いな
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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
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Kyodo

“夫源病”にご注意を！
妻のストレスの原因

認めると、かえって夫との関係が好
転する可能性が生まれる」と話すのは、
心理カウンセラーの石原加受子さん。
長年にわたりカウンセリングに携

定年退職した夫が毎日家にいるように
なって、イライラや落ち込みが増えたり、

わり、
「夫の存在をストレスに感じる

夫の足音を聞くと動悸がしたり…。思い

女性がここ数年、増えてきている」と

当たる女性は、夫がストレスの原因とな

実感。そんな女性へのアドバイスを

って心身に不調が出る “ 夫源病 ” かもしれ
ない。どんな妻と夫が注意したらいいの
だろうか。

近著「妻が抱える『夫ストレス』
」にま
高齢男性向けの料理教室の講師も務める石蔵文信さん
（左端）
。
「夫
が自分の食事を賄えることで、妻の心理的負担を減らすことがで
きる」という＝大阪府吹田市

とめた。
「夫に従わなければならない」など

「夫が家に帰る時刻が近づくと動悸がし

すうちに、だんだん2人だけでも言いたい

「～ねばならない」という義務感は感

て、彼が起きている間中、頭痛や腹痛を

ことを言えるようになった。
「体も楽にな

じるだけで大きなストレスになる。努力

感じました。過呼吸をトイレに閉じこも

りました」と振り返る。

すればするほどへとへとになり「なぜ、私

って我慢したこともありました」と話すの

石蔵さんによると、夫源病とは文字

が合わせないといけないのか」と被害感情

は、東京都内に住む主婦（63）
。コンサル

通り、夫のへの不満や夫の存在そのもの

が湧き、関係が悪化する。
「だから我慢は

タントの夫（65）は、亭主関白で喜怒哀楽

が強いストレスとなって耳鳴り、めまい、

やめて自分を優先するのが大切。簡単な

が激しく「電話に出るのがちょっと遅れた

頭痛、不眠などの更年期様症状が妻に現

ことから具体的に行動を起こしてみて」と

だけで激怒する人」
。20代で結婚して以来、

れる状態を指す。
50代以上の女性が多いが、

提案する。

夫を怒らせないよう、ずっと気を使って

近年は30～40代も増えているという。

例えば、夫を家において友人と食事に

「夫源病になる妻にも、夫にも、それ

行くとする。
「申し訳ない…と夫の食事を

ぞれ共通点がある」と石蔵さん。妻は「経

準備するのでなく、
『自分で何とかしてね』

め、夫源病の名付け親でもある大阪大准

済的自立度が低く、きちょうめんな人で、

と頼んでみてください。その時は受け入

教授（現・大阪樟蔭女子大教授）
、石蔵文

周囲に気配りする良妻賢母タイプ」
、夫は

れられなくても、言ったことで気持ちが

信さん（循環器内科）の診察を受けた。石

「外面が良く、職場では指導者的な立場に

暮らしていた。
転機は10年前。夫自身が体調不良のた

蔵さんは全国でも数少ない「男性更年期外

ある人」が多いという。

変わる」という。
「自分の感情を満たす行動ができれば『あ

“処方箋”は「口げんかをする」こと。
「手

りがとう』という言葉が出る。感謝の気持

さんも一緒に」と言われ受診したところ、

が出るのは論外ですが、口げんかは立派

ちも湧く。それが関係の変化に、必ずつな

石蔵さんに「不調の原因はご主人」と告げ

なコミュニケーション。日頃から夫に本

がります」
と石原さんは話している。
（共同）

られた。

音をぶつけられる妻は、夫源病にはなら

来」を大阪市で開設していたからだ。
「奥

ない。夫の言動にイラっときたら、素直

口げんかが処方箋

Kyodo

Kyodo

「夫源病 こんなアタ
シに誰がした」の表紙

「 妻 が 抱 え る『 夫 ス ト
レス』」の表紙

にぶつけてみてください」と石蔵さんは話
している。

「先生に『我慢はだめ。ご主人とけんか
してください。言い返していいんですよ』
と言われ、ちょっと目が覚めた気持ちで
した」
。それでも最初は夫が怖くて何も言
えず、石蔵さんの診察のときだけ言い返
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「夫を嫌いな自分でいい」
カウンセラーが妻に助言
「夫のことを嫌いでいい。そんな自分を
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ヘルス・トピックス

1

高齢者に紫外線の影響
乾燥がちで、しみやしわに

帽子や日傘を用いたり、露出を抑えた服
を着たりすれば効果があるが、アスファ
ルトの照り返しなどは遮れないことがあ
る。

夏に向け紫外線が強くなっていく季節。

シニアにとって切実な、しわやたるみに

「日焼け止めはいろいろな角度の紫外線

皮膚の修復能力が弱まり、乾燥しがちな

つながる。UVBは赤くなるような日焼けを

から肌を守り、おしゃれの邪魔にもなら

高齢期の肌は、特に影響を受けやすい。

起こし、しみや乾燥の原因になる。

ない。シニアはできるだけ塗った方がい

多く浴びるとしみやしわを増やし、皮膚

慶応大病院皮膚科の専任講師、船越建

がんを引き起こす場合もある。健やかな

さんによると、皮膚がんは若い頃から浴

肌を保つためには、シニアの特徴に合っ

び続けた紫外線の蓄積が原因で発症する

八巻さんは「水分を保持する力が弱いシ

た対策が必要だ。

ことが多い。シニアが予防しても手遅れ

ニアの肌には『ヒアルロン酸』が入ってい

肌に影響のある紫外線のうち、オゾン

だと思われがちだが、紫外線でDNAが傷

る日焼け止めや、
『潤い』効果がある物が

層で吸収されないのがA紫外線（UVA）と

つくことを繰り返すうちに症状が現れる

いい」
。体や頭にはスプレータイプが手軽

B 紫外線（UVB）
。UVA は肌の奥まで届き、

ため、発症前に対策を始めれば効果があ

で、忘れがちな頭皮にも使える。

肌に張りをもたらす弾力線維を壊すため

るという。
紫外線が関係する皮膚がん

果的な塗り方があるという。顔は額、両

でシニアに多いのは①黒色に盛

頬、鼻、あごの下の5カ所に乗せ、円を描

り上がる基底細胞がん②頭皮に

くようにのばす。
「しわの部分はのばして、

でき赤いあざのようになる血管

力を入れず覆うように塗ってほしい」と八

肉腫③同じ箇所にかさぶたを繰

巻さん。首は数カ所に乗せて下から上へ、

り返す日光角化症と、それが進

両腕と両足は線状に優しく塗る。

行してただれて盛り上がる有棘

昨今は、活動的なシニアも増え、旅行

細胞がん④顔や前腕といった日

や屋外でのスポーツの機会も多い。八巻

に当たる部分にできるメラノー

さんは「日焼け止めなどの対策をすること

マ、などだ。

で、紫外線を気にせず楽しんでほしい」と

少なくなるので、脂肪の摂取は控えめに。

なる場合はメニューやタイミングを工夫

遅くなる場合、あらかじめ夕方にヨー

しましょう。

グルトや果物などを食べておき、夕食の

健康計測機器メーカーのタニタによ

量が増えすぎないよう調整を。消化の良

ると、胃が消化活動をしていたり、空っ

いお茶漬けや具の多いスープもお勧めで

ぽだったりすると寝付きが悪くなるので、

す。

適度に食べ、寝る前の3時間は飲食を避け
ましょう。
夕食後はエネルギーを消費する活動も
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話している。
（共同）

遅い夕食の注意点
メニューやタイミングを工夫

夕食は何時ごろ食べていますか。遅く

36

市）の研究員、八巻悟史さんは話す。

乳液やクリームの日焼け止めにも、効

一般的な紫外線対策として、

2

い」と、資生堂化粧品開発センター（横浜

バナナやホットミルクは眠りにつなが
りやすいとされており、試してみてはい
かがでしょう。
（共同）
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銀行が仲介1万5000社
租税回避地での法人設立

スイスの UBS など各国の銀行が富裕層

文書は法人設立を支援するパナマの法

この「パナマ文書」の流出で、租税回避
地での法人購入と巨額投資が暴露された
アイスランドのグンロイグソン首相は4月
5日、辞任を表明した。英国のキャメロン
首相は、文書をきっかけに亡父や自身の
回避地での金融取引を認めた。

の顧客にタックスヘイブン（租税回避地）

律事務所「モサック・フォンセカ」の内部

での法人設立を仲介し、少なくとも 1 万

資料。文書によると、各行は個人名が出

ほかに、文書流出を受けてスイス・ジ

5000社がつくられていたことが、共同通

にくい回避地法人を使って財テクを行い

ュネーブの検察当局はイタリア出身の画

信も参加する国際調査報道ジャーナリス

たい顧客に、同事務所による法人設立を

家・彫刻家アメデオ・モディリアニの絵

ト連合（ICIJ）が南ドイツ新聞を通じて入

仲介していた。

画をジュネーブで押収、関連の捜査を開

銀行やその関連会社の法人設立仲介

始した。AP 通信によると、押収された絵

米国が情報開示を求める圧力を強めた

は 1990 年代に本格化し、英 HSBC が約

画は1918年の作品で、ナチスが第2次大

後は、一転して関与の縮小を図ろうとす

2300社、UBSとクレディ・スイスがそれ

戦中にユダヤ人の美術ディーラーから略

る銀行側と、回避地側関係者とでトラブ

ぞれ約1100社、仏ソシエテ・ジェネラル

奪したとされる。少なくとも2500万ドル

ルも起きていた。

が約1000社に上った。

相当の価値があるとみられる。
（共同）

手した文書の分析で分かった。
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連邦機関へのサイバー攻撃
15年度は10％増

以前から「サイバー攻撃は米国が直面す
る最も深刻な脅威の1つ」と警告しており、
オバマ大統領は3月、本年度より50億ド
ル多い190億ドルの17年度サイバー・セ

連邦政府に対するサイバー攻撃が急増

関のチェック機能が向上し、より多くの

キュリティ予算案を議会に提出した。昨

しており、2015年度（14年10月〜15年

事例を検知できるようになったことが増

年は、連邦人事管理局（OPM）が前年か

9月）はデータ流出やセキュリティ侵害な

加の一因と指摘している。OMB報告書は、

らサイバー攻撃を受け、旧・現職員や契

どのサイバー案件（cyber incidents）が7

サイバー案件を「コンピュータ・セキュリ

約業者およびそれらの家族を含む約2200

万 7000 件超と前年度から 10％増加した

ティ方針、利用規定、または標準的なコ

万人の個人情報が流出していたことが発

ことが、ホワイトハウス行政管理予算局

ンピュータ・セキュリティ慣行に対する

覚している。

（OMB）のまとめで分かった。
ロイター通信によると、OMB は政府機
What's
Up
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侵害または侵害の恐れ」と定義している。
国の安全保障や情報機関の担当者は、

自動運転車の敵は劣悪な道路
米国では高度技術が必要に

運転車を混乱させると不満を漏らしてい
る。
運輸省によると、国内の道路の 65％
は状態が劣悪で、交通インフラに関する

行できなくなり、取り乱したレックス・

世界経済フォーラム（WEF）の 14 〜 15

自動運転車を開発する自動車メーカーは

カーシーメーカーズ北米法人最高経営責

年国際競争力番付では 12 位となってい

より高度なセンサーや地図作成技術によ

任者（CEO）が同乗のエリック・ガルセッ

る。テスラ、ボルボ、メルセデスベンツ、

る対応を強いられている。

ティ市長に「車線が見えない。あなたはこ

アウディなどは、自動で高速道路を走行

ロイター通信によると、2015 年 11 月

の腐った道を塗り直す必要がある」と声を

し、車線変更や駐車もできる車の開発を

のロサンゼルス自動車ショーでボルボが

上げる一幕があった。テスラのイーロン・

進めているが、車線がかすれて見えにく

行った報道機関向け試乗会では、準自動

マスク CEO も最近、車線がかすれて見に

く、標識や信号の形が統一されていない

運転の試作車が車線を認識できず自動走

くい問題を「クレイジー」と呼び、準自動

といった環境では車が混乱しやすい。

米国の道路は状態の悪い部分が多く、

38
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タクシー運転手の指紋を採取
犯歴調査でボストン市警

行けると思っている。指紋の提出は、確
実にそうなるために警察ができることの1
つ」と話している。
タクシーやハイヤー業界はこれを歓迎

市の条例案は昨年提出され、ライセンス

し、ウーバーやリフトのドライバーも従

クシー運転手を対象に犯罪歴調査のため

を持つ市内のタクシー・ドライバー全員に、

うべきだと主張しているが、両社は「運転

の指紋採取を始めた。ウーバーやリフト

毎年のライセンス更新手続きの1つとして

手にはすでに第三者による経歴調査を行

など携帯アプリを使った配車サービスの

指紋の提出を義務付ける内容が盛り込ま

っているため、指紋の提出は不要」と反発。

ドライバーも含まれ、両社は採取に反対

れた。

ボストン市警はこのほど、すべてのタ

ウィリアム・エバンス市警本部長は「ボ

している。
ボストン・グローブによると、市警に

ストン市民はタクシー会社を信頼し、タ

指紋を使った犯歴調査を認めるボストン

クシーに乗る時はいつも安全に目的地に
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新興大手の51％は移民が創業
米経済に大きく貢献

「指紋を出せば、逮捕されたが有罪にはな
らなかったドライバー候補を差別する恐
れがある」と主張している。

ロジーズ、3位がロケット製造大手スペー
ス・エクスプロレーション・テクノロジ
ーズとなっている。
設立者の出身国で最も多いのはインド

米国で時価総額が10億ドルを超える新

立したという。総合評価額が1680億ドル

（14社）
で、以下カナダ
（8社）
、英国
（8社）
、

興企業を立ち上げた人の半分以上は移民

に上る44社は、月平均約760人の雇用を

イスラエル（7 社）
、ドイツ（4 社）
、フラ

という調査結果を、政策研究団体のNFAP

生んでおり、主要な管理職や商品開発担

ンス（2社）
、アイルランド（1社）と続く。

（本部バージニア州）が発表した。

当者の70％以上も移民が占める。

NFAP報告書を作成したスチュアート・

ウォールストリート・ジャーナルによ

44社の中でも時価総額が高いのは、1位

アンダーソン氏は「ビザ（査証）の取得が

ると、時価総額が10億ドルを超える国内

がスマートフォンを使ったタクシー配車

もっと簡単になれば、米経済は外国生ま

の新興企業は 2016 年 1 月 1 日時点で 87

サービスのウーバー、2位がデータマイニ

れの起業家の才能からより多くの恩恵を

社あり、51％に相当する44社は移民が設

ング・ソフト大手パランティア・テクノ

受ける可能性がある」と指摘する。
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ゲーム産業は見ぬふりするな
オンラインのセクハラに対処を

ゲイト（GamerGate）
」の問題に絞られた。
元同州上院議員（民主）で 2014年の知事
選で敗れたウェンディ・デイビス氏は、10
月の中止決定をツイッターで厳しく批判

テキサス州オースティンで 3 月開かれ

合わせてゲーム・コミュニティで起きる

した1人。当日のセッションでは、議員時

たビジネスとカルチャーのイベント「サウ

問題を主題にした討論会を2つ企画したも

代の 13 年に 11 時間連続演説のフィリバ

ス・バイ・サウスウェスト（SXSW）
」の討

のの、発表直後に脅迫状が殺到したこと

スター戦術で中絶法案採決を阻止して以

論会で、オンラインで横行するハラスメ

からいったんは中止を決めた。それがメ

降、嫌がらせの標的にされたことを振り

ント（嫌がらせ）や性差別について率直な

ディアの批判を招き、大手企業が広告を

返った。ネット上にあふれた私生活や容

意見が交わされ、ソーシャル・メディア

引き上げる事態にも発展したため、予定

姿に関する記事やコメントは、
「私が男性

やゲーム産業は負の側面に毅然とした態

を再び変更してまる1日を使った討論会の

政治家だったら話題にすらならなかった」

度で臨むべきとの考えが示された。

実施を決定した。

と訴えた。

ロイター通信によると、SXSWの運営事
務局は 2015 年 10 月、今回のイベントに

3 月 12 日に行われた討論会の焦点は、
ゲーム業界に根付く女性差別「ゲーマー
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界は、驚きと魅力に満ちている。

発音にどんな影響があるかを考える。コ

飛行機の模型を天井からつるすような

ンゴ・キンシャサの貧弱な夜景は、世界

子どもだった著者は、学生時代にパイロ

にある不平等、不均衡を象徴していると

ットになる決意をする。フライトスクー

感じる。

ルの資金を稼ぐために経営コンサルタン

驚きに満ちた空の世界

「グッド・フライト、
グッド・ナイト」

トとして働き、29 歳で念願がかなう。
数々の体験や知見が詰まった本書で、

トに届く。未知の視点から描く地球の姿。

「空の王国」の話はとりわけ魅惑的だ。空

そこに生きる人間への共感と思索。これ

には人々が血を流した末に引かれた国境

はもう文学であり、
「サンテグジュペリ

線はなく、管制の管轄による「空の国」

『夜間飛行』以来の名作」と海外誌が紹介

がある。そこには今もユーゴスラビアが

したことに大きくうなずきたい。
（共同）

あり、マルコ・ポーロが記録に残し、チ
ンギスハンが陥落させた「サマルカンド」
も存在する。なじみのない「国」の名前
は「空が編んだ詩」として著者の耳に届く。

旅客機の国際線で離陸してから着陸す

音楽や詩、科学でも、繰り返し味わっ

るまでの間、体は空中にあり、どこの国

て関係性を発見すると「心を打たれる」と

にも存在しない。それだけでも心躍る状

言う。空から森や道路、川を見下ろすと、

況だが、その世界のプロでなければ見ら

日常とは違う美しさが見えてくるという。

れない風景、得られない知識に触れれば、

は、詩的な描写によって読者にダイレク

さらに、見えているものを超えて想像

憧れはさらに深まる。ボーイング 747 の

を広げる。人口の多い地域の上空では地

パイロットである著者が案内する空の世

上での会話を思い、地表の起伏が言葉や

Kyodo

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

コックピットから目にする光の美しさ

「 グ ッ ド・ フ ラ
イ ト、 グ ッ ド・
ナ イ ト 」（ マ ー
ク・ヴァンホー
ナッカー著、岡
本由香子訳、早
川書房）

日本の企業や経営者を、教官たちのイン

生向けの研修旅行の行き先」として、
「約

「ハーバードで
いちばん人気の国
・日本」

タビューを交えながら紹介し、
「ハーバ

10 カ国の中で」日本が一番人気というこ

ードが日本のどこに着眼しているか」を

とで、ずいぶんと「盛って」いる気がす

理解することは私たちが「自国の強みと

るがご愛嬌。課題山積で悲観論が渦巻く

課題を見直す機会」となると説く。

この国の「現実」をひととき忘れて、癒

「ハーバード」といえば世界最高峰の

幹線の車両をきれいにする「JR 東日本テ

大学の代名詞として日本でも名高い。マ

クノハート TESSEI」の清掃員たち、三

イケル・サンデル教授の番組「ハーバー

菱の創業者岩崎弥太郎の豪快な人物像…。

おなじみトヨタのカイゼン、7 分で新

ド白熱教室」が人気を呼び、経歴詐称が

「プロジェクト X」と「その時歴史が動い

報じられた、あの経営コンサルタントの

た」を合わせたような（ベタな）チョイ

「学歴」にも「ハーバード」が含まれていた。

スだが、
「（TESSEI 幹部の）『自ら現場へ

そんな米国の「最強ブランド」に、テ

溶け込んでいくリーダーシップ』は、世

レビ番組や書籍を席巻する「ニッポン礼

界的なサービス企業では標準になりつつ

賛」を組み合わせた本書は発売 2 カ月で

ある」（ライアン・ビュエル助教授）、
「弥

15 万部超えのヒット。ブランドも、ほ

太郎は学生のロールモデルとしてふさわ

められるのもみんな大好きなのだ。

しい」（ジェフリー・ジョーンズ教授）な

米コロンビア大で経営学修士（MBA）

んて激賞が続く。

を取得したという著者は、ハーバード大

ちなみに印象的な題名の根拠は、ハー

経営大学院で教材として採用されている

バード大の「経営大学院」が行う「1 年

40
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やされるのも悪くないかも。
（共同）

Kyodo

最強ブランドに癒やされる

「ハーバードで
いちばん人気の
国・ 日 本 」（ 佐
藤智恵著、PHP
新書）
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技術の進歩に仰天！
「The Jungle Book」
1894年に出版された
「The Jungle Book」
は、少年と動物の交流を描いた物語で、デ

© Lions Gate Entertainment Inc.

© 2016 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC.

ィズニーは1967年にアニメ映画で映像化
を実現させたが、今回は、最新のテクノロ
ジーを使って実写映画化を実現させた。
主人公モーグルと交流する動物たちは人
間の言葉をしゃべる。実際の動物を調教す

ケヴィン・コスナーの才能

るのには限界があり、演出は不可能に近い。
そこで本作では、動物たちをCGで制作し、
モーグルの映像と合体させた。しかし、映

ここ数年、最も多くインタビューしてい

画を観る限り、動物たちがCGだとはとて

るケヴィン・コスナーは、記者会見に必ず

も思えない。全部がCGと聞くまでは、
「口

ジ・エンターテイナーのセリフはチンプン

出席し、質問に真摯に答える数少ないA級

の動きのCGはスムーズだし、うまく調教

カンプンだった。ただ、試写後にアメリカ

スターだ。

したな〜」と思ってしまったほどだ。毛並

人の友人記者も「セドリックのセリフはさ

みや動作も自然だが、何よりも体温が伝わ

っぱり理解できなかった」とこぼしていた

単独で約30分、じっくり記者と話してく

ってくるほどのリアル感を持っている。

のが救いだったが……。

れた。本作への出演を何度か断ったという

新作「Criminal」では、大スターながら、

4K解像度の3D映像にも仰天した。まる

本作は映画「Barbershop」シリーズの第

コスナーだが、結局は出演を決めるも、最

でジャングルの中にいるような錯覚に陥る

4弾。各作品ともに、スラングの応酬に興

初は演じる役ジェリコのキャラクター像が

ほど鮮明なのだ。シリアスな場面とユーモ

味深いテーマを織り交ぜて物語が展開する

まったくつかめず、苦労したと語る。

ラスな場面のバランスも絶妙な本作は、入

が、本作では社会問題を取り上げているの

場料以上の見応えの作品と言えよう。
（4月

が新しい。
主人公カルヴィンが、ギャングに憧れを

15日公開）

「撮影初日が、共演のガル（・ガドット）
演じるジルをレイプしようとするシーンで
ね。ジルの夫ビルの記憶を植え付けられて

抱くようになった息子に「お前はラッキー

いる凶悪犯ジェリコがどんなルックスで、

だ。ギャングになるか、そうならないかと

どんな動きをするのかさえ全く見当がつか

いう選択肢があるのだから」と諭すシーン

なくて戸惑ったよ」と打ち明けた。

があるが、このセリフは同じような境遇の
若者全員に伝えたいものだ。

しかし、コスナーはビルとジェリコが交
錯し、混乱する人物をバランス良く演じあ

ちなみに、カルヴィンを演じるのはラッ

げ、俳優としての才能を見せつけた。それ

パーのアイス・キューブ。強面ゆえにワイ

だけではない。オスカー監督でもあるだけ

ルドな性格かと思いきや、伝記映画となっ

に、演出面でも絶妙なアドバイスを与えた

た「Straight Outta Compton」でも描かれ

ことが分かった。本作の監督アリエル・ヴ

ていたように真面目で聡明な人物だ。本作

ロメンが教えてくれた。
「ダークでシリアス

で夕食後の片付けを手伝うシーンの演技が

な犯罪ドラマなので、シリアスな場面ばか

とても自然だったが、記者会見での対応で、

りを撮影していたところ、ケヴィンが、ア

あれは地で、気が利く性格の持ち主だと分

ドリブでユーモラスな場面を入れるよう提

かった。会見中は、記者全員が公平に質問

案してきた。全体のトーンと違うからうま

できるように仕切り、会見後は使ったグラ

くいくか分からなかったけど、
『信用してく

スを自ら片付けたのだ。これまで多くのタ

れ。絶対に上手くいくから』と言われ、や

レントに取材したが、使ったグラスを片付

ってみたんだ。そうしたら、とてもいいア

正直に言おう。スラング英語力を試され

けるタレントは皆無に等しい。しつけの良

クセントになって、ほかのシーンがとても

る本作で、筆者は完敗に近かった。理髪店

さに感銘し、今更ながらファンになってし

効果的になったんだ」という。図書館のシ

内で交わされる登場人物たちの会話の応酬

まった。
（4月15日公開）

ーンなどがそうだが、効果の程は観てのお

©2016 Disney Enterprises, Inc.

社会問題を扱ったコメディー
「Barbershop: The Next Cut」

には全く付いていけず、特にセドリック・

楽しみだ。
（4月15日公開）

Special thanks to Maria Cecilia Toro / Walt Disney Studios, Gigi Stevens / Warner Bros. Pictures, Holly Vandevoorde / Ginsberg Libby
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Text by Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc.
Photo by Kazuki Hirata / Hollywood News Wire Inc.

ッドに
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ユニバー

『Harry

が
ク
ー
パ
マ
Potter』のテー

オープン

フロリダのユニバーサル・スタジオ、日
本のユニバーサル・スタジオに遅れること
2年、本家ユニバーサル・スタジオ・ハリ
ウッドにウィザーディング・ワールド・オブ・
ハリー・ポッター（以下ウィザーディング〜）
が4月7日にオープンした。
同パークは、映画化も大ヒットしたベス
トセラー小説『Harry Potter』シリーズの世
界観を再現したもので、作品に登場する場
所や建物、グッズや飲食物などに加え、遊
園地らしく乗り物もある。
本家の方は敷地が限られているために既
存の建物やパークを潰して、ウィザーディ

パーク内は、屋根に雪が積もったイギリスの田舎の村の風景が広がる

ング〜を建設した。それゆえ、フロリダや
日本に比べ、非常にコンパクトになってい
るが、作品のファンを満足させるクオリテ
ィーをキープしている。

アトラクション

イド。順番を待つ間の列は屋外にあり、ハ
リーの友人ハグリッドの小屋の周りを楽し

ウィザーディング〜内にある乗り物

本家のウィザーディング〜の 売り に

は『Harry Potter and the Forbidden

ついて、ユニバーサル・クリエイティブ（遊

Journey』と『Flight of the Hippogriff』の

園地のリサーチ・開発を担当）の代表マーク・

2つ。

める。
（身長制限：91センチ以上）

レストランと買い物

ウッドバリーは、
「娯楽の首都ハリウッドに

前者は、ホグワーツ城内に作られたアト

あるので、ここでしか味わえないスタジオ・

パーク内には、ハリーが魔法関連グッズ

ラクションで、最新の映像技術とロボット

トラムツアーに代表されるように、日本の

を購入するダイアゴン横町や友人らと出か

工学を駆使したもの。3Dメガネをかけて体

パークとはまったく違った経験ができる。

けたパブなどが再現され、魔法の杖や本、

験する。主人公ハリーと一緒に空を飛び回

ウィザーディング〜も、日本のものとはち

イタズラグッズなどを購入できるほか、バ

るという設定で、らせん降下や360度の旋

ょっと違うよ」と話す。

タービール（アルコールの入っていないソ

回などがあり、筆者のように乗り物酔いし

ーダ）も飲める。

この「ちょっと」について突っ込むも明

やすい人は覚悟が必要なほどリアル。順番

確な答えはなかった。どうやら立地条件と

また、杖を手にショーウインドーに向か

を待つ間の列は城内にあり、作品に出てく

敷地面積以外は、日本とほぼ同じと言えそ

って魔法を唱えると仕掛けが動くお楽しみ

る教室などを堪能できる。
（身長制限：122

うだ。コンパクトになっていることに、筆

もある。

センチ以上）

者のように「炎天下の中、無駄に歩かなく

後者は、家族向けのローラーコースター

て済む」として喜ぶ人も多いのではないだ

で、作品に登場する魔法界の生物ヒッポグ

ろうか。

リフ（オオワシの頭と馬の胴体）を象ったラ

バタービールはフローズンがお勧め
パーク入り口では、ホグ
ワーツ特急がお出迎え

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

魔法の杖を売るオリバンダーの店もアトラクションの一
つ。20 人程度で入り、選ばれた 1 人が杖を試す

乗り物に弱くても大丈夫（？）
『Flight of the Hippogriff』

100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
800-864-8377
入場料 90ドルから ＊ネット割引あり

Special thanks to Crystal Williams / Universal Studios Hollywood
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SENIOR MOTO
シニアモーターダイアリー

れていた。すると相聞の文脈で読むしか

裏ななつ星紀行〜古代編

万葉ゆかりの地を訪ねて
葛城・宇陀の旅

なくなる。
「秋の田」の歌などは、主観と
客観がうまく組み合わされた、非常に完
成度の高い歌として受け取られたはずだ。
叙景のなかに抒情を映す「朝霧」は、はか
ないものの比喩とか、鬱屈した心象風景
ということになるだろう。これは歌を受
け取る側の自然観が変化したことを意味
している。自然から神話的な意味が失わ
れるにつれて、秋の田に漂う霧は、繊細
な恋愛感情を投影するための比喩的自然
に変容していく。あるいは恋愛の象徴と
しての自然としてとらえなおされていく。
こうして本来は挽歌であったものが、し

大和独特の太陽の光が織りなすレンブラント現象

だいに恋歌として読まれるようになって
いったのかもしれない。

第四話

く乞い求めることもなくなるであろうに
……。

挽歌が魂振りの意味合いを失い、恋
歌として読まれていくにつれて、今度は

古代の自然観においては、天候や気象

折口も言っているように、飛鳥・奈

挽歌的な表現を手本として恋歌がつくら

もしばしば霊的なものとのつながりにお

良の時代に至っても、宮中に仕えていた

れる、という逆転した現象が生まれてき

いてとらえられていた。彼らにとって自

女性たちはなお巫女としての自覚をもっ

た。つまり歌の解釈が、歌のつくり方に

然は、多分に神的なものだったのだ。前

ていた。彼女たちは宮廷の神および神な

も反映してくるわけだ。その理由として、

回もご紹介した、磐姫皇后の歌を見てみ

る君に仕えていたのである。したがって

短歌の独特の声調が早い段階の挽歌にお

よう。

故人を偲ぶ歌にも、そうした巫女的な気

いて成立したこと、初期の挽歌が歌とし

分が底流していたと考えても無理はない。

て高い完成度を示していたこと、などが

秋の田の 穂の上（へ）
に霧（き）
らふ

磐姫皇女の歌とされる、これらの「恋の

考えられる。また何よりも挽歌は、故人

朝がすみ いづへの方に わが恋ひや

歌」が、実際は宮中に使える女性たちによ

への追念や思慕の情を述べるものだから、

まむ（二・八八）

ってつくられたものだとすれば、巫女の

相聞的な抒情性を表現するのに適したス

魂振り（鎮魂）的な歌という解釈も成り立

タイルであったと言えるだろう。

ここで詠まれている「朝霧」は、田んぼ

つように思われる。

類型的とも言える挽歌の表現を踏襲し

の稲穂の上にぼんやりかかっている水蒸

家持の時代には、すでに人々のなか

ながら、恋愛詩としての抒情性が展開さ

気というよりは、もっと霊的なニュアン

から、そうした魂振り的な感受性が失わ

れていく。とくに強い恋情を詠んだ歌で

スをもっていたのかもしれない。鳥が死
者の霊の具現化したものと考えられてい
たように。ここでは霧が、そのようなも
のと観ぜられていたのではないだろうか。
秋の田にかかった朝霧が、私にはあなた
の霊のように見える。それはどこへ帰っ
ていくのだろう。あなたの魂の在所を知
ることができるなら、こんなふうに切な
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TOR DIARIES
小説家・片山恭一と写真家・小平尚典が、“真の贅沢ってなんだろう？”と格安ローカル列車の旅にでた
文＝片山恭一／写真＝小平尚典

■好評ネット配信中
（http://bp.shogakukan.co.jp/manyou/）

は、意図的に挽歌の修辞法が使われるよ

し秋の風吹く」とい

うになっていく。つぎにあげる歌は、そ

った繊細な表現が、

のようなものとして読むことができる。

この時代に突然あら

岩舟も見つけた

われることの不自

君待つと わが恋ひをれば わが屋戸

然さ、などが主な理

の すだれ動かし 秋の風吹く

由である。やはり後

（四・四八八）額田王

代の歌人が仮託して

風をだに 恋ふるはともし 風をだに

つくった歌と解する

来むとし待たば 何か嘆かむ

のが穏当だろう。つ

（四・四八九）鏡王女

まりフィクションで
ある。額田王や鏡王

第四巻におさめられた相聞である。一

女といった叙事伝説

首目には額田王が天智天皇を偲んでつく

上の女たちをヒロインとしてつくられた、

った歌という題詞がついている。二首目

虚構の恋歌ということになる。

葛餅はあっさりとして美味しい

の作者、鏡王女についてはよくわかって

歌の作者は二人のヒロインを、ともに

いない。本居宣長は額田王の姉と考えて

天智天皇の寵愛を受けた女として想定し

いたようですが、異説も多いようだ。そ

ている。言ってみれば恋敵だ。二人のあ

れはともかく、二首とも秋相聞として第

いだには嫉妬などの対立感情があったか

八巻にも出てくるから、当時は代表的な

もしれない。そこで一首目、
「すだれを動

相聞歌とされていたのだろう。少なくと

かして秋風が吹いていく」といったデリ

解できない言いまわしはほとんどない。

も編者たちの目に、すぐれた恋の歌と映

ケートな情感を湛えて、恋する人を待ち

そこに表現された、恋する女たちの心情

っていたことは間違いない。第四巻と第

かねている切ない女心が優美に描かれる。

は、現代のわれわれにもすんなりと通じ

八巻は、ともに大伴家持が編集したと考

それに答えた歌、
「風をすら恋焦がれてい

てしまう。その意味では、かなりモダン

えられている。彼は後代の詠み手たちに、

るなんて、羨ましいこと。風が吹くたび

な歌と言ってもいいかもしれない。

に、あの人が来たのかしら、と胸をとき

こうした歌が秋相聞を代表するものと

めかすことができるなら、何を嘆く必要

され、長い歳月にわたって人々に愛誦さ

ところで一首目を額田王の作とする

があるかしら」といくらかの皮肉を交えな

れてきた。やはり読む者に「いいなあ」

ことには、早くから疑問がもたれていた。

がらも、いじらしく応じる。まさに相聞

と思わせる何かがあったからだろう。受

作風が他の額田王の作とされる歌とはあ

の形式を踏んだ恋の鞘当てが繰り広げら

け取る人々の心に共鳴するものがあった

まりにも異なっていること、
「すだれ動か

れているわけだ。

から、時代を超えて愛誦しつづけられた。

「これらを手本にしなさい」と言いたかっ
たのかもしれない。

い ず れ の 歌 も、 誰 か 特 定 の

フィクションの力とは、そういうもので

人を想定して詠まれたものでは

はないかと思う。歌が詠まれた状況は嘘

ないだろう。挽歌の類型を踏み

だとしても、歌に詠まれたものは真実で

ながら、表現の上での洗練と繊

あるということだ。

細 が 追 求 さ れ て い る。 そ の 結
果、先の磐姫皇后の歌に比べる
と、呪術的な暗さ、重さ、激し
さ、おどろおどろしさは影を潜
め、ずいぶん上品で可憐な印象
天理の大和街道

を与えるものになっている。理

■片山恭一（Kyoichi Katayama） 小説家。愛媛県宇和
島市出身。1986 年「気配」にて『文学界』新人賞受賞。
2001 年刊行の『世界の中心で、愛をさけぶ』がベストセ
ラーに。ほかに、小説『静けさを残して鳥たちは』、評論『ど
こへ向かって死ぬか』など。www.kkatayama.net
■小平尚典（Naonori Kohira） フォトジャーナリスト。
北九州市小倉北区出身。写真誌 FOCUS などで活躍。1985
年の日航機墜落事故で現場にいち早く到着。その時撮影し
たモノクロ写真をまとめた『4/524』など刊行物多数。ロサ
ンゼルスに 22 年住んだ経験あり。nkohira.shopdb.jp
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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。

ニラが旬の今の時期に作りたい豚キムチ。
試作を重ねて、やっと行き着いた味付けがこ
れです。お子さんがいらっしゃったり、辛い
のが苦手な方は、ここに少しお砂糖やはちみ
つを足すと、おいしくいただけると思います。
副菜にはキムチに合うナムルを。定番のモ
ヤシもおいしいですが、今が旬のアスパラガ
スを使えば、食卓の色合いも栄養面もバッチ
リ！数滴入れるしょうゆが、いつものナムル
と比べて、より一層おいしさを引き立ててく
れます。

今日
の

主菜

究極の豚キムチ

【材料】（４人分）
豚ばらスライス ................ 10.5oz
＜肉下味用＞
酒 ...................................... 大さじ1
塩こしょう ........................... 少々
ニラ ........................................... 1束
長ネギ ................................. 1/2本
ごま油 ............................. 大さじ1

今日
の

副菜

ショウガ（すりおろす）.... 1片
ニンニク（すりおろす）.... 1片
キムチ ...................... 3.5〜5.2oz
しょうゆ......................... 小さじ2
みりん ............................. 小さじ2

【作り方】
❶豚肉は5cmくらいの長さに切り、
下味調味料と袋に入れ、もみ込ん
でおく。
ニ ラ は5cmの 長 さ に、 ネ ギ は
5mmくらいの斜め切りにする。
❷フライパンにごま油を入れ、弱
火で熱し、ニンニク、ショウガを
入れる。

香りが立ってきたら、豚肉を入れ
て、中火にし、肉をほぐしながら
炒める。
❸肉の色が変わったら長ネギとキ
ムチを加えて炒める。混ぜ合わさ
ったら、しょうゆとみりんを加え
ざっくりと混ぜる。ニラを加え、
炒め合わせる。

アスパラガスのナムル
【材料】（４人分）
【作り方】
アスパラガス 太めなら ............3本 ❶アスパラガスは下の硬い部分と
細めなら ......5~6本 ハカマをピーラーで削ぎ落とす。
白いりごま..........................大さじ1/2 4cmの長さの斜めに切りにし、塩
ごま油 ........................................大さじ1 少々(分量外)を加えた熱湯で、鮮
しょうゆ ......................................... 数滴 やかな緑色になるまでサッとゆで
すりおろしニンニク ...................少々 る。
塩 ........................................................少々 ❷白いりごまをフライパンで、香
りが立つまで軽く乾いりする。
❸クッキングペーパーで水気をよ
く拭き取り、すべての材料を混ぜ
合わせる。
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美人
帝国
び じ ん て い こ く

たしな

キレイ磨きは女子の嗜み
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。
﹁グレート・メープル﹂の店内

ブランチの定番「メープ
ル・ベーコン・ドーナツ」

新装・トーランス

「デルアモ」で満腹 ブランチ
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）

在米日本人が多く住む、ロサンゼルス

いて食べられるレストラン、遠出しなく

もうひとつのブランチの目玉は、6種類

近郊トーランス。その中心部にある、シ

てもちょっとトレンディーな食事ができ

の「ブラッディー・メアリー」だ。単なる

ョッピングモール「デルアモ・ファッシ

る場所が生まれた。

トマトジュース＋ウォッカではなく、こ

ョ ン・ セ ン タ ー」
（Del Amo Fashion

そのひとつが、ブランチにおすすめの

Center）が、大がかりな改装計画を進め、

レストラン「グレート・メープル」
（Great

大変身を遂げつつある。

Maple）だ。

すべての改装が終了すると、270 万平

れまたトレンドの「トッピング重視」スタ
イル。盛り具合がいい。
バーテンダーがすすめるのが、
「One

ブランチにはずせない一品が、
「メープ

Armed Mary」
。トッピングはなんと、タ

方フィートのリテールスペースができ、

ル・ベーコン・ドーナツ」
。店のシグニチ

コの足。くるっと丸まってグラスのふち

アメリカ西部で最大、全米でもトップ 5

ャー・ディッシュと言えるほどの人気ぶり。

に引っかかっているその様が、片腕を回

テーブルに運ばれてきたとたん、ぷ

しているように見えるからつけたネーミ

にはいる大きさのモールになる。
トーランス近隣の住民にとって嬉し

ーんとフレッシュなドーナツの香りが立

いのは、
「食」のオプションがぐっと充実、

ちあがる。グレーズは、しっとりしてい

全米各地に、クレイジーなトッピング

かなりアップグレードされたことだ。

て、かつ、バタリー。すべてがとけあっ

で話題のブラッディー・メアリーがある

以前は寂しげなフードコートで、ファ

て、アメリカ人が好きな「スイート＆セイ

けれど、タコを使うのはかなり珍しいと

ストフードの中でも魅力の薄い店が集ま

ボリー」な朝食になっている。ボリューム

思う。

っていた。改装によって、座って落ちつ

があるドーナツが3個のって、10ドルだ。
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ングらしい。
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「グレート・メープル」の店内
南カリフォルニアのビーチタ
ウンらしいモールをめざして
大改装中

タコとキュウリのブラッディー・メアリー、「One Armed Mary」

Courtesy of Del Amo Fashion Center

ュージーランドのプレミアム・ウォッカ。

は、半屋外のスペースをいかして、当時

スコースト・プラザやビバリーヒルズの

タコはグリルして、チリをきかせている。

まだ南カリフォルニアでは斬新なつくり

モールまで買い物に行っていた人たちを

さらに、ポン酢と塩こしょうでしっかり

の、おしゃれなモールとして人気が出た。

呼び込みたい。地元で買い物や食事が済

漬けたキュウリも添える。スパイシーな

しかし、近年、ショッピングモールの

むようにしたい」と話す。高級百貨店の

キックと上品さが、同時に楽しめた。

盛衰は激しい。消費者の好みの移り変わ

ノードストロームが新しく加わったのも、

グレート・メープルは、サンディエゴ

りについていくため、モール同士の競争

イメージチェンジに大きく貢献した。

とニューポートビーチにも店がある。入

も激しさを増す一方だ。より高級に、よ

ると真ん中は、大理石のバーカウンター。

りトレンディーに、よりおしゃれなデザ

ハッピーアワーが人気の「フリーダ」
、オ

パティオがあり、南カリフォルニアのビ

インにと、改装があちらこちらで進んで

ーストラリアからアメリカ初上陸の「ス

ーチタウンらしいインテリアになってい

いる。

モウ・サラダ」などがオープンした。今

る。
チェーン展開しているが、テーブルマ

トーランスの隣、レドンドビーチに

後、小籠包の「鼎泰豊」
（Din Tai Fung）
、

あるモール「サウスベイ・ギャラリア」

ロサンゼルス・ブランドの「レモネード」
、

ットには「トーランス」の文字や地図がは

（South Bay Galleria）は、デルアモの改

いっている。こういった小さなところで、

装によって客を失った。それを取り戻す

ローカル向けの気づかいを忘れていない

ため、最近、改装を発表した。

のも、地元住民にとっては嬉しいだろう。

ビバリーヒルズの一等地にある老舗

同店シェフのウィングさんは、
「トーラ

モール「ビバリー・センター」
（Beverly

ンスの魅力に調和した店にしたい。ジャ

Center）も、
「時代遅れ感」を隠しきれず、

ンルにとらわれず、旬の新鮮な食材を使

つい最近、大規模改装を決めた。
る場所」にとどまらない、プラスアルファ

◆ ◆ ◆

の魅力を求めている。グルメ・レストラ
ンだったり、青空ヨガのクラスだったり、

2007 年 に、 現 在 の サ イ モ ン・ グ ル
ープ（SIMON）の傘下となったデルアモ
50

スパやサロンだったり。

Del Amo Fashion Center
3525 W Carson Street, Torrance, CA
www.simon.com/mall/del-amo-fashion-center
Great Maple
21434 Hawthorne Blvd., Torrance, CA
thegreatmaple.com

毎朝つくるフレッシュ
なドーナツ _

消費者は、モールに対して、
「買い物す

「ピンクス・ホットドッグ」もできる予定。

タコとキュウリの
」
「 One Armed Mary

ったメニューをいつも考えている」と話す。

「食」では、グレート・メープルのほか、

デルアモの広報担当者は、
「今までサウ
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1452 Golf rd . Rolling Meadows,IL 60008
847 (640)-9131 uni-hair.com
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ニューヨーク・東海岸の求人
全米でのポジションあり!

全米でのポジションあり!

全米でのポジションあり!

●ビザサポート有り●

●商社 製造 その他●
商社 Sales Rep
60-80K
商社 TAX Accountant 50-65K
商社 Sales
40K
商社 Logistics Coord.
DOE
物流 Warehouse Asst 30K
JFK周辺/車必要
物流 Air Export
DOE
JFK近郊/経要
物流 Operation Agent DOE
物流 Sales Rep
DOE
旅行 Operator
50-65K
旅行 Sales
DOE
旅行 Corporate Sales DOE
サービス IT Manager 55-60K
DynamicsCRM/Sharepoint優遇
サービス Facility Coord. 36K
サービス 製造Supervisor DOE
メディア Sales/Mktg 40-45K
メディア Producer Asst DOE
デザイン Accnt Exctv 35-40K
車の免許必須
デザイン Prdctn Coord30-35K
不動産 Asst
40K
不動産 Agent
DOE
ライセンス取得制度有
製造 Admin/Sales Asst 40K
教育 Admin Asst
DOE
広告 Sales
DOE
営業経験必須

●Temporary●
IT Purchasing Asst 長期
長期
IT Help Desk
IT System Engineerパート
IT(NJ) IT Administration長期

IT ERP Consultant40-80K
IT Customer Support 30-35K
IT Network Engr
DOE
IT ERP Support
DOE
IT Help Desk Engr DOE
IT System Engr
DOE
IT Sales
DOE
サービス AutoCAD Drafter50-60K
サービス HR Consultant 40-50K

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。

人事知識要
サービス Accnt Exctve 38-42K
サービス ConstructionAdmin DOE
サービスAccnt Executive DOE
Event運営
製造 GeneralManager70-100K
製造(NJ)ApplctinEngr 40-70K
リモートOfﬁce OK
製造 Corp Planning Mgr DOE
戦略経要/MBA優遇
会計 監査/税務
45-55K
会計 Auditor (NJ)
DOE
デザイン Accnt Exctv 35-40K
広告 Account Executive DOE
金融
金融
金融
金融

金融 銀行 会計●

Credit AVP 100-115K
Credit Analyst 65-85K
Fund Analyst
70K
(NJ)ClientSvcAdmin 60K
Trust Fund Admin知識要
金融 Trading Asst 50-55K
金融 Treasure Operation 40K
金融 Translator
DOE
会計 Audit/Tax/Acctg 55-65K

・オンライン登録

監査経験＋
旅行 Accounting Rep 30-32K

日本でのお仕事探しは
japan@maxjob.comまで！
★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★

Project Mgr
120K
Java Engr
50-90K
System Engnr
40-70K
Sales Asst
30K
Help Desk
DOE
Network Engineer DOE
IT Assistant Mgr
DOE

●ニュージャージー州●
商社 Sales
42K
車免許必要
商社 Purchase Coord 30-40K
商社 Sales
35K
商社 Sales
DOE
製造 Engineer
40-70K
製造 Sales
40K
車/Sales経験必要
製造 Sales
35K
サービス WebDeveloper 40-45K
サービス FinSrvcAdmin 40-45K
サービス Coordinator 32K
会計 Auditor
50-70K
不動産 Coordinator35-38K

最新求人情報毎日更新

最新求人情報毎日更新

◆◆◆◆登録方法◆◆◆◆
・お電話ください

212-949-6660
日本語で!!!!

www.maxjob.com
・履歴書をE-mail
Info@maxjob.com
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●コンピューター●

公共交通機関有

長期
金融バックグランド＋
サービス Claim Coord. 3ヶ月
長期
サービス Mktg Asst
サービス Agent Asst パート
サービス Operator
T→F
サービス 経理Asst
T→F
製造 梱包／事務
パート
長期
製造 Mgmt Asst
コンサルEngr Consul T→F
コンサルEnergy Consul T→F
会計 Assistant
パート
会計 Assistant
T→F
非営利 Admin Asst
長期
非営利 Research Asst 長期
金融 IT Asst
T→F
商社(NJ) Data Entry パート
メディア Admin Asst 2ヶ月

IT Project Manager

●他州●

CA州 MediaSr.PrdctMgr 100K
CA州 製造AsstSalesMgr40-70K
CA州 Jr. Customer Engr 40K+
CA州 旅行 Crprt Sales DOE
30K~
CA州 IT Sales
CA州 商社 Prdctn Coord.DOE
テキスタイル/アパレル経要
CA州 IT Network Tech DOE
経験不問
DC 州 商社 Sales
DOE
GA州 Sales Engineer 50-60K
GA州 Corporate Sales DOE
HI州 Help Desk Engr 40K
IL州 IT Sales Mngr 45-65K
IL州 メディアAsstEditor30-32K
MI州 BuzDevelopMgr90-100K
MI州 製造 Sales Asst 30-35K
OH州 Sales/Tech Mgr 50K~
TX州 NetwrkEngr/PM 70-80K
VA州 Prdctn Engnr 38-40K

最新求人情報毎日更新

日本でのポジションあり！
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス

●日本●

FinancialAnalyst DOE
Product Mgr DOE
Sales/Prmtion DOE
R&D
DOE
Public Relation DOE
IT Web Director
DOE
IT Digital Mktg
DOE
DOE
IT インフラ
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

APA

®
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www.apaintl.com
apajapandesk@apaintl.com
551 5th Ave., Suite 630
New York, NY 10176
212-490-4419
銀行 Sr. Audit Manager ~$200k
銀行VP Credit Risk ~$180k
銀行 VP, Cash Management $$$
銀行 CounterpartyCreditRisk ~$150k
銀行Credit Analyst(Jr./Sr.)~$135k
銀行 Credit Div. Planning ~$95k
銀行 法務
$70-$90k
銀行 秘書
~$90k
銀行CrprtPlnningOfficer$60-$85k
銀行 RegulatoryLoanAdmin ~$75k
銀行 LoanAdmin(NY/NJ) ~$70k
銀行 Relationship Manager $65k
銀行Credit Admin
~$65k
銀行 CreditSpclst(Chicago) ~$65k
銀行 Customer Service
~$60k
銀行 Admin Asst/

Excel, vlookup Pvot $45k
金融 Fixed Income Sales ~$180k
金融VP Japanese Equity Sales $$
金融 Accounting&TaxManager $$
金融 CorporateAccessT→P~$120k
金融 IR Marketing ~$100k
金融 Fin Translator (日英) $$
金融 US EquitySalesTrader ~$85k
金融 M&A 2ndyear Analyst ~$80k
金融 Fixed IncomeJr.Analyst ~$80k
金融 Fund Client Service ~$80k
金融 Planing(Advanced English)
金融 Jr. Auditor $50-$75k
金融 Jr. Trader
~$65k
金融 セールスアシスト $50- $60k
金融 Frontサポート 長期テンプ
金融 IR テンプ 4~6Months
IT コンサルタント/Data Analyst
$70-$90k(東京)
Fund Client Service ~$85k(東京)
商社 Marketing/Sales $80-$90k

カスタマーサービス募集
工場長補佐募集中
John W. Krens
業務拡張につき、食品工場で
会計事務所
Director
工場長補佐を募集中、微生物
勤務地：マイアミ(フロリダ州)
Financial
Services
recruitment
や食品化学を専攻した方を優
業務内容：カスタマーサービ
ス、E-mail応 対、電 話 応 対、 遇、ビザのサポート有り
接客一般事務、データエント
Miyako Oriental Foods Inc.
リ ー、テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト、 Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
アシスタント業務
・日本人会計士(高給)も募集
customerservice@coldmo
履歴書：日本語と英語両方
untainmiso.com
551
5th
Ave.,
Suite
630
送付先：Fax1-305-233-6783
New
York,
NY
10176 幼稚部教諭募集
E-mail:
office: (646) 561-2824
勤務地：NY郊外
info@toddaccounting.com
Mobile: (917) 331-1737
３歳児～小２生達の指導。
Tel: (786)242-0555
www.apaintl.com
■■■■スタッフ募集■■■
●FULLTIME事務スタッフ
ニューヨーク育英学園
●土日アルバイト
2016年度スタッフ募集
全日制部門、サタデー、サン
●PARTTIMEバスドライバー
デー、アフタースクール部門、 勤務地：NY郊外
OPT可、ビ ザ サ ポ ー ト あ り。 上記いずれも、通勤補助、
学園HPの職員募集の項を参
大卒、経験者優遇
照の上、履歴書を
履歴書、教職経歴書をemail
info@japaneseschool.org
FULLTIMEはビザサポートと
まで。
医療保険あり
ニューヨーク育英学園
email:GAKK.USA@GMAIL.COM

8 W. Bayview Ave.
Englewood Cliffs NJ
201-947-4832

888-362-1240

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

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

トラベルコーディネーター
フルタイム募集
勤務地：オーランド
ディズニー専門の旅行業務。
要コンピュータスキル。日米
両語が堪能で米国労働許可証
を保持し柔軟なスケジュー
ルで勤務できる方。履歴書を
e-mailにて送付して下さい。

information@mickeynet.com
mickeynet
13574 Village Park Dr. Ste
260
Orlando, FL 32837

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

インターン募集

Email: resume@usfl.com

USフロントライン

優秀な人材が欲しい！
フロントライン クラシファイド
1行 $6

履歴書を
ご送付ください
e-mail:

履歴書をご送付ください。

classified@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

resume@usfl.com

金融全般：東京転職希望の方募集中
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中西部・南部・西海岸の求人／不動産
シカゴ・一統寿司
新鮮な魚貝類を毎日仕入れて
お客さまに提供しています。
シカゴ・一統寿司では『経験豊
富なウェイトレス』を募集して
います。
一統寿司

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！

2616 North Halsted Street
Chicago, IL 60614
773-871-1800

ライター大募集！！

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

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

Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo
untainmiso.com

USフロントライン
クラシファイド広告

インターン募集

ホームページにも

USフロントライン

www.usfl.com

履歴書を
ご送付ください
e-mail:

resume@usfl.com
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自動掲載中！

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

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

履歴書をご送付ください。

Email: resume@usfl.com

新しく
生まれ変わった

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

■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

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

usfl.com
US FrontLineの

ウェブサイトを
ご利用ください。

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
10,6760Sq 44Car $1,100万
住居用売買物件

Cliffside Park
Condo 2Br 2.5Bth NY View,
Doorman, Pool $510,000
Condo 1Br 2.5Bth NY View,
Doorman, Pool $365,000
Fort Lee
Duplex 3Br 3.5Bth 学校、公
園近 $639,000
Cresskill
一軒家 TBHill 5Br 6.5Bth
3Car 1.3Ac $380万
Ridgeﬁeld
一軒家 3Br 3Bth 1Car 交通
便利 $519,000
Palisade Park
新築一軒家 1B 1Bth
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不動産／その他
$290,000

人広告のことなら手軽で安
価、効果も抜群、フロントラ
イン クラシファイドをご活
用下さい。1行 $6

Ofﬁce用賃貸物件
Englewood Cliff
3,305Sq $28.50/Sq
GWBridgeまで車3分
Fort Lee
GWBridgeまで徒歩1分

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.

詳しくは下記の申込要項をご
覧下さい。一括お支払いの長
期契約には割引もあります。

Tel: 310-294-5778
classified@usfl.com

少人数用オフィス格安にて奉
仕$1,000-1,300まで

Ridgewood

ホームページにも自動掲載中！

賑やかな商店街の2階
少人数用オフィス$300-$500

www.usﬂ.com

住居賃貸物件

Main Office:
914-921-1616
Greenwich CT:203-861-2525
Manhattan:212-226-4545
Fax:914-921-1728
info@shoenrealty.com
WWW.SHOENREALTY.COM

1行6ドル

不動産広告なら

誠実・スピーディー・豊富な物件

TEL 052-563-0711
tops-rentacar@spice.ocn.
ne.jp

手軽で安価
効果も抜群

荘園不動産

トップスレンタカー
愛知県名古屋市名駅3-2-5

フロントラインの
クラシファイドを
お試し下さい！

Fort Lee
1Br 1Bth 1Car 暖房ガス代込
$1,650
Duplex 3Br 2.5Bth 2Car
Garage $3,700
T.W.H 2Br 3.5Bth 2Car
Garage $3,100
Duplex 3Br 2.5Bth 1Car
Garage $3,300
Palisade Park
2Family 2FL 2Br 1Bth
$1,700
Cliffside Park
Carlyle Tower 2Br 2.5Bth
$2,900
Saddle Brook
一軒家 3Br 1.5Bth 学校公園
近 $2,300

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

toshihirohiraoka@yahoo.
com

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

FrontLine International, Inc.

e-mail:
classified@usfl.com

USフロントライン

雑誌配達員
（パート）

募集

募集エリア：
ダラス
ニューヨーク
Phone:

310-294-5778
e-mail:

クラシファイド広告

resume@usfl.com

ホームページにも自動掲載中！

FrontLine International, Inc.

www.usﬂ.com
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EVENT

海外子女教育振興財団、5月に
「海外学校説明会・相談会」を開催

海外子女教育振興財団が、恒例の「海外学校説明会・相談会」を5月に開催する。
■日程：
5月7日（土）
：サンフランシスコ日本語補習校サンノゼ校
8日（日）
：トーランス「Double Tree by HILTON Hotel」
10日（火）
：ヒューストン「United Way Community Resource Center」
12日（木）
：シカゴ双葉会日本語学校
14日（土）
：ニュージャージー補習授業校
■ツアー参加校
工学院大学附属中学高等学校（東京都） 桐光学園中学校・高等学校（神奈川県）
富士見丘中学高等学校（東京都）
国際基督教大学高等学校（東京都）
実践女子学園中学校高等学校（東京都） 茗溪学園中学校高等学校（茨城県）
渋谷教育学園渋谷中学高等学校
（東京都） 立命館宇治中学校・高等学校（京都府）
早稲田大学本庄高等学院（埼玉県）
昌平中学・高等学校（埼玉県）
渋谷教育学園幕張中学校・高等学校（千葉県）
東京都市大学付属中学校・高等学校（東京都）
宝仙学園中学高等学校理数インター（東京都）
■申し込み：http://www.joes.or.jp/kaigai_setsumeikai/index.html

CAMPAIGN

「ANA GIFT」ウェブをリニューアル
キャンペーン実施中

ANA GIFTが、新機能を加えたウェブサイト
に生まれ変わった。これを記念して、リニュ
ーアルオープンキャンペーンを実施中。
チ ェ リ ー 早 割 が、今 年 は5月31日 ま で 最
大10％ 割 引 に な る。ま た「ANA500ド ル
Certificate」と、ANAオリジナルLPGAゴ
ルフトーナメント「ANA INSPIRATION」
ロゴ入りの今治タオルのバスローブ＆タオル
のセットもプレゼント。応募期間は6月30日
まで。
さらに抽選で、A：2週間ごとに1名、計5名に、アメリカ発ANA航空券購入の
際に利用できる500ドルCertificateと、B：2週間ごとに1名、計5名に、バス
ローブ＆タオルセットが当たる。
1回の注文で2000ドル以上購入すると全員にバスローブをプレゼント。1回の
注文で1500ドル以上購入すると全員にタオルセットをプレゼント。また6月
30日までにウェブサイトから購入すると通常の2倍のウェブポイントがつく。
注文の際に、ウェブクーポンコード
「Ch16MFTL」
を使うとさらに3%割引
（有
効期限7月31日まで）
。
■応募方法＆詳細：www.anagift.com
＊当選者はウェブサイト、メルマガで発表する。
■問い合わせ：avenue@anatu.com
1-888-222-4147
＊営業時間は月〜金（祭日除く）9am〜5pm (Pacific Time)

NEWS

JAL、国際線ビジネスクラスで
機内食の事前予約をスタート

日本航空（JAL）は、国際線ビジネスクラスで、機内食の事前予約を開始する。
1食目のコースメニューについて、和食、もしくは洋食（牛肉料理のみ）から、
希望の機内食を搭乗の前に選べる。
対象路線は、欧米線(含むハワイ線）と、豪州線、東南アジア線。深夜出発便の朝
食は、事前予約の対象外となる。
予約開始日は、4月6日（水）4pmから。予約締切は、日本発が国際線出発の25
時間前まで（日本時間）
。海外発が、国際線出発の48時間前まで（現地時間）とな

EVENT

NY育英学園「いろはにほんご教室」
音読ワークショップで日本語上達

ニューヨーク育英学園、りんごラ
ーニングセンター（ニュージャー
ジー州フォートリー）の「いろはに
ほんご教室」が、小学生を対象に音
読ワークショップを開催する。
音読が苦手な児童にも楽しんでも
らえるように、題材のビデオを見
て、それを物語にしたものを一緒
に音読する。文字を目で追うだけ
の音読と違い、情景を思い出しな
がらいきいきと音読できるよう工夫されている。
4月からは、コナン・ドイルの有名推理小説「シャーロック・ホームズ」を、子
ども向けにアニメ化したものを題材にする。1話完結形式のため、随時参加が
可能。
■日時：4月11日から6月20日、毎週月曜の4〜5:10pm（5月30日を除く）
■対象：小学1年から6年（それ以外の学年も可）
■定員：各クラス6人
■料金：1回25ドル（1回から申込可能）
■会場：りんごラーニングセンター
(R/Lingo Learning Center, 2460 Lemoine Ave., #105, Fort Lee, NJ 07024)
■問い合わせ：201-947-4707 ringo.nyikuei@gmail.com

EVENT

国際資格の専門校アビタス
U.S. CPA取得セミナー開催

グローバル資格としてのU.S. CPAの特
徴、実は受けやすい試験制度、効率よく
日本語で学ぶ方法など。参加特典は、受
講料割引チケットとサンプルテキスト。
セミナーは無料。
●ニューヨーク
5月20日（金）7〜9pm、21日（土）1〜
3pm。ともに会場は「ロジャースミスホテ
ル」Winthrop Room
●ワシントンDC
5月23日（月）7〜9pm。会場は「ホテルRLワシントンDCバイレッドライオン」
Studio B
●サンフランシスコ
5月25日（水）7〜9pm。会場は「ヒルトンサンフランシスコユニオンスケエア」
Union Square 25
●ロサンゼルス
5月27日（金）7〜9pm、28日（土）1〜3pm。ともに会場は「ミヤコハイブリッ ド
ホテル」ASUKA
■申し込み＆問い合わせ：info-overseas@abitus.co.jp（鐘ヶ江）

る。
ハワイ線は、４月12日
（火）出発便以降の予約、
その他の対象路線は、6
月1日（水）出発便以降
の予約を受ける。
■予約方法：日本地区JALウェブサイトから、予約便の予約詳細画面「機内食予約」
ボタンより申し込む。
■詳細：http://www.jal.co.jp/inter/service/business/meal/meal_yoyaku/

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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No. 176

非常に忙しい時
日本語に「忙しい」ということばがあります。それを英訳す

また、忙しいから相手が依頼していることに対応できない場

ると、もちろん「busy」になります。しかし、駐在員の非常に

合は、まず次のように言えば断りやすいです。

多忙な毎日を説明する形容詞として、
「busy」には十分なインパ

■ I’m really sorry but ～（まことに恐縮ですが～）

クトが感じられません。英語の「busy」からは、それほど特別

■ I wish I could help you but ～（あなたを手伝いたいが～）

な忙しさは伝わらないからです。そのため、非常に忙しいとい

■ To be honest ～（実は～）

う状況をより上手に説明するために、次に紹介するような真実
味のある表現が必要です。

そして、～のところに上記の「忙しさ」を説明するための表

■ I’m swamped!

現を入れます。そして、その後下記のように言います。

（沼にはまってしまった＝対応できないほど仕事の量が多いです）
■ I’m really overloaded.

■ I don’t think I can help you.
（あなたをお手伝いできないと思います）

（仕事の量がオーバーしています）

■ Is there anyone else you can ask?

■ I’ve got too many things on my plate.

（ほかに依頼できる人がいますか？）

（私の皿には物が多過ぎる＝しなければならないことが多過ぎ
ます）

■ Could you please ask Tanaka-san instead?
（私の代わりに、田中さんに依頼していただけませんか？）

■ I am up to my ears in work.

■ Would it be ok if I helped you with it next week?

（仕事の量が耳まで上昇している＝仕事が山ほどあります）
■ I have way too many things to do.

■ Can I get back to you about this later?

（しなければならないことが多過ぎます）

（これに関して後で連絡できますか？）

■ I have a lot going on.（沢山のことをやっています）

■ Is this something really important?

■ I am being pulled in many different directions.

（これは本当に大切なことですか？）

（多方面から依頼が来ています）

■ Can this wait until later?

■ I am burning the candle at both ends.

（これを後ほどまで待つことができますか？）

（ろうそくの両端に火をつけている＝キャパ以上の仕事の量を
こなして、このペースでは長く続けられません）
■ I am working myself into the ground.

■ I’ll have more time after the presentation on Tuesday is
over.
（火曜日のプレゼンテーションが終わったら、もっと時間があ

（パンクしそうです）

るはずです。
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出題：Enigma

タテのカギ

ヨコのカギ

【タテ1】 スウェーデンの航空機・軍需品
メーカー
【タテ2】 屋根より高いこいのぼり♪大き
い○○はお父さん♪
【タテ3】 無限
【タテ6】「譜面」「譜」などとも呼ぶそう
です
【タテ7】「 夏 は 夜。 月 の 頃 は さ ら な り。
○○なほ、蛍のおほく飛びちが
ひたる。」＊引用：枕草子

【ヨコ1】 出身者として中でも西郷隆盛が
有名ですね
【ヨコ4】 先手と？
【ヨコ5】 ○○○の立入禁止
【ヨコ8】 一定しないこと「○がある」
【ヨコ9】 ジャガイモを茹でた後に炒めて
水気を飛ばし、塩こしょうで味
付けした料理

答えのヒント

母の日に贈ってみては？
答えは 59 ページに掲載
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