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これは日本語を話しワシントン DC首都圏に暮らす人々のコミュニティ、「さくら協会」の季刊ニュースレターです。 

日本から来て言葉や文化の壁を乗り越え、自分のアイデンティティを保ちながら、 

アメリカでの生活を築いてこの地域に溶け込んでいくのは、短期滞在であれ、永住であれ大変な作業です。 

そんな中で互いに助け合い、人との交流を広げていけば、 

ひとりひとりの生活が、もっと豊かになるのではないでしょうか。 
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いよいよ蒸し暑いワシントンの夏がやってきました。冬が

長かっただけに、暖かい季節は待ち遠しいものでしたが、

いざ暑くなってみるとなかなか大変なことを思い出しまし

た・・・。ここ数年は特に紫外線、UVA と UVB の量も増え

ているので、日焼け対策は美容のためだけでなく、皮膚

の健康のためにも欠かせません。専門家によると、サン

スクリーンは去年のものが残っていても劣化しているので

新しいのを買うことが大事だそうです。ファウンデーション

にもサンスクリーンが入っていますが、効果が出るほど顔

につける人はいないので、日焼け止め＋ファウンデーショ

ンの両方が必要。ま

た、必ずしっかりと顔

や体につけたサンス

クリーンを洗い流すこ

とも忘れないでくださ

い。残留成分が皮膚

に負担をかけるそうで

す。どうぞ、健康で楽

しい夏をお過ごしくだ

さい。 
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へその緒と万能細胞 

 

今回はへその緒と万能細胞の話題です。 

お母さんが子供の生まれた時の記念にと大切に小さな木箱をしまっているのを見かけたことはありませんか？或

は何かの折にご両親から小箱を受けとられた方がおられるかもしれません。 

小箱を開けると白い綿に包まれた古びて小さい塊があったのをご覧になったかもしれません。 

日本人は世界中で最もへその緒を大切にしている民族らしくて古来日本書紀にも「竹刀を以って臍の緒を載る」と

書かれているようです。刃物で切ることに対して死をイメージして嫌い、あまり衛生的と思えない竹を使ったこの方

法は昭和２０年代初期まで続いていたようです。母と子の絆を古来から大切にしてきた一つの証ではないかと思い

ます。 

かたや万能細胞はというと最先端のバイオ研究の話題に出てくるもので恐らく多くの方は見たことも触ったこともな

いシロモノなのに耳にされ興味を持たれているのではないでしょうか。 

今回はへその緒と万能細胞には「難病の治療という共通性と現実の治療」についてご紹介したいと思います。 

 

I. 万能細胞―ES細胞の課題 

万能細胞は、身体を構成するほぼすべての種類の細胞に成長できる細胞で、病気や事故で臓器移植しか治療方

法がないとか、心臓などが疲弊してもうこれ以上正常に使えないので新しく移植するしかない時の治療の切り札と

なっている臓器を作る際の最初の細胞を指す言葉です。 

「万能細胞」という呼び名は、主に一般向けに用いられている用語で生物学用語ではありません。専門家は「多能

性幹細胞」といいます。

 

本来万能細胞は受精卵が着床した妊娠直後の胚細胞で、細胞分裂を繰り返しながら胎児の体のすべての元にな

る細胞（生体幹細胞）にそれぞれ分かれ、そして心臓や眼や耳や脳をはじめ、骨が、神経が、血液や皮膚や髪の

毛が作られ、男女の区別がついて人として生まれます。 
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その本来の万能細胞を治療等に使う目的で体の外へ取り出し万能性（正しくは多能性）を保ったまま増殖した細

胞を ES細胞といいます。（図１幹細胞の種類） 

ES 細胞は元は誰か別の人からの細胞で作られるので、臓器を作って移植するとしたら、通常の臓器移植と同じく

拒絶反応の問題(HLA2座型適合;筆者注)が起こってしまい、「夢の治療」になりません。 

では何故別の人の細胞なんでしょうか？ 

 

a. 将来治療を受けるはずの人の受精卵を使ってしまったらそもそもその人は生まれないことになってしまいます

し、生まれた後からではもう受精卵はなくなっています。 

そこであらかじめ体外受精した別の人の受精卵を保存しておき、必要な時に取り出して必要な臓器に培養すること

は出来ます。このままこの臓器を移植するといわゆる通常の拒絶反応問題が起こるというわけです。 

 

b. 解決方法－クローン技術の課題 

もちろんこんな矛盾した研究に意味があるわけはなく、実際にはクローン技術を応用して、移植を受ける本人の細

胞の核を受精卵に組み込んでから ES 細胞を作る、ということをやれば拒絶反応のない臓器は作れるので問題は

解決した、と研究者は思ったのですが別の新しい課題が生まれました。 

この方法ではどこかから受精卵をひとつ用意しなければなりません。 

不妊治療の目的で体外に取り出した人の受精卵が流用できると紹介しましたが、すでに受精しているのでひとりの

人間になる可能性のあるものを治療のためとはいえ犠牲にしてよいのかという倫理的問題や宗教上の問題がクロ

ーズアップされました。(参照；ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ「人工多能性幹細胞」iPS細胞の課題 – 倫理的問題) 

良識ある科学者は、この問題は科学の課題ではないから科学技術の進歩と夢の治療のために無視する、と言い

切るわけにはいかないと思います。 

また、クローン技術はすでに羊だけでなく馬や牛のような大型哺乳類を作れるようになっているので、いっそのこと

本人のクローンを用意しては？という話になるとＳＦ小説のようになりますから話を戻します。 

要するに夢の治療を目指した ES細胞研究は課題を持ってしまいました。 

 

II. 万能細胞－iPS細胞の登場と課題 

 

c. iPS細胞の登場 

そこへ iPS 細胞が登場しました。iPS 細胞は図１の中央にあるように移植を受ける本人の体から細胞を取って人工

的に万能細胞と同じような細胞にするので ES細胞のように受精卵を使いません。 

１．iPS 細胞の最大の特徴はもともとその人自身の細胞を使っているので移植の際の最大の課題「拒絶反応」がな

く、移植適合性のあった相手を待つ必要がないこと、 

２．細胞を成長させて目的の細胞や臓器を作るので他の人の体から取出したり、抜き取る必要がない、ので夢の

治療材料と言われています。 

こうして万能細胞研究における ES 細胞の課題解決となる iPS 細胞の作製に成功した山中教授に 2012 年ノーベ

ル生理学・医学賞が贈られました。 
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iPS 細胞は山中教授が命名した万能細胞の一種で、人工的に作り出された「多能性幹細胞」という英語名を省略し

て iPS細胞と言います。 

 

d. iPS細胞の課題 

この iPS細胞にも実用化の点から以下の２つの問題があります。 

1) 細胞のガン化 

iPS 細胞から作られた万能細胞は人工的に遺伝子を組み込む方法が原因で細胞のガン化などを起こす課題があ

ります。(参照；ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ「人工多能性幹細胞」iPS細胞の課題 – 癌化) 

2) 未分化細胞の腫瘍化 

また、この万能細胞を所定の細胞や臓器に増やした後も全部使われなくて少し残っていた場合（未分化細胞）、そ

れが後に腫瘍の原因になる課題もあります。 

現在、こうした万能細胞の課題を解決する実用化研究は世界中の研究者がこぞって解決方法を発表していますが

正直なところ安全に使えるまでにはまだ時間が必要だと思います。 

ここで、いよいよ「へその緒(臍帯・さいたい)」の登場です。 

 

III.へその緒の血液－臍帯血 

現在、出産直後に切り離されたへその緒にある血液(臍帯（さい

たい）血）)は血液の元になる細胞(注 1)に富んでいることから専

門機関(注 2)で採取された臍帯（さいたい）血は白血病などいく

つかの難治の治療、細胞移植に用いられます。(参照；ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨ

ｱ「臍帯血」)(注 3) 

 

臍帯（さいたい）血にあるこの細胞はもっとも初期段階の胚細胞

から分化した細胞（図１の右から二番目の臍帯血幹細胞）で、人

の体の決まった場所にあってその後ずっと赤血球や白血球等を

作っています。（図２） 

1) 臍帯血の特徴その１ 

臍帯血は人工的に作り出したものではなく、拒絶反応や倫理上

の問題やガン化や腫瘍の心配もありません。 

2) 臍帯血の特徴その２ 

また、これらの病気の治療に使われるもう一つの治療方法、骨

髄液移植の場合には脊髄から骨髄液の抜き取る等の提供者本

人の身体的負担や、その作業からの感染症のリスクがあり、移

植適合性の課題もありますが、臍帯血移植の場合には身体的

負担も感染症リスクも少ない上に、臓器移植適合性の制限がな

いのが特徴です。臍帯血移植治療は現代医学で大切な治療方

法の一つとなっています。(参照；ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ「造血幹細胞移植」) 
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IV. 臍帯血と万能細胞 

では、臍帯血があるのなら iPS細胞はいらない？ 

というわけにはいきません。臍帯血は血液に関する病気の治療にしか使えません。 

臍帯血も万能細胞の一種と説明してきましたが、正確には万能細胞ではありません。 

万能細胞からは次に神経を作る細胞、肝臓を作る細胞、生殖細胞を作る細胞、皮膚を作る細胞、骨や軟骨を作る

細胞、そして血液を作る細胞が作られるというように、各々専門化した細胞（体性幹細胞）が作られます。 

臍帯血にはこの血液を作る細胞（造血幹細胞）が多く含まれているのですが、決して万能細胞があるわけではあり

ませんから任意の細胞や臓器まで培養することは出来ません。 

これが iPS細胞と臍帯血との違いです。 

 

V. 臍帯血の課題 

このように血液の難病、白血病や骨髄やリンパの癌の有効な治療として使われるようになった 

臍帯血移植治療にも課題があります。 

へその緒から採れる量が少ないので治療に十分有効な量を確保することが大きな課題です。 

うっかりへその緒を捨ててしまったと心配される方も一度日本にある造血幹細胞移植サービスサイトをご覧ください。

ドナー提供者による血液バンク(銀行)が日本に作られていてより広く治療体制を整えようと努力しています。(前述

注 6) 

なにより他人の臍帯血でも拒絶反応の心配がないからより多くの人からの臍帯血の提供がより多くの人の治療に

役立ちます。そのためこの血液バンクはとても意味があることだと思います。 

 

VI. 臍帯血による治療の実績 

最後に、このへその緒にある血液を使った日本での治療実績を世界から見た統計でご紹介します。 

2012 年までの累計で日本での臍帯（さいたい）血移植は世界の総臍帯血移植件数の約 1/3 を占め、世界の人口

比から見てもこの割合はとても高いことを物語っています。(注 4) 

それはへその緒を大切にしてきた日本だからこそ治療に使う環境を整えることがどの国よりも早く整えられたから

ではないかと思います。 

はるか昔から日本に伝えられてきたへその緒を大切に扱う風習が近代医学の治療に役立つということを祖先が知

っていたわけではありませんが、この日本古来の風習が世界で類を見ない高い臍帯血移植を可能にしているのだ

と思います。 

これから出産するお母さんにへその緒を大切に扱って欲しいと思い、筆を執りました。 

 

引用文献 

注 1;  造血幹細胞 

注 2;  造血幹細胞移植サービス http://www.bmdc.jrc.or.jp/ 

注 3;  日本では 1998年に臍帯血移植が保険適用になる。 

注 4;  ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ「臍帯血」日本における臍帯血移植より 

http://www.bmdc.jrc.or.jp/
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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 

 

筆者注：HLA2 座型適合；臓器等の移植適合性判定に用いられる血液中の白血球の血液型。通常の血液型として知ら

れる ABO 型は赤血球の型で A 型,B 型,AB 型,O 型の４種類。一方 HLA 型は数万以上の型があり、親子間であっても

移植のための型の一致適応性はそれだけ少なくなる。 

図１、図２; 「幹細胞ハンドブック」京都大学 iPS細胞研究所より抜粋 

 

筆者：井上 裕司 

１９７７年に大阪大学を卒業後、セイコーエプソン、リコー、キャノン等の企業で液晶ディスプレイ、動画圧縮方式国

際標準化、遺伝子検査デバイスを研究。２００４年に渡米し、人遺伝子検査システム新会社を設立。その後メリーラ

ンド大学の教授職を得、２０１５年に薬剤耐性菌感染症遺伝子検査方法の研究を開始予定。 
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私のマドリード紀行 

 

３月７日マドリードに着きました。小春日和の爽やか

な天気でした。マドリード在住の友人が３月初旬でこ

んなに暖かい日は珍しいと驚いたほどでした。 

今回の旅はワシントン出発から始まりドイツのフラン

クフルト経由でマドリード着、その後またフランクフル

トに戻り日本へ、そして日本からワシントンへと、距離

はほとんど世界一周したことになります。 

マドリードへ行くのは今回初めてで目的は二つ、一つ

は日本とスペイン交流４００年を記念して催された「日

本の祭典」に招かれたこと、もうひとつは大学時代の

友人たちとの再会でした。 

 

「日本の祭典 in スペイン」は、３月８日、９日の２日

間マドリード中心地にある国会議事堂裏に位置する

サルスエラ劇場で行われました。土、日の週末公演

ということもあり、1,242 人収容の劇場が在住邦人と

親日家のスペイン人で超満員になりました。日本か

らは北は北海道から南は九州沖縄まで１５０人のア

ーティストたちが勢揃い、舞踊、箏、三味線、太鼓、

尺八、唄など古式豊かな伝統ものから現代風にアレ

ンジされて笑いをさそうものまで、絢爛豪華な衣装を

まとい、それぞれの匠の技を披露し、この由緒あるサ

ルスエラ劇場にふさわしい公演となりました。そして

ステージ上の催し物のほかにお客様を興奮させたの

は、ワークショップでした。公演前の２時間ロビーを含

む２階３階のスペースで、習字、折り紙、、獅子舞、茶

道のデモンストレーション、お酒の試飲、籐や絹で作

った小物、それに着物の展示などスペインの方達に

は珍しく興味しんしんのようでした。ためつすがめつ

時には触って感触を楽しんだり、特に日本酒の試飲

コーナーには黒山の人だかり、押すな押すなでアル

コール好きのスペイン人にはたまらなかったようです。

その上わさびの付いたはんぺんやかまぼこのつまみ

も試食でき、早く自分の番が回ってこないかと、お酒

のにおいをぷーんとさせながら前方の列から戻ってく

る人たちを羨ましそうに（恨めしそうに？）見ていまし

た。日本の伝統芸能、文化を見て触れて味わって体

験してもらう、

このマドリード

での日本の祭

典は日本人の

私にも忘れら

れない人生の

一コマとなりま

した。 

 

日本の祭典をマドリードで公演するにあたり、私の友

人井上初代さんがＪＦＦというイベント会社を助け、か

つてマドリードで日本語学校の校長をしていたのが

幸いして、かつての教え子や保護者に広く知らせてく

れたことも大きな貢献でした。偶然とはいえこのイベ

ント会社ＪＦＦの高橋社長とは、ニューヨークの親しい

友人から紹介を受け、２年前のワシントンさくら祭り１

００年祭で名古屋から大正琴の一門を連れてくるの

でその下準備の段階で何か私がお手伝い出来るの

ではないかと言うことでお会いしたのです。それでお

話を伺っているうちに名古屋の鈴木琴城流（きんじょ

うりゅう）の家元と社中の演奏を希望しておられると

のこと。「えっ！」と、その時わが耳を疑ったのです。

なぜならそれは私の所属する琴城流だったからです。
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日本全国大正琴の流派は他にもあるのですが、まさ

にこれは偶然中の偶然でした。それからは高橋社長

とは話がトントン拍子に進み、この偶然が持つ縁でこ

の私も一緒にさくら祭りで演奏させていただくことが

出来たのです。お陰で日本全国何十万人の弟子を

持つ雲上人の家元のすぐ横で演奏する機会に恵ま

れ、偶然と幸運に感謝しました。日本にいたらまず考

えられない事です。この時ほど、師範の資格を持って

いて良かったなーと思ったことはありません。その後

何度か名古屋へ行き皆様とお会するうちに次の海外

公演はマドリードだということを伺い、それではと大学

卒業後一度も会っていないけれど、初代さんがマドリ

ードに長らく住んでいるのを知っていましたのでご紹

介したのです。 

 

今回のマドリード行きは２年前からの計画で「日本の

祭典」を観るのと、大学卒業以来約半世紀あってい

ない初代さんともう一人ドイツのハイデルブルグに住

んでいる藤江恵美子さんに会うことでした。恵美子さ

んとは５年前日本から団体旅行でドイツロマンチック

街道に行った時４２年ぶりに会いました。車で３時間

もかけてホテルにドイツ人で物理学者のご主人と来

てくれたのです。その時も４０年数年も会っていない

ので分かるかしらと思いつつ、ロビーでお互いキョロ

キョロしていなければ分からなかったことでしょう。今

回もフランクフルトから飛行機で会いに来てくれまし

た。初代さんも、街ですれ違っても全く気づかないくら

い変身していて、お互い細めになったり太めになった

りした体型の変化に驚き、笑い、長い年月を実感しま

した。そしてなにより三人とも元気でよい家庭を持っ

て幸せであることを喜びました。お互いドイツ、スペイ

ン、アメリカと住む国と言葉は違っても、それぞれの

国の男性と結婚しているという共通点があります。私

たち三人は京都ノートルダム女子大学英語英文学科

を卒業しました。私はアメリカに来ても、すでに習って

いた英語を話す毎日で、言葉では余り苦労しません

でしたが、初代さんはスペイン語、恵美子さんはドイ

ツ語をその後勉強しての外国生活、しかもその地で

フルタイムの仕事を持ち働き続けたのですから、その

努力に脱帽です。初代さんも恵美子さんも今はリタイ

ア生活で、それぞれスペインと日本、ドイツと日本の

架け橋となるべく日本語を教えたり、日本料理を紹介

したりのボランティア活動の毎日でいきいきしていま

した。大学の初代学長シスター メリーユージニアが

私たち学生によく言っていたことを思い出します。或

る年の文化祭のテーマにもなった “ Giving is 

Receiving.” 「与えることは受けること。」です。私は

「善行を積みなさい。そうすれば必ず報われるでしょ

う。」と解釈しています。今回の私たち三人の再会は

実に卒業以来初めてでした。同じヨーロッパに住んで

いても初代さんと恵美子さんは今まで一度も会ったこ

とがなかったそうです。私がこの「日本の祭典 in マ

ドリード」のイベントでマドリードに行くので三人で会

いましょうよとワシントンから音頭をとったのが実を結

んで良かったです。長い時を経て三人娘が三人マダ

ムになってからの再会でしたが、これからは余りブラ

ンクをおかず、世

界七つの大陸の

いずれかで会い

ましょう、この次は

夫も連れてと約束

しました。 

 

マドリードへの旅は私にとって初めてなので、初代さ

んにいろいろ歴史などを教えてもらいました。まずサ

ルスエラ劇場のサルスエラとは、１７世紀頃から始め
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られたスペイン伝統の滑稽歌劇、歌と台詞、合唱をと

もなう対話で進められるオペレッタのことで、初めは

国王とその家族の住むサルスエラ宮殿（現在の国王

もここにすんでいる）で演じられていましたが、後世庶

民の娯楽となり、1856 年 10 月特別にサルスエラを

演じる劇場を創設、それがこのサルスエラ劇場だそう

です。サルスエラとは、サルサ（キイチゴ）のいっぱい

生えた所という意味だそうです。 

マドリードはスペインの首都なので、大都会で人と車

で混雑しているイメージを持っていましたが、意外と

こじんまりしていて人と環境にやさしい印象を受けま

した。マドリード自州国の人口は 6,495,551 人で、そ

の中で日本人は約 1,370 人だそうです。意外と少な

いのに驚きました。 

 

今年が日本とスペインの交流 400 年に当たるそうで、

歴史を遡って、1613 年（慶長 18 年）仙台藩伊達正宗

が徳川家康の許可を得て、スペイン国王およびロー

マ教皇に派遣した慶長遣欧使節の大使、支倉常長

（はせくら つねなが）が日本人として初の太平洋、大

西洋横断を成し遂げたのです。日本からのはじめて

の公式な使節団の派遣でした。しかしスペインへ行っ

た最初の日本人は、1582 年～1590年にかけて天正

の少年使節（伊東マンショ、ちじわミゲル、原マルチノ、

中浦ジュリアン）らで、インド洋、喜望峰回りでスペイ

ンに行きました。想像を絶する航海の長さです。 

 

私のマドリードでの滞在は５日間ほどの短い滞在で

したが、実りは多く堪能しました。外国旅行では景色

の珍しさもさることながら、人に会うのも旅の醍醐味

だと実感しました。３月１１日マドリードを発ちました

が、早朝にもかかわらず寒くもなく、爽やかな風が「ま

たいらっしゃいね」と私を見送ってくれたように感じま

した。 

スポールディング二宮陽子(さくら協会理事) 

通訳、翻訳者 

 

 

4 月 5 日。今年はワシントンの桜が咲き出した頃、一

足早くさくら学園、第 16 回入園式及び始業式が行わ

れました。新年少組の園児さんはお父様、お母様、

ご祖母様と初登園し、さくら学園のパネルの前で記

念撮影をする光景が見られました。進級された年中

の園児さんは新しい年少組にお手本を見せるように

名前を呼ばれたら元気良くお返事をしてくれました。

園長先生、副園長先生からは素敵なお祝いの言葉

をいただきました。 園長先生のお話にもありました

ように、春先に、ある朝突然咲くお花のように、園生

活を送っていく中で、ある日突然できるようになったこ

とや、新しい発見がたくさんありますよう期待をして新

学期が始まりました。 

 

保育では春にちなんだ工作を行い、園児さんは出来

上がった作品をうれしそうに先生や両親に見せてくれ

ました。手遊びや言葉遊びなどをしながら園生活に

慣れ、5 月の春の音楽会では各クラスとも大活躍で

した。年少組の女の子は蝶の衣装を身にまとい、「ち

ょうちょ」の歌を披露してくれました。男の子は法被姿

でおはやしを披露してくれました。年中組は皆で「糸

巻きの歌」を歌い、「どうぶつ体操」を踊ってくれまし

た。皆に元気と笑顔を与えてくれました。今年はオペ

ラ歌手の保護者のお母様からも歌のプレゼントも頂

き、素敵な音楽会になりました。 

 

6月、楽しかった一学期を締めくくるように遠足と夏祭

りの行事が行われました。今年の遠足は天候にも恵

まれ、青空の下で本読みや手遊びをしました。子供

たちはマイクを手にとって、自己紹介や「おちたおち

た」のゲームのお手伝いをしてくれました。皆でお弁

当を食べ、自由行動の時間ではお友達同士でメリー
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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。 

ゴーランドや汽車に乗ったり、公園で遊んだりする光

景が見られました。 

子供たちが大好きな夏祭り。年中さんは昨年の夏祭

りをちゃんと覚えていました。かき氷がおいしかったこ

と、ヨーヨーすくいが楽しかったこと。今年も先生方の

計画、進行のもと、保護者ボランティアの皆様の協力

で、さくらならではの「手作り夏祭り」が行われました。

年中さんがお神輿を担ぎながら始まりました。年中さ

んには軽々しく見えるお神輿ですが、年少さんには

大きく、重たく見えました。幼稚園で過ごすたったの 2

年間ではありますが、どれだけ成長するかを感じさ

せられました。体とともに心もどれだけ成長している

ことでしょう。子供たちはスタンプラリーのカードにシ

ールを貼りながら、各ブースを回りました。ボーリング、

おせんべいお絵かき、魚釣り、かき氷、お面にヨーヨ

ーすくい、全て回り終わって、6 つのシールを指差し

ながらうれしそうにどんな順番に、何をしたのかを教 

えてくれました。また来年も、夏祭りの行事を覚えて

いてくれることでしょう。私も小さいころに連れて行っ

てもらった日本の夏祭りの記憶がありますが、アメリ

カで生まれて、こっちで育っていく娘たちにも「手作り

の夏祭り」の記憶が残ってくれることを大変うれしく思

います。そしてこの伝統を続けてきてくださったさくら

の OB の皆様、先生方、副園長先生に感謝しており

ます。 

 

このような「日本」盛りだくさんな一学期を過ごすこと

ができましたのもさくら協会の傘下で活動させていた

だき、協会の教育理事長様のご協力、先生方の努力

と工夫、そして保護者の皆様のご協力のおかげです。 

お子さんであったり、お孫さんであったり、日系何代

にもまたがって、子供たちに「日本」の言語と文化を

伝えていきたいという共通のミッションが成功につな

がる掟なのだなと再度実感致しました。 

素敵な一学期をありがとうございました。皆さん楽し

い夏休みをお過ごしください。 

(年中組まとめ役  ディン百合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

mailto:jatravel@hotmail.com
http://www.wanpug.com/illust185.html
http://www.sakuradc.org/kinder/
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    さくらランチグループ  

 

５月２３日のさくらランチは、Wheaton にあるチャイニ

ーズレストラン富記でした。この University Blvd.に沿

ったショッピングストリップ、何十年と同じたたずまい

ですが、並んでいるお店の顔ぶれは変わるものの富

記だけは変わらず、十年一日のごとく同じ所にありま

す。この日はお天気に恵まれ五月晴れのまったく気

持ちの良い日でした。こじんまりと六人集まりました

がこのお店には丁度よい人数でした。 

 

まず Seafood Pan Fried Noodle これは塩味であっさ

りしております。Combination Pan Fried Noodleはしょ

うゆ味で塩味よりコクがありますが、どちらも夫々に

美味しいです。マーボ豆腐は青いハラペーニョの薄

切りが入っていて、口の中で丁度良い具合にピリッと

きてノドをするりと通り抜けていきます。これはお勧め

ですね。Chicken Eggplantは白身の Chicken slice と

茄子がバランスよくソースとからまっていてご飯が進

みます。Codfish & Bean Curd Casseroleはお鍋の中

に揚げた鱈と豆腐がくつくつと鍋料理のように煮立っ

ていて熱々ですから、少しさめたところで頂くと良いよ

う で す 。 こ れ も 美味 し い 料理 です 。 こ れ に

Combination Fried Riceでしたがこれはまあまあでし

た。 

この富記の料理はギドギドしてないであっさりしてい

るので私たち日本人の舌かそれとも老人の舌に丁度

良いのです。会計はチップをはずんで一人当たり１９

ドルですから懐にも優しいお店です。 

  

次のランチは  ８月１日(金)  １２時から 

 まこと     

      4822 McArthur Blvd. Washington D.C. 

      202-298-6866 

 

参加ご希望の方は７月２８日までにリンカー(301-

977-7134)までご連絡ください。 

 

さくらポットラックパーティーのご報告 

  

去る６月１日ポトマックコミュニティーセンターで行わ

れました恒例のさくらポットラックパーティーは、好天

も幸いして３０数名の参加者を迎え大盛況でした。

数々のご馳走がテーブルに所狭しと並び、皆様の心

のこもったお料理に大満足、幸せいっぱいのひと時

を過ごしました。 

 

 

長年さくら協会の会員で姿斉教室を主宰しておられ

ますスチュアート純子さんが姿斉教室のデモンストレ

ーションとして、「軸を上手く使うことで、美しく機能的

に身体を動かすことができる」ということで、一番簡単

な「軸を上手く使ったお辞儀の仕方」を教えていただ

きました。それから「身体の歪みは、身体からの信号

である、痛みや違和感、快適さに沿って動かすことで

整えられる。」（例えば痛みは赤信号、違和感は黄色

信号、快適なのは青信号）ということで椅子に座った

ままで出来る簡単な体操で、動かしやすいと感じる
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側に動かす事によって動かしにくかったほうが動かし

やすくなり、姿勢が整っていく事を実感しました。これ

ですと体に無理なく誰でも立っても座ってでも出来る

運動ですので、ＮＨＫの「ためしてがってん」なみに納

得しました。 

 

その後は、ビッグサプライズで前嶋明美さんがギター

で不朽の名曲「禁じられた遊び」を演奏してくださいま

した。その美しい音色にしばし聴き入りました。 

 最後にさくら幼稚園副園長の片桐伸子さんのピアノ

伴奏で、「さくら、さくら」「我は海の子」「もみじ」を皆で

合唱し日本の四季を思い出し、一番最後に「ふるさ

と」を歌って日本を偲びました。 

 今回も沢山のドアプライズ、商品券、お食事券をご

寄付くださいましたまるいち様、ＪＦＣ様、はなマーケ

ット様、ぶるーおーしゃん様はじめ、個々の会員様か

らの品物および小切手のご寄付を賜り、ここに厚くお

礼申し上げます。有難うございました。皆様からのご

寄付は、今後のさくら協会の活動、運営資金のため

に使わせていただきます。（スポールディング二宮陽

子） 

 

 

夏は料理に手間暇をかけるのが億劫になりますね。

そこで、簡単に出来きて、見栄え、栄養バランスとも

に見劣りしないお料理をご紹介いたします。 

 

サトイモのそぼろ煮 

【簡単サトイモの皮むき】 

1．サトイモをタワシで良く洗い、皮の周囲にぐるりと包丁を

入れて、水から 15分ほど茹でる。 

2．竹串を刺してみてスッと通るようになったらザルに上げる。 

3. ペーパータオルなどに包んで皮をむくと、とても簡単に

取れます。 

【 そぼろ煮レシピ 】   

材料（4人分）： 

里芋 …10個～12個  

鶏ひき肉 …200g  

塩 …大さじ 1 ～１-１/２ 

サラダ油 …大さじ 1 

水溶き片栗粉 …水:大さじ 2・片栗粉:大さじ 1  

（煮汁）  

酒 …大さじ 3～4  

水 …カップ 1-1/2 

みりん …大さじ 3～4  

砂糖 …大さじ 1-1/2 

しょう油 …大さじ 3～4 

しょうが（薄切り）…5枚 

作り方： 

1．鍋にサラダ油を入れ中火で熱し、鶏ひき肉をほぐしなが

ら炒めます。  

2．肉の色が変わったら、里芋を加えさっと炒め、煮汁の酒、

水、みりん、砂糖、しょう油、薄切りしたしょうがを加えて混

ぜます。 

3．煮立ったら弱火にして蓋をして 15分間蒸し煮します。  

4．里芋がやわらかく煮えたら、水溶き片栗粉を煮汁のとこ

ろに加えとろみがついたら出来上がり。 

 

豆腐とツナのレンジ蒸し 

 

材料（4人分）： 

木綿豆腐 …1丁 

しめじ …1パック 
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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 

おまちしております。 

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 

ツナ缶（油漬け） …1缶（165ｇ） 

Ⓐ  

塩 …小さじ 1/2 

片栗粉 …大さじ 2 

しょうが（みじん切り） …1/2かけ 

酒、しょうゆ …各大さじ 1 

Ⓑ 

ごま油 …大さじ 2 

しょう油 …大さじ 1 

香菜（Chinese parsley） …2～3本 

作り方： 

1．しめじは、かさのほうから幅 1ｃｍに刻み石づきを除く。ボ

ウルに豆腐、しめじ、缶汁をきったツナを入れつぶす。 

2．１にⒶを加えて混ぜ、サラダ油（分量外）を塗った耐熱皿

にのせ、中央を直径 7ｃｍ程あけてドーナツ状に形作る。

（これで加熱ムラを防ぐ） 

3．レンジ用の蓋かラップをして、電子レンジで約 15 分加熱

する。（出電力により調節） 

4．取り出して、3ｃｍ長さに切った香菜を散らし、Ⓑを合わせ

てかけて出来上がり。 

  

―さくら年次総会のご案内― 

 さくら協会では 9 月 21 日（日）午後 2 時～3 時半ま

でポトマックコミュニティーセンターに於いて年次総会

を開催致します。この総会で

は、さくら協会事務局メンバー

の紹介と 2013 年度年間活動

報告及び会計報告を致しま

す。また、この総会は会員の

皆様と今後の活動などについ

て直接意見交換を行える唯

一の場所となっておりますので、お時間の都合がつく

方はぜひご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 

お手数でもご参加いただける方は、9月 17日までに

さくら協会事務局 info@sakuradc.orgへ参加人数を添

えてご連絡をお願い致します。（さくら協会事務局） 

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。 

 

さくら教室のご案内 

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 

mailto:%20info@sakuradc.org
mailto:yspalding@cox.net
mailto:yagi.yoko@comcast.net
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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 

 

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。 

 

また面白い川柳を見つけたのでご紹介します。これ

を見ると現代の日本の様子が良くわ

かります・・・。 

 

サラリーマン川柳 

「ご飯いる？家にいるのにメール来る」 

「ダルビッシュ １球だけで我が月給」 

「何かをね 忘れたことは覚えてる」 

「昼食は 妻がセレブで俺セルフ」 

「締めないで 財布のヒモと俺のくび」 

「ゴハンよと 呼ばれて行けばタマだった」 

「いい家内 １０年経てばおっ家内」 

「コストダウン さけぶアンタがコスト高」 

「課長いる？返った答えは“いりません”」 

 

奥さま川柳 

「スッピンで プールに入り 子が迷子」 

「厚化粧 そういうあんたは薄毛症」 

「家きれい 誰か来るのと子に聞かれ」 

「何食べたい？変える気ないけど聞いてみる」 

「遅くなる、昔”どうして“いま”どうぞ“」 

「お醤油は？そこにあるでしょ昔から」 

「痩せてやる！コレ食べてから痩せてやる」 

「我が家では 子供ポケモン パパノケモン」 

「部分痩せ したいところが大部分」 

沖縄の踊りとエイサー 

 

来る９月６日（土曜日）、ワシントンＤＣのケネディセンター・ミレ

ニアムステージで、沖縄からやってくる１６名のアーティスト達 

                                が華麗な踊りを見せてくれます。入場は無料、先着順ですの 

                                で早めに会場に行くことをお勧めします。 

http://www.jcfourseasons.com/
http://www.shisei-planet.com/
mailto:junkostuart@gmail.com
http://hula-suki.com/010/post_2.html
http://option.okitour.net/ryukyubuyou_food/
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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。) 
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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。 

 

http://www.sakuradc.org/
mailto:info@sakuradc.org

