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Q

永住権を失効させないための
注意点は？

A 取り消されることがある特権

今後、
帰化申請が厳しくなる可能性も

質問者

永住権保持者

回答者

Aina Law Office ミチコ・ノーウィッキ弁護士

2017年1月、トランプ大統領が就任し

ノンは国家安全保障会議のメンバーから

ます。しかし国外追放のリスクがないの

た1週目に、移民と国境安全に関する以下

は外されましたが、政権内の方向性によ

は市民のみであり、何十年もこの国に暮

の3つの大統領令が発行されました。

り国は更に分裂され、閉鎖的な法案はグ

らしているグリーンカード保持者でさえ、

リーンカード保持者や移民は自分たちが

国外追放の対象となる可能性はゼロとは

•国境警備と移民取り締まりの改善

この国の人間ではないと感じる結果とな

言えません。

（2017年1月25日）

っています。

そのうえ、トランプ政権により、帰化

•アメリカ国内の公共安全の強化
（2017年1月25日）
•外国テロリストから国家を保護
（2017年1月27日）

申請がより厳しくなることも考えられま

長期間の国外滞在には
再入国許可証の申請を

す。トランプ大統領は長い間、帰化申請
について批判してきました。また、選挙
活動中には、2013 年 4 月に起きたボスト
ンマラソンの爆破事件の犯人であるチェ

大まかな政策としては、難民の一時的

チェン系の兄弟がアメリカ市民権を得て

入国停止、指定されたイスラム圏7カ国出

永住権はアメリカに住むことができる

いたこと、さらに 2015 年 12 月のサンバ

身の国民の一時的入国禁止、1万5千人の

特権ですが、取り消されることもある特

ーナディーノ乱射事件においてクウェー

国境警備員の増加、サンクチュアリシテ

権です。凶悪犯罪や暴力犯罪を犯したグ

ト出身でアメリカ籍へ帰化した犯人の関

ィー（聖域都市）と呼ばれる保護地域への

リーンカード保持者は永住権を失い国外

与についても触れています。昨年末に起

補助金停止、およびアメリカとメキシコ

追放される可能性があります。トランプ

こったオハイオ州立大学の襲撃事件の容

の国境の壁の建設を含みます。これらの

政権は犯罪を犯した移民を追放すること

疑者は、ソマリア難民でグリーンカード

大統領令は、アメリカの移民の新しい大

を約束していますが、まだ具体的にどの

保持者でしたが「私たちの国にいるべきで

勢を描いていると言えます。

ような政策を取るのかは未定

アメリカ国内外の永住権（グリーンカー

です。しかし、これまでの大

ド）保持者への影響も懸念されます。これ

統領令の内容によれば飲酒運

までのトランプ政権による移民法政策は、

転での逮捕でも国外追放とさ

グリーンカード保持者を含む特定のグル

れる可能性はあります。

ープを保護するような扱いはしていませ

グリーンカード保持者と

ん。また、大統領上級顧問のスティーブ

してアメリカに長い間暮らし

ン・バノンは、女性、イスラム教徒や黒

ている方は、アメリカが故郷

人に対する批判的なコメントが多く、白

であり、自分が市民であるよ

人至上主義者だと批判されています。バ

うな感覚を持っている方もい

8
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永住権の次のステップである帰化申請の要件変更の可能性も

グリーンカード保持者でも長期間、アメリカを出国する前には適切
な手続きが必須

とで帰化プロセスが厳しくなるこ

に長期間滞在する場合は出国前に再入国

とが予想できます。例えば帰化申

許可を申請しましょう。それにより、ア

請の申請資格としてアメリカ国内

メリカを長期不在にしても永住権を放棄

での居住期間を延長するとも噂さ

する意思はなしとされます。そして、ア

れています。また、選挙中にトラ

メリカ国外に最大2年間滞在しても通常の

ンプ大統領は家族ベースの申請を

入国審査のみで、他に問題がなければ再

廃止し、雇用ベースを重視する移

入国できるはずです。

民制度の導入の可能性についても
述べていました。

はなかった」とTweetしています。帰化申

最後に、グリーンカード保持者が注意

請についての具体的な立案はまだありま

すべきこととして、今後の出入国審査が

せんが、帰化申請の資格要件を増やすこ

厳しくなることが予想されるため、国外

Q

Aina Law Office
ミチコ・ノーウィッキ弁護士
888-917-2456
www.ailovisas.com

駐在
（L）
ビザと投資・貿易
（E）
ビザの
審査が厳しくなっている？

A ハードルは確実に上がっている

駐在ビザの監査には十分な準備を

質問者

E・L ビザスポンサー企業担当者

EビザとLビザに関しては以前よりも審
査が厳格化されているのは事実です。Eビ

回答者

RBL Partners PLLC ボアズ麗奈弁護士

り、追加書類を要請されたり、ビザ発給

型が漏れたことが大きな話題を集めまし

が却下されるケースもあります。

た。リークした内容には「L1 を雇用して

ザの場合、投資と貿易のビザに分かれて

当事務所でも、クライアントが申請用

いる会社に対してサイトビジット（企業

いますが、投資の場合、
「相当額の投資が

に投資額などを記入してきた内容につい

訪問）による監査を増やす」ということ

必要である」という「相当額」の解釈の基

て、
「今の状況ではこれでは十分と判断さ

が含まれていました。これまでは専門職

準が厳しくなっていると言えます。実は

れないかもしれない」と再検討を求めるケ

のH1-Bの雇用企業に関しては、移民局の

この「相当額」には具体的にいくらという

ースが増えています。ハードルは確実に

サイトビジットは行われていましたが、L

設定がありません。これまでは 10 万ド

上がっています。

をはじめ、他の就労ビザに関しても今後、
フロード（詐欺行為）がないかどうかを確

ル程度で「相当額」と判断されていたのが、
現在は15万ドルでも十分とは判断されな
いことも出てきています。これは審査官
の判断に委ねられているのです。

審査厳格化の背景に
「アメリカ人雇用」のスタンス

認するために監査を増やす可能性が高い
です。
監査は、事前の通知なしに抜きうち

また、会社が利益を出していない場

で行われます。突然、監査官が現れた時

合、アメリカの経済発展に貢献していな

のために、社内で事前のトレーニングを

いと見なされ、面接で厳しい質問受けた
10
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L に関しては、1 月に、大統領令のひな

実施しておくことをお勧めします。まず、

監査時の担当者を決めておき、受付の人

4月中旬に発行された大統

はその担当者に監査官の対応をさせるよ

領 令、Buy American and Hire

うにします。監査の目的は、ビザの申請

Americanでは、アメリカ人の雇

内容が事実とマッチしているかどうかを

用に向けて就労ビザの厳格化を

確認することです。まず、大前提として

促し、具体的にはH1-Bビザの改

その会社が申請書にある住所に存在する

革が含まれていました。この背

かどうかに始まり、ビザ申請者がそこで

景には「アメリカ人を雇用すべ

実際に働いているか、内容に即した職務

き」
（Hire American）と の 明 確

に就いているか、給与額は合っているか

なスタンスが存在します。H1-B

などについても質問されます。

も E も L も、アメリカ国内で外

トランプ大統領は４月にも就労ビザに関する大統領令に署名

基本的には本人と上司に質問が行わ

国人が就労するためのビザです。よって、

それぞれの分野で実績を積んでいる専門

れますが、ここで注意しておきたいのが、

今後、全体的な条件の見直しなどが実施

の弁護士を雇用することが重要だという

受付の人が、申請者本人が出張や外出な

されていくと予想されます。例えば、J ビ

ことです。さらに、今、実際に起こって

どで不在の場合に、
「その人はいない」と

ザ（研修）に関しても、トランプ大統領は

いるように、新大統領政権下、移民法の

最初に言ってしまうと、監査官は「ここで

選挙キャンペーン中には、廃止すべきと

ルールは頻繁に変更されるでしょう。し

働いていない」という意味にも解釈し、ミ

主張していました。J も発行数が減少する

たがって、常に最新の情報を把握してお

スコミュニケーションが発生してしまう

のではないかとの予測がなされています。

り、その情報について臨時アドバイスで

こともあるということです。さらに、監

今後ますます、ビザの申請には注意が

きる移民方弁護士が理想的だと考えます。

査時に疑問が解決されず、必要な追加書

必要になってきます。そのために移民法

類の提出を求められた際に、決められた

弁護士をどのように選ぶかというポイン

RBL Partners PLLC

期間までにそれが提出できないとビザが

トをアドバイスさせていただくなら、移

ボアズ麗奈弁護士

取り下げられてしまうので、監査時には

民法の中でも家族のスポンサーによるビ

適切な対応を行うことが重要です。

ザ、雇用主のスポンサーによるビザなど、

Q

(212) 960-3593
http://www.reinaboazlaw.com

専門職（H1-B）
ビザはさらに
狭き門になる？

A H1-B ビザ取得するには

大学の専攻も事前に考慮を

質問者

H1-B 申請予定者

H1-Bに関して大きな変更というものは

回答者

Kimura Law Office 木村原弁護士

はネガティブなものになることもあります。

また、以前でしたらかなりの確率で通

ありません。法律の内容もそのままです。

例えば、移民局が法律とは別に発行するメ

ったIT系のポジションが、現在はH1-Bで

しかし、法律を元にレビューを行うのは審

モ（注意書き）に対する解釈が審査官によ

通りにくくなっています。これは外国籍

査官であり、彼らの姿勢がケースによって

っては異なることがあるのです。

のIT系の大企業がH1-BやLビザの外国人

12
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すことは難しいことを立証

仕事の内容がマーケティング的なことも

した上で、外国人の就労で

含むようになったとしたら、修正事項を

補ってもらうことを目的に

移民局に報告する義務があります。さら

発行するビザです。一体、

に移民局の査察も頻繁に行われるように

どのような職種がH1-Bのカ

なっています。後で不備が発覚して大事

テゴリーの専門職に認めら

になる前に、多少の費用と手間はかかっ

れるかと言いますと、アカ

ても適切に手続きを済ませておくことを

ウンタント、マーケティン

お勧めします。

グといった仕事です。取得

全体的なビザに関連するアドバイスと

学位で言うと、エンジニア

しては、くれぐれも飲酒運転をしないよ

社員を大量に米国に送り込んできたこと

リング、アカウンティング、数学、物理

うに気をつけていただきたいということ

が、最近になって問題になっているから

学といった、かなり理系の専攻が有利に

です。飲酒運転１回でどのようなビザで

です。これらの企業はアメリカの IT 企業

なってきます。例えば保険会社で専門職

も、またどのような段階でもすべてキャ

の下請けをやっています。彼らがアメリ

ビザをスポンサーしてもらう場合、統計

ンセルになる傾向にあります。

カで就労することで、アメリカ人の雇用

の技術が求められる仕事が多いため、数

最後に、移民法弁護士の探し方に関し

機会を奪っている、という見方が強くな

学を専攻しているとH1-Bの審査が通りや

ては、以前にその弁護士に依頼したこと

っているのです。下請けと言っても、ア

すくなるということが言えます。

がある人からの推薦が一番確実だと思い

昨今、IT 系職業での H1-B が通りにくくなっている

メリカにある外国籍企業のオフィスで仕

そこで、将来、アメリカに残って就職

ます。口コミが重要です。あとはあまり

事をするのではなく、クライアントの企

したい留学生の皆さんにアドバイスした

調子の良いことばかり言う弁護士には要

業に常駐していることが多く、ビザを発

いのは、興味がある分野の学問を修める

注意です。想定されるリスクも含めて説

行しているスポンサー企業と就労先の企

ことはもちろんですが、アメリカに残り

明してくれる弁護士を雇った方がいいで

業がマッチしないということもまた問題

たいならそれだけでは十分ではないとい

しょう。

になっています。

うことです。いかにビザ申請が通りやす

日系企業に関しては、以前は人材派遣

い専攻で卒業するかも非常に重要になっ

会社がスポンサーしたH1-Bビザでクライ

てきます。ビジネス専攻よりも、アカウ

アント先の仕事をするといったケースも

ンティングやマーケティングの方がチャ

見られましたが、今ではその形態は困難

ンスは広がります。特にアカウンタント

になっています。

の需要が高いアメリカでは、アカウンテ
ィングを専攻することで日系の会計事務

景気回復を受け
H1-B申請者は増加の一途

所に限らず米系企業への就職の機会も出

Kimura Law Office
木村原弁護士
(832) 247-6932
http://kimuralaw.blogspot.com

※本記事は一般的な情報を、取材を基にまとめたもの
です。個別のケースに関しては、専門家に相談するこ
とをお勧めします。また取材時期以降に状況が変化す
る可能性があることもご了承ください。

てきます。
ま た、H1-B ビ ザ
をスポンサーする企
業には、コンプライ

2016 年の数字で、H1-B ビザの枠は大

アンスは以前より非

卒で6万5000人分、アメリカの大学院卒

常に厳しくなってい

以上で2万人分に対して、申請者は23万

ることを意識してい

6000人でした。つまり申請してもビザを

ただきたいと思いま

手にできるのは3人に1人です。ここ数年

す。例えば、当初、

は、アメリカの景気が回復傾向にあるた

アカウンタントとし

め、ビザ申請者は増加し続けています。

て H1-B ビザをスポ

本来、H1-B ビザとは特定の専門職に対
して、アメリカ人だけでその職務を満た
14
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ンサーし採用した人
が、経験を積んだ後、

H1-B 取得を確実にするには大学での専攻も慎重に選ぶべき

TOP INTERVIEW Vol.6

アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

焼酎の時代の波に乗り遅れるな
「銀座のすずめ」でブランド確立
八鹿酒造株式会社 代表取締役社長

麻生益直 / Masunao Aso
が席巻していました。しかし、全国を巻き

が強みになりました。それから20 年弱経

込むほどの焼酎の波に乗り遅れるわけに

ちます。実はすずめという鳥は北極と南極

はいかないと、親父に隠れてこっそり僕は

以外の地球全土で生息しているんですよ。

焼酎を作り始めました。親父には反対され

農村にも都市部にも、赤道直下にもいます。

たので会社が二分したほどでした。それで

人間が暮らす場所の近くにはすずめがい

も何とか完成させて、無事に市場に送り

るんです。そういう意味では世界中のどこ

出すことができました。その時、親父に言

ででも愛される酒になってほしいという思

われた言葉を今も忘れることができません。

いも込められています。

「最終列車の最後尾の最終デッキに間に合

六代目
大分県九重町の蔵元、八鹿酒造の六代

これまでに飲んだ酒で美味しかった1

った」と。つまり、焼酎の波を列車に例え

杯？

どこで飲んでもうちの
（八鹿の）酒

て、あとは努力を重ねて列車の前の車両に

が美味しいですね。大学時代、剣道の早

進むだけだ、という意味でした。

慶戦で勝った後に飲んだ酒の旨さ、負け
た後の酒の苦さ、両方とも忘れられません。

目です。高校時代は剣道に明け暮れ、先

むぎっ娘は最初、よく売れました。しか

輩に憧れて進学した慶應義塾大学でもずっ

し、分析してみると、それはいいちこや二

一番のお勧めは笑門、普通酒です。普通

と体育会の剣道部でした。慶應の剣道部

階堂の供給が需要に追いついていなかっ

酒にして名酒、というのが当社の基本的な

は非常に就職が良くて、同期 21人中、三

たからなんです。2 社の供給量が十分にな

考え方です。日々の生活の中で地元の人々

菱系に就職した人数が11人。僕も
（三井）

るとうちの焼酎の売れ行きは停滞するよう

に愛されている酒をしっかりと作り続けな

物産から
「家を継ぐ前に 5、6 年商社で修

になりました。そこで1998 年、さらに強

ければいけないと思っています。八代目と

行しないか」と声がかかっていました。行

力なブランドを確立する必要があると、準

なる益太郎もすくすくと育っています。

きたいな、とは思いましたが行きませんで

備に 3 年間かけて市場に送り込んだのが

した。実は中学時代から付き合っていた

銀座のすずめでした。銀座の店に置かれ

女房と慶應卒業と同時に結婚したからで

ても恥ずかしくない焼酎をという思いで開

す。家族を養うには家に帰るしかないと八

発し、
「赤れんが」
「柳」
「ガス灯」と言った

鹿酒造に入社しました。

銀座のキーワードを名称にどうかと思案し
た後、森繁
（久弥）さんの歌のタイトルに

焼酎の波

ある
「銀座のすずめ」を、森繁さんにお手
紙を書いて許可を得た上で頂戴しました。

入社したのは昭和 56 年
（1981年）でし
た。その年にむぎっ娘という焼酎を作って

普通酒にして名酒

発売しました。僕が大学に通っている間に

PROF IL E
大分県玖珠郡九重町出身。慶應義塾大学法学

銀座のすずめの発売と同時にアメリカに

部を卒業した 1981 年に家業の八鹿酒造に入

階堂麦焼酎）も三和酒類のいいちこさんも、

進出しました。共同で輸出しようという清

社。銀座のすずめを発売、アメリカに進出した

突然、焼酎が売れ出したんです。それ以

酒の企業のグループに参画したのです。当

前は清酒の時代で、大分県下は八鹿の酒

社は清酒だけでなく焼酎も持っていること

世の中が変わり、二階堂さん
（大分県の二
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1998 年に同社代表取締役就任。剣道 4 段。
大分県体育協会副会長。

第４回
トリード湖では初
めての釣りでもこ
んな獲物が！

「湖とマグノリアの花たち」
ルイジアナ州

プレスリーを生んだ町
そして、絶景の湖へ

がる。湖のすぐ向こうはテキサス州。湖の
目の前に庭園が広がる
「サイプレス・ベンド・
リゾート」は、400 エーカーの敷地にゴルフ

広いアメリカ、こんなところがあったの

場、ホテル、レストランにスパを備えてい

かという旅先を紹介していく本シリーズの

る。湖が一望というロケーションにラグジ

第 4回はルイジアナ州。同州のイメージと

ュアリーな造りだが宿泊料金は129ドル〜。

言えば、ミシシッピ川南端の町ニューオリ

トリード・ベンド湖は、バス釣りで有名で、

ンズのにぎわいが思い浮かぶが、今回訪れ

1日5ドル払えば誰でもライセンスを取って

たのは北西部。バス釣りで有名なトリード・

釣りができる。基本的には、釣った後はリ

ベンド湖やルイジアナ最古の町ナッキトッ

リースするスポーツフィッシングで、ここで

シュを訪れての、歴史ある、ひと味違うた

一番大きなバスを釣り上げた 2人のうち、1

また、町からすぐの
「メルローズ・プラン

おやかなルイジアナの旅をご紹介する。

人は日本人だという。ガイドについてもら

テーション」は、国定歴史建造物で、最初

シュリーブポート空港から45 分ほどのダ

って湖に繰り出すと、さすが釣り場を選ぶ

の所有者は自由奴隷。そして白人の教師へ

ウンタウンにあるシュリーブポート公会堂

プロ、初心者でもクラッピーという小さな

と所有が移り、そこで綿花労働をしていた

は、まだ無名でトラックの運転手だったエ

魚がどんどん釣れて夢中になる。

後に有名なアフリカンアメリカンのフォーク

ステージに立ったエルビスの歌は聴衆が熱
中するほどすでに上手かった。1926 年築

トランの南部料理は秀逸のおいしさ。

アーティストとなったクレメンティーン・ハ

ルビス・プレスリーが初めてコンサートを
開いた場所。当時の音源を聞くと、19 歳で

今に優雅な姿を残すお屋敷と木陰を作るライブ・オー
クの木

ンター
（Clementine Hunter）が住んでい

『マグノリアの花たち』が
咲き誇った町へ

たところ。彼女の自然な作風の作品からは
当時の生活が伺えて興味深い。

のアールデコの立派な建物で、こんなとこ

湖畔のリゾートから1時間ほど東へ。ル

ろからアメリカのロックンロールが始まった

イジ アナ州で 一 番 古 い ナッキトッシュ

のだとちょっと驚く。

Natchitoches の町へ向う。ちょっと発 音

そこからさらに南に1時間半ほどドライ

が難しいのは、フランス領だった名残。こ

ブすると、広大なトリード・ベンド湖が広

こは、他にスペイン、アフリカ、アメリカ先

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

住民、クレオールという多様な文化の影響
を受けた街並がケーン川沿いに並び、国定
歴史的建造物地区に指定されている。うら
若きジュリア・ロバーツやサリー・フィール
ドなど名女優が競演した
『マグノリアの花た

■ メルローズ・プランテーション
Melrose Plantation

アイアンレースの鉄柵が美しい建物が並ぶ。
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http://www.cypressbend.com

■ メルシー・ボク Merci Beaucoup

ち』のロケ地だった町。石畳にレンガ造りに
「メルシー・ボク」の名物”ケイジャン・ポテト”には、
海老フライとザリガニシチューがたっぷり

■ サイプレス・ベンド・リゾート
Cypress Bend Resort

「メルシー・ボク」とフランス語の名前のレス
取材協力

http://www.mercibeaucouprestaurant.com

http://www.melroseplantation.org

＊ルイジアナ州シュリ―ブポート空港は、アトランタもしく
はデンバーから約 2 時間。

ミシシッピ・リバー・カントリーＵＳＡ日本事務所

https://mrcusa.jp

仕

事柄、いろいろな所に行くのは、

ずお隣のフラワーディストリクトにも寄る。

あるいは行けるのは、恵まれて

そこで売られている溢れる量の花は新鮮

いると時々思う。私の住むロ

で、なおかつ格安だ。花々を手早くアレ

ス郊外のオレンジカウンティーは、典型

ンジし、見る見るうちに豪華絢爛なフ

的な郊外住宅地だ。明るく爽やかな平穏

ラワーアレンジメントを作ってゆくラ

さと、それなりに豊かな生活がある。快

テン系の女性たち。誰にでも親しみや

適さがついつい日常になり、これが平均

すい笑顔で声をかけ、手は絶え間なく

的アメリカ生活だと勘違いしてしまいそう

動き続けている。車道の片隅ではベンダ

だ。しかし、仕事や用事で、自分の生活圏か

ーの女性がお好み焼きのような料理を手早

ら全くかけ離れた地域に出かけると、大げさな

く作って売っている。子供たちが傍で遊び、猫
第

言い方かもしれないが、小さな旅をしたような不
がある。春先は桜見物に日本へ帰国する人、ヨー

49

回

旅

思議な高揚感を持つ。精神が揺さぶられる爽快感

が昼寝をしている。生活感に溢れた彼女たちが作
る独特の街の活気がある。
そこから日本人街との間にスキッドローと言わ

ロッパや、南アメリカへ、バケーションに出かけ

れるホームレスの人たちのたまり場のサンペドロ

る人も多い。非日常の世界にスリップする醍醐味

通りを抜ける。段ボール箱からテントに変わった

を味わうには良い季節だ。しかし、そうい

彼らの棲家もテントが古くなるにつれて、

LA 、下町のビルの壁画

う機会に恵まれない者にも、ロスのような

また、ゴミの散乱する荒れ果てた地域に

都会はそれに似た体験を数時間のうちに提

逆戻りだ。相変わらず、亡霊のような姿

供してくれることがある。

の沢山の人が路上に溢れている。いつ来

数日前、ビバリーヒルズの一角にあるコ

ても、人も街ももやが掛かったように霞

ンドに行った。目的地に向かってハリウッ

んで見える。多くの人は精神を病んでい

ドドライブという長い美しい住宅街を車で

て、宿泊施設を嫌い、また、路上生活に

走った。今冬の長雨のお陰で、ロスの春の

戻るのだそうだ。それがスキッドローに

街路樹はこれまでに見たこともない程に新

住み慣れた彼らの日常なのだ。

緑の葉を茂らせ、生き生きと輝いて美しい。

日本人街では、やはり、手打ちうどん

目指すウィルシャー通りから、ロデオ通

を食べ、今川焼きを買って広場で食べた。

りにぶつかるその交差点に位置するビルが

軒先にちょうちんが飾られた商店街を歩

目的地だった。斜め向こうは、映画 “ プリ

いていると、子供の頃の日本の街が思い

ティーウーマン ” の舞台となったビバリー

出され、必要以上に日本人になってゆく。

ウィルシャーホテルがある。ロデオ通りに

約束の時間に、また、ロデオ通りに帰

は名だたるファッションデザイナーの高級店が軒

って人に面会する。街行く人は信じられないほど

を連ね、ショーウインドウを飾るドレスはまるで

にドレスアップして、まるで夢の中の出来事のよ

芸術作品そのものだ。文句なく美しい。お値段も

うに私には映る。私の日常から程遠い世界だから

この世のものとも思えないほど高価らしい。ルイ
ヴィトンのバッグ、ジミーチューの華奢なハイヒ
ール。世界の一流品と言われる商品をショーウイ
ンドウに見て歩くと別世界に紛れ込んだ気分にな
る。現実の世界ではないような。あたりを見渡せ
ば、ひらひらのドレスで、折れそうな高い高いハ
イヒールで女性たちが歩いている。
待ち時間があり、時間つぶしのランチにはやは
り下町のリトル東京に足が向く。そういう時は必
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だろう。
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。

沢山のものを見たがゆえに、あることを感じ、
それが何なのかを考える。自分の日常からかけ離
れた世界が沢山あること、それぞれに違った価値
観の中で生きている違った人々がいること、世界
の広さ、大きさをぼんやりと考える。
見ること。大きく目を開け、あらゆるものを見
ること。それが旅というものであろう。

掲載広告募集
詳しくはこちら

(310) 294-5778

飼い主は愛犬を公共の場に連れ出す際に、

ったことで、その犬にまた嫌な経験をさ

6フィート以下のリーシで犬をコントロー

せトラウマを与える。大迷惑です。
「愛犬

ルする義務があります。これは、飼い主

に自由をあげたいから」という飼い主は、

が愛犬及び、周囲を守るためです。私は、

この世の中は人間のルールで回っていて、

公共の場でリーシを使わず、飼い犬をう

犬には危険が一杯。そこで愛犬を守るの

ろつかせる飼い主は、どこまでも怠慢だ

は飼い主ということを理解すべきです。

からなのだろうと思います。こういう法
律が存在することを知ろうとしない怠慢

リーシは、飼い主と愛犬のコミュニケ

さ。法律を知っていたとしても、その意

ーションが図れる大切な道具です。また、

味をきちんと理解せず、守ろうとしない

リーシは、外に出た際、飼い主が愛犬を

怠慢さ。世の中には犬が苦手で、怖いと

守れる一番大事な道具です。それを「命

思っている人が一杯いることを気に留め

綱」と言っても過言ではないでしょう。ど

ず、他人の気持ちを察さない怠慢さ。ま

うしてその大切さが理解できないのか？

私と愛犬ノアが住むコンドミニアムに

た、本当はリーシを使いたいとは思いつ

やはり、私には疑問で仕方がありません。

は、住人同士で情報や意見を交わし合う

つ、トレーニングをするのが面倒で、も

Web Site がありますが、先日そこで、
「リ

ういいかと諦める怠慢さ。

第104

回

リーシの意味

ーシを使わない飼い主に対する苦情」が
投稿されていました。苦い経験談や、苦
情、アドバイスなど、活発な意見交換が
され、この件への巷の関心を改めて知る
機会になりました。

恰好良い！
リーシなしで外に連れ出せることを
「恰好良い」と考えている飼い主もいる
でしょう。確かに、一見恰好良く見え

リーシなしで犬を散歩させ、道行く人

ないこともありません。しかし、愛犬

に不快な思いをさせたり、他の犬とケン

と周囲を守るという根本の責任を考え

カになったり、また自分の犬の用便処理

たら、その恰好良さも「愚か」に映り

をしなかったり、変な物を拾い食いして

ます。私は、飼い主と愛犬がリーシ

病気になったり、あげくの果てには、愛

で結ばれ、息ピッタリで歩いている

犬が交通事故に遭い、大怪我や死亡事故

姿ほど格好良いものはないと思いま

に至ったり…。それでも、リーシを使わ

す。
「うちの犬はばっちりトレーニ

ない飼い主は後を絶ちません。今回は、

ングされているからリーシなし」

何度も取り上げてきた話題を再び書くこ

という言い訳を使うくらいなら、

とで、読者のみなさんにもう一度「リー

リーシ歩行が完璧に出来るようトレ

シの意味」を考えてもらいたいと思います。

ーニングすべきです。また、
「うちの犬は

このサイ
ン
うろさせ の真ん前で、毎
日オフ・
る飼い主
リーシで
もいる
犬をうろ

誰にも超フレンドリー」と言って、自分の

どこまでも怠慢

犬を断りもなしに人に近づける飼い主は、

次回は、
「対犬タイプ」と題し、犬が同

犬が怖くて心臓発作を起こしそうな人の

類の犬と接する際の、心理と行動のタイ

アメリカの多くの地方自治体には、犬

気持ちを考えるべきです。他の犬が苦手

プについてお話します。お楽しみに！

の飼い主に対するリーシ法が存在します。

な犬に、リーシなしの犬が駆け寄って行

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
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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

年数十から数百の畑で採れたブドウと、ブ
ドウ品種のブレンド率を変え、更には入れ
る古酒の比率も調整しながら、誰が飲んで
も
「これはモエテシャンドンの味」と納得い
くものを作ってきた。こう言う神わざは科
学ではない。実際、ドンペリを始め、名だ
第 53 回

ワインは「科学」か「芸術」か？

たるシャンペンメーカーにこの質問をして
きたが、彼らは一様に
「この部分はアート」
だと言う。勿論、
「化学と経験則に裏打ち
れた」芸術という意味だろう。
面白いのは、聞く相手によって、答えが
微妙に違うこと。あのシャトーマルゴーの
総支配人でワインメーカーだった故ポール・

ワインを生業
（なりわい）とする人にとっ

トロールしていく畑の作業も、収穫された

ポンタリエは、
「自分は科学者で、ワインに

て、この質問は根源的なものだろう。ブド

ブドウの糖度、酸味、ペーハーを測り、醸

対するスタンスは科学だ」と言い切ってい

ウ栽培者やワインメーカー
（醸造者）にこの

造時の温度、使う酵母、栄養素などとの

た。翻って、アメリカ最大手で3ドルから

質問を すると、まず
「うーん」と一旦考えて

兼ね合いと、黴菌の繁殖具合を横目に、ワ

12ドルのワインが主流の E. J. ガロのワイ

から、
「両方だね」という答えが返ってくる。

インを作っていく過程も正に化学と言える。

ンメーカーのトム・スミスは、
「ワイン作り

栽培には植物学、農学、農芸化学などの

とは言え、1＋1＝2にならないのが、ワ

は科学が半分、あとの半分は
『近代芸術』
」

基礎知識が必要で、醸造者は醸造学、化

イン作りの面白さ、チャレンジだ。ブドウ

だと語る。
「モダンアート？」と聞き返すと、

学などを学ぶのが普通だ。 大学できちん

畑では毎年の微妙な天候の差で、発生す

「ガロには多くの近代設備があり、多少青

と専門課程を経て、学位の取得を義務付け

る虫もカビも変わってくるし、ブドウの木

臭いブドウでも瞬間熱処理をして、熟させ

る国
（チリなど）もあれば、アメリカやオー

だって毎年、年をとって変化している訳で、

ることができるし、科学の力を借りながら、

ストラリアのように、師事をしながら体で

教科書通りの対応策なんかでは決して同じ

創造性のあるワインが作れるから」との説

学んだり、自らの試行錯誤でワインを作っ

質のブドウはできない。ここに
「経験則」や

明だった。面白い。

たりするチョイスがある国もある。フラン

「勘」という主観が入り込む余地がある。ま

そこで気になるのが、ワインの製造者で

スやイタリアだって、昔は父親の背中を見

してや、作ったブドウを売る相手
（ワインメ

はなく、その製造したワインを審査、批判

て、ブドウ栽培から醸造を実地訓練で学ぶ

ーカー）が変わったり、市場のワインの好

する側の人間
（評論家、ソムリエなど）がワ

方が主流だったはずだ。とは言え、今では

みが変わったりすれば、作るブドウの仕様

インをどう捉えているかだ。個人的に一番

どこの国でも、大学や大学院で専門知識を

だって変えなくてはいけない。

信用できないのは、
「ワインは芸術」だと言

身につけることが当たり前になってきた。

ワインメーカーは更に、柔軟な対応を求

い切る人種。ブドウ栽培、醸造、化学や

そういう意味ではワインは科学だ。土の

められる 。毎年素材が微妙に違っていて

ワインビジネス
（流通機構など）という基礎

分析をし、必要な栄養素を与え、害虫対策

も、消費者が期待する同じ味のワインを

知識を持たずに、有名なワイナリーを巡っ

を鑑み、太陽光の強さや角度を測定しな

作らなければならないからだ。その一番

ては、そこのオーナーの弁を鵜呑みにする。

がら、ブドウの葉と実の生育度合いをコン

良い例がシャンペンだ。モエットとボラン

そして
「このワインは美しい。何故ならテロ

ジェでは、全く違うハウス・ス

ワールを重んじ、自然が育てたブドウを使

タイルだが、寒い北フランスで

い、伝統に則って手塩をかけて作ったワイ

は毎年の気候の格差が激しく、

ンだから」などと宣う 。そんなワイン講座

どの地域のどのブドウ
（シャン

やソムリエに巡り会ったら 、ちょっと考え

ペンはシャルドネ、ピノノワー

てみよう。人にワインを教えること、誰か

ル、ムニエの 3 種で作られる）

が汗水垂らして作ったワインを評価するこ

が、きちんと成熟するかは神の

とは、ワイン作りと同等に、知識と責任の

みぞ知るところだ。だから、毎

あることだと思いませんか？

日本最高峰のワイン審査風景
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第 57 回

日本生まれの子どもたち

自主性と積極性

前々回、アメリカで生まれ育ったが、日

れど、日本のお医者さんに比べてアメリ

もう一人は、2016 年秋にスタンフォー

本が好きで日本の学校に進学した長男ノ

カのお医者さんはあまり親切でないよう

ド大学に入学した Kさん。彼女は父親の

アのことを書いた。今回は、その逆の話。

に感じた。だから、大きくなったら英語

仕事の関係で、6 歳の時に千葉県からラス

日本に生まれ、親の事情でアメリカに移

が苦手な移民のために役立てるお医者さ

ベガスに移住してきた。最初の頃は
「学校

住した後、そのままアメリカの大学に進学

んか、または医療関係の仕事に就きたい

の先生が話す英語がわからない」と泣い

した子どもたちについて紹介したい。

と思った」。彼女のこの言葉を聞いて、私

てばかりだった。しかし、やがて英語と

は感動で泣きそうになった。

アメリカ生活にも適応した Kさんは、成績

一人は近所に住むLさん。彼女は、アメ
リカ人の父親が英語学校を経営していた

その夢のために、Lさんは英語も勉強も

埼玉県で 9 歳まで育った。普通の日本の

頑張った。さらにバスケットボールも始め、

公立小学校に通っていた。

めきめきとその実力を発揮した。気づけ

はオール A、水泳やピアノにも熱を入れて
取り組んだ。
Kさんの父親は最初の頃、
「自分の仕事

ところが父親の
「子どもたちにはアメリ

ば友達に囲まれていた。高校 2 年からは、

でアメリカに連れてきたことに責任を感じ

カの教育を受けさせたい」との鶴の一声で、

ビバリーヒルズのシーダースサイナイ病院

た」と振り返りながら、
「持ち前の
『妥協し

一家はロサンゼルス郊外に引っ越してき

でボランティアを始めた。高校生でも医

ない性格』と
『親には相談せず自分で決め

た。日本の友達と離ればなれになり寂し

療の経験が積めるところをネットで検索し、

る自立した性格』は、自主性や積極性が

かったのはもちろん、ほとんど英語が話

自分で応募、面接を経て合格した。

重視されるアメリカ社会に向いていたのか

せなかったというL さんは現地校で教師

学校の勉強、バスケットボール、生徒

やクラスメイトとコミュニケーションが取

会、シェルターでの犬の世話、メキシコ

そして、Kさんは水泳の試合で何度か訪

れず非常に苦労したそうだ。しかし、Lさ

の孤児に募金を送る活動、さらに病院で

れていたサンフランシスコ周辺の地域に

んには夢があった。
「アメリカに来た当初、

のボランティアとL さんの高校生活は多

憧れるようになり、スタンフォードの合格

言葉の壁の問題もあったかもしれないけ

忙を極めた。それでもどれも途中で止め

を勝ち取った。高校卒業時には総代を務

ることなく最後まで
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もしれない」と語る。

めた。

続けた。そんな Lさ

二人とも私の友人の子どもたちだ。彼

ん は 2017 年 秋 か

らの話を聞き
「頑張る人には、言い訳をす

ら東 海 岸にあ るウ

る暇などない」と改めて感じた。途中でア

ェルズリー大学に進

メリカに来たから、英語がネイティブで

学する。ヒラリー・

はないから、といったエクスキュースは聞

クリントン も 卒 業

かれない。

した名門女子大だ。

一人目の L さんに
「アメリカの大学に進

「将来は医療分野か、

学したい日本の人にどうアドバイスする？」

または 大 好きな バ

と質問したら、彼女の答えはこうだった。

スケットボールに携

「人生一度きりだからやりたいことやった

わ る仕事 に 就きた

方がいいよ、って言う」。その言葉は十分

い」と話す。

に大人な私の胸にも響いたのだった。

Health

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。

トピックス

日本から来た長寿のジュース
Aojiru
今やAojiruとしてアメリカでも通用す

は良好な効果を与える。不足することで

が引き金となって、体内で次々に生産され

るほど、一般的な健康飲料として受け入

精神が安定せず、イライラの素にもなる。

るため、積極的に除去することが健康状

れられている青汁。別名
「日本から来た長

このように、お通じが良く、貧血を遠

寿のジュース」
。なぜ青汁が重宝されてい

ざけ、骨と歯を維持し、落ち着いた精神

るのか？

状態を保つために、十分な野菜の摂取を

健康的な生活を送るのに野菜の摂取

日頃から心がけたいものだ。

豊富な栄養を手軽に摂取

例えば、ほうれん草約半束
（100g）
、レ

そこで本題の青汁。青汁とは生の緑葉

タス半玉
（160g）
、モヤシ半袋
（90g）で

野菜を搾ったものを指す。様々な緑葉野

350g になる。レタスを半玉、1日に食べ

菜で作られる青汁。主な材料とその特徴

ることはなかなかない。しかし、意識的

を紹介しよう。

ればそれほど難しいことではないと言え

日本原産の明日葉には、βカロテン、
むほか、血糖値を下げる働きがあるカル
コンにも優れている。

体、350gとはどれくらいの量なのだろう？

に食生活にサラダを取り入れるようにす

3) 明日葉
ビタミン C、ビタミン E、ビタミン B を含

は不可欠。しかも1日に 350g 以上の野
菜を食べることが推奨されているが、一

態の維持には欠かせない。

1)ケール

4)クマザサ
パンダの大好物でもあるクマザサ。ケ
ール同様に生命力が強く、傷や火傷を治
す薬草である。また、健康な皮膚や髪の
毛を作るビタミンB2を豊富に含む。

そうだ。さらに、その上をいく
「手軽に

最近ではサラダなどでも多用されるケ

350g の野菜を摂取する方法」が、青汁

ールだが、生命力が旺盛な野菜として知

のようにジュースにしたものを習慣的に飲

られ、キャベツ、ブロッコリー、芽キャ

繁殖力が強く、古来より健康食材とし

むことなのだ。

ベツ、大根などもすべてケールの各部位

て多用されていた沖縄をはじめ、日本で

1日に必要な 350g のうち20g は食物

を品種改良して誕生した。ケールには抗

はおなじみの薬草。各種ビタミン、食物

繊維を摂取する必要がある。食物繊維が

酸化作用が期待できるビタミンC、血行を

繊維、鉄分、カルシウムが含まれる。

足りないと便秘を招く。野菜には多くの

促進するビタミンE、肌や粘膜を守るビタ

鉄分やカルシウムも含まれる。鉄分が不

ミンA
（βカロテン）
、細胞の再生を促進す

足すると貧血になりやすく、カルシウムが

る葉酸、目に良いルテイン、カルシウム、

不足すると骨折や骨粗しょう症の原因とな

食物繊維、メラトニンが豊富に含まれて

B2、βカロテン、葉酸、鉄分、カルシウ

る。 骨だけでなく、神経にもカルシウム

いる。

ム、カリウム、食物繊維を含み、疲労回

2)大麦若葉

5）ヨモギ

6)モロヘイヤ
最近注目のモロヘイヤはビタミン B1、

復、精神安定、代謝促進、アンチエイジ
ングなどの効果が期待できる。

食 物 繊 維、 鉄 分、 葉 緑 素、 カ テキ
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ン、SOD 酵素が豊富な大麦若葉。特に体

オンラインや店頭で購入できる他、ジ

内で増えすぎると癌の原因になると言わ

ューサーを使うと簡単に自家製青汁も作

れる活性酵素を除去するのが SOD 酵素

れる。まだ試したことがない人も、十分

である。活性酵素は紫外線、大気汚染、

な栄養を一度に摂取できる青汁でヘルシ

喫煙、加工食品の添加物、電磁波など

ーライフを始めてみては？

第151回

自動車保険：他州に移転する場合

同じ州内で引越しをした場合には、保険会社に連絡をして新し
い住所に変更してもらうだけで済みますが、他州に引越しをする場

では、Personal Injury Protectionが必要ではないですが、他州
では必要な州もあります。

合には手続きが異なります。アメリカでは州ごとに保険の規定が異

移転先の州で保険が確保できたら、今までの保険を解約する

なり、同じ保険会社であっても州が変わると保険を書き換える必

こともお忘れなく。同じ保険会社で書き換えたとしても、自動的

要があります。以下に注意点、確認すべき点を紹介しましょう。

に古い保険が解約となりませんので注意が必要です。保険の書き
換えに時間がかかるかもしれないので、移転が決まったらできる

●保険代理店
（Agent/Broker）

だけ早く保険代理店/保険会社に通知をすることをお勧めします。

現在の代理店が移転先の州での保険免許がないと保険を扱う
ことができません。移転前に代理店に問い合わせ、州免許がない
ようであれば新しい代理店を探すか、保険会社から直接加入する
ことになります。

●保険会社
現在の保険会社が移転先の州でも販売しているかどうか確か
めてください。販売しているとしても、州を移る場合には、新し
い州で新規の保険に書き換えなければなりません。州によって規
定が異なりますので必ず確認するようにしてください。

●保険カバー内容
州毎に保険の法律が異なります。対人･対物保険の最低リミッ
ト額は州によって異なります。現在低いリミットで加入している人
は、移転先の州での最低リミットを確認するようにしてください。
現在の州ではないような保険カバーが必要かもしれませんので、
その点も確認するようにしましょう。例えば、カリフォルニア州

30

U.S. FrontLine June 2017

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

日本文化の素晴らしさ
日本人の心の在り方を伝えたい

PEOPLE
SPECIAL

HIRO

SHO AOYAGI

6 月 2 日全米公開 映画「たたら侍」
エグゼクティブプロデューサー HIRO、
青柳翔ら出演陣に聞く
全米公開に先駆け、5月8日にハリウッドのエジプシャンシアターで開催された映画
「たたら侍」のプ
レミア上映会。モントリオール世界映画祭で最優秀芸術賞を受賞した同作はEXILE HIROがエグ
ゼクティブプロデューサーを務め、主演にEXILE 劇団の青柳翔をはじめ、AKIRA、小林直己ら
がキャストに名を連ねる。監督は
「RAILWAYS」の錦織良成。プレミアを機にハリウッドを訪れ
た彼らに映画、夢、アメリカについて聞いた。

世界を意識した作品にした理由は？

の力は大きかったですね。

錦織：最初から世界を意識したわけではありません。

一番見てほしいところは？

以前に青柳さんと隠岐の島で古典相撲の映画
（
「渾
身」
）を作って、モントリオール映画祭で評価を受け

青柳：鉄を作るシーン。本番までに2 回体験して3

ました。その出会いがきっかけになりました。たた

回目に臨みました。

ら
（＊注：日本古来の製鉄法。映画ではその製法に

小林：雨の中、溺れそうになりながら演じるシーン。

より名刀が作られる）
には1000年の歴史があります。

10トンの水を汲み上げて、命の危険を感じながらだ

純度のある鉄。そこに日本のモノ作りの原点がある

ったので、真に迫った演技ができたと思います。ど

様々な業界で活躍中の話

のです。エンターテインメントを通してそれを訴える

う感じたか教えてほしいですね。

題の人に、過去、現在、

ことはできないか。欧米の方にも侍の文化は知られ

AKIRA：見所としては、日本のレジェンドとも言え

ていますが、実は侍は日本刀をほとんど抜かないと

る大御所の俳優陣が大勢出演されていることです。

いう事実がありました。刀はあくまでお守りであっ

その眼差しや背中だけでも素晴らしい。世界の方々

て抜かないものだったのです。その奥ゆかしい文化

にも是非見ていただきたいと思っています。

も伝えたいと思いました。HIROさんのプロデュース

HIRO：AKIRA が言ったように役者さんたちがリア

そして未来について聞く。
Text by
Keiko Fukuda
Photos by
Maiko Ogawa
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リティーを表現されています。それを感じていただきたいと思いま
す。1つの作品の中に伝えたいことがたくさん込められています。音
楽も、久石譲さんと ATSUSHIが魂を込めて作ったものです。

ハリウッドでの公開について
HIRO：この場所で完成披露試写会が行えることが光栄であり、本
当にシンプルに嬉しく思います。ワクワクしています。また、LDH
USAも本格的に始動し、ダンススクールも作らせていただくことに
なっています。そこを基地にして様々なプロジェクトに着手する計
画です。初心に戻り、謙虚に頑張っていきたいと思っております。

アメリカへの移住や活動計画は？ アメリカの印象は？

AKIRA

NAOKI KOBAYASHI

ゼルスは 3 回目。すごく気候が良くて好きです。住んでみる？ 今
の自分には現実的ではないですね。でも、住めたらいいなあ、と

HIRO：移住までは考えないですね。しかし、LDHが会社としてま

憧れます。

ずジャパンがあり、USA があり、アジア、ヨーロッパと展開してい

小林：僕はここに引っ越したいです。ハリウッドの映画にも出たい。

く中で、グローバルなエンターテインメント産業に関わっていきた

LDH USA のメンバーにも入れていただきましたし、これから
（海外

いです。バランスを考えながら取り組んでいかなければという思い

で）動き出します。

ですね。アメリカは大好き。ロサンゼルスとニューヨークにはしょ
っちゅう来ていますよ。独特の雰囲気があり移り変わりの激しさも

今作でも描かれている日本人の心の在り方。日本人の良さとは？

実感します。
AKIRA：HIROさんもおっしゃったように、拠点を置いて、仲間を

錦織：相手の人を尊重する気持ち。人のことを考えて譲ること。言

増やしながらコミュニケーションをしっかりとって、アメリカでは活

い換えると人の幸せを願う気持ち。

動していきたいと思います。皆の夢を叶えられるように。EXPGと

小林：柔軟性と根底にある強靭さ。例えば、照り焼き味のハンバー

いうダンス学校にもメンバーとして関わっています。拠点を出すロ

ガーを柔軟な発想で生み出し、柔軟に受け入れますよね。郷に入

スでも、ダンサーの夢を分かち合える場所にしたいですね。コラ

れば郷に従え、それができるのが日本人。

ボレーションも積極的にしていきたい。一緒に踊りたいし、ライブ

青柳：都会ではなくなっていますが、地方では隣の家の人が勝手に

やエンターテインメントにつなげていきたいです。さらに海外での

入って魚を置いておいてくれる、というようなことがまだあります。

俳優業にも挑戦していきたいと思います。

そういう思いやり。素敵だなあと思いますね。

青柳：自分は海外に対してはまだまだ、という気持ちです。
「たたら

AKIRA：きめ細やかさ。繊細さ。それを次の世代に繋いでいくべ

侍」が全米で見ていただける、それだけで光栄に思っています。
「た

きだと思います。

たら侍」を少しでもたくさんの方に見ていただきたいです。ロサン

HIRO：丁寧さ。おもてなしの心。謙虚さは日本人として素晴らしい
なと思う一方で、前に出ることも必要だと感じます。日本人はどう
しても恥かしがってしまいますよね。

FrontLineの読者にメッセージを
青柳：日本の美しいたたら武器をこの映画を通じて知っていただき、
日本文化の良さを実感していただきたい。ぜひ見てください。

映画「たたら侍」 公式ウェブサイト：
http://www.elevenarts.net/tatarasamurai/
在ロサンゼルス日本国総領事千葉明氏との記念撮影、右端が錦織監督
June 2017 U.S. FrontLine
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シネマコンパス

CINEMA
COMPASS
INTERVIEW WITH CELEBRITY

デイヴ・バウティスタ
「俺は寿司ジャンキー」?!
取材・テキスト・写真：はせがわいずみ
Interview, Text & Photo by Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)

プロレスラーから俳優に転身したデイヴ・バ

で働いた経験で得たことで、その後もずっと持

演技をすることにすっかりはまってしまった。

ウティスタ。ザ・ロックことドウェイン・ジョン

ち続けているのは、仕事に対する倫理観だよ。

人前で演技することは、ものすごく恐ろしい

ソンと同じ道を歩む彼は、ザ・ロックと比較

WWEでのレスラー生活は、簡単なものではな

ことであると同時にものすごく愉快で満足感

されるのを嫌う。しかし、1対1の独占取材だ

かった。ほかのスポーツ選手にあるようなオフ

を覚えるんだ。オーディションは、これまで

ったこともあり、レスラーがハリウッドで成功

シーズンというのがないから、年中全開で稼働

少なくとも50 回は受けて、そのうち 47 回は

する秘訣を聞かずにはいられなかった。また、

していなければならなかった。そのため、タ

落ちた。でもいいんだ。それが映画業界だっ

日本プレミアから戻ったばかりでもある彼に、

フさとプロ意識を鍛えられたよ。それにたくさ

て知っているからね。思い出深いオーディシ

来日経験についてもたずねた。

んの人と渡り合う術も学んだ。それがまさに俺

ョンは
『Riddick』だよ。俺にとって最初の頃

「来日は、今回で5回目か6回目だった。で

を自分の殻から外に出させてくれた。俺はもの

のオーディションだったんだけど、あまりに

も、今回初めて、丸1日休みがあってね。母を同

すごくシャイだったけど、プロレスはものすご

も緊張してしまったから、途中で退席して、

伴していたから、一緒に皇居に行ったり、神社

く多くの人たちと交流しなければなかったから

建物の周りを走って緊張をほぐさなければな

にお参りしたりして、これまでで一番、日本を満

ね。ロックと俺は違う道を歩んでいる。俺らは

らなかった。そして、また戻ってオーディシ

喫した感じがしたよ。それに寿司ジャンキーの

全然違うパフォーマーだし、彼のキャリアは俺

ョンを続けた。そんな俺に理解を示してくれ

俺は、1日中寿司を食い続けることができるから、

とは全然違うレベル。俺が思うに、レスラーが

て、ヴィン・ディーゼル自身、俺が役を得ら

最高だった。今住んでいるフロリダのタンパで

どうのというよりは、パッションをどれだけ持

れるようものすごくサポートしてくれたんだ」

は美味しい寿司は滅多に食べられないしね」

っているかどうかだと思うんだ。彼も持ってい

デイヴの 新 作 は 話 題 作
『Blade Runner

筆者の故郷、山陰は友人の
「刺身ジャンキ

たし、俺も持っている。俺たちは2人ともパッ

2049』だ。同作もオーディションだったと

ー」一押しの魚の旨い地域だと言うと
「ぜひ行

ションを持って夢を追ったから成功したんだ」

明かす。

かねば」と目を輝かせた。

レスラー人生で学んだこと
1999 年にプロレスラーとしてのキャリア
をスタートさせたデイヴは、2014 年までリン

「オーディションだけでなく、スクリーンテス

50回受けて47回落ちた
オーディション

トもあったよ。プロデューサーは俺がその役に
ピッタリだと思ってくれたけど、監督はそうじゃ
なかったから、いくつかオーディションとスク

シャイだったデイヴが演技に目覚めたきっ

リーンテストをして役を得た。役名はサッパー・

かけは何だったんだろう。

モートンで、セリフがあるだけでなく、結構大

グに上がっていた。俳優としては 2006 年頃

「友達に頼まれて映画に出て、演技に魅了

から活動を開始しており、しばらくはプロレ

されたんだ。取り憑かれたと言った方が近

スラーと両立していた。レスラーとして得た

いかもね。自分がもの凄い大根役者だって分

となく繊細な性格という印象を受けたデイヴ。

経験のどんなところが俳優への転向を成功さ

かって、なんとかマシになりたいと思ったの

『Guardians of the Galaxy Vol. 2』では、

せたのだろう。

が最初だよ
（笑）
。そして、シャイな俺にとっ

感情的なシーンもこなし、俳優としての幅を

てはものすごくチャレンジなものだからこそ、

広げた。今後の躍進が楽しみだ。

「WWE
（World Wrestling Entertainment）

きな役なんだ。今言えるのはそれだけだよ」
タフなイメージだが、話をしているとどこ

Special thanks to Ceci Toro & Jessica Ritz / Walt Disney Studios
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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。

暑い日にも食が進むよう、野菜たっぷりの主菜は、中華
風に餡かけにしていますが、トマトの酸味が効いていてサッ
パリといただけます。夏が旬のオクラを調理するポイントは、
ゆでる際にヘタごと切り落とさないこと。ヘタは食べられま
すし、ヘタを切り落としてゆでると、中に水が入ってベシャッ
となってしまいます。
副菜に使う鶏ハムは、むね肉を1枚使うと量が多すぎるか
もしれません。冷蔵庫で1週間ほど持つ常備菜ですので、残
りはサンドイッチに入れたり、サラダに入れたりして活用し
てみてください。ピリ辛たれが辛すぎると感じる場合は、マ
ヨネーズを増やしたり、ラー油や豆板醤を減らしたりして調
節してください。

今日
の

主菜

エビとオクラとキノコの
トマト餡かけ

【材料】（4人分）
エビ（殻付き）................... 12尾
シイタケ.................................. 3枚
エノキ.................................. 1/2株
長ネギ.....................................6cm
オクラ....................................... 4本
トマト....................................... 2個

＜エビの下味調味料＞
塩こしょう....................... 少々
ショウガ（すりおろし）
. ................................小さじ1/2
片栗粉.........................小さじ1
＜煮込み調味料料＞
だし汁.........................1カップ
酒..................................大さじ2
しょうゆ.....................大さじ1
塩..................................小さじ1

【作り方】
❶エビは殻をむき、包丁で背開きして
背ワタを取る。塩こしょうとショウガ
を混ぜ合わせ、片栗粉をまぶす。
❷ シ イ タ ケ は 石 づ き を 切 り 落 と し、
1/4に切る。エノキは石づきを切り落
とし、1/2の長さに切る。長ネギは半
分の長さに切り、白髪ネギにする。ト
マトは1/4に切る。
❸オクラは「がく」というへたの硬い
部分を包丁でくるりと一周そぎ取る。

今日
の

副菜

ピリ辛バンバンジー

【材料】（４人分）
キュウリ................................2本
鶏むね肉................................1枚
＜調味料＞
酒................................大さじ2
砂糖............................大さじ1
塩................................大さじ1
＜調味料＞
白炒りすりごま.....大さじ3
マヨネーズ..............大さじ1
しょうゆ...................大さじ2
酢................................大さじ1
砂糖............................大さじ1
ラー油.......................小さじ1
豆板醤..................小さじ1/2
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うぶ毛を取るために、塩（分量外）で
板ずりをする。塩がついたまま、熱湯
でサッと茹で、緑色が鮮やかになった
らザルに上げ、氷水で冷やす。
1/4の乱切りにする。
❹煮込み調味料を鍋で煮立て、エビと
野菜をすべて入れる。エビと野菜に火
が通ったら、皿に盛りつける。

【作り方】
❶鶏むね肉で鶏ハムを作る。鶏むね肉は
分厚いところを観音開きにし、下味調味
料と一緒にポリ袋に入れ、空気を抜き、
冷蔵庫で1~2時間おく（一晩おいてもOK）
❷ラップで肉を空気が入らないように包
み、キャンディーのように両端をねじる。
ねじった端をセロファンテープで止める。
小鍋に湯を熱し、ラップのまま鶏むね肉
を入れ、再沸騰してから5分ゆでる。火を
止め、そのまま湯が冷めるまで放置する。
❸キュウリはピーラーで薄くスライスし、
鶏ハムは細かく裂く。ピリ辛たれ調味料
を混ぜ合わせ、皿に盛りつけたキュウリ
と鶏ハムにかける。

CLASSIFIELD
人材派遣・求人
ニューヨーク＆東海岸

寿司シェフ求む
ニューヨーク州中部地区で創
業４２年の日本食レストラン
(ディナーのみ営業)２年以上
の経験者でフルタイムで働け
チームワークが取れ接客が好
きな人。要SSN。労働ビザ。
経験者優遇。
Kampai Japanese Steak
House Michael Matsushima
(General Manager) Call:
(607)765-2456

人材派遣・求人
中西部＆南部

正社員募集
生活支援（引越）事業
30kgのものを持ち運ぶことが
できる方。合法的にアメリカ
で就労できるステータスをお
持ちの方。日本語が話せる方。
給料：DOE
ベネフィット各種あり。
勤務地：CHICAGO,
COLUMBUS OH,
LOUISVILLE KY,
DETROIT
まずは、希望勤務地と履歴書
を下記までお送り下さい。
sakao@yamatoamerica.com
Yamato Transport U.S.A., Inc.

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

人材派遣・求人
西海岸

新装開店
オーガニックレストラン
コロラド州 デュランゴ
求められるもの
正しい志、笑顔、積極性
970-946-9664
toshihirohiraoka@yahoo.com
Personnel Recruiter wanted
by HR & Accounting services
co. in Torrance, CA to
screen, recruit, and interview
job applicants to fill job
openings requiring the
Japanese language skills.
Must have BA/BS in HR,
Interdisciplinarity or related
& knowledge of Japanese.
Send resume to HR Dept.
at Pasona NA, Inc.,
21515 Hawthorne Blvd.,
Ste. 1100, Torrance, CA
90503.

新しく生まれ変わった

usfl.com

US FrontLineのウェブサイトをご利用ください。
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不動産
ニューヨーク＆東海岸

Coop 1Br 1Bth 1Car
光熱費込 $1,200
Cliffside Park

Condo 2Br 2Bth Pool
Gym $3,100
Condo 2Br 2Bth Laundry
Terrace $1,900

その他

売ります、買います
西海岸

Jersey City

Condo 1Br 1Bth $3,500

その他
教えます

2035 Lemoine Ave.
Fort Lee, NJ 07024
(201)585-8088
www.RealtyInNJ.com

中西部＆南部

豊富に物件を用意していま
す。お気軽に日本語でどうぞ。

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

住居用売買物件
Closter
豪邸 5Br 3.5Bth 3Car
客室+ファミリールーム
$1,599,000
Cliffside Park
Condo 1Br 1.5Bth
Doorman, Pool ,Gym
$299,000～$350,000
Edgewater
T.W.H 2Br+ロフト3.5Bth
2Car 2,660Sqft Landry
Hudson River &NY View
2,660Sq 格安 $699,000
Tenafky
4Br 3.5Bth 2Car 地下室
公園至近 買物交通便利
$865,000
商業用賃貸物件
Fort Lee
GWB徒歩1分 BusでNY市内
パーキング可 少人数Office
Executive Suiteに最適
格安にて奉仕 $600-$1,000
Ridgewood
賑やかな商店街の2階
$300-$500
住居賃貸物件
North Bergen

T.W.H 1Br 1Bth 1Car
$1,750
Fort Lee

T.W.H 3Br 2.5Bth 2Car
公園 学校 バス近 $5,000
Duplex 3Br 3.5Bth
New Kitchen Bath $3,000
Condo 1Br バス近 $1,995

バック
ナンバーは
ウェブ
サイトで！

www.usfl.com/backnumber

売り 日本食マーケット
所在地 ラスヴェガス
ストリップから車で15分
開業2002年12月
オーナー退職希望の為
売りたし
委細相談
店舗面積 2,000Sqft
その他、オフィス等
1,000Sqft
ソフトリカーライセンスあり
702-338-2222
kmarket@gmail.com
SBA・ビジネスローン。
アメリカで事業主の方。
リース料が高いと感じ始めた
ら自社工場、倉庫、ビルを考
える時期かもしれません。
90％SBAロ ー ン（10％ の 頭
金も自宅を担保に入れるこ
とでローンが可能）詳しくは
davida@pacificonward.com
過去3年間のfinancial report
が必要。Lic#: 01338622
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。
STS Innovation,Inc. is not responsible for the
contents of classified advertisement.

NEWS

在ロサンゼルス日本国総領事館
春の叙勲受章者を発表

NEWS

国連ユース集会
参加者募集

在ロサンゼルス総領事館は平成29年春の叙勲受章者を発表した。同館管轄
区域関係者では次の2名に授与される。
旭日小授章が授与されるのは、日米経済関係強化と文化交流、相互理解の
促進に寄与したヘンリー・ヤスシ・太田氏
（写真1）
。太田氏は日米文化会館理事
長や米日カウンシル副理事長を務めた。
また、旭日双光章が
日米の相互理解の促進
及び友好親善に寄与し
た元アルハンブラ市長
で現ゴー・フォー・ザ・
ブローク全米教育セン
ター理 事 の ゲイリー・
ヤマウチ氏
（写真2）に
授与される。

毎年開催されている、ニューヨークの国連本部でのユース集会の本セミナー
が今年も8月9日から12日まで開催される。
「普段は出会えない人々の経験や
仕事の内容を知る、とても良い機会となる。環境問題、エイズ問題、差別・人権
問題、教育問題、飢餓問題など、世界中にあるさまざまな問題を、世界中のユー

EVENT

南カリフォルニアの教育文化支援
JBAチャリティーゴルフトーナメント

スと共に考えてほしい、また行動を起こしてほしい」とユース集会日本グループ
世話人の打木希瑤子さんは話している。このユース集会の本セミナーでは、国
連など平和活動に取り組むNGOやNPOに興味がある参加者を募っている。
対象年齢は期間中の年齢が16歳から28歳であること。尚、29歳以上の人もオ
ブザーバーとしての参加が可能。参加費用は185ドル。募集締め切りは2017年
6月15日。詳細問い合わせは下記の打木さんまで。
■ 問い合わせ・申込み：Info@nyhcllc.com / 212-996-4302

NEWS

COXでテレビジャパンHD放送が
スタート！

NHK Cosmomedia America, Inc.（テレビジャパン）は、ケーブルテレ
ビ配信パートナーのCOXでテレビジャパンHD放送を2017年5月10日から開
始されることで放送地域がさらに拡大した。これにより、現在好評放送中の最
JBAファンデーションとJBAは、7月15日(土)、タスティン・ランチ・ゴルフ・
クラブで、チャリティ・ゴルフ・トーナメントを開催する。現地の教育と文化活
動を支援する基金募集が目的で、毎年開催、今年で24回目を迎える。
トーナメントの収益はJBAが運営する複数の 教育支援事業の資金とな

新ドラマやバラエティなどをHDの美しい映像で楽しめるようになる。
次の地域のCOXケーブル加入者はテレビジャパンHDチャンネルが視聴可能
となる。
CA州 サンディエゴ チャンネル1400

り,南カリフォルニアの公立学校教師や教育関係者らを日本に派遣する
「US

CA州 オレンジ・カウンティ チャンネル1422

Educators to Japanプログラム」
、教育現場で日本文化を活かした授業を

CA州 ランチョ・パロス・ベルデス チャンネル1450

支援する
『 Japan Enrichment Grant
（JEG）』
、そして公立校、文化交流

NV州 ラスベガス チャンネル1273

活動寄付支援に当ててきた実績がある。

VA州 バージニア北部 チャンネル1287

JBAは、
「今後もこの素晴らしいプログラムが継続できるように、沢山の人
にチャリティーゴルフ大会に参加してもらいたい」としている。JBAの会員・非

またCOXケーブルではお客様サービスとして、テレビジャパンで放送してい

会員を問わず誰でも参加できる。参加者全員にはランチ、ディナー、手土産が

る一部の人気番組を、放送終了翌日から2週間の間いつでも無料で見ることが

提供されるほか、ホールインワン賞をはじめ、各プライズとして豪華な景品が

できるテレビジャパンの見逃し放送
（ON DEMAND）も提供。NHKの連続テ

用意されている。

レビ小説
「ひよっこ」や大河ドラマ
「おんな城主 直虎」はもちろん、人気アニメ
「それいけ！アンパンマン」
、
「名探偵コナン」
、
「弱虫ペダル」
、
「境界のRINNE」

■ 日時：7月15日（土） 午前11時00分受付開始 午後1時ショットガンスタート
■ 場所：タスティン・ランチ・ゴルフ・クラブ
12442 Tustin Ranch Road • Tustin, CA 92782
■ 参加費用：300ドル（ランチ・ディナー、手土産付き）
■ ディナーのみの参加者は150ドル
■ 定員144人
■ 問い合わせ：JBA事務局(310)515-9522 / jba@jba.org
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や、バラエティ
「ガッテン！」
、
「探検バクモン」
、
「鶴瓶の家族に乾杯」に加え、ド
キュメンタリー
「プロフェッショナル仕事の流儀」
、テレビジャパンのオリジナ
ル番組
「テレビジャパンCLUB」などが視聴可能。視聴方法、番組については、
https://tvjapan.net/minogashi/で確認できる。
■ 詳細：http://www.cox.com/ 1-844-218-0986

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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EVENT

サウスベイマネジメントセミナー
6月は「日本酒でカンパーイ！！」

NEWS

ハワイアン航空
日本語が堪能な客室乗務員募集

1995年に設 立さ

日本と ハワイを結 ぶ 最

れ、23年 目 を 迎 え

大の米航空会社ハワイア

たサウスベイマネジ

ン航 空は、近 年 の日本路

メントセミナーでは

線 の 拡 大に伴い、米 国 就

毎月、多彩な分野で

労資格を持ち、日本語を話すことができる客室乗務員を募集している。詳細に

活躍するスペシャリ

ついては下記のURL内の求人番号17-0426を参照の事。面接会場がホノルル

ストを招 いて会 員、

の場合は6月5日、ロサンゼルスの場合は6月26日が応募締切となっている。

非会員を対象とした

今回の募集はホノルル拠点の採用。

セミナーを開催して

現在、ハワイアン航空は羽田に加え、成田、大阪、新千歳とホノルルを結ぶ

いる。現在の会員は

定期便を運航している。昨年には羽田〜コナ国際空港間の直行便を開設し、

約60名。2017年 度

2010年以来初となる日本〜ハワイ島の運航を開始している。

の会長には雲田康夫氏
（写真右）が就任。また、1999年に講師を務めた縁で
入会し、現在は副会長兼セミナー委員長である太田光子さん
（写真左）によると
「以前は経営セミナーという名称で、経営者対象の勉強会だと思われていたこ
とから、新たにマネジメントセミナーに改称することで、自身を管理することも

■ 詳細：www.hawaiianairlines.com/careers/
■ 問い合わせ：www.hawaiianairlines/com/contact-us/email/generalquestions/

含め、健康や経済など幅広い内容で講演を行っている」とのことだ。5月のセ
ミナーは三橋将人氏
（写真中央）を講師に
「アルツハイマー病」について実施
（7
月号の
「Health」コーナーでレポート予定）し、関心の高いテーマとあって多数

NEWS

の参加者を集めた。

オンデマンド印刷のアクセア
ニューヨークにオープン

6月のセミナーは、6月14日にガーデナのニューガーデナホテルで開催され

店舗型のオンデマンド印刷業を展開する株式会

る。セミナータイトルは
「世界の酒、日本でカンパーイ！！！」
。講師は工藤デビッ

社アクセア
（本社：東京都新宿区）が、ニューヨーク

ド氏。工藤氏は1997年に食品衛生管理者養成クラスを開講し、98年には南加

に店舗をオープンした。
「必要なものを必要な時に

日経レストラン協会を発起人として設立。99年に
「寿司酒」誌を創刊した。参加

必要な数だけ」紙への印刷だけに留まらず様々な種

費はサウスベイマネジメントセミナー非会員は15ドル。

類の印刷機を導入し、様々なメディア、アクリル、ガ
ラス、車体、iphoneケース、看板、壁紙、プラスチ

セミナーの申込締め切りは6月12日。問い合わせは下記の太田さんまで。

ック、Tシャツを初めとする衣類、立体物までお客様の要望に応じて対応。営業
■ 日時：6月14日（水）
6:00p.m.-6:30pm（ソーシャルタイム） 6:30p.m.-8:30pm（セミナー）
■ 場所：New Gardena Hotel, 1641 W. Redondo Beach Blvd., Gardena 90247
■ 問い合わせ：714- 557-2424 / ota402@hotmail.com
■ 詳細：www.sbmseminar.org/page/registration

NEWS

ANA マイレージクラブ
海外のマイル提携サービス拡充

全日本空輸株式会社
（以 下

時間は平日 午前9時から午後6時(東部時間) 、土日祝は休業。
■ 住所：889 1st Avenue, New York, NY 10022
■ 問い合わせ：212-888-0959 / info@accea.net
■ 詳細：http://accea.net/ja/

NEWS

就職・転職サイトCFNが
全面リニューアル

株 式 会 社 デ ィス コ は、

ANA）は、カ ナ ダ のPoints

C F N（ C a r e e r F o r u m .

社、 イ ギ リ ス のCollinson

Net）をリニューアルオー

Latitude社との提携により、海

プンした。ボストン、ロサ

外でのマイル提携サービスを拡

ンゼルス、サンフランシスコ、ロンドン、シドニー、上海、東京、大阪と、世界中

充していく。国際線ネットワーク拡大により、ANAマイレージクラブ会員の渡

で開催するバイリンガルのためのジョブフェア、
「キャリアフォーラム」の公式

航先も多様化している中、海外のホテルやレンタカー予約、海外ECショップ

サイトとして、キャリアフォーラムへの参加登録から参加企業への事前応募、

利用などのサービスでマイルが貯まり、マイルが使えるサービスの充実を図る。

当日の面接のアポイント設定などを行うことができる。

今回の提携により、マイルを貯めることができるホテル数は約1100施設から

2001年のオープン以来、海外の大学で学ぶ留学生をはじめとするバイリン

約15万施設へ、マイルを使えるホテル数は約70施設から約15万施設に大幅に

ガル人財のグローバルな就職・転職をサポートしており、今回のリニューアルで

増加する。詳細は下記の専用URLまで。

は、デザインを全面的に刷新するとともに、スマートフォンでの利便性を大幅に
向上した。さらに、動画で自らをアピールできる、企業が応募時の質問を動画

■ 詳細：www.ana.co.jp/amc/promo/anaglobal/

で受けられるなど、動画の活用を大幅に広げている。
会 員 デ ータは2017年4月 現 在 で、学 生 登 録 数17,913人、転 職 者 登 録 数
74,356人に上る。
■ URL: https://careerforum.net/ja/

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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EVENT

ライフメイツ「年金・老後の帰国に関して」
カリフォルニア2都市 無料セミナー開催

CAMPAIGN

パイウォーター製水器とバイオキッスシャワーの
『10％OFFセール』実施中！

ライフメイツ／ライフメイツ社会保険労務士事務所が、
「年金・老後の帰国に関

パイウォーター社では、パイウォーター製水器AP560
（卓上用）AP550
（ア

して」の無料セミナーを米国各地で開催する。日本の医療・介護保険・年金の

ンダーシンク用）とバイオキッスシャワーの『10％OFFセール』を6月24日ま

最新情報を分かりやすく解説。要予約。日程は下記の通り。

で実施中。今回のセールでは、対象製品の交換フィルターも10％OFFとなる。
Dr.πの水として知られるパイウォーターは、クラスターが小さく、酸素含有量

■ 開催日時・場所

が多いなどの特徴を持つ。生体水に近い働きをして、飲み水としてだけでなく、

【セミナー】
①6月24日（土）10:30am ～ 12:45pm
②6月24日（土）1:30am ～ 3:45pm
カリフォルニア州サンディエゴ「学習塾Pi:k（ピーク）
」
8868 Clairemont Mesa Blvd, ＃M, San Diego, CA 92123
③6月25日（日）1:30pm ～ 3:45pm
カリフォルニア州ロサンゼルス
「Pioneer Center Meeting Room (日米文化会館３Ｆ)」
244 S. San Pedro Street, Suite 301,Los Angeles, CA 90012

料理用の水としてレストランなどからも高い評価を受けている。
キャンペーン価格は次のとおり。
パイウォーター製水器AP560
（卓上用）AP550
（アンダーシンク用）
・本体
（フィルター含）：＄580
（定価） ⇒ ＄522
（キャンペーン価格）
・交換フィルターのみ：＄310
（定価） ⇒ ＄279
（キャンペーン価格）
バイオキッスシャワー
・本体
（フィルター含）：＄230
（定価） ⇒ ＄207
（キャンペーン価格）
・交換フィルターのみ：＄98
（定価） ⇒ ＄88
（キャンペーン価格）

【無料相談会】
④6月26日（月）1:00pm ～ 5:00pm
カリフォルニア州ロサンゼルス「Hotel Pacific Garden」
1625 W 158th Street Gardena, CA 90247
■ 問い合わせ・申込先
ライフメイツ／ライフメイツ社会保険労務士事務所
TEL：213-327-8650 （内田さんまで）
FAX：626-333-1531
Email：info@life-mates.jp
http://www.life-mates.jp/event/USseminar2017Jun.html

NEWS

Pechanga Resort & Casino
新ホテルタワーの棟上げ式開催
拡張工事が中間地点を迎えたPechanga
Resort & Casinoで、4月19日に棟上げ式
が開催された。ホテルスタッフをはじめ、工事
関係者、政府関係者、ペチャンガ部族代表者
らが式典に参加し、工事の順調な進展を祝っ

た。棟上げ式では、14階の高さまで上った建設作業員により建設中のホテルタ
ワー上部のフレームに最後のコンクリート、710トンが注ぎ込まれた。
ペチャンガ・デベロップメント・コーポレーションの代表エディス・アトウッド
氏は
「建設が予定通り進むように日々努力を重ねてくれた多くの関係者の方々、
2,500人以上の作業員のおかげで、今日この祝いの日を迎える事ができた。ペ
チャンガ部族とテメキュラ・バレーの更なる発展を、今まさに確信している」と
感謝と期待の意を示した。

■ 詳細：www.pi-water.com
■ 問合せ：877-259-6716/contact@pi-water.com

PRESENT

USBアロマディフューザーを
10名にプレゼント

アロマで空間をデザインする
アットアロマが、プレゼントキャ
ンペーンを実施する。リラックス
できるOFFの香りとリフレッシュ
できるONの香りの
「USBアロマ
タイム・エッセンシャルオイル付
き」を各5名、計10名に抽選でプ
レゼントする。
パソコンのUSBに挿して簡単
にアロマを楽しめる、USBタイプのアロマディフューザー。心を解きほぐしリ
ラックスさせる、ラベンダーやカモミールなど柑橘系がベースの優しい香りの
「OFF」
、頭をクリアーにする

2億8千5百 万 ド ル を か

ローズ マリーや、スッキリと

け、2年前より開始されたこ

目覚 め るミントなど、7種 の

の拡張工事は2017年12月

香りをブレンドしたフレッシ

に完成予定。この施設拡張

ュな 香 り の
「ON」の2種 類。

が完成すると Pechanga

申込みは下記ホームページか

Resort & Casinoは西海

ら。プレゼントの応募締め切

岸最大のカジノリゾートとな

りは7月15日。発 送をもって

る。拡張工事終了時のホテ

当選者の発表とする。

ル概要は以下の通り。
■ 住所：45000 Pechanga Parkway Temecula, CA 92592
■ 詳細：www.Pechanga.com
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■ 詳細：www.ataromausa.com/fl
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メールの返事が来ない時
皆さんはこんな経験ありませんか？ 相手にメールを出したが、返

お返事をお待ちしています
■I just wanted to get in touch about the testing. How’s it going?

事が来ない。
これは誰にとっても困る状況です。まして相手がアメリカ人の場合

試験について少し聞いてみたかったのですが、いかがでしょうか

はなおさら、どうやったら丁寧かつ適切に返事を催促できるか悩む
これで返事が来ればいいのですが、それでも返事が来ないという

かもしれません。

ことも考えられます。その場合、もう一度催促のメールを出すことを
返事が来ない理由には、次のようなシナリオが考えられます。例え
ば、インターネットサーバーやメールプログラムの問題のため、送っ
たメールが届かなかった。spam filter
（迷惑メールを取り除くソフト）

勧めます。
そのメールでは、相手の立場を理解しているということを強調す
ることが大切です。

によってブロックされてしまった。忙しさのあまり、あなたからのメー
ルを読む時間がなかった。あるいは、うっかりメールを消去してしま

まず、相手がメールに返信できないくらい忙しいだろうと察してい

った。こういった可能性を考えると、最初の催促のメールは相手を責

るということを、次のような表現で伝えます。

めるような口調は避け、ソフトなトーンにするほうがいいでしょう。

■I realize you are probably quite busy ~
非常にお忙しいと存じます

私がお勧めするのは、最初に送ったメールを再送することです。

■I’m sure that you have a million things on your plate ~

この際、最初の送信の日付が見えるようにしましょう。

やるべきことが山積だろうとお察しいたします

そ し て、 件 名 に、retransmission、resending、 あ る い は
sending again
（
「再送信」の意味）を記入します。すでに送ったメー

次に、返事をもらうことが重要だということを強調します。

ルをそのまま送ることもできますが、その前に次のようは文章を入れ

■It’s very important that I receive your reply.

るとより丁寧です。

あなたからお返事を頂くことはとても重要です
■I really need to hear back from you.

■ I’m sending this email again in case you did not receive it

あなたからお返事を頂く必要がどうしてもあります

the first time. I’m looking forward to your response.
最初に送信したメールが届かなかったかもしれないので、もう一度

具体的な締切を提示するのも有効でしょう。

送信致します。お返事をお待ちしています

■ Could you get back to me by Friday?

■ Since I haven’t heard from you, I thought I would resend

金曜日までにお返事をいただけませんか？

this. Awaiting your reply.

■I’d appreciate a response within the next 48 hours.

お返事をまだ頂いていないので、メールを再送しようと思いました。

48 時間以内にお返事を頂ければ幸いです
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出題：Enigma

タテのカギ

ヨコのカギ

【タテ2】
「まみむねも」これは何？
【タテ3】子供が大好き
「〇〇ライス」
【タテ4】タイの魚醤
【タテ6】日本では目隠しをして割ることも
あります
【タテ7】有名子役
「〇〇愛菜」
【タテ8】
『スター・ウォーズ』に登場する人
物
「〇〇・ソロ」

【ヨコ1】晴れ女の逆
【ヨコ5】噛むと集中力がUpするととも言わ
れています
【ヨコ6】
『ドラえもん』登場人物
「骨川〇〇
夫」
【ヨコ7】携帯〇〇リのゲームにはまる
【ヨコ8】英語で”pillar”
【ヨコ9】今日がどの日か調べるときに役に
立ちます

答えのヒント

式後のカップルの楽しみの一つ
答えは 5 ページに掲載
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確定申告
会社設立・経営サポート

あなたにも
節税できます！
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タックスリターン

