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いやはや、今年の冬は参りました。来る日も来る日

も雪掻きをしていたような気がします。何もかも凍り

ついている朝、コート、手袋、スカーフ、ブーツと準備

万端の出かける支度をして、滑る足元に気をつけな

がら車のエンジンをかけに行くのはもううんざりです。

過去２年間の合計よりも更に多かった今年の積雪量。

地域の学校だけでなく連邦政府すら閉鎖という、記

録的な寒波でした。学校が休みの子供にとっては楽

しい冬だったかもしれませんが・・・ それでも、やは

り春は確実に近づいてきたようです。雪割り草が顔

を出しているのを見つけました。早く満開の桜を見た

いものです。ワシントンの春は我々日本人が誇る桜

にちなんだ行事も盛

りだくさん。早く外に

出て暖かい春風に触

れてみたいものです。

どうぞ皆様も思い思

いの春を楽しんでく

ださい。 
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首都ミンスク 

ベラルーシの思い出    松本哲人 

皆さんはベラルーシという国をご存知だろうか？

ベラルーシは旧ソ連の共和国の一つでロシアと

ポーランドに東西を挟まれ、バルト三国のうちラ

トビアとリトアニアとウクライナに南北で接してい

る内陸国である。ソ連時代は白ロシアとして知ら

れていた。 

 

百科事典的な情報に関してはウィキペディアに

お任せするとしてここでは個人的な感想を書か

せて頂きたい。ベラルーシは余程の事情が無い

限りまず行くことはないと思われるので希少価値

くらいはあるだろう。私がこの国に一度ならずも

彼の地を訪れた理由は私の妻の出身国だから

である。でなければ私も一生行く気にはならない

であろう。 

 

首都、ミンスクの町並みは意外と整然としている。

これは第二次世界大戦当時にドイツに占領され、

奪還されるときも含めかなりの被害を受けたせ

いである。中心部はほぼ中層のマンションが立

ち並んでいる。このマンションは日本の兎小屋的

なマンションと良い勝負である。戦争で家を失っ

て急いで大量に建てた結果、似たような狭いマ

ンションが大量に供給された。外観は推して知る

べし、あるいは想像以上の醜悪さかもしれない。

中身は日本の 2DK のマンションを更に縮小した

ような感じかも知れない。日本人が狭いと感じる

のであるから、アメリカ人なら閉所恐怖症を発症

しかねない広さと言える。基本的に都市部は特

に見るべきものはない。 

 

郊外に行くと森と湖に囲まれている。大した山は

無いので若干、単調な気もするが、自然が好き

な人間にとっては美しいと言えるだろう。チェルノ

ブイリの事故の直後は土壌の汚染の影響でキノ

コやブルーベリーなどは食べられなかったそうだ

が、前回、訪問したときは遠慮なく自生するブル

ーべリーやラズベリーを頂いた。もちろん、日本

の山あり谷ありの絶景を知っている人間からす

ればのどかさを感じる程度で敢えて旅行してま

で見に行く価値はないであろう。 

 
共産党本部 

 

ベラルーシの国民は民族的にはベラルーシ人が

大半を占め、ロシア人がそれに続く。私の見た目

には区別はつかない。基本的に青白いと言える

くらい色白である。若い頃は美人が多い。 

年を経るにつれて太ることが多い。言語もベラル
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ーシ語が公用語とされているが日常で使用され

るのはロシア語が主である。ロシア人というと酒

飲みのイメージがあるが、一部例外を除き、それ

は正しい。私の妻のように全く飲まないのは珍し

い。 

 

ベラルーシで食事に呼ばれると昼間からウォッカ

がでてくることがしばしばある。いわゆるショット

グラスに入れて乾杯して一気飲みをする。最初

の 2 杯くらいはおいしいのだが後は文字通り頭

痛の種である。不純物の少ないウォッカは二日

酔いしないなど言われるが私の経験上は飲み過

ぎれば二日酔いになるのはどれも同じである。

おそらく、同じ量のアルコールを飲んだときに不

純物の少ないお酒の方が不快感が少ないだけ

であろう。ウォッカのボトルはだいたい大人の人

数分用意されていることが多い。明らかに飲み

過ぎである。 

大統領府 

 

ベラルーシなど東欧各国は男女の平均寿命の

格差が大きいことが知られているが、このおおき

な要因は飲酒であるのは間違いないだろう。一

部でソ連崩壊後の平均寿命の低下をチェルノブ

イリに帰する向きもあったが、原発事故の影響

の大きかったベラルーシとそうした影響が平均

的に小さかったロシア、カザフスタンの平均寿命

の低下が同じような動きだったことでその可能性

は否定的に見られている。もう一つの要因として

あげられるのは高い自殺率である。ソビエト崩壊

時の経済体制の変化によるストレスがそのきっ

かけであろう。 

 

ベラルーシのレストランでのサービスのクオリテ

ィは総じて低い。これはサービス業に対するプロ

意識が低いためである。ただ、基本的にスラブ

系の人々は面倒くさがりではあるものの親切心

はあるので手間がかからないサービスは比較的

享受しやすい。最近はリッチになったロシア人が

ビザなしで旅行でき、なおかつ比較的通貨価値

の高いロシアルーブルを消費するためにミンスク

を訪れるおかげでプチブル向けのレストランが

増え始めた。そういったところは米ドルを持った

人間に取っては比較的安価で良いサービスと料

理を楽しめる場所になっている。ただし、格安で

程々のサービスと良い料理を楽しむには地元の

情報が必要である。残念ながら私の妻の情報は

かなり時代遅れで一度おいしいレストランだった

と言われてストリップクラブに連れて行かれたこ

とがある。幸いストリップショーは週末のみで笑

い話で終わったが。 

 

ベラルーシの郷土料理で代表的なものはドラニ

キというジャガイモをすりつぶしたものを使った

パンケーキである。ただしふわっとしたイメージを

抱いていると幻滅する。むしろもっちりとした食感

が魅力的な料理である。ジャガイモと豚肉が人

気の食材で家庭的なシンプルな料理は素材の

味がそれなりに出ていて美味しい。ただし、南欧

や日本、中国などに比べると料理に対するこだ

わりは少ないので美食を求めるのは無駄である。 
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公的サービスは権威主義が強いのでかなり社会

主義気分を味わえる。例えば入国管理では顔を

確認するためにと眼鏡を外すように言われる。ど

この日本人があえてベラルーシに密入国すると

いうのだろうか？逆に某国際機関のステッカー

が張ってあるだけで妻のパスポートの更新は早

くなったりする。ただし、パスポートの更新を米国

に所在する大使館では行わずに現地の警察署

でのみ行うところは国民に対して利便を供すると

いう意識の欠如をありありと見せつけるものであ

る。大使館はベラルーシに行きたいという酔狂な

外国人のビザを提供することはあっても国民に

サービスをすることはあまり無いようである。 

 

経済状況は意外と良好と言える。ソビエト崩壊後

インフレを経験したものの経済体制は意外と安

定している。特に過去 10 年ほどはロシアが原油

価格の上昇に伴い、景気が良好なため、祖恩恵

を被っているといえる。初めていく前はどんなひ

どいトイレットペーパーや歯磨き粉が出てくるの

だろうと思ったが、意外とアメリカの基本的なブラ

ンドは揃っていた。前回行ったときはヤマサやキ

ッコーマンの醤油も比較的簡単に手に入れるこ

とが出来た。最近のウクライナ情勢で密かにほく

そ笑んでいるのは欧州向けのパイプラインのだ

いたい経路になるベラルーシかもしれない。 

 

欧州最後の独裁国家と言われるだけあって国威

をあげるためにオリンピックで金を取ったときの

報奨金はかなりの金額で、金メダルを獲得する

と 1500 万円ほどもらえるらしい。ちなみに一番

高いのはアゼルバイジャンだそうだが参加して

いる選手が 4 人でメダルの期待がかかっていな

い。 ベルルスコーニが首相をやっていたイタリア

は金メダルで 2000 万円だが財政再建に貢献す

るため選手が遠慮したのか、金メダルが出なか

ったのでこの高い報奨金は支払われなかった。

気になる日本だが、羽生君は 600 万円(スケート

連盟とオリンピック委員会から各 300 万円)もら

ったそうだ。おめでとう。3 位のデニステンはカザ

フスタン出身なので 750 万円もらってほくほくし

ているであろう。筆者は大学時代アイススケート

をやっていたのだが、アルベールビルのいとうみ

どりさんのトリプルアクセルの時もかなり感動し

たが今回の浅田真央ちゃんのフリースケートに

は涙が出てきた。皆さんも機会があれば是非見

ていただきたい。話が横にそれてきたのでここで。 

 

松本哲人：1999 年よりウィスコンシン大学経済

学博士課程に留学。博士取得後、2004 年よりワ

シントン近郊に移る。大学院で出会ったベラルー

シ人の妻と子供二人。東京大学運動会スケート

部フィギュアスケート部門元主将。 
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ズンバのすすめ  サイデル利子 

もしあなたがジムによく通う人であれば、まるで

パーティーで聴くようなカラフルな音楽に合わせ

て踊るダンスエクササイズのクラスを一度は見

かけた事があるでしょう。それが現在世界中で

爆発的な人気のズンバなのです。私もこのズン

バの虜になった多くの参加者のうちの一人で、２

０１２年にインストラクターの資格を取って以来、

現在ジムで週に３つのクラスを教えています。今

回はこの場を借りて、ズンバの醍醐味やその魅

力はもちろんのこと、インストラクターの資格の

取り方や、実際に教えて学んだ体験談などをお

話したいと思います。 

 

“Ditch the Workout and Join the Party”  

“Exercise in Disguise” 

 

このキャッチフレーズにはズンバのエッセンスが

ぎゅっとつまっています。スペイン語の Zumba＝

どんちゃん騒ぎ、という名称の通り、参加者は運

動しているというよりも、パーティーで音楽にのっ

て踊っているというような感覚に浸る事ができる

のがズンバの大きな魅力です。色々なクラスを

ジムで試してもどうも長続きしなかったけれど、

ズンバを始めて楽しくてたまらず、その結果今ま

で何度も挫折した減量に成功したという話もよく

耳にします。１時間のレギュラーのズンバのクラ

スでおおよそ８００キロカロリーのエネルギー消

費が可能だといわれます。 

とにかくズンバは音楽にのって夢中で身体を動

かすことによる減量や筋力作りの効果がある、し

かもハッピーな気分でクラスを後にできるという

エクササイズなのです。 

 

 “アップビートでバラエティーにとんだ音楽に合

わせた、誰でもできる振り付けを使ったダンスフ

ィットネス” がよく使われるズンバの定義です。 

私にとってはズンバの魅力はなんといっても音

楽！音楽は主にラテンの国から来た Salsa/サル

サ、Merengue/メレンゲ、Cumbia/クンビア、

Samba/サンバ、Reggaeton/レゲトン、Bachata/

バチャタ、Axe/アシェを中心に、Soca/ソカ、ヒッ

プホップ、ベリーダンスや Bollywood/バリウッド

なども含みます。特に誰でも踊りだしたくてたまら

なくなるラテンのビートはズンバの醍醐味であり、

従来のダンスエクササイズのクラスとは大きく違

う点の一つです。従来のダンスフィットネスのクラ

スでは、一つの曲だけを使って最初のステップを

マスターすれば次のステップに進み、最後には

全部のステップをつなげて完成させるという”Add 

On”というメソッドを取り入れているものが多いと

思いますが、ズンバの場合はそれぞれの曲に合

ったステップ/振り付けを使うので、自分があまり

のらないなーと感じる曲やステップでも次の曲は

全く違ったものなので飽きる事がない、というの

もズンバの大きな特徴です。 

サルサやメレンゲなどのラテンダンスを経験され

た方はご存知のように、ズンバでもそれぞれの

音楽にあったステップを取り入れています。ラテ

ンダンスではビートにあわせて上半身と反対に
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ウエストとヒップあたりを左、または右に軽くねじ

る動きがよくありますが、この“ねじり”が実はウ

エストを引き締めるのに大きな効果があるので

す。またコロンビア生まれのクンビアは腰をつね

に円を描くようにまわす動きが基本ですが、これ

もまたウエストにとってもいいのです。更にズン

バはダンスの要素プラスフィットネスなので、フィ

ットネスの要素、例えば屈伸やジャンプ、膝あげ

などを取り入れて運動量を更に増加させます。 

 

 

アクシデント的に始まったズンバ 

 

さて今や世界的に成功しているズンバですが、

いったい誰がどういう背景で始めたのかをお話

したいと思います。 

ズンバの創設者は Alberto “Beto” Perez（ベト）

という南米コロンビア出身の男性で、もとはダン

スの振り付けやエアロビクスのインストラクター

をしていました。ある日、いつも教えているエアロ

ビクスのクラスで使う音楽のテープを忘れた事に

気づいた彼は、いつもかばんにいれている大好

きなラテン音楽のテープを使って即興でクラスを

教えたところ、それが大受けしたことがズンバの

始まりだそうです。その後、一大決心してコロン

ビアからマイアミに渡り、色々と苦労した後今の

ビジネスパートナーと巡り会い、創立以来１３年

になる現在のエンパイアを創りあげました。数字

で表すと、現在のズンバ人口はざっと１４，０００，

０００人、ズンバを行っている国は１８５カ国、ズ

ンバを教えているロケーションは１４０，０００カ所、

とズンバがどれだけ世界を風靡しているかが伺

えると思います。 

 

ズンバはインストラクターがジムなどで教えるク

ラスの他、DVD や音楽の CD、Wii などのビデオ

ゲームなどの商品も扱っています。また普通の

エクササイズのクラスでは、Lucy や Lululemon

といったジムウエアが女性のあいだでは現在人

気だと思いますが、ズンバはこれまた大きく違っ

て、インストラクターはもちろんのこと、参加者の

多くがカラフルで大きなロゴのはいったズンバウ

エアを着て個性をアピールするのがズンバ流な

のです。私の経験からもいえますが、人気のあ

るズンバウエアはあっというまに売り切れてしま

うほどです。そして、さすが陽気なラテンのお国

柄がうかがえるのが、毎年様々な場所で行われ

るフィットネスコンサートのイベントです。特に年

に一度 Daddy Yankee や Pitbull を始めとする人

気アーティストを招いてフロリダのオーランドで行

われるインストラクターのコンベンションは、「ど

んちゃん騒ぎ」という名前の由来にぴったりのま

るでお祭りのようなもの。もちろん様々なワーク

ショップもあり、インストラクターとしてのスキルを

磨いたり、世界中から集まるインストラクター仲

間と交流できる素晴らしい機会でもあります。残

念ながら私はまだ行く機会がありませんが、近

いうちに必ず一度は行ってみたいものです。 

 

ズンバはまた様々なチャリティーイベントも行っ

ています。多くのものが “Zumbathon”と呼ばれ

るもので、大々的におこなわれるものの中のひと

つに、乳癌啓蒙活動のための Party in Pink とい

うのがあります。このイベントはこれまで３千５百

６ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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万ドルあまりの寄付を集めています。これを見る

と、スンバが社会にも大きく貢献している、という

ことがいえるでしょう。 

 

またズンバが他のダンスフィットネスと大きく違う

点は、形が変わったものに派生していることもあ

げられます。水の抵抗力と浮力を利用してプー

ルで行う Aqua Zumba、ハンドウエイトを使って主

に筋力作りを重視した Zumba Toning、アクティブ

なシルバー世代のための Zumba Gold、小さい

子供を対象にした Zunba Kids、椅子を使う

Zumba Sentao、そして一番新しい形式がステッ

プを利用した Zumba Step といったものです。も

ちろんどれも主にラテンの音楽を使って様々なス

テップを取り入れていることは共通です。私もレ

ギュラーのズンバの他に Zumba Gold の資格を

去年習得、近いうちには Toning や Aqua Zumba

にも挑戦したいと考えています。 

 
 

始めたきっかけ、インストラクターになるには、そ

して実際に教えてみて学んだ事 

 

私がズンバを始めたきっかけを少しお話してみ

ます。大阪で生まれ育った子供の頃からスポー

ツは得意で特に小、中、高校にかけて水泳とシ

ンクロナイズドスイミング（浜寺水練学校）の練習

に没頭する毎日でした。でも結婚、そしてアメリカ

に移住後娘三人を産んだ後は特にこれといった

運動もせず、身体がどんどんなまっていくのを実

感。これではいかんと近くのジムに通い始めまし

た。でもマシーンを使うのはとてつもなくつまらな

く、ヨガやウエイトのクラスなどを色々試しました

がこれも“何か運動しなければ”という気持ちが

いつも先にたっていました。そんな頃、ある日下

のスタジオから何やらいつもと違った聞き慣れな

い音楽が聞こえてくるのに気づき、行ってのぞい

てみると、、。そこで目にしたのは陽気なラテン

のリズムにのってステップを踏む人達。よくある

エアロビクスやダンスのステップや、同じ調子の

ビートを持つ音楽とは全く異なる、それまでのフ

ィットネスのクラスでは見た事もない光景に、「こ

れはいったい何？？」と驚いて見入ったことは今

でもよく覚えています。私の母親がピアノや声楽

の教師をしていたことや、コーラスやバンドに参

加したりして音楽に囲まれた環境に育って音楽

も大好きだったこともあり、この日からたちまちズ

ンバの虜に。特にその当時教えていたペルー人

男性のクラスがとても気に入り、彼からそのセン

スを学ぼうと足しげく彼のクラスに通いました。そ

の後は英語の表現でよく使う  ”The rest is 

history” というフレーズ通り、ついには２０１２年

にインストラクターの資格を取る決心をしたので

す。 

 

ズンバのインストラクターの資格を取るのは他の

フィットネスフォーマット（例えばヨガやキックボク

シングなど）と比べると、参加費を払って１日のイ

ンストラクタートレーニングに参加するだけでこ

れといったテストもなく資格を取得できる、実は

いたって簡単なものです。（これも陽気なラテン

のお国柄でしょうか？）もしご興味おありの方は、

ズンバのウエブサイト www.zumba.com で、いつ

どこでどんなインストラクタートレーニングが行わ

れているかの必要な情報を得る事ができます。

さて、晴れて資格を取った後は、月々３０ドルの

会費を払うことによって、ZIN (Zumba Instructors 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★７ 
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Network)に加入することができます。加入する特

典としては、毎月本部から送られてくる、クラスで

利用できる音楽の入った CD とそれに合わせた

振り付けの DVD、各インストラクター個人オリジ

ナルのウエブサイト、マーケティングに必要なビ

ジネスカード、チラシなどの提供（有料）など、

様々なサポートがあります。ただ加入しない選択

肢をとると、資格を保持できる１年の有効期限が

切れてまた同じトレーニングを受けなければなら

ないというおちがあります。私個人の感想は、実

際にクラスをいくつか教えているのであれば、加

入する価値はあると思います。資格を取ったあと

は、ジムやコミュニティーセンターなどに応募、必

要であればオーディションを受けてクラスを受け

持つことになります。その他に個人で学校などの

ジムを借りてクラスを教える事も可能です。 

 

実際にズンバを教えてみ

て、教える側からの観念で

他のフィットネスとは違うな、

と大きく感じる部分は、クラ

スを教える間に Verbal 

Queues/口頭での指示は

しない、と習ったことです。 

特にジムではインストラク

ターはマイクを使うことを

義務づけられている事が

多いですが、ズンバはす

べて Body Language でクラスを教えるという形

式をとっています。この理由としては、インストラ

クターが常に口頭で指示を出していると、ズンバ

の醍醐味である”Party like atmosphere”を参加

者が経験することができないことが挙げられてい

ます。ズンバ創立者のベトが最初は英語がまっ

たくできなかったからじゃないの？というのが半

分冗談の混じった私の意見ですが。この近辺で

も私を含む英語を母国語としないインストラクタ

ーが多いのもそれにつながっているのかもしれ

ませんね。ただ私個人の場合では、教えている

ジムの規則と参加者の依頼もあり、クラスではマ

イクをつけて行っています。指示は “Salsa Basic 

Step” “Let’s move to your right” など的確で

短いものですが、声を張り上げなくていいのでマ

イクは私の必需品です。私は１時間のクラスでウ

ォームアップとクールダウンを含め１３曲の違っ

たルーティーンを取り入れています。ということは

それだけ多くの違ったステップを組み合わせたも

のを教えることになるので始めたばかりの参加

者もあまり無理なくついていけるようにするため

にも、私の場合はマイク併用のクラスはうまくい

っているのではと思います。あとは参加者に背を

むけるか、それとも面とむかって教えるかの違い

があります。よく他のフォーマットを教えるインス

トラクターの中には、どうしてズンバは参加者に

背を向けておしえるのか？と疑問に思う人がい

る事と思います。私も経験上、正面を見て教えよ

うとした時、反対を向いてくれ、と依頼されたこと

があります。それ以降は基本的には背をむけて

教えています。これはやはり、ズンバは様々な違

ったステップを取り入れているため、参加者がイ

ンストラクターとはミラーイメージで真似をするこ

とが難しいからです。ジムやスタジオなどでは正

面に鏡がついているためたとえ背を向けていて

も、参加者の様子や表情を伺うことができます。

私も教えるのに余裕がでてきてからは、常に鏡

で参加者が楽しんでいるかどうかチェックしたり、

またはアイコンタクトをして指示をしたりするよう

努力しています。 

 

教えるのにあたって一番大事にしていることは

何？と聞かれたら、私の場合はやはり一番にく

るのが選曲。なんといってもズンバのユニークさ

８ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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は音楽だと思うからです。いくらステップが良くて

も音楽がいまいちノラない、つまらないのではが

っくりですから。車で移動中などは常にスペイン

語のラジオ局をつけて新しい曲探しにアンテナを

はります。選曲と振り付けは、前に述べた ZIN 

の CD や DVD から選ぶこともありますが、私の

場合ほとんどは自分で好きな曲を選んで、それ

にあった振り付けを探して自分のクラスに合った

ものにアレンジすることが多いです。どんな曲を

使っているかご興味のある方は、前述のズンバ

のサイトから、Find An Instructor をクリックして

私のウエブサイトを探していただければ現在クラ

スで使用しているプレイリストをご覧になることが

できます。 

 

様々な新しいフィットネスクラスが自然淘汰され

る今日、ズンバ人口は増え続けています。ジム

でもあまり人気のないクラスがズンバのクラスに

変更されるケースもよく見かけます。これからも

ますますパワーを増して多く

の人を魅了するズンバにあ

なたも挑戦してみません

か？？ 

 

サイデル利子：メリーランド州 

ノースポトマック在住 

 

 

 

さくら学園園長 バトニック孝枝 

 

この冬はいつになく厳しく、なかなか春の訪れを

感じられないまま３月になろうとしています。もと

もと短い３学期の貴重な保育が雪で２回も休園

になってしまい、新年初めての保育日に用意し

ていた恒例の書初め大会も中止。この３学期は

とても残念な始まりとなってしまいました。 

しかし園児は寒さにも負けずいつも元気一杯。

それに応えるように１月は毎週異なるイベントが

続きました。お正月会に始まり、武道の実演、日

本語学校幼稚部との合同保育です。お正月会で

は子供たちが昔懐かしい遊び（竹とんぼ、こま回

し、羽根つき、かるた等）を経験し、今回初めて

用意したブースで年賀状を書き、おみくじで今年

の運勢を占いました。そして最後に餅つきで大

盛り上がり。みんなでつきたてのお餅を頬張り心

もお腹も満たされ、大成功に終わりました。 

 

武道の実演

では昨年に

引き続き保

護者による

剣術、剣道

の他に沖縄

空手のデモ

ンストレーションも加わり、迫力ある実演に子供

たちの目も釘付け。そして実際に竹刀を持って

剣道の体験をすることもできました。 
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１月最後の週には初めての試みとして日本語学

校幼稚部との合同保育がさくら学園のカフェテリ

アで行われました。年少、年中、年長という３学

年の縦割り保育を子供たちに楽しんでもらおうと

両学校の先生方が創意工夫をしてくださり、「お

むすびころりん」をテーマに、紙芝居、工作、ゲー

ムを通して異年齢の子供たち一同が交流する場

を持つ事ができました。最後は運動会でも大人

気の綱引きで盛り上がり、とても充実した時間と

なりました。 

 

２月に入り、節分の豆まきでは紙で作った豆を鬼

に扮した先生、お父さん、お母さんに投げつけ

「鬼は外」と大興奮の子供たち。こういった日本

の伝統行事を手作りで親も一緒になって子供に

伝える事ができるのがさくら学園の良さだと思っ

ています。 

 

そして３学期の保育もわずか数回を残すだけと

なり、そろそろ来年度の準備の始まりです。２月

２２日には来年度新しく入園する子供とご家族に

オリエンテーションが行われました。それぞれの

思いを胸に異なるバックグラウンドを持ったご家

族そして子供たちがまた新しいさくら学園を作っ

ていくことになると思います。  

私は自分の子供が入園したのがついこの間の

ように感じるのですが、この２年間の我が子の成

長ぶりには本当に驚くばかりです。きっと他の保

護者の方々も同じ気持ちではないかと思います。

入園当初なかなか親から離れられなかった子も、

今ではクラスで本読みをしたり、お友達の前に出

て発表したりできるようになりました。この一年間、

日本語にそして日本に興味を持ってもらいたいと

いう熱意で、常に子供たちを飽きさせない工夫を

してくださったエバンス先生と斉藤先生には本当

に感謝しています。そしてそれを全力でサポート

される保護者のみなさんがおられたからこそ、こ

の一年間、とても充実した保育活動をすることが

できたのだと思います。また片桐副園長を始め、

さくら協会理事の皆様には多大なご支援をいた

だきましたことに改めてお礼申し上げます。 

本年度の卒園•修了式は３月１５日に予定してい

ます。それまで残すところたった２回の保育とな

りました。残りの時間も今まで同様に思い出深い

ものにして、本年度を締めくくりたいと思っており

ます。この一年間、大変お世話になり誠にありが

とうございました。また来年度もさくら学園をどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら学園は、保護者が運営する日本語幼稚園で

す。各クラスには専任教師がおり、持ち回りで保護

者がレッスンやイベントをサポートしています。毎

週土曜日の午前中にメリーランド州モンゴメリー郡

の公立小学校 Garrett Park Elementary School を

借りて活動しています。バージニア州や DC からも

通園しやすい場所です。入園をご希望のご家庭は

www.sakuradc.org/kinder/をご覧の上、E メイル

（yochien@sakuradc.org）にて、お気軽にご連絡くだ

さい。 
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まるいち 

日本の食料品 

日本酒、ビール、ギフト商品 

 

 

営業時間 

１０：００～７：００（月－土）火曜日定休 

１１：００～７：００（日＆祝日） 

１０４７ ROCKVILLE PIKE 

ROCKVILLE, MD 20852 

(301)545-0101 

www.maruichiusa.com 

 

 

Washington TOHO Koto Society 

第42回春のコンサート 

時：4月27日（日） 午後2時 

入場無料 

場所：University of Maryland College Park 

         Clarice Smith Performing Arts Center 

         Dekelbaum Concert Hall 

岡本京子氏により１９７１年に設立された「ワシン

トン桐朋琴ソサエティ」は、日本の音楽をより多く

の人に理解してもらい楽しんでもらえるように、

ワシントンエリアを中心に幅広く活動しています。

この琴アンサンブルは、岡本氏が教鞭を取るメリ

ーランド大学の大学生と大学院生により構成さ

れています。お問い合わせは、

kotosociety@gmail.com まで。 

 

 

さくらランチグループ  

 

３月７日のさくらランチは Garrett Park にある

Black Market Bistro でした。一生懸命に祈った

お陰か雪にも雨にもならず良いお天気に恵まれ

ました。このレストランは住宅街の中にあって旧

い普通の家の一階がレストランで地下が郵便局、

二階がオフイス

という面白い組

み合わせです。

レストランのす

ぐ傍に旧い駅

があり座る部

屋によって列

車の通過するのがみえます。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１１ 
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メニューはコンチネンタルまたはアメリカンでスー

プ、サラダ（スクイドサラダに興味をひかれまし

た）、サンドウイッチ、アントレーという具合です。 

私たちは先ず二種類のスープ、バターナッツスク

ワシュかベーコン入りホワイトビーンズをそれぞ

れ頼み、どちらも美味しかったです。そして皆さ

んサンドウイッチに決め、ハンバーガーにする人

とエッグプラントサンドウイッチにする人たちとい

うことになりました。ハンバーガーにグリーンサラ

ダとフライドオニオンが一緒にお皿に乗ってきま

す。エッグプラントはグリ

ルされており、なかなか

ボリュームがありました。

これにもグリーンサラダ

が付いてきます。 

 

デザートは Cream Brulee、PearTart や Key 

Lime Pudding それに coffee,latte 等です。デザ

ートは大きいのでそれぞれ六等分しました。お値

段の方はチップを入れて一人＄３５ぐらいでした。

美味しい食事に会話も弾み楽しい二時間でした。

このレストランは評判が良いので結構混んでい 

ますが、全然うるさくないのでゆったりできます。 

 

次回のさくらランチは５月２３日（金）１２時から 

Full Key （富記）Chinese Restaurant  
2227 University Blvd. W Wheaton, MD 

Tel: 301-933-3388 

 
参加ご希望の方は 5 月 20 日までにリンカー

(301-977-7134)までご連絡ください。

  

協会のお教室は各講師宅となっておりますので、

お問い合わせは各講師にご連絡ください。参加

費は、会員１回５ドル、非会員１回７ドルです。 

 

フラダンスー講師：スポールディング二宮陽子 

場所：講師宅にて 毎週金曜日１１時～１２時 

電話：（７０３）５６９－０８０９ 

Ｅメイル：yspalding@cox.net 

 

日本刺繍-講師：八木葉子 

場所：講師宅にて 月一回火曜日 

電話：（３０１）９８３－１７９０ 

Ｅメイル： yagi.yoko@comcast.net 

 

姿斉教室― 講師：スチュアート純子 

www.shisei-planet.com 
場所：講師宅にて 毎週木曜日１１時～１２時 

電話：（２４０）８３９－７４２４ 

Ｅメイル：junkostuart@gmail.com 

 

さくら協会では、常時新しいクラスの開設を募集して

います。編み物、料理、水彩画、太極拳など何でも、

特技をお持ちの方はぜひご連絡ください。 

 

 

１２ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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mailto:yagi.yoko@comcast.net
http://www.shisei-planet.com/
mailto:junkostuart@gmail.com
http://fullkeedc.com/�
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日本語教室 四季 

Japanese Center Four 
Seasons 

Japanese Language Classes 
For Children and Teens 

年令：8 才～ 高校生 

レベル：初級 ～ 上級 

大人のクラスはありません 

 
4900 Auburn Ave., Suite 211, 

Bethesda, MD  20814 
www.jcfourseasons.com 

 

 

 

 

日替わりランチ、ラーメン、夜はお寿司、チャン

コ鍋、懐石料理,一品料理各種取り揃えてお待

ちしております。 

パーティ用のケイタリングも承ります。 

9440 Main Street 

Fairfax, VA 22031 

Pickett Shopping Center 

(703)425-7555 

年中無休 www.izakayablueocean.com 

ジャパン アソシエイツ トラベル 

旅行のことなら 何でもご相談ください。 

Japan Associates Travel 

2000 17th St., N.W.  

Washington, D.C. 20009  

Tel: 202-939-8853     Fax: 202-462-9233 

メール: jatravel@hotmail.com 

そして！ＤＣ唯一の日本食料品店 

ハナマーケット 

を同じ住所で営業しております。 

合わせてご利用ください。 

 

 

 

 

さくらポットラックパーティのお知らせ 

  

恒例のさくら協会会員の親睦会「ポットラックパ

ーティー」を開催致します。ご家族、お友だちも誘

ってご一緒にご参加ください。 

 

参加費：無料 

日時： ６月１日（日） 11：30－2：30 

場所： Potomac Community Center (Community 

Room) 11315 Falls Road, Potomac, MD 20854 

TEL: 240-777-6960 

 

お得意の一品（４～５人分）をご持参下さいませ。

飲み物、スナック等はさくら協会でご用意いたし

ます。尚エンターテイメントで会員の皆さまやお

知り合いの方で特技をご披露くださる方、大歓迎

です。どうぞさくら協会までお申し出下さいませ。  

連絡先：スポールディング二宮陽子（703-569-

0809 ） 4 月 30 日以降にご連絡お願いします。

それ以前は info@sakuradc.org までどうぞ。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１３ 
 

http://www.jcfourseasons.com/
mailto:jatravel@hotmail.com
mailto:info@sakuradc.org
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スパゲッティスクアッシュを使って 

 

日本でも“そうめん瓜”や“糸瓜”という名で知られて

おり、炭水化物の麺類の代わりになるダイエットのう

れしい味方です。しかし、多くのレシピのように茹でて

しまうと、味がなくなってあまり美味しいとは思えませ

ん。いくらヘルシーでも味気ないものでは仕方ありま

せんよね。そこで、今回はぜひオーブンで“焼いて”く

ださい。瓜の持つ本来の甘みが凝縮されとーっても

おいしくなります！ 

 

下ごしらえ 

1. 縦に四つ切にして種を取り除いたら、１セン

チくらいの水を入れた耐熱容器に並べる。 

2. ３５０度のオーブンで、２０分くらい焼く。 

3. 少し表面に焦げ

目がついてきたら、

アルミホイルをか

け１５分ほど蒸し

焼きに。 

4. 取り出して粗熱を

取ったら、フォー

クで実をほぐす。 

 

スクアッシュとトマトソース 

 

材料：トマト４個、ガーリック２片、玉ねぎ１個、ズッキ

ーニ１本、パセリ少々 

作り方 

1. みじん切りにしたガーリックをオリーブオイル

で中火でゆっくり炒めて、香りが出てきたらみ

じん切りの玉ねぎを加え、塩コショウをしたら

しんなりするまで炒める。 

2. 荒みじんのズッキーニ、

トマトを順に加える。 

3. フタをして５分ほど火を

通し、トマトの水分を出

させる。 

4. 火を止めたらパセリを

加え、用意しておいた

スクアッシュに添える。 

 

スクアッシュと赤ピーマン、ソーセージ 

 

材料：赤ピーマン２個、スイートイタリアンソーセ

ージ３本、ガーリック２片、バジルの葉少々。 

 

作り方 

1. 四つ切りにしてヘタと種を取り除いた赤ピ

ーマンは、スクアッシュを焼いている間に

オーブンに一

緒に入れて、

皮が真っ黒焦

げになるまで

焼く。 

 

2. まんべんなく焦げたら取り出しボウルに

入れ、すぐにラップをかけ密封する。 

3. 冷めると皮がするっと簡単に剥けるので、

こげた皮を取り除き、細切りにする。 

4. フライパンにオリーブオイルを入れ、薄切

りのガーリックを色がついて香りが出るま

で炒め取り出す。 

5. 小さくほぐしたソーセージも 

6. 先の赤ピーマンを加え、塩コショウしたら、

下ごしらえしたスクアッシュを入れて全体

を良く合わせる。千切りのバジルも最後

に合わせて出来上がり。 

 

１４ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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❀ 会員を募集しています ❀ 

さくら協会では、日本人、日系人同士の交流と相互補助、地域コミュニティーとの親和を目指して、３歳から５歳児

のためのさくら学園、毎月のランチグループやお料理教室が楽しめるカルチャーグループ、三味線や尺八などのエ

ンターテイメント、年４回発行のさくら通信、健康や教育に関するセミナーなどを提供しています。このニュースレタ

ーをお読みになって、趣旨にご賛同いただけましたら、ぜひご入会ください。  

メンバー年会費（4 月～3 月）は 25 ドルです。アメリカ国外に在住の方は、郵送料が高額のため、35 ドルとさせて

いただきます。会員には、イベントやセミナーのお知らせを随時メールなどでご連絡し、「さくら通信」を郵送でお届

けします。また、さくら学園、シニアネットをはじめとした各種アクティビティへの参加が可能です。 

入会ご希望の方は下記の申込書をご記入の上、Sakura Association, Inc. 宛てのチェックとともに、 

Sakura Association, Inc. 

P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694   までお送りください。

***************************************************************きりとりせん***************************************************************** 

 

会員申込書                   日付＿＿＿年＿＿月＿＿日 

新規会員 継続会員（いずれかに丸） ＊活字体でお願いいたします。 

氏名（英語）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（日本語名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

住所： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   FAX 番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

FAX は自動受信ですか？（いずれかに丸） 自動受信可 切替必要 

E メールアドレス：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   日本語のメールは？    OK   読めるだけ  不可 

同封金額: ＿＿＿＿＿＿ドル 

さくら協会を何で知りましたか？ さくら通信 Web サイト 友人 その他（                   ） 

よろしければあなたの年齢層をお教え下さい。   20 代   30 代   40 代   50 代   60 代   70 代+ 

シニア向けの活動を電話連絡してほしいですか？ はい いいえ 

 

よろしければ出身地（都道府県）を教えてください （                 ） 

 

Sakura Association, Inc. 宛ての$25（アメリカ国外在住の方は$35）の小切手を添えて、 

P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694 までお送りください。さくら協会は非営利団体（non-profit 

organization）ですので、会費は米国所得税控除対象となります。ご寄付も歓迎致します。よろしければ今

回、ご寄付の金額を加算したチェックをお送りください。(年会費は４月から翌年３月末までの１年間有効

です。但し、１月から３月の間にご入会の場合に限り同年４月からの年会費が免除になります。) 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１５ 
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詳しくは、このニュースレターをご覧になるか、お近くのさくら協会のメンバーにお尋ねください。 

Web サイト: http://www.sakuradc.org E メール: info@sakuradc.org  まで。 

 

Sakura Association, Inc.  P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694                             

 

 

日本人がアメリカで

助け合うって大事な

ことなのね。 

たまには、こういう 

のもおもしろいかな。 

 

さくら学園で、こどもと楽しく 

いっしょに学べる！ 

一緒に、人のためになるこ

と、やってみない？ 

 

あたらしい友だちが増

えるかな？ 

 

ためになるセミナーも

あるのね。 

地域で役に立つ情報がいっ

ぱい！ 
 

 さくら協会のご紹介  
 

さくら協会は、1997 年に設立された CUGI（Citizens 

United in Global Interest）を前身として、2000 年 9

月に新しい団体として発足しました。日本語を話し、

ワシントン DC 首都圏に住む人々を中心に、日本

人・日系人同士の交流と相互補助、地域コミュニテ

ィとの親和を目指して、異文化での子育てやシニア

ライフ、日米文化交流のための活動を展開していま

す。会員の皆さまのために、新年会、見学会、小旅

行、セミナー、ランチョン、バザーなどの各種イベン

ト、フラダンスやブリッジなど各お教室を日本語で開

催しています。 
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