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  紆余曲折の末に独立

ウニに目をつけたきっかけ？　端的に

言うと最初は、あるアメリカ人にカリフ

ォルニア産のウニを日本に送りたい、そ

れを手伝ってほしいと言われたことです。

相談に乗ってくれ、と。それが1970年く

らいだったかな。彼が工場を造って、ウ

ニをサンペドロ（港）から持ってきて、工

場で殻を割って綺麗にして、それをロサ

ンゼルスの寿司屋に卸したりしていまし

た。日本にも少しずつ送っていましたね。

でもすぐにダメになっちゃったんですね。 

その後、僕も含めた3人のパートナー

でローズ・インターナショナルという会

社を起こしました。これは4、5年続きま

した。 築地に送り込んで、結構うちのウ

ニは有名になっていたんです。ところが

Maruhide Marine Products, Inc.
プレジデント　河村英夫

神奈川県生まれの千葉県育ち。高校卒業後に就職した旅行会社で顧客のビザやパスポートの手

続きを担当。自身もアメリカ行きを目指し、海外で仕事を見つけやすい日本料理の修業を積んで

1967 年に渡米。ウニの販売会社の顧問、3 人のパートナーで設立した同じくウニの販売会社の共

同経営を経て 1975 年に丸秀を設立して独立。以後、生ウニの卸し業を手がける他、ウニを加工

した「雲丹酒盗」を大ヒット商品に育てた。趣味は茶道。自社ビル内に茶室も構える。

コツコツ取り組んでいれば
チャンスは必ず訪れる

01 E n t r e p r e n e u r i a l  S u c c e s s  S t o r i e s

ロサンゼルス郊外ガーデ
ナ市内にある自社ビルで
創業時の思い出を語る
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パートナーの1人が日本から売り上げのお

金を送ってくれるはずが、1万ドルのうち

3000ドルとか4000ドルしか届かなくな

って、こちら側の支払いができなくなっ

たんです。結局その会社も潰れてしまい

ました。そして、1975年に僕1人で経営

する人生が始まったんです。ラッキーだ

ったのは、うちの親父がまだ日本で仕事

をしていて、大手5社に入る水産会社に相

談に行ってくれたんです。その人たちは、

ローズ・インターナショナルのことを知

っていて、飛行機で僕に会いに飛んでき

てくれました。そして新しい会社をコー

ポレーションにしましょう、40％出資し

ましょう、と言ってくれたんですね。そ

の時は全然お金がなかったけど、実際手

元にあった3000ドルにかき集めて足して、

やっとまとまった金額にして丸秀を設立

しました。

最初の転機になったのは、木箱の下に

ウニのクズを入れなくなったことですね。

昔は綺麗なウニの下をめくると、黒いク

ズのようなウニが入っていました。ど

こだってやっていたんですよ。ところが、

ダウンタウンのホールセラーに商品を持

ち込んだ時に、ある人が僕に聞こえるよ

うに「丸秀のは、下に真っ黒いのが入って

いるからな」って言ったんですよ。それで

気づいたんですね。下をめくっ

ても綺麗なウニを箱に敷き詰め

ようと。それを真っ先にやった

もんだから、丸秀に信用がつい

たんです。

  「雲丹酒盗」の味に
  試行錯誤

その後、1980年代の前半だっ

たかな、それまで1ドル360円だったの

が、200円くらいになったでしょう。その

為替の変動で一気に儲かりました。ウニ

長者？　いやいや僕が仕掛けたわけじゃ

なく、社会の情勢がそうなったからです。

でもあの時に思いましたね。真面目にコ

ツコツ取り組んでいれば、チャンスは訪

れるものなのだ、と。でもそれは長く続

けてないとダメなんですよ。一攫千金な

んてものはありませんよ。その波に乗じ

て、もう1つの商売を始めました。築地と

いう名前のレストランを経営したんです。

うちはシーフードを扱っているわけだし、

ちょうど寿司屋が売りに出ていたのでね。

その経営は女房が15年続けてくれました。

今、JALのファーストクラスの機内食

にも出ている雲丹酒盗を開発したのは、

2000年くらいだったかな。きっかけは

色が悪いウニがもったいないから、なん

とかそれを有効活用して商品にできない

かなと思ったことです。大企業みたいに

研究員がいて開発するわけじゃないから、

自分ひとりで試行錯誤して、醤油を酒で

薄めて味付けしたり、昆布醤油に一晩ウ

ニを漬け込んだりして、それを瓶詰めに

したわけです。でも、自分の舌でしか試

してないから心配でしたよ。大丈夫だろ

うかって。で、売り込んでみたけれど、

これが見事に受けなかったんですよ。最

初、日本に送ってもらおうとか、ロサン

ゼルス土産としてお店に置いてもらおう

とか、その関係の会社に売り込みに行き

ました。「こういうのは売れない」っては

っきり言われましたね。門前払いです。

  キャビアを超える存在に

その時は美味しいものを作れば勝手

に売れると思い込んでいました。しかし、

それではダメなんですね。独りよがり。

美味いものを作っても、それをたくさん

の人に知ってもらわなければ売れません。

不味いものでも宣伝すれば売れます。だ

から、美味いものなら宣伝すればもっと

売れるわけです。それに気づかなかった。

だから、雲丹酒盗を知ってもらうために、

雑誌に広告を打ちました。そうしたらお

客さんはちゃんと来てくれました。商品

が知れ渡ると、最初、門前払いした会社

も雲丹酒盗を扱ってくれるようになりま

した。今では、ギフト会社のカタログに

もちゃんと紹介されています。当時はそ

うなることを夢に見ていたけれど、現実

になるとは思いませんでした。 

目指すゴールはウニを、キャビアを超

える存在にすることです。私に言わせれば、

キャビアはただの魚の卵の塩漬けですよ。

ウニの方が高級なんだと、みんな、それを

知らないだけだと。キャビアは売り方が上

手なんです。ウニも、もっと高級な料理に

も使われるようにならないといけない。ち

なみにラスベガスのロブションの料理には

丸秀のウニが使われているんですよ。今で

は英語でUniと言えば通じますからね。ウ

ニもキャビアにかなり追いついてきている

んじゃないかなと思いますね。

丸秀所有のウニの工場で（写真提供：河村英夫氏）

アメリカでもウニを高級食材に押し上げるべく取り組み
を続ける（写真提供：河村英夫氏）
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  アメリカには「えいっ」と来た

渡米は1999年で、18年前です。その前

は、日本で音楽の流通の仕事に携わって

いました。僕が勤めていた会社は、サン

フランシスコからのCDの輸入盤を販売す

るレコードショップをフランチャイズで

展開していました。もともと、音楽は好

きで、自分でもバンドをやっていたんで

すよ。で、なぜ、アメリカに渡ってきた

かというと、元々中学生の頃から世界的

なビジネスをしたい、という願望が強く、

それであればアメリカだ、という気持ち

が常にあったからです。それでそのバン

ドの友人がカリフォルニア出身だったん

で、まずはそこを頼って来ました。自分

でも就職する前に、カナダでワーキング

ホリデーを体験して英語も習得していた

ので、（アメリカには）えいっと来るタイ

ミングだったんですね。

最初の頃は、友達の地元のサンルイス

オビスポで、一緒にTシャツを作って売っ

ていました。当時はフェデックスの出し

方もわからなかったし、タックスをどう

払うのかとか、銀行口座の開け方にして

も知らないことだらけ。全て友達と一緒

にいて学ばせてもらいました。結果的にT

シャツのビジネスでキャッシュフローが

できて、渡米2年でLビザを取得できたん

です。ビザが取れてからロサンゼルスに

引っ越してきました。そして人の紹介で、

当時ロサンゼルスに住んでいたすずきじ

ゅんいち監督と知り合いました。それが

自分にとっての大きな出会いになりまし

たね。映画も、音楽同様に大好きでした。

すずき監督との出会いで、目の前に現れ

た楽しそうなことに取り組もうと会社を

設立、すずきさんが会長で僕は社長に就

任しました。

  アドレナリン出まくり

手始めに日本の映画を集めてロサン

ゼルスで映画祭でもやってみようという

ことになり、すずき監督の映画を中心に

映画祭で上映したんですけど、結構、お

客さんが来てくれて、うまくいったんで

すね。その延長線上で、アメリカで映画

も作ってみようということになった時に、

監督にプロデューサー

として動いてくれない

かと言われました。現

場を体験したことはな

かったんですが、まず

プロデューサーズスク

ールというコースで勉

強して、本も読んで、

自分なりに研究しまし

た。そして、吉川ひな

の主演の記念すべき第

1作「デスライド」を送り出しました。映

画製作が自分に合っていると思ったか？　

もう最初からアドレナリンが出まくって

いました。楽しくてしょうがないですね。

今でも天職だと思っています。

次の段階として、映画ビジネスではど

こにキャッシュがあるのか？　というこ

とを監督と話し合って、出た答えが配給

とセールスだったんですね。そこで、当

時は「リング」や「グラッジ」といったJホ

ラーが全盛期だったので、タイミング的

にJホラー押しで行こう、ということにな

り、日本からホラー映画を何本か集めて

日本以外の国、例えばアメリカはもちろ

んドイツやイタリアなどに売りました。

その後、すずき監督が自分の映画作り

をしたいということで、イレブンアーツ

から離れて、2007年からは僕が1人で経

営に当たることになりました。以降もお

Eleven Arts
プレジデント＆ CEO　コウ・モリ

東京都生まれの埼玉県育ち。音楽流通系企業に勤務後、28 歳で渡米。すずきじゅんいち監督と共に

イレブンアーツを 2003 年に設立。翌年から映画製作に乗り出し、現在までに映画 11 本、TV シリー

ズ5 作の製作、さらにジャパニーズアニメをはじめとする40 本近い映画配給を手がけた。現在、リドリー・

スコットとの共同プロデュース映画、ABC/Disney との TV ショーなどが公開待機中。ハリウッドで活

躍する映画プロデューサーの組合組織であるプロデューサーズ・ギルド・オブ・アメリカ ( PGA ) の会員。

当面の目標は
アカデミー賞候補作品の製作

02 E n t r e p r e n e u r i a l  S u c c e s s  S t o r i e s

高い評価を得た「マン・フロム・レノ」のキャストやスタッフと（写真提供：コウ・モリ氏）

ウエストロサンゼルスに
あるイレブンアーツ社で
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陰様で次々に新しい企画が持ち込まれて

います。それはどうしてかと言うと、ビ

ジネスの理屈としては、うちが特化して

物事に取り組んできたからなんではない

か、と思います。Jホラーだって海外に出

すことを、松竹、東映、東宝のような大

手以外、インデペンデントではどこもや

っていませんでした。それをうちだけが

やっていた、と。その後、テレビ局も映

画の海外セールスに関わるようになりま

したが、僕がJホラーなどをカンヌ映画祭

でブースを出して売り出し始めた時なん

て、業界関係者から見たら僕は完全なス

トレンジャー状態でした。お前、誰だ？　

みたいな。あと、日本のアニメに関して

も海外で劇場公開しようとする会社は、

以前は一つもありませんでした。それを

うちがやったわけです。日本のアニメの

海外普及に関してはかなり貢献してきた

んじゃないかなと感じています。

映画製作に関しては、「はりまや橋」を

作ったことが大きかったですね。ダニー・

グローバーも出ている作品です。そ

の後は規模が膨らんでいって、自分

が（映画界の中で）子供から大人に

成長していくような感じで物事のサ

イズが大きくなっていきました。

  人間力を鍛える

さらに「マン・フロム・レノ」と

いう作品がロサンゼルス・フィル

ム・フェスティバルで最優秀作品賞

をいただき、インディペンデントス

ピリットアワードにもノミネートさ

れました。それによって、プロデュ

ーサーズ・ギルド・オブ・アメリカ

(PGA )に入会することができました。

入会するにはクライテリアが厳しく

て、過去に製作した映画の本数、北

米での劇場公開、受賞やノミネート、

推薦者などいくつもの条件が課され

ます。このことも僕にとっては大き

なステップになりました。なぜかと言う

と、スクリーニングに呼ば

れるようになり、そこで超

大物のプロデューサーや監

督、役者とも交流できるだ

けでなく、このPGA主催の

セミナーでテクニカルなこ

とも学べるようになったの

です。PGA入会を機会に一気

に仲間も知識も増えました。

これまでもそうだったの

ですが、これからは自分が

日本人であって、かつこっ

ち（ハリウッド）にいて、と

いうことを活用して、日本、

アジア、アメリカの状況を

理解できるプロデューサー

として、そこを全面的に打

ち出してやっていこうと思

っています。それから、こ

の仕事は人を納得させない

といけない。人間力が重要

なんです。監督はとことん突っ込んでく

るから、それに対して「こいつの言うこと

なら」と思わせないといけません。プロ

デューサーって単純にお金を持って来れ

ばいいだけじゃないんです。その点、人

間力に関して、僕はいつもまだまだ足り

ない、と思っています。人間力を鍛える

ために、本格的に改めてギターやピアノ

を始めたりしています。ギターは昔もや

っていましたけど、「自分はプロになれな

い」と思ったら、そこで止まってしまう

んです。自分で自分の限界を作ってしま

う。だから限界作らずにどこまでいける

か、改めてチャレンジしています。まあ、

実際には楽しいから、というだけなんだ

けど。

当面の目標はアカデミー賞候補の作品

を世に出すこと。実は、後2週間くらいで

出てくる脚本で、意中の監督にアプロー

チして来年中に撮影を終え、再来年のオ

スカーに持っていければと思っていると

ころです。うまくいくかもしれません。

「マン・フロム・レノ」のメインキャストらと（写真提供：コウ・モリ氏）

「はりまや橋」の撮影現場でダニー・グローバー（左端）と（写真提供：コウ・
モリ氏）

新作でタッグを組んだジョナス・アッカーランド監督と共に（写真
提供：コウ・モリ氏）
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四つ葉学院
代表　西尾由香さん

文部科学省小学校教諭免許、幼稚園教諭免許、学校図書館司書資格、日米モンテソーリ教員免許

を保持。神奈川県の小学校勤務を経て、夫の転勤に伴いシアトルへ。サイエンスラボ倶楽部、土曜

補習授業教室、大手進学塾海外加盟校の提携プログラムの学習塾から構成される四つ葉学院を経営。

シアトルで日本的学習の場創設
国際的リーダーを育成したい

03 E n t r e p r e n e u r i a l  S u c c e s s  S t o r i e s

日本での教員経験を活かして
在米子女の教育に当たる西尾
さん（写真提供：西尾由香さん）

  不安より好奇心

主人の仕事の関係で、渡米する直前ま

で、長い間、日本の公立小学校の教員を

していました。日米の教育システムやカ

リキュラム、また教員の研修制度に、も

ともと興味を持っていたので、不安より

も好奇心の方が強かったと思います。

息子が通っていた小学校のボランティ

ア活動や、学校行事、カンファレンスな

どに参加する中で、現地の学校のカリキ

ュラムや、教科の学習内容について知る

ことができ、日本の学習要領の素晴らし

さを再認識することができました。

例えば、理科教育一つとってみても、

日本では、物理・化学・地学・生物の四

分野の基礎学習を小学校の段階で系統立

てて学びます。

そこで、日本の小学校の理科授業をシ

アトルに再現する形で、2012年10月に

「サイエンスラボ倶楽部」を開設し、土曜

日の補習授業校をその半年後の2013年4

月に開校しました。日本と同じように4月

始まりです。

アメリカで学校を設立する大変さ、と

いうのはなかったですね。日米で20年以

上教えていましたので、シアトルで日本

的な学習の場を実現できたことが、大変

嬉しかったです。そして、ユニークな授

業を次々に企画し、多くの方たちに協力

をいただきながら実行に移しました。ワ

シントン大学に研究留学されている科学者

の方達にも、最先端の研究を子どもたちに

わかりやすく、説明していただくセミナー

も、授業に関連付けて開催しました。

  現場の専門家を授業に招く

例えば「においを科学する」「人の体を

科学する」「脳を科学する」というように

テーマを決めて、その分野の専門家を授

業に招いたのです。机上の学習ではなく、

子どもたちが興味を持つように、それら

の科学は実際にどのように応用されるの

かというところまで含めて、各企業や大

学の現場で取り組まれている方にお話を

していただきました。特にシアトルはIT

のメッカなので、ITの専門家の方にも講師

として授業に参加していただきました。

私自身も楽しみながら企画をして、講

師の方と一緒に話し合いを重ねながら授

業構成を考えます。 今後は科学やITだけ

でなく、歴史教育にも焦点を当てていき

たいと考えています。 「僕たち、昔の事は

知らないよ」とひとごとではなく、現地

の友達や、関わる人に、史実に基づいた

歴史の内容を、子供達自身の言葉で説明

したり、誤解を解いたりしながら、一人

ひとりが小さな外交官として、貢献でき

るような教育が必要だと思います。また、

戦前戦中戦後の状況を知ることで、今の

子どもたちは自分がいかに恵まれた環境

にいるかに気づくことも大切です。地元

の日系財団や団体と協力して、今後は、

子どもたちの「歴史教育」も展開していき

たいと考えています。

  子どもの限界を決めない

ここに来るまで挫折や障壁はなかっ

たか？　障壁というのは課題のことかな、

と捉えています。

子どもたちには学力を身につけるだけ

でなく、弱い人、困っている人を助けら

れるような国際的なリーダーになってほ

しいと願っています。そして「幸せに生き

るための力」を身につけてほしいですね。

また、常に思うことですが、子どもの可

能性に親が限界を決めてしまうのは本当

に勿体無いことです。子どもが主体的に

伸びていけるように、親も学校もサポー

トしていくことこそが重要です。

学院も5年目に入り、先日、海外子女

教育振興財団の機関紙「海外子女教育」に

本校の子供達の活動と取り組みが特集記

事として掲載されました。ここまで、子

どもたちが頑張ってきたことが評価され

たことを嬉しく思うと同時に一つの節目

でもあると感じています。 目の前にいる

子どもたちに何ができるかをつねに模索

しながら、多様な学びの場を提供できる

よう今後も挑戦を続けていきたいと思い

ます。
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高校卒業後のFC琉球に始まり、サッカーをプレイ

するために日本国内外のクラブに所属してきた田島選

手。今回のラスベガス・シティ入団のきっかけはマイ

アミ時代に生まれた。

「マイアミとベガスとで練習試合をした時に、ラスベ

ガス・シティFCのオーナーと話をする機会がありまし

た。親日派のオーナーから『いつか日本で子供たちの

サッカースクールを開校したい』という話を聞き、僕

自身も子供たちに教えていたことがあり、またラスベ

ガスの華やかなイメージにも憧れていたので、オーナ

ーに履歴書を送りました。そこで興味を持っていただ

き、所属することになったのです」

田島選手のサッカーへの憧れのルーツは三浦知良

選手にあるそうだ。

「僕が小学生の時にJリーグが開幕しました。自分

も絶対にプロサッカー選手になりたいと思い、逆算し

て高校はどこに行けばいいのか、と計画を立てました。

サッカー以外の選択肢はありませんでした」

しかし、その道のりは怪我との闘いでもあった。

「中学の時には疲労骨折と靭帯損傷で、3年生の大

切な試合に出ることができず、ほぼ無名状態。強豪

校への進学が叶いませんでした」

そこで高校卒業後、挽回するために、自分でチーム

への売り込みを開始。Jリーグ参入を目指していたFC

琉球への入団を果たした。

「Jリーグでプレイしていた選手が半分以上という顔

ぶれ。しかもアドバイザーがラモスさんだったという

こともあり、目の前に憧れていた人々がいる、一緒に

プレイできる、と非常に楽しい日々でした」

沖縄生活は4年に及んだが、怪我が原因で、故郷

の北海道へ。リハビリを終えた後は初の海外チーム

となるスペインに向かった。

「スペインには2年いました。日本との違い？　チ

ームに対する愛着が非常に強いことですね。皆、家

族のように絆が強くて、オーナーも監督も一緒に食事

をしたりと密な交流を経験させてもらいました。片言

ですけどスペイン語も多少はわかるようになり、現在

のラスベガスでも、メキシコ系の選手がいるのでコミ

ュニケーションを図るのに役立っています」

その後はロアッソ熊本に入団。Jリーグの選手にな

るという夢を、プロになって10年目で叶えた。し

かし、試合に出場する機会はほとんどないまま退団。

ニュージーランド、米マイアミを経て、ラスベガスにや

ってきた。

絶対にあきらめない

「ラスベガスは若いチームです。ブラジル人やメキシ

コ人選手と世界中から、若いプレイヤーたちが夢を求

めて集まっている、非常に可能性があるチームだと思

います。実は34歳の僕が最年長。まずはメジャーリ

ーグに参入できるように選手として関わっていきたい

ですし、チームを強くするということにどうやったら

貢献できるかを考えて行動していきたいと思っていま

す。できることは何でもやる覚悟です。これまでのサ

ッカー人生、何度も怪我でやめようと思ったこともあ

りますが、やはり僕にはサッカーしかないんです」

プロのサッカー選手をめざす少年少女へのメッセー

ジを聞いた。

「絶対にあきらめないことが大切。サッカーがうま

い人を大勢見てきました。でもいくら上手でも途中で

燃え尽きたらそこでおしまいです。最終的にあきらめ

ない人が生き残ります。それから自分の飛び抜けた特

徴的なプレイを伸ばすことも重要ですね」

34歳にしてラスベガスでの新たなキャリアのスター

トラインに立った田島選手。好きなサッカーを続けた

いという彼の夢、チームをメジャーに参入させたいと

いうラスベガス・シティFCの行く末を見守りたい。

サッカー選手・ラスベガスシティFC

田島翔

チ
ー
ム
の
た
め
に
何
で
も
や
る

僕
に
は
サ
ッ
カ
ー
し
か
な
い

Photo by Noriko Carroll/Las Vegas Japan Times ©2017

メジャーリーグサッカー

参入を目指すラスベガス・

シティFC で始動した

ばかりの田島翔選手に、

サッカーについてアメリ

カで追い駆ける夢につい

て聞いた。

Text by 
Keiko Fukuda
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ブルースの誕生は
綿花畑の中から

広いアメリカ、こんなところがあったの

かという旅先を紹介していく本シリーズの

第5回はブルースの故郷ミシシッピ州。温

暖な気候で綿花が育つアメリカ南部州のな

かで、ミシシッピ州は、19世紀には黒人奴

隷労働力が支える綿花の大プランテーショ

ンが広がっていた。綿花畑の辛い労働で

黒人たちが歌っていた音楽が元になって生

まれたのがブルース。州内にはマディ・ウ

ォーターズやサム・クック、B.B.キングなど

数々の伝説的なアーティストの足跡をたど

れる「ミシシッピ・ブルース・トレイル」があり、

いわれのある場所を示すブルーの標識が

200ほども立っている。

むせぶようなギターの響きと魂に届く深

い声、誰でもああこれこそブルースと思え

るマディ・ウォーターズの音楽。彼の育っ

たクラークスデールの町には、「デルタ・ブ

ルース・ミュージアム」があって、館内に彼

の育った家が再現されている。この伝説的

なミュージシャンは、当時、綿花畑の小作

人として働き、どちらかというと掘っ立て小

屋という表現がふさわしいこの家のポーチ

で歌っていた。そこを、ブルース・シンガ

ーを探す旅で立ち寄ったアメリカ議会図書

館のディレクターにして著名な民族音楽研

究家アラン・ローマックスに見いだされた

のが、最初のステップだったという驚くべき

話を聞く。

クラークスデールには、ギタリストのロ

バート・ジョンソンがギターテクニックと

引き換えに魂を売る取引を悪魔としたとい

う「クロス・ロード」や、モーガン・フリー

マンも経営者の一人というライブハウス「グ

ラウンド・ゼロ・ブルース・クラブ」もある。

ブルースファンによる無数の落書きで埋め

尽くされた壁、今もここでは毎日のように、

熱いブルースのライブが開かれている。

ブルースの伝説
過去から未来へ

マディ・ウォーターズの生まれたローリン

グフォークあたりには、今でも綿花畑が広

がり、コットン・ジンという巨大な綿繰り機

を備えた工場から、綿花の塊を州外・国外

へも出している。また、南部料理に欠かせ

ないキャットフィッシュ（アメリカナマズ）の

養殖池には、1エーカーに4万匹ものナマズ

が泳いでいる。ご馳走になったキャットフィ

ッシュのフライは、白身であっさりしていて

驚くほどおいしかった。

ローリングフォークから1時間ほどのクリ

ーブランドには、アメリカ国内でLAとここ

しかない世界的に有名なグラミー賞のミュ

ージアムがある。2016年にオープンしたま

だ目新しいミュージアムでは、同じ曲がLP

レコードからカセットテープ、CDとどのよう

に音が違うか聞くことができたりと体感型

展示が面白い。グラミー賞の歴史やミシシ

ッピ出身であるB.B.キングらの足跡などを

通して、ブルースそして音楽がミシシッピ州

の誇りであり魂の歴史であることが感じら

れるミュージアムだ。

第５回

「ブルースのルーツを訪ねて」　
ミシシッピ州

ミシシッピ州デルタ地帯で生まれたブルースの起源が
分かるミュージアム

壁からブルースが聞こえてきそうなグラフィティ。クラー
クスデールの町で

■ ミシシッピ・ブルース・トレイル　
　 Mississippi Blues Trail 
　 http://msbluestrail.org/

■ デルタ・ブルース・ミュージアム　
　 Delta Blues Museum
　 http://www.deltabluesmuseum.org

■ グラウンド・ゼロ・ブルース・クラブ　
　 Ground Zero Blues Club
　 http://www.groundzerobluesclub.com

■ グラミー・ミュージアム ・ミシシッピ  
　 Grammy Museum Misssissippi
　 http://www.grammymuseum.org/explore/
　 grammy-museum-mississippi

取材・文／小野アムスデン 道子●世界有数のトラベル
ガイドブック「ロンリープラネット日本語版」の編集を
経て、フリーランスへ。東京とポートランドを行き来し
つつ、世界あちこちにも飛ぶ、旅の楽しみ方を中心に
食・文化・アートなどについて執筆、編集、翻訳多数。
日本旅行作家協会会員。
Twitter https://twitter.com/ono_travel

＊ミシシッピ州、州都のジャクソンからクラークスデールは約 100km。

グラミー・ミュージアム
でミシシッピ州出身者の
名演奏が聞けるコーナー
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セーヌ川とパリの空

第
50
回

あ、
しまった！　飛行機を間違えて

日本に帰ってきてしまった！　

どうしよう。私は一瞬、ギ

ョッとした。空港から街に行くバスの中だ

った。大失敗だ。あんなに憧れて何年も

待ち、とうとう来たというのに、日本行

きの飛行機と間違えるなんて最悪だ。私

は意気消沈し、流れて行く窓外の風景をぼ

んやりと眺めていた。低い丘陵の穏やかな風

景が続いた。街外れに入り、ポツポツと建物が

現れ始めた。建物の看板が目に入った時、それがフ

ランス語なのに気がついた。ああ、よかった。ちゃ

んとフランスに着いたのだ。胸を撫で下ろした。

それにしても、現実の何分かの間のその錯覚は、

とてもリアルだったので、どうして自分の意識がそ

うなったのか、長い間、忘れることが出来なかった。

そんな思い違いが起こるほど、フランスが日本に似

ていたためかもしれない。少なくとも私には。フラン

スに来たのは初めてなのに、遠い昔、その風景をど

こかで見たことがあるような感覚が付き

まとった。すべてが懐かしく、自分が帰

るべきお母さんの国に帰ってきたと、し

みじみ思った。嬉しさが体の毛細血管

の隅々まで染み渡っていくようだった。

パリの中心地の建築物はアメリカとも

日本とも全く違う。何百年の繁栄の歴

史を映した外観、その豪華絢爛さは度

肝を抜く。イタリア、イギリス、ヨーロ

ッパ各地の石の建築物は同様だ。ヨー

ロッパの長い豊かな歴史が刻まれ、か

つての経済と文化の繁栄を如実に語る。石の文化の

強みだろう。日本の紙と木の文化、アメリカの開拓

文化を寄せ付けない異質で堅固なものだ。にもかか

わらず、どうしてお母さんの国に帰ってきた、と感じ

たのだろう。

理由はいくつかある。まず、気候が似ている。い

つも空のどこかに曇が浮かび、時々小雨がパラつき、

雲間から太陽光線が差し込む。複雑な空の変化は

日本と同じだ。こういう空の下では、柔らかい白光

が大気に満ち、建物や人物が美しく撮れる。

仏人は小柄だからか、建物がこじんまりしている。

広大な土地にそそり立つ巨大なビルばかりの米国から

来た目には、パリの歴史的建物が一回り小さ

いのがはっきり判る。沢山の長方形の窓が

縦長だから目の錯覚で、建物が実物より

大きく見えるだけだ。泊まったルーブル

が見える古いホテルの廊下は極端に狭く、

すれ違う時はお互いの体が擦れ合うほど

だ。昔なら、これだけで恋のきっかけに

もなったろう。外の石畳の歩道は一人がや

っと通れる幅で、馬車が通れば乗客の顔がは

っきり見えたはず。その土地を訪れて初めて判る

距離感覚というものがある。それが日本と似ている。

シャンゼリゼ通りにある、有名なマカロンの本店は、

真っ白いユニフォームを着た売り子、いや、セールス

ウーマンが、お菓子をまるで大切な宝石を扱うかのよ

うに、一つずつ箱に詰めてくれる。菓子職人の仕事

を大切にしている様子が日本人と同じ。微笑ましい。

夕刻になれば、お惣菜屋さんは仕事帰りの人で溢れ

ていた。量り売りする男性は皆ドクターのような白衣

で、マネージャは黒の背広姿で応対していた。食文

化に特別の愛着と尊敬がある。

ほとんどがオランダから入るらしいが、

花屋さんの花々が生き生きしている。

自然の色のまま。シクラメンの鉢を買

うと、屈強な身体の男性がプレーンな

茶色い包装紙でくるみ、リボンで結ん

でくれた。お洒落だ。夏の夜は10時

過ぎてもカフェの外、歩道一杯にテー

ブルと椅子が並び、人々が談笑し、ま

るでゴッホの絵の世界そのものだっだ。

街頭のクレープ屋さんでチョコレート

にバナナを入れてもらい、アツアツを食べた。日本

の夜店を思い出した。

モンマルトルの丘、若き日のピカソやゴッホらが

暮らした建物を探して歩いた。急な坂の上り下りに息

切れし、何度も立ち止まった。こんな不便な所でし

か貧しいアーティストは部屋を借りられなかったのだ。

冬はどんなに寒かったろう。この坂は凍って滑った

に違いない。彼らの生活の苦しさが身に染みた。そ

して彼らの残した美しい絵を思い続けた。

いつか住んでみたいお母さんの国、パリ。私は今

日も、朝から晩まで、働き続ける。いつかお母さん

のところに帰るために。

い
つ
か

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

mailto:mail@chizukohiguchi.com


http://www.aquolia.com
http://www.dlles-in.com
mailto:info@aquolia.com


散歩中に、前方から初対面の犬と飼い

主が全速力で走り寄って来て、どきどきし

た飼い主もいるでしょう。誰もが一度は

出くわす経験だと思います。愛犬が他の

犬に対し社交的ならまだしも、犬が苦手

であれば、大変迷惑な行為です。巷には、

犬は犬が好きで当たり前と思い込んでい

る人が多くいるようですが、それは大き

な勘違い。人間にも、社交的な人がいれ

ば、孤独を好んだり、人と関わったりする

のが苦手な人がいるように、犬の中にも、

同類の犬と遊ぶのが大好きな犬もいれば、

他の犬と関わるのが苦手な犬もいます。 

今回は、同類の犬に対して犬がどういう

行動をとるかについてのお話です。

4つのタイプ

同類の犬に対する行動は、基本的に以

下の4つのタイプに分かれます。

•対犬社交的（Dog Social）：他の犬との

交流を大いに楽しみ、許容範囲が大変広

い。相手の犬が少々乱暴・無作法でもの

んきに構えられる。しかし、対犬と対人の

反応は常に同じというわけではなく、犬に

は大変社交的なのに人間は大の苦手とい

う犬も多い。このタイプの犬で、人が苦手

な犬に人慣れさせるには、人間にも犬にも

社交的な犬から、人との交流の仕方と信

頼することを学ばせるという方法もある。

•対犬寛容的（Dog Tolerant）：同類の犬

が特別大好きというわけでもないが、平

和に共存できる。気を許した友達の犬た

ちとの交流は楽しみ、知らない犬と初対

面でも、大抵、リラックスした態度を保

てる。知らない犬が無作法に接してきて

も我慢できる。

•対犬選択的（Dog Selective）：同類の

犬の友達はいるが、自分の嫌いな犬のタイ

プがあったり、無作法な犬に対してすぐに

きれてしまったりする。対犬と交流する際、

自分のルールで仕切りたがることが多いの

で（許容範囲が狭い）人間による監視とガ

イドが必要。繰り返し、犬との正しい交流

の仕方をリマインドされる必要もある。家

族犬との共存は上手くいく場合が多い。

•対犬攻撃的（Dog Aggressive）：

同類の犬の友達の数はほんのわず

かか、もしくはゼロ。異性なら反

応が比較的ましという犬もいる。

他の犬には大変短気で我慢がな

い。リーシ歩行中に対犬に悪

い反応を見せる場合は、単に

トレーニング不足という理由

や、リーシを持つ人間のリー

ダーシップの弱さが原因のこ

とも。ここでも、犬に対して

と、人間への反応は同じと

いうわけではなく、同類の犬は非常に

苦手でも、人間は大好きという犬も多い。

タイプは変動する

パピーの頃に対犬社交的だったからと

言って、その犬が一生対犬に社交的とは

限りません。思春期から成犬期の性格形

成の段階で、対犬選択的や対犬攻撃的に

なる犬もいます。また、対犬との交流で、

繰り返し苦い経験をしたことでタイプが変

わることもあります。反対に、対犬へのリ

アクションに問題がある犬でも、地道に

きちんとしたトレーニングを続けていけば、

他の犬との交流や共存が可能になってい

くと場合も多くあります。

大切なのは、飼い主が、一方的な期待

や希望で愛犬の対犬タイプを決めたりせ

ず、また、間違った分析をしてしまわない

こと。自分の判断に不安があれば、専門

家の分析と助けを仰ぐのも良案だと思い

ます。愛犬の対犬タイプがどれかをきち

んと認識し、他の犬と関わる際には、タ

イプに合った交流の仕方をさせることです。

また、愛犬以外の他の犬に対しても同じ

ように理解し、対応してあげましょう。要

するに、同類の犬の友達がいようがいま

いが、平和に共存できれば良いのです。

次回は、「Dementia（認知症）」と題し、

犬の寿命が長くなったことで多くみられる

ようになった老犬にある症状のお話です。

参考資料：http://www.badrap.org/dogdog-tolerance

パピーの頃に同類と交流させて、行儀作法を学ばせることが大事
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てらぐちまほ　在米28年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project

（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com

プライベート／グループ  レッスン、
講習会のお問い合わせは

info@doggieproject.com　

第105回

対犬タイプ
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この数年間、朝から晩までワイン理論

の勉強、目隠し試飲、リサーチという座

りっぱなしの受験生活が続いている。特

にこの8カ月は、追い込み時期で、全くの

缶詰だ。集中しているときなど、3日間自

宅から出ないなんていうこともある。料理

の時間が捻出できず、連日インスタントラ

ーメンにピザという、 生涯で滅多に食べな

いジュンクフードのオンパレードだ。 気が

ついたら1日15時間座りっぱなし。毎日

ジムに通っていた人間とは思えないカウチ

ポテト振りである。目指しているマスター

オブワイン（MW）という試験は、誰に強

要されるわけでもない。取る必要もない。

しかも膨大な時間とお金がかかり、更に

長期にわたる大きな精神的投資が要求さ

れる。つまりは滅茶苦茶チャレンジングで、

やり甲斐のある「わたし的には」ワクワク

するシロモノなのである。

ワインの勉強を始めたのは2011年の

1月だった。自分の子供のような年代の

同級生に混ざり、 ソムリエ受験の3カ月

講座に通った。春に無事、ソムリエ資格

を得たものの、物足りなかった。固有名

詞の暗記ばかりで、ベーシックな知識は

得たものの、知りたい知識には遠く及ば

ない。そこで、まずは フランス語を勉強

し、夏には、ボルドー、ローヌ、ブルゴー

ニュでワイン講座を取りながら、ヨーロッ

パ各地のワイン地域を視察した。どうせ

目指すなら最高峰のマスターオブワインだ

ろうとのイメージがあり、ロンドンの本部

（Institute of Masters of Wine）を訪問

した。図々しくも「最短距離でMWになる

方法」を質問。そこで、Wine and Spirits 

Education Trust (WSET)という専門国

際機関でレベル4までの資格を得ること

が、MW試験の応募資格だと知り、そのま

まロンドンのWSET本校に向かった。こ

こでも「最短距離でレベル4まで達成する

方法」を聞く。「レベル1から4までは、4

年はかかります」と言われて、「いや、2年

でやりたい」と無理を言った。

結局、ホテルに戻って自分のコンピュー

タからWSETレベル2のオンライン試験

を受け、合格。最初の2レベルをとばし

た。レベル3はその秋にロンドン本校のみ

でオファーしているという「5日間」の超短

期コース（通常は6カ月のコース）を申し込

んで帰国。自宅でその受験勉強をしてか

ら、秋にロンドンに戻り、合格した。SFに

戻り、すぐにWSET レベル4Diplomaと

いうSFでのプログラムに応募した。ガム

シャラに勉強し、13年末には全てのプロ

グラムを終了してしまった。

念願のマスターオブワインの受験資格

を取得したわけだ。明けて14年は、MW 

Instituteが4年に一度行う大シンポジュー

ムの年。これに外部者として参加。 世界

中から集まったMWやそれを目指す人た

ちと交流し、彼らの知識と見識、人柄に

触れて、改めてその高みを極めてみようと

思った。MWのプログラムは毎年夏に世界

中で応募が始まる。すぐに応募し、合格。

晴れて、MW Studentになった。ワインの

勉強を始めて、3年半が経っていた。入っ

てから知ったのは、そこからの道のりの

長さと厳しさだ。試験は 1年後に受ける1

日の試験で、半分くらいが振り落とされる

らしい（これは無事通過）。

次のStage 2という試験が、丸4日間

にわたる長〜いホンちゃんの試験だ。毎

年6月に世界3拠点で一斉に行われる。6

年間受験（チャレンジ）資格があるが、そ

の間にすべての科目に通らなければ退学

となる。内容は、理論の5科目（栽培、醸

造、 実務、ワインビジネス全般、現状）と、

目隠しの試飲に基づく論文だ。この間に

大半がドロップアウトしていく。 晴れて

試験に合格した後に待っているのは、リ

サーチと論文書きだ。多くのMWに「結局、

何年かかった？」と聞くと、「5〜8年」と

いう答えが多い。勿論その間に諦めなけ

れば、である。さてさて、今年はその試

験に初めて挑戦する。今から、ワクワク

している。でも、その後、3カ月が針の筵
ムシロ

。

なんと結果が分るのは9月だそうな！

第 54 回　なんで、そんな受験生活しているの？

MW合宿にて
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ニナは毎週木曜に高校から料理の写真

をラインで送ってくる。ある時はコーンブ

レッドだったり、ある時はピザだったり、

また別の時はチキンのアルフレードパスタ

だったりする。それらは彼女が取ってい

る料理のクラスで作ったものだ。木曜は

ランチタイムの前に料理クラスがあるので、

決まってお弁当は食べずに持って帰ってく

る。学習しない私は、そのことを毎週忘

れてお弁当を持たせる。そしてまた、お

弁当は手付かずのまま帰ってくる、その繰

り返し。アクシデントさえ起こらなければ、

クラスで作る料理は美味しいらしい。

料理クラスでは4、5人のチームに分

かれて作業に当たる。ピザの時はもちろ

ん生地から練ってオーブンで焼く。しか

し、アルフレードパスタの時はチームによ

っては缶のパスタソースを持参した子もい

たそうだ。それで許されるのか？　ニナ

のチームは生クリームからソースを作った。

しかし、ある男の子がレシピ通りに生ク

リームを混ぜなかったことで悲劇が起こ

った。出来上がりは惨憺たる代物となり、

見た目だけは美味しそうなパスタの写真

をラインしてきた後で、「まずい」とコメン

トが付いていた。

最初、ニナが「カリナリーのクラスを取

る」と言った時、その英語のサウンドに惑

わされて「なんてお洒落なの！　高校で料

理が学べるなんて」と感激したが、冷静

に考えれば、日本で言うところの家庭科

ではないか。日本でのはるか遠い記憶を

辿ると、小学校の高学年くらいに、味噌

汁や魚のムニエル、粉ふきいもなどをク

ラスメートと作ったことがある。今でも日

本の学校では家庭科で調理の実習がある

のだろうか？　ちなみに中学か高校では、

女子は家庭科、男子は技術とクラスが分

かれていた。今はもっとジェンダーフリー

になっているはずだと信じる。

予算カットの犠牲に

長男のノアの時は他に選択しなければ

ならない科目があり、料理好きなのにク

ラスは取れなかった。一方のニナは家で

はほとんど料理をしないのに、料理のク

ラスを取ることができた。そして、その

途端に家庭での行動が変化した。率先し

て手伝いたいと言い出すようになった

こと、さらに食材を切る時はまず野

菜を切って、それから肉や魚を切る

ようにと衛生面での留意事項を強調、

食材に触る前の手洗いをしたかを私

に確認するようになった（残念なこと

に私は信用されていない）

このように、中学や高校では実生

活に活かせる授業をもっと充実させる

べきではないかと思う。例えば、掃

除や洗濯の仕方など。そう言えば、

日本の学校では皆で教室を掃除する。

しかし、アメリカではご存知のように、

掃除は生徒の領分ではない。日本の

学校に体験入学したアメリカ育ちの子

どもたちに「日本の学校で何が印象的

だった？」と聞くと、「皆で一緒に掃除

することが新鮮で楽しかった」と答えるこ

とがある。

そんなことをニナと話していたら、「昔は

料理だけじゃなくてソーイング（裁縫）も

高校で教えていたんだって。でも、最近

は予算がなくてどんどん教える内容が減っ

ていると先生が言ってた。だからせめて

料理のクラスがなくならないように、寄

付をお願いしますって」と。落とし所はそ

こなのだ。予算のカットで、昔のようにア

メリカの公立校では授業が次々にカット。

小学校では音楽もなければ美術もなかっ

た。体育は風前のともしびだった。中学

では体育と音楽がやっと残っていた。

そして、私はニナに寄付金を託した。

社会に出た時には、科学や数学の難しい

学習内容は意外と役に立たない（あくまで

個人の見解）。しかし、料理は必要だ。ア

メリカの学校に残してほしいと願っている。

第58回

アメリカの家庭科？

この日のメニューはコーンブレッドとチリスープ
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健康に関する最新のトピックスや、話題の健康法の体験レポートをお届けする。Health

診断と治療の問題点

認知症とは何か？　生後に正常に発達

した諸々の精神機能が慢性的に減退する

ことで、日常生活や社会生活を営めない

状態を言う。現状は、検査結果で判断す

るのではなく、臨床診断で判断している。

よって誤診が起こる可能性がある。15分

ほどの自己診断テストがある。また、診

断できるゲームもある。

アルツハイマーとは認知症の1つのタ

イプである。アルツハイマーになった脳

には、プラークとタングルが見られる。し

かし、これは死亡して脳を切って初めて

わかることである。海馬が小さくなるの

も特徴である。このプラーク、タングル、

縮小した海馬という3つの条件が重なる

とアルツハイマーということになる。海馬

とはコンピュータで言うとメモリーの機能

を果たす。よって、ここが小さいとマルチ

タスクができなくなる。

プラークとはアミロイドという物質、タ

ングルはタウという物質。それらが頭の

中にたまらないようにすれば良い。そこで

製薬会社がアミロイドを除去する薬を開

発中。しかし、他の製薬会社が開発した

薬で失敗したものもある。物質が減って

いるが、症状に効かない。治験の問題点

は、症状が出る前に治験を開始する必要

があるため、長期間に及び、莫大な費用

がかかるという点だ。また、薬は病気に

かかった人を治療する目的のものである。

症状が出る前の人に薬を使っていいのか

という倫理的な問題もそこにある。

アルツハイマーの超早期診断はどうした

らいいのか？　頭の場合はバイオプシー

で切ってはいけない。髄液検査は難しい。

アルツハイマーを予防するにはどうす

るか？　症状は渋滞が激しいロサンゼル

スの交通網に例えられる。プラークは事

故車であり、タングルは故障車。これら

の存在で道路がスムーズに動かない。（故

障を）回避するために車のメンテナンスが

重要となる。血液を良い状態に保つこと、

それによって糖尿病を防止することにもな

る。実際、糖尿病患者がアルツハイマー

になる確率は高い。万が一、車両が障害

を起こした場合には、回復を早めるため

にも免疫を良い状態に保っておくことが重

要だ。

質疑応答
Q.遺伝と発症は関係があるか？
A.フットボールの選手が頭を激しく打つと
発症しやすい。これは遺伝とは関係ない。

しかし、コロンビアのある家系では、ほ

とんどの人がアルツハイマーになる。40

代から発症してしまう。調べた結果、昔、

スペインからコロンビアに移住した人が

アルツハイマーになる遺伝子を持ってい

た。通常は遺伝と後天的な理由の組み合

わせで発症する。

Q.寝たきりは良くない？
A.アルツハイマー防止にマルチタスクが
良い。身体を動かしながら頭も動かすこ

と。たとえば、歩きながら引き算をする

など。また、外界からの刺激をいかに頭

に入れるかが重要。そういう意味ではポ

ケモンGOは非常に注目する価値がある

ゲームだ。

Q.防止に良い食べ物は？
A.青魚は良いと言われている。地中海で
良く食べるトマト、オリーブオイルも。こ

れらがアルツハイマーを防止すると理解

して食べる

ことが大切。

信じること

で非常に良

い効果がも

たらされる。

レポート

アルツハイマーを知る
カリフォルニア大学アーバイン校の調査研究では、80歳を超えると3割の人が発症す
るというデータもあるアルツハイマー病。ここでは5月にサウスベイマネジメントセミ
ナー主催の三橋将人氏を講師に迎えた「アルツハイマー」勉強会の模様をダイジェスト
でお届けする。

PROFILE
三橋将人。日本では小児科医。1985 年に
UC サンフランシスコ校に留学。UC アーバ
イン校キャンパスにある Hitachi Chemical 
Research Center の Chief Scientif ic 
Officer、同大学病理学 Associate Professor
兼任を経て、2014 年に NanoSomiX 社設立。
Chief Technology Officer としてアルツハイマ
ー病の血液診断開発に従事。

認知症自己診断テストURL
www.ninchi-k.com/?page_id=221
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あなたの家に移民捜査官が現れた際の対応

トランプ政権の不法移民対策大幅強

化が、国内で大きな波紋をよんでいます。

従来は重罪に問われた不法移民の国外追

放が集中的に行われていたものの、今後

は交通違反も含む比較的小さな罪に問わ

れた不法移民でも国外追放される可能性

があります。それと同時に、移民入国管

理執行機関（ICE）の捜査官が国内に住む

移民の家を回って捜査し、不法移民の国

外追放手続きを迅速化しています。数カ

月前にも一斉取り締まりにより何百人も

が逮捕されました。このような取り締まり

の対象となった場合、あなたの権利を理解

し冷静に対応することが重要となります。

米国自由人権協会（ACLU）は、ICEの

捜査官が裁判官による署名がある令状を

提示することができない限り、家のドア

を開けないよう勧告しています。ICEの捜

査官があなたの家のドアをノックしたら、

「裁判官の署名付きの令状を窓に張り付け

て見せるか、ドアの下から滑り入れて見

せるようお願いしましょう」とACLUはア

ドバイスしています。

ICE行政による捜査令状だけでは、住民

の同意なしにICEの捜査官が家へ侵入する

ことは認められていません。あなたが家

の中からドア越しに、ICEの捜査官が家へ

来ている理由を問い、必要な場合には通

訳を要求することができます。ICEの捜査

官が、裁判官による署名がある捜査令状

を持っていない場合は、必要な情報が書

いてある紙をドアの外に置いて立ち去る

よう依頼できます。捜査官が同意なしに

あなたの家の中へ無理矢理侵入してきた

場合は、何も話さずに、そして抵抗しな

いようにしましょう。もし何らかの理由

により、あなたが逮捕されてしまった場

合は、移民弁護士と話すまで黙秘し、何

の書類にも署名するべきではありません。

移民に法的情報を提供して

いる移民防衛プロジェクトによ

ると、不法移民はご自分の家族

や親戚が逮捕されてしまった場

合の対応方法を計画しておくよ

うアドバイスしています。計画

というのは、家族が逮捕された

り国外追放された場合に備えて、

誰が子供たちの世話をするのか、

親が逮捕された時に備え、代理

人をたて、代理人が子供たちのための養

育の決定をすることができるよう手配し

ておくことを含みます。さらに、パスポ

ート、出産証明書、結婚証明書、医療記

録などの重要書類は整理して、全てまと

めて安全な場所に保管すると良いでしょ

う。移民防衛プロジェクトは、あなたや

家族のパスポートをICEの捜査官へ決し

て渡さないよう呼び掛けています。ICEの

捜査官へ嘘はつくべきではありませんが、

あなたは何も言わずに黙秘権を行使でき

ることを忘れないでください。

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

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士
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前を走っている車が跳ねた石が、車のフロントガラスに当たって

傷がついた経験がある人も多いと思います。このような場合には、

前を走っていた車には非がありません。残念ながら前の車の保険

会社にも請求できません。不運だったと諦めるしかありません。　

さて、では修理をする場合ですが、車輌保険を持っている人

は自分の保険でガラスがどのようにカバーされるのかを確認し

てください。まずは傷の度合いによってRepair（修理）するのか、

Replace（交換）するのかを決めます。

●Repair	 窓ガラスに少しの傷が入っただけならば、

ガラスごと交換しなくても修理をすることが可能です。傷の

部分に液状の樹脂を流し込みます。固まった後に表面を加工

すると、どこに傷があったか分からないくら綺麗に直ります。

●Replace	 傷が大きすぎたり、大きくヒビが入ってしま

ったりした場合には修理不可能です。その場合は、ガラスご

と交換することになります。

通常、車輌保険を使う際にはDeductible（免責）を負担します

が、窓ガラスについては例外を設けている保険プランがあります。

Repairの際には免責を免除し、Replaceの場合には免責額を払っ

て修理をするプランが主流です。保険会社によっては、Full	Glass	

Coverageという保険があり、Replace時にも免責を免除して自己

負担無しで修理ができるプランもあります。保険会社によって独自

のプランがありますので、必ず確認してください。

気をつけてほしい点として、傷がついた場合には直ぐに修理をす

るようにするということです。傷を放置しておくと、そこから大き

なひび割れが起こることがあります。道に穴があいていたり、段差

がある所を走ったりした際に、衝撃によってヒビが入ります。ガラ

スに傷が入ったことでガラスの強度が弱くなり、少しの衝撃でもヒ

ビが入ります。　修理だったら小額の費用で直せるところが、ヒビ

が入ることによって交換しなければならなくなります。傷が入った

際にはまず保険会社に連絡し、保険の適用の有無に関係なく直ぐ

に修理することをお勧めします。ガラスにヒビがある状態で運転を

すると警察に止められることもあります。

ダイワ保険代理店：全ての保険を取り扱う総合保険
代理店。顧客の保険代理人として「お客様にとってベス
トなプラン」を提供する。目標は「全ての保険を取り扱
うことでお客様のニーズを把握し、生涯のパートナー
としてお付き合い頂くこと」。保険情報、見積もり依頼
はウェブサイトwww.daiwainsurance.comから。
連絡先：info@daiwains.com　Tel: 800-447-5537

第152回　車のフロントガラスの修理について
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出題：Enigma
答えは 5ページに掲載

 答えのヒント 　これを持って海に出かけよう！

タテのカギ
【タテ1】日本の領事館や大使館でも〇〇〇

帳を配布しています
【タテ2】野球などで、練習時グラウンドの

周辺に散った球を拾い集めること 
【タテ3】球場で見かけるビールの「〇〇子」
【タテ4】夜空に美しく光り舞っています
【タテ5】運
【タテ7】「アップリケ」ともいいますね！「〇〇

ペン」

ヨコのカギ
【ヨコ1】棚から〇〇餅 
【ヨコ4】「七夕」の別名 
【ヨコ6】義理や意気地を立て通すこと 
【ヨコ8】日本の7月〇〇の祝日

ハ ン

リ

ク ケ

マ
 8               8

6                                                                 

A

C

7

4                                                           5

                     1                  2                                                              3

 7                
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B
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Interview & Text: Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)
Photo by Julian Blythe / HollywoodNewsWire.co

CINEMA
COMPASS

シネマコンパス

取材・テキスト・写真：はせがわいずみ

マーベル・コミックの映画化権のほとんど

を持つディズニー映画が、アイアンマンやキ

ャプテン・アメリカの映画版のヒットに乗じて、

彼らヒーローがチームとなって活躍するアベ

ンジャーズ・シリーズを製作し成功させた。

それを見たワーナーブラザース映画は、映画

化権を持つDCコミックスのスーパーマンやバ

ットマンらがタッグを組むジャスティス・リー

グの製作に乗り出した。

その第１弾が昨年公開された「Batman v 

Superman: Dawn of Justice」だ。リーグ

の主メンバーの紅一点となるワンダーウーマ

ン役にガル・ガドットが抜擢されたのだが、

なぜわざわざイスラエルの女優を起用したの

か分からなかった。しかし、彼女が主役を張

った「Wonder Woman」を観て納得したどこ

ろか、素晴らしいキャスティングだとうなっ

た。ガルの持つ正義感溢れる一途な雰囲気

が役柄にピッタリなだけでなく、「ゼウスが粘

土から作った」という生い立ち設定にマッチ

する人間離れした容姿を体現できる抜群のス

タイルの持ち主だからだ。劇中のアクション

の数々をシャープかつ優雅にこなしていた彼

女だが、記者会見では「立っているのはディー

ヴァだからじゃないのよ（笑）。ぎっくり腰に

なって座れないの」と言い訳をして立ちっぱ

なしでインタビューに応じた。そんな彼女に、

まずは演じた役ダイアナについて聞いた。

「ダイアナは、素晴らしい人格の持ち主だ

と思うの。好奇心旺盛で、暖かく、情愛の

ある性格。彼女はみんなにとってベストなも

のを選ぶけど、ちょっと厚かましくて、生意

気なところもある。とにかく素晴らしい女性

だけど、同時に完璧になってはダメだと思っ

ている。とても傷つきやすく、また、ナイー

ブで混乱したり、心配性だったりするわ。そ

して、自分の使命を全うすべく全力を尽くす。

彼女の全てが私は好きよ。特に完璧ではな

いところがね」

 

ウニを踏んだ?!

弓や剣、ロープなどを使った大がかりなア

クションがこれでもかと登場する「Wonder 

Woman」。撮影中のケガについて聞くと、

意外な落とし穴があったようだ。

「アザは常に作ったけど、大きなものはな

かったわ。あちこちに小さいアザを作っただ

けね。私にとって一番大変だったのは、戦闘

シーンをイタリアで撮影した時のことよ。ウ

ニを踏んでしまったの。そりゃーもー痛かっ

たわ。それくらいよ。みんなプロ意識の高い

人ばかりだったから、撮影現場では常に準備

万端な状態だった。『あら？』というようなこ

とやミスはなかったわ。ただ、天候には悩ま

されたけどね……」

ワンダー・ウーマンは、ほかのスーパーヒ

ーローと違い、人間に対して哀れみの感情を

持っているのが特徴だ。ガル自身、それにつ

いてどう思っているのだろう。

ホロコースト生存者の祖父
から学んだこと

「まさにそれこそが彼女の最大の強さだと

思うの。監督に初めて会った時、お互い､ 自

分の家族や人生について話したの。私はホ

ロコーストの生存者だった祖父のことを話し

たわ。祖父は私に、『人生において暗く辛い

時期を過ごすこともあるだろう。でも、どん

なに暗く辛くとも、私たちは心の中の光を見

つける必要があるんだよ』って教えてくれた。

哀れみや同情というのは、とても大きなこと

だと思うわ。それは、私たちにとってとても

大切なことで、それをこの映画では伝えてい

る。スーパーヒーローが登場する映画のエン

ディングは、必ずしも悪者がヒーローに殺さ

れて終わるというものではないのよ。私たち

は、みんなが共感を持ち、実際に実行でき

るような深いメッセージを映画で表現したい

と思ったの」

「ワンダー・ウーマン」は、ガールズパワー

炸裂というだけでも筆者にとって嬉しい作品

だったが、映画を観ると人間の性や戦争がも

たらす悲劇について深くえぐり、平和につい

て重厚なメッセージを投げかけていることが

分かる。多くの人に観てほしいと思った作品

だ。そして、ワンダー・ウーマンそのものの

ようなガルのワンダー・ウーマンをもっと観

たいと思うのは筆者だけではないハズだ。

シネマコンパス

ガル・ガドット
INTERVIEW WITH CELEBRITY

「どんなに暗く辛くとも、
私たちは心の中の光を見つける必要がある」

Special thanks to Jon Gist / Warner Bros. Pictures
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今日
の
副菜

今日
の
主菜

アスパラガスのベーコン巻き

【作り方】
❶アスパラガスは根元の固い部分を切り落
とし、黒い三角のハカマと呼ばれるものを取
り除く。太いアスパラガスの場合は、火が通
りにくいので、茹でてから使う。細い場合は、
茹でずにそのままでベーコンを巻く。
❷ベーコンは半分の長さに切る。アスパラ
ガスを3等分の長さに切り、アスパラガス1
本分を1枚のベーコンでしっかりと巻く。
❸フライパンを中火で熱し、油を引かず、
ベーコンの巻き終わり部分を下にして焼く。
転がしながら前面に焼き色がついたら、蓋
をして弱火で約2分、蒸し焼きにし、アス
パラガスに火を通す。
❹仕上げにしょうゆとバターを入れ、風味
付けする。

【材料】（４人分）
アスパラガス........................
.............細めのもので20本
ベーコン.......................10枚
しょうゆ...........小さじ1/2
バター......................... 0.2oz

パイナップルを使った夏に食べたいピラフです。甘味、酸

味、塩味が一体となって、美味しく仕上がりました。パイ

ナップルは疲労回復効果、肉や魚などのたんぱく質の消化を

促す効果があります。

副菜はアスパラガスをモリモリ食べられてしまう簡単レ

シピ。仕上げにしょうゆとバターをほんの少し入れることで、

風味付けします。ベーコンの塩味があるので、香り付け程度

の量ですが、食欲を誘う香りです。

パイナップルピラフ

【作り方】
❶砕いたコンソメとローリエを入れて、
米を普通に炊く。パイナップルは中身
をくり抜き、芯を取り除いて1cm角に
切る。ミニトマトは縦1/4に切る。
❷フライパンにココナッツオイルを強
めの中火で熱し、ひき肉を入れる。炒
め調味料を入れ、ひき肉を崩しながら、
炒める。

❸バジルは生なら刻んで（乾燥バジル
ならそのまま）、パイナップル、ミニト
マト、炒めたひき肉、レモン汁と一緒
に、炊きあがったご飯に混ぜ合わせる。

【材料】（4人分）
米................................................2合...
コンソメ..................................2個
ローリエ..................................1枚
ミニトマト........................... 12個
牛ひき肉................................. 7oz
　

＜ひき肉炒め調味料＞
　カレー粉.....................小さじ1
　しょうゆ.....................小さじ1
　塩こしょう.......................少々
　ココナッツオイル（なければ
　オリーブオイル）.........小さじ2
＜仕上げ調味料＞
　バジル....................小さじ1/2
　レモン汁.....................大さじ1

タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。著書（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。
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CLASSIFIELD

Travel Co. in NYC seeks 
Business Specia l is t  to 
research global bus. ops. 
Must have min 2 yrs exp 
in job offered & Japanese 
fluency. Mail resume to 
HQ: World Joint Corp dba 
IACE Travel Inc, HR Dept. 
535 8th Ave, #801, NY, 
NY 10018.

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

正社員募集
生活支援（引越）事業
30kgのものを持ち運ぶことが
できる方。合法的にアメリカ
で就労できるステータスをお
持ちの方。日本語が話せる方。
給料：DOE
ベネフィット各種あり。
勤務地：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. 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

Fort Lee
2family Duplex 3Br 3.5Bth
GWB徒歩2分 公園 学校
バス近 $1,450,000
T.W.H 2Br 3Bth 1Car 
Duplex $498,000

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 
$1,700 
Fort Lee
T.W.H 3Br 2.5Bth 2Car
公園 学校 バス近 $5,000
Condo 1Br Pool Guest 
Room
公園 学校 バス近 $1,950
Cliffside Park 
Condo 2Br 2Bth Pool
Gym $3,100
Condo 2Br 2Bth Laundry
Terrace  $1,900
Westwood
一軒家 3Br 1.5Bth $2,650

HR Consultant wanted by 
HR & Accounting services 
co. in Torrance, CA to 
analyze & resolve employee 
relations problems & conduct 
comp. & benefit programs in 
Japanese. Must have BA/
BS in Human Resources, 
Bus iness or  re la ted & 
knowledge of Japanese.  
Send resume to HR Dept. 
at Pasona N A, Inc., 21515 
Hawthorne Blvd., Ste. 
1100, Torrance, CA 90503.

人材派遣・求人

中西部＆南部

その他
教えます

中西部＆南部

人材派遣・求人

西海岸

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

その他
売ります、買います

西海岸

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.

人材派遣・求人

日本

リサーチャー募集　東京勤務
エグゼクティブサーチ会社
六本木ヒルズ内にある少数
精鋭、自由でオープンな職場
エグゼクティブ層の人材紹介
のサーチ業務をメインに、社
長のアシスタント業務とオフ
ィス運営アシスタント業務
日本語ネイティブレベル
英語ビジネス会話レベル
未経験新卒可。履歴書送付先
info@kanekoassociates.com

usfl.com US FrontLineのウェブサイトを
ご利用ください。新しく生まれ変わった

1行6ドル

e-mail:
classified@usfl.com

手軽で安価
効果も抜群
フロントラインの
クラシファイド！

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。

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
ハイフロアー $350,000

鉄板焼きレストランで
マネージャー募集
LA近郊にあるバレンシアの鉄
板焼きレストランにて、マネ
ージャーを募集。経験者歓迎。
マネージメントに興味のある
方、また未経験でもいちから
お教えします。ホスト、ウエ
イトレスも同時募集中。
詳細は健まで
310-694-6500
24947wpico@gmail.com

人材派遣・求人

ニューヨーク＆東海岸

不動産

ニューヨーク＆東海岸
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kayacornwall
Pencil

http://usfl.com/backnumber
http://www.usfl.com
mailto:okamotousa@okamotousa.com
http://www.004condoms.com
http://www.beyondsevencondoms.com


http://www.fujisan-us.com
http://www.littlejapanusa.com/bin/main/index.php
mailto:inquirymigusa@sekisui.com


■ 詳細： www.themavenhotel.com

■ 詳細：https://www.emergencyrecorder.com

■ 応募方法：下記URLもしくはQRコードより応募ページに進み
必要事項を入力の上、応募

https://www.airweave.com/sweepstakes

■ 問い合わせ：andomichiyo46@gmail.com
■ 詳細：www.facebook.com/groups/LOVEFORKUMAMOTOINLA/

■ 詳細：www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Airlines

■ クーポンコード： Frontline-10off 
■ 詳細：www.nestforbaby.com
■ 問い合わせ ：info@nestforbaby.com

睡眠研究の権威や、科学的

なプログラムでアスリートを

養成するアカデミーとの睡眠

研究を実施し、製品開発を行

うエアウィーヴがフロントラ

イン読者限定でプレゼントキ

ャンペーンを実施する。マット

レスに１枚敷くだけで、心地よ

い睡眠を与えてくれるトップ

マットレス ($610~$880相当)を抽選で1名にプレゼント。プレゼントの応募

締め切りは7月31日。発送をもって当選者の発表とする。

コロラド州デンバーにザ・メイヴィン・ホテル（The Maven Hotel、以下「ザ・

メイヴィン」）がオープンした。デンバー国際空港と市街地を結ぶ電車の終着駅

ユニオンステーションから2ブロックというアクセスの良いロケーション。この

一帯はロウドー（LoDo：Lower Downtownの略）として知られ、デンバー

でも特に歴史的建造物が多く、近年の再開発によりレストラン、パブ、ライブハ

ウス、ギャラリーなどが集

中する人気のエリアだ。

また、ザ・メイヴィンは

コロラド州のプロ野球チ

ーム「コロラド・ロッキー

ズ」の公式パートナーホテ

ルに指定されており、野

球観戦を組み合わせた宿

泊パッケージを提供して

いる。

アメリカでの子育てで神経質にならざるをえないのが、子供が受けるいじめ

と誘拐の問題。そこで、いじめの証拠を残す手段と誘拐の際の場所特定と状況

把握のツールとして活用できるスマホのアプリ「エマレコ」が登場した。子供が

緊急事態に巻き込まれた時にアプリを緊急モードに切り替えることで、位置と

現場の音声をeメールとプッシュ・ノーティフィケーションで、事前に登録され

た緊急連絡先に知らせることができる。

アプリ本体は無料だが、緊急連絡・匿名連絡のデジタルサービス利用には、

期間限定パスをアプリ内課金で購入する必要がある。詳細は下記のエマレコの

ウェブサイトから確認できる。

アメリカで子育てをするママ2

人が立ち上げたオンラインショッ

プ「NEST for baby」がオープン。

ナチュラル素材、品質、使いやすさ

にこだわったベビーグッズやベビー

服を中心に、マタニティウェア、下

着や関連アイテムを厳選して取り

揃えている。

オープンを記念して、フロントラ

イン読者には初回オーダーに限り10%オフのディスカウントを提供。期間は8

月15日まで。 さらに、ディスカウントコードを併用して$75以上購入の読者を

対象として、先着4名に日本のマタニティウェアのトップブランドメーカー『犬印

本舗』のマタニティショーツをプレゼント。 サイズはマタニティサイズ L-LL （腹

囲 88-120cm ヒップ 90-108cm）の1サイズ。グレーとネイビーの2色で、ど

ちらが届くかはお楽しみ。オーダーチェックアウト時、カート詳細ページのコメ

ント欄に「犬印プレゼ ント希望」と記入のこと。

来る8月5日、ガーデナのMAZAK Co.で熊本地震への支援を目的にした

「火の国まつり」が開催される。昼の部は午前10時より午後4じ、マナー講座、

リブングトラストと遺産に関するセミナー、ズンバキッズのパフォーマンス、ピ

アノとボーカルのファミリーコンサートなどが行われる他、物品販売やマッサー

ジ、美容、リーディングなどのブースも出展する。夜の部は午後5時から9時ま

で。おてもやん総踊り、フラメンコショーなど多彩なパフォーマンスが予定され

ている。

チケット詳細は下記のフェイスブックまで。今回の全収益は熊本地震チャリ

ティ基金に集められ、南加熊本県人会より熊本県庁へ送られる。現在、イベント

スポンサー、寄付、出展者、ボランティアも募集している。

旅行サイト「TripAdvisor®」上で旅行者が高く評価したエアラインをラン

キング化した「トラベラーズチョイス™ 世界の人気エアライン2017」を発表し、

JALが日本のベストエアラインに選出された。同賞は今年から新たに発表し

たアワードで、2016年2月からの1年間に世界中の旅行者からトリップアドバ

イザー上に投稿されたエアラインの口コミ数や評価をもとに、独自のアルゴリ

ズムで集計したもの。同アワードでは、世界のベストエアライン Top10ランキ

ングをはじめ、ヨーロッパ、北米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域などのエ

リア別や、16の国や地域における人気のエアラインが発表され、JALは、日本

のエアラインとしては快挙となる計3部門での受賞となった。

エアウィーヴ 高反発トップマットレス
抽選で1名にプレゼント

コロラド州デンバーに新ホテル
ザ・メイヴィン誕生

子どもをいじめから守る
iPhoneアプリ「エマレコ」

日本製品を中心とした
ベビーマタニティショップ「NEST for baby」
10%OFFオープンキャンペーン実施！

熊本地震支援イベント
火の国まつりを開催

JALがトラベラーズチョイスで
日本のベストエアラインに選出

PRESENT

NEWS

NEWS

CAMPAIGN

EVENT

NEWS

©Andrew Bordwin Photography

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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http://hadalabousa.com
http://www.ataromausa.com/fl.html
http://www.saizenproduct.com
mailto:resume@usfl.com


確定申告確定申告確定申告
会社設立・経営サポート
あなたにも
節税できます！タックスリターン
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http://www.toddaccounting.com
mailto:info@toddaccounting.com
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