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最近は小学生からお年寄りまでみんながコンピュー

ター、スマートフォンなどを使ってどこからでもインタ

ーネットにアクセスし、迅速に情報を得たり、スケジュ

ールの確認をしたりするようになりました。そこで、さ

くら協会もその時代の流れに遅れないように十年以

上使用していたウェブサイトのデザインを一掃し、ア

クセスした人が見やすくて楽しめるサイトにしました。

新たな試みとしては、お問い合わせやご質問などを

直接ウェブサイトから送れるようにし、またアンケート

調査により皆様からのご意見ご要望をまとめられる

ようにし、それを協会の活動

に反映していきたいと考えて

います。また、会員の皆様

には最新版のさくら通信をカ

ラーで閲覧できるページ（パ

スワード要）を設けました。

カラー版のさくら通信は印刷

版とは一味違った楽しみ方を味わえます。新さくら協

会ウェブサイトのアドレスは、http://sa.sakuradc.org 

です。ぜひ、お試しを。 
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日米医療の狭間で 

前編 
                    木村 洋 

コメディアンの綾小路きみまろが、中高年をからか

って笑わせる言い草の中に、「三人寄れば病気の

話、五人寄ればお寺の話 ・・」  というのがある。こ

とほど左様に年寄りは、寄るとさわると自分の病

気のことを話したがる。そういう私も自分の病気の

ことを書いて、あいつも年を取ったなーと言われる

のは出来れば避けたいのだが、今度経験したこと

は単なる一老人の病気を通り越して、日米間の医

療の差、ひいては両国の文化の差まで感じさせる

ような話だったので、敢えてその辺に注目して書く

ことにした。病気自体はどこにでもある腰痛で、私

の場合はそれが嵩じて手術せざるを得なかったと

いうだけのことだが、そこに至る過程で、日頃から

日米両文化の狭間に生きている者でなければ出

来ないような、色々な経験をしたし、気付いたこと

も多かった。 

今回の腰痛は特別に重い物を持ち上げたり、交

通事故に会ったりしたせいではなく、単なる老化

現象として、椎間板ヘルニアや椎骨の変形が起り、

それが脊髄神経を圧迫して、腰から下半身への

痛みを生じたのだった。その痛みの進行は実に執

拗で、飲み薬や注射や体操で一時的には軽減し

ても、また必ずぶり返し、昨日よりも今日、今日よ

りも明日と、着実に、どこまでも悪くなっていく様は、

まるで癌でも進行しつつあるようで不気味だった。

そして異常に気付いてから半年もしない内に、痛

みは極限に達して殆ど動くことが出来なくなり、や

がて寝返りすら打てなくなって、末期患者の苦悩

を散々味わわされた。無理に起きだしても足腰が

余りに激しく痛むので、椅子に座っていることが出

来ず、食事は毎回立って食べ、パソコンも机の前

にひざまづいて、ちょうど小さな子供が伸び上がっ

て机の上の物を取ろうとしているかのような変な

格好で、一時間ほど使うのが精一杯だった。そし

て遂にはちょっとでも体をひねると全身に激痛が

走るようになり、一旦そうなったらもう全てを投げ

出してその場に崩れ落ちたまま、衝撃が収まるま

でじっとしている他、打つ手はなくなった。歯を食

いしばって我慢しても、こらえきれずに叫び声が出

てしまうほど恐ろしい痛みが、実際にあるというこ

とも、徹底して思い知らされた。 

 

勿論そうした悪化のプロセスが進行する間、じっと

何もせず手をこまねいて見ていたわけではない。

腰痛専門のペインクリニックや整形外科は勿論の

こと、神経内科、消化器内科、泌尿器科などにも

かかって、脊椎炎以外の神経や内臓の病気の可

能性もつぶしておくようチェックしてもらったし、鍼、

指圧、整体、ヨガなどの代替療法も一巡全部試し

てみた。コルセットも使ってみたし、運動器具も幾

つか買った。物理療法も専門のクリニックへ行っ

てちゃんとしたコースを取ったし、本やウェブサイト

に紹介されている腰痛体操も、自分で出来るもの

は全てやった。その結果幸いにも 癌や結石など

はないことが分り、やはり問題は腰椎の劣化と、

それにより圧迫された神経が原因であることが特

定された。同時に代替療法は （少なくとも私の場
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合は） いずれも一時的効果はあっても究極の解

決策にはならないことがはっきりした。整体や按摩

など、やりようによっては反って症状を悪化させる

ものさえあった。鉄棒からぶら下がるストレッチ運

動などは、簡単で痛みにもよく効いたが、その効

果はせいぜい毎回 30 分程度で、病状の悪化と共

にそれも次第に減っていき、やがて幾らぶら下が

っても痛みが取れることはなくなった。ペインクリニ

ックで打ってもらう注射も、最初は著しく効果があ

り、特にステロイド注射

は素晴らしくて、完全

に痛みが取れたが、そ

の状態も一ヶ月ほどし

か続かず、注射回数を

重ねるにつれて効き目

の持続時間も短かくな

っていき、四回目を過

ぎた頃からはもう殆ど

効かなくなった。一般

に腰痛の三分の二は数回のステロイド注射と休

養だけで治ると聞いたが、私のケースはその三分

の二には入らなかったらしい。こうやって常識的に

考えられる対策は全て試みた結果、もう手術以外

には打つ手はあるまいと、自分でも納得が行って、

あきらめがつくまでに半年余りの時間がかかった。 

この種の病気に対する手術には大別して二つ

あって、「固定」 と 「除圧」 に分けられる。

固定 （fusion） は、問題のある椎骨二つを

本来あるべき距離に離して金具で固定し、骨

と骨の間から出ている神経に対する圧迫を取

り除く方法で、背骨の一箇所だけに支障があ

る場合には有効だが、他にも幾つかの椎骨に

同様の障害がある場合には使えない。（そん

なに多数の椎骨を固定したら脊椎全体がガチ

ガチに固まってしまい、文字通り腰が曲がら

なくなってしまう｡） また一箇所だけでも固

定すれば、今度は固定していない他の骨に対

する負担が増えて、そちらの劣化が進むとい

う問題もある。それに骨の両側から巨大なね

じくぎを打ち込み、それを鉛筆ほどもある太

い金属棒でつないで固定するやり方自体が、

余りにも乱暴で、骨に著しい負担がかかるし、

背中の切開部分も大きく、手術後の筋肉や神

経の回復に重大な障害が出る恐れがある。ま

た幾らチタンで出来ていて拒絶反応は起らな

いとはいえ、そんな大きな異物が背骨の中に

埋め込まれたまま暮さねばならないことに、

問題がない筈はない。現に手術自体は成功し

ても、固定部分が処方箋通り機能するのはせ

いぜい 7～8年で、あとは全体にガタが来て、

大抵再手術が必要になるというし、その分今

より年を取ってから、また大手術をすること

の危険性も無視出来ない。医者から見れば 7～

8年も元の生活が取り戻せるなら御の字なのか

も知れないが、こっちはまだ 10年も 20年も

生きる積りなのだから、そんなことでは困る

のだ。 

 

これに対し除圧 （decompression） の方は、

椎骨は固定せず、今まで通り自由に動ける状

態のまま、神経を圧迫している椎間板ヘルニ

アや骨の増殖部分だけを切り取る方法で、一

般に内視鏡で覗きながらやる手術なので、背

中の切開部分も小さく、周囲の筋肉や神経に

対する傷も最小限で済む。椎骨を固定しない

ので、本来の背骨の柔軟性は失われず、リハ

ビリ期間が済めば元通りスポーツも出来るし、

背中に大きな金属製の異物を埋め込んだまま

生きているという不安感もない。ただ固定の

場合のようにオープンカットで、何もかも直

接手で触れながらやるのではなく、細い管を

通して顕微鏡で見ながらやる手術なので、障

害部分を完全に取り除けるとは限らず、結果

として除ける痛みも、平均して 70%台に留まる

といわれる。だからこそまた執刀医の技量が

重要で、この方法を使うなら、特に経験豊か

で手先の器用な医者を見つけることが先決に

なる。 
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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 

 

 

万一手術が失敗した場合、次に打つべき手があ

るかどうかという観点からすると、除圧なら、その

あとで固定術をやることが出来るが、固定を先に

やってしまったら、後から除圧術をやる意味はなく、

その意味で固定はやはり最後の最後の手段と考

えられるべきものである。それを （私が会った多く

の外科医のように） ハナから文句なしに固定術で

行くというのは、ちょうど紛争が起こったら直ちに

核兵器を使うようなもので、過剰攻撃になる危険

性が無視出来ない。そんなことをすれば確かに敵

は殲滅できるかも知れないが、自分も甚大な被害

を被って、何のためにそんな激しい手段を使った

のか分らなくなる恐れがあるからだ。 

それにどの症状にどの術式が合うのかは、医者

自身の好みもあるので、必ずしも患者にとってベ

ストな方法が選ばれるとは限らない。現に私の場

合、最初に訪ねた三人の外科医は異口同音に固

定術を薦め、特に三人目の医者などは、私の体を

診察もせず、話も聞かず、MRI 画像を見ただけで、

固定で行くと断定した。幾ら単純な病気でも、患者

を診察することもなく、画像などの検査結果だけで

診断が下せる筈はないのに、技術の進歩と共に

益々機械的に、検査データだけを見てやる医療が

広がり、患者が生身の人間であることが忘れられ

つつある。特に痛みなどは精神的要素が大きい

から、医者が患者の苦しみを理解し、心のケアに

も注意を払うことが、治療効果を大きく左右する筈

である。然し現代の医者は余りにも忙しく、技術も

複雑多岐になり過ぎて、昔の町医者が経験的に

知っていたような、全人的治療をやっている暇が

なくなってしまった。 

それでも私が頑張って、この三番目の外科医に、

もっと穏やかな手術をしてもらうことは出来ないか

と尋ねたら、彼は明らかに腹を立て、「固定以外は

みんな実験的段階の手法に過ぎません。貴方が

そんな実験のモルモットにされたいのなら、どうぞ

そういう医者のところへ行って下さい」 と言って部

屋を出て行ってしまった。固定以外の方法だとて、

ちゃんと保険で認められているし、他の多くの医

者も使っているのに、自分が得意とする術式以外

はみんな未熟な、実験段階の手法だと決めてか

かる、その医者の余りの尊大さに、私は開いた口
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が塞がらなかったが、あとでそのことをカリフォル

ニアで救急専門医をしている私の息子に話したら、

普段は非常に思いやり深い彼が、意外にシラーッ

とした口調で、「そういう性格の人間が外科医にな

っているのだから、別に驚くこともないんじゃな

い？」 ・・ と言ったので、もっと驚いた。 

息子に言わせると一般に外科医はさっさと開き、

さっさと切り取り、さっさと閉じて終わりにしたいよ

うな性格の人間がなるのであって、それが彼等の

商売なのだから、勝手に外科医を訪ねておきなが

ら、出来れば手術しないで済ませたいとか、すると

しても出来るだけ軽い方法でやってもらいたいな

どと言うのは、お門違いだということになるらしい。

穏やかな術式の手術をして欲しければ、まずそれ

を専門としている医者を自分で見つけてから、そ

の人のクリニックへ行くべきなのであって、固定術

で売っている人のところへ行って除圧でやってくれ

と言っても、よそを当たってくれと言われるのは当

然だというのだ。そう言われてみれば確かに私は

四十数年間もアメリカに住んでいたくせに、今尚、

患者としては徹底して日本人で、「医者はあくまで

その患者にとってベストな治療法を選んでくれるも

の」 ・・ と考えていたが、自分にとって何がベスト

な治療法かは、アメリカでは患者自身が勉強して

決め、それにふさわしい医者も自分で探して診て

もらうべきなのだ。何もかも医者にお任せして、黙

っておとなしくしていれば、向うが最善の解決策を

考えてくれるのは、日本だけの話で、その意味で

私は （息子からは穏やかに、アメリカ社会からは

もう少し手厳しく）、「甘ったれるんじゃないよ」 と言

われていたのだ。 

そこで私は意を決して、体にかかる負担が少ない

除圧方式を使う医者が見つかるまで、徹底的に我

慢して探すことにした。然し既に三人の外科医が

揃って固定方式を勧めたように、ワシントン近辺で

内視鏡による除圧手術をする医者を見つけること

は、殆ど不可能なように思われた。ウェブサイトの

調査や電話での問い合わせで、ロサンゼルス、ヒ

ューストン、フィラデルフィア、ボルチモアと、段々

我家に近い都市に、そうした医者が居ることが分

ってきたが、肝心のワシントン近辺には、どうして

もそういう人が見つからなかった。そこでやむなく

日本の親戚を通じて、郷里の大学病院に問い合

わせてもらい、そこの教授で、脊椎の専門医として

外来患者も診ているという人に連絡を取り、もし私

が日本へ帰ったら診てもらえるかを尋ねてみた。

彼からはすぐ丁重な返事が来て、① 彼の外来診

療の時間帯に彼の病院へ行って申し込みさえす

れば、いつでも診てもらえること、② 私が送った

MRI 画像や病状説明書に､彼なりのコメントをする

ことは出来るが、私を直接診察することなしに診

断を下すことは出来ないこと、③ ただ一般論とし

ては、私の場合のように患部があちこちに分散し

ている場合には、固定術は使いにくく、除圧が中

心になるであろうこと ・・ が書かれていた。 

 これを聞いて私は今度は自分がいかにアメリカ

ずれしていて、日本のやり方を忘れていたかに気

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★５ 
 



さくら通信 2014 年 秋号 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

付いた。まず上記①でこの教授が言ってくれたよ

うに、日本では誰でも、いつでも、病院へ行って申

し込みさえすれば、その日の内に、望みの医師に

診てもらえるのだ。而もアメリカのように、特別料

金を払った人だけが先に診てもらえるのではなく、

みんな均等に、申し込んだ順番に、同じ治療なら

大体同じ費用で診てもらえるのだ。こうした医療へ

のアクセスの容易さと、そのサービスの平等さは、

先進国の中でも恐らく日本だけで享受出来る、素

晴らしい便宜だと思うのだが、我々日本人は普段

その有難さを忘れている。また上記②と③にある

ように、この教授は資料だけで病気を判断せず、

患者本人を直接診て、その話を聞くことを重視す

る人だったし、患者の負担が軽くなるような手術を、

向こうから進んで考えてくれる点でも、医者として

理想的な存在だった。日本にはまだ 「医は仁術」 

の哲学が生きている ・・ そう思って、私は嬉しかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

ところが残念なことに、やっとこうして日本で、自分

が望むような医者に診てもらう目途が立った頃に

は、私の体調は最悪な状態になっていて、とても

飛行機で日本まで帰ることなど出来そうになかっ

た。仮に飛行時間中は横になれても、ちょっと体

の動かし方が悪いとすぐ死ぬほどの激痛が走る

状況で、どうやって旅をするのか ・・ その答えが

出ないまま、かかりつけのペインクリニックへ行っ

て、日本へ帰る間だけ持てばいいから、痛み止め

のステロイド注射を打ってくれないかと頼んでみた

が、彼等はそんな事情を聞いた以上、機内で何か

起こった場合、責任を取らされるとでも思ったのか、

「もう貴方には十分ステロイド注射を打ったから、

これ以上は打てません」 と言って、頑として受け

付けてくれなかった。 （後編へ続く） 

木村洋（きむらよう）：１９４２年生まれ。外務省４年、

世界銀行２５年、慶応義塾大学２年、国連３年勤

務。２００２年に退職。ヴァージニア州フェアファッ

クス在住。 
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「宝箱を見逃さないで生きる人々」 

 〜グアテマラ視察旅行を終えて（前編） 

                             ハリソン 牧子 

 
７月末に娘２人を連れての３週間の一時帰国を終

え、アメリカに戻った。時差からはようやく回復した

ものの、本当なら日本での思い出にまだ浸ってい

たい気持ちになんとか区切りを付けて、８月１０日

初めての旅行先であるグアテマラに今度は単身

で向かった。International Justice Mission (IJM) と

いう NGO の企画した４泊５日の視察旅行に参加

する為である。 

 

IJM は１９９７年にアメリカで設立され現在世界１３

カ国、１８のコミュニティーで活動している人権問

題を扱う非営利団体である。児童売買の被害者

や性的虐待を受けている子供達を始め、世界中

で人権を無視した違法な扱いを受けている貧しい

人々（インドで奴隷として働かされている人々、ア

フリカで土地を奪われ路頭に迷う未亡人、与えら

れるべき市民権が与えられていない為に不当な

扱いを受けているタイの少数民族等）を救済し、社

会復帰できるまでの援助をする一方で、加害者を

逮捕し、それぞれの国の法的機関を通して裁くま

でのプロセスも援助している。２０１３年度は子供、

女性、男性合わせて３，５５５人を救済、３００人の

加害者の逮捕を助け、１５３人を告訴に導き、４，

０００人以上の被害者達に社会復帰の為のアフタ

ーケアを提供した。こうした個々のケースワークに

加え、IJM は警察官のトレーニング等を通して途

上国政府の法的施行機関の強化を援助している。 

 

IJM のプレジデント、ゲイリー・ホーガンが今年の

始めオックスフォード大学出版社から出した「The 

Locust Effect」に詳しく書かれているが、先進国で

は当然と思われている暴力から身の安全を守る

為のシステムや手段が、多くの途上国の貧しい

人々には与えられていない。国によっては法的施

行機関が虐待を見過ごしたり、そうした犯罪に加

わったりしている。必ずしもそうした人権に関する

法律が無い訳はなく、あっても警察や裁判所等の

法的施行機関が腐敗や資金不足が理由で正常に

機能していない為に、貧しい人々の役に立ってい

ないのだ。しかも途上国において身の安全に関わ

る犯罪問題は先進国に比べてずっと深刻である。

もし身の安全が保証されなかったら、どんなに新

しい病院や学校や仕事場ができたとしても人々が

その恩恵を実際にこうむる事は難しい。そう考える

と身の安全保証は国や社会が効率的に発展して

ゆく為の基本条件と言える。それにもかかわらず、

「The Locust Effect」によると USAID（国際開発援

助をするアメリカ政府の機関）や世界銀行が、貧し

い人々を身の危険から守る為の国のシステムの

向上に投資する援助金は全体の１％にしかならな

い。 

 

夫と私は７年ほど前から IJM を支援している。IJM

が取り組む問題の深刻さとそのアプローチに同意

するのと、IJM のスタッフとその運営の仕方が格

段に優れているからだ。子供も今年６歳と４歳にな

り少しずつ手が離れて来たので、夫の協力を得て

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★７ 
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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 

 

１年に一回をめどに今回のような IJM 海外オフィ

スの視察旅行に行く様にしている。アメリカで社会

的にも経済的に恵まれた生活をしていると、我々

はどうしても本当に助けを必要としている人々の

苦しみを忘れてしまい、ニュースで悲惨な話を聞

いても簡単に耳をそらす様になってしまうからだ。

昨年５月の視察旅行で訪ねたカンボジアとフィリピ

ンでは、違法に売春婦として働かされている子供

達が IJM の救済する主な被害者で、その現状に

心が痛んだ。今回訪ねたグアテマラで出会ったの

は私に取っては意外な、そして心を更に重くさせら

れるような犯罪の被害者達だった。 

 

グアテマラはメキシコのすぐ南に位置する人口１４

万の国である。紀元前２５０年頃に始まるマヤ文

明の一部でもあった。１６世紀、スペインによる植

民地化に始まり、グアテマラは政治的、社会的、

文化的に複雑な歴史を重ねて来た。冷戦中はアメ

リカと旧ソビエト連邦との対立の影響も強く受け、

特に１９５４年にアメリカ政府が介入して設置され

た軍事政権はその後長く続いた内戦の引き金とも

なった様である。１９９６年にようやく３６年にわた

る内戦を終えた今も社会の様々な面で不安定な

要素を抱えている。世界銀行の資料によると、グ

アテマラは中央アメリカでは最大の経済力を持つ

にも関わらず、貧富の差は最もひどく、特に地方

の土着民族が住む地域の貧困レベルは中央アメ

リカで最大級に属する。犯罪と暴力もグアテマラ

社会が抱える深刻な問題で、それによる社会的損

失は GDP の約８％にも上る。 

 

初めて降り立った首都のグアテマラ・シティは８月

にも関わらず気温が常に２０度前後の、 とても気

候に恵まれた都市だ。ただ標高５，０００フィートに

位置する為、常に水分補給しながら高山病には気

をつけなければならない。飛行場ではインターンと

して１年間 IJM グアテマラオフィスで働いているア

メリカ人の A さんと、同じく IJM グアテマラオフィス

の捜査官でグアテマラ人の R 氏が暖かく出迎え

てくれた。治安が必ずしも良くないグアテマラでの

身の安全を確保する為、 Ｒ氏ともう一人ボディー

ガードが視察期間中常に私たちチームに付く事に

なった。 

 

今回アメリカから参加した視察チームのメンバー

は IJM の創設者でプレジデントでもあるゲイリー・

ホーガンを初めとする IJM スタッフ５人、IJM の支

８ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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援者がアメリカ各地から１２人とカメラマン１人の

計１８人である。正味３日間のスケジュールはかな

り密で IJM の現地スタッフ、救済された被害者の

子供達、グアテマラ政府の関連機関で働く人々

（裁判官、検事、刑事、女性と子供に関わる仕事

をする省庁の役員）、教会関係のリーダー達と直

接に関わる機会が与えられた。残念ながら全ての

行程をここで紹介する事はできないが、特にイン

パクトの強かった３つのイベントについて書こうと

思う。 

 

IJM グアテマラオフィスはグアテマラ市と近郊地域

に住む性的虐待を受けている子供達を守る為に２

００５年にオープンした。滞在２日目の朝、私たち

はこの IJM のオフィスに集まった。１年に４回ほど

オフィスで行われるピニング・セレモニーという式

典に参加する為である。この式典は、最近法廷で

自らの身に起こった残酷な犯罪の証言を終えた、

勇敢な被害者の子供達に「あなたはヒーロー・ヒロ

インですよ」、というシンボルのピン（胸飾り）を渡

す為のお祝いの行事である。衝撃的だったのは

被害者の子供達（１５歳未満）は一人残らず家庭

内において親戚や知人によって性的な虐待を受

けた子供達だった事である。それもその朝一張羅

を着て集まった２４人の子供達のうち、何人かはメ

リーランド州にあるさくら学園に通う４歳の下の娘

とほぼ同年の女の子、男の子達だった。視察団は

こみ上げてくる涙を抑えながら、名前を呼ばれて

前に出てくる子供達一人一人の胸元にヒーローの

ピンを付け、よく頑張ったね、との思いを伝える機

会を与えられた。私がピンを付けた女の子は娘の

花奈と同い年の４歳であった。被害を受けた当時

はおそらく３歳だったであろうと後で教えられた。

名前を呼ばれて前に歩いてくる子供の小ささに驚

き、私はしゃがんでその子を迎えた。小さな体から

無邪気なエネルギーが伝わってきた。その子が救

済されてから法廷で証言できる様になるまでのプ

ロセスを忍耐強く、深い愛情を持って支えて来た

IJM スタッフでグアテマラ人のソーシャル・ワーカ

ーが満面の笑顔と抱擁で女の子を迎え、私がそ

の子の紫の洋服の胸元にピンを付けた。見知ら

ぬ国から来た初対面の私にも笑顔で両手を広げ

たその子に応じて私も精一杯抱きしめた。抱きし

めながらこれからのこの子の人生をどうぞ見守り、

良いものとして下さいと神に祈った。小さな命がこ

こまで頑張って来た事を祝う気持ちとあまりにも悲

しい気持ちとが入り混じった非常に複雑な心境だ

った。 

 

同じ日の夕方、私たちは市内にある大きなホテル

の会場で IJM が主催する会議に招かれた。主賓

はグアテマラの副大統領、検事総長、そして内務

大臣である。会議の目的はこの３者が代表するグ

アテマラ政府の各機関と IJM とがこれから協力し

ながらグアテマラにおける子供の性的虐待を阻止

し、被害者を救済、加害者を法で裁く為の努力を

増していく事に公式に同意する事だ。女性初のグ

アテマラ副大統領であるロクサーナ・バルデッティ

は自分のリーダーシップのもとでグアテマラを女

性と子供達にとって安全な国にする決意を、熱意

を込めて語った。２００人以上の来賓と記者達が

見守る中、３人の主賓と IJM プレジデントのゲイリ

ー・ホーガンは協力体制を約束する覚書にサイン
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をした。  

 

同じ日にこの全く違った２つの集まりに参加した事

は私達視察団にとって大変印象深く、また大切な

経験となった。ゲイリー・ホーガンはその朝ピニン

グ・セレモニーで子供達とその家族を前にしてこの

ように語った。「アメリカから来た私達は今日とても

大切な行事に参加する事になっています。その行

事にはあなた達の副大統領も含めた要人が何人

も参加する事になっています。あなた達の国をよ

り良くする為に皆で協力して行く事を約束する大

事な行事だからです。でも私達にとってその行事

よりももっと大事な行事があるのです。それは今

日のこのピニング・セレモニーです。ここにいる私

達は皆、一人残らずそう思っています。それはあ

なた達が本当の意味でのヒーローだからです。私

達はもっとあなた達のようになりたいと願っていま

す。スーパーヒーローにはパワーと勇気がありま

すね。あなた達こそがそのスーパーヒーローだか

らです。」社会の底辺にあって想像を絶する非人

間的な扱いを受けて来た子供達とその家族が、ゲ

イリの言葉を食い入る様に、驚きに目を見張って

聞いていたのが今でも忘れられない。 

（後編に続く） 

 

ハリソン牧子 

慶応大学経済学部卒業。ロンドン・スクール・オ

ブ・エコノミックス哲学部経済哲学科博士課程修

了後、世界銀行に勤める。2011 年に退職後は二

児の子育ての傍ら子供の福祉・教育に関わるボラ

ンティア活動をする。ヴァージニア州在住。今年度

さくら学園園長。 

 

    

 

長かった夏休みも終わりを告げ、さくら学園の授

業が 8 月 30 日から始まりました。 夏休みを通し

て身長も心も一回り成長した園児たちが元気な登

園姿を見せ、お互いの再開に喜びあう様子はとて

も微笑ましく、またたくましいものでもありました。

年中組においては、今年度 1 学期から年中組を

担当されている、子供たちに大人気のスティーブ

ンス先生が楽しい手遊びやお話をたくさんしてくだ

さりました。 また、8 月 30 日には、年中さんも年

少さんも一緒にエヴァンス先生とスティーブンス先

生が企画してくださったすいか割りを楽しみ、9 月

6 日にはお月見の話を聞き、月見団子を手作りし

ました。 年少さんたちは、「すいか」と「だんご」を

墨で一生懸命、とても上手に書けました。 

 

2 学期は一番長く、また、運動会、音楽会、忍玉道

場、年越し準備など、一番行事の多い充実した学

期でもあります。子供たちは早速 9 月 20 日には

運動会の予行演習を始め、10 月に運動会が終わ

ると思いきや、音楽会の練習にさしかかります。 

行事の合間を縫うように、先生方も一層秋･冬なら

ではの季節の伝統･習慣を授業の一環として子供

が楽しめるように取り込んでくださっています。子
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供がさくらに入るまで、仕事でも私生活でも日本語

を使う機会があまりなかった私のような親にも、さ

くら学園は忘れかけていた日本と日本語を取り戻

させてくれています。 

さて、さくら学園に来られているご家族は、アメリカ

人（各文化の違いはあるにせよ）・日本人・日系人

の組み合わせにとどまらず、所謂サードカルチャ

ーキッズを含めた家族が少なくはありません。サ

ードカルチャーキッズというのは、両親それぞれの

パスポート・文化以外の国や文化で長期間育つ子

供のことです。 

 

私たちの家族の場合は、主人はアメリカ人ではな

くヨーロッパの 2 国籍を持ち、双方ともお雇い外国

人という意識でこの地に住んでおり、また、とりあ

えず今はワシントンに仕事のために居住し、また

ワシントンが家族のベースになるではあろうが、今

後世界のどこかの国にどちらか側の仕事のため

転勤することになるかもしれないという意識を常に

持っています。我が家の一人っ子は今のところ 4

国籍を有し、4 歳半ではありますが自分のアイデ

ンティティーは日によっては日本人（厳密に言えば、

関西人）であったりスペイン人であったりし（まだア

メリカ人はでてきていません）、この先もおそらく変

化しつづけ、それが彼の今後の自己形成におそら

くかなり影響するだろうという観点から、現地校に

通わせるよりもインターナショナルスクールに入れ

ることにしました。移民の多いアメリカで何を、と思

われるかもしれませんが、実は我が家の近くの公

立小学校は国籍をとっても人種をとっても多様性

がほとんどないという環境なので、その中で特異

扱いされたり、同化を強要したりされたりするより

も、なんでもありのごった煮の中に放り込む方が

本人も親もやりやすいのではないか、と思ったま

でのことです。もちろんそれには高いプライスタグ

がついてくるのではありますが。 

さくら学園は、こうしたサードカルチャーキッズ達に

対しても、ラベルを貼らずにそのまま温かく包容し

てくれ、各個人の中にある日本のかけらを、遊び

や保育を通してうまく引き出して、大切にしてくれ

ているような気がします。また、子供同士も、さくら

学園を通して、日本を軸にしたコミュニティーにい

るという一種の帰属意識をはぐくみつつ、地域や

スポーツや親の職業やその他社会経済的な枠に

はまらない、自由かつ長く続くような友達関係がで

きるという、なかなか贅沢な環境にいるようです。

さらに、親同士の連携が、保育、業務や行事を通

して深くなるなかで、今後様々な逆環境の中で少

しでも日本語と日本文化の環境を一緒に築き保と

うとする、同志のような絆ができるのも、さくら学園

の大きな魅力の一つといえるのではないでしょう

か。 

日本の伝統行事が盛りだくさんの 2 学期を迎える

にあたり、普段からさくら学園の運営に時間、気力

と労力を割いてくださっているさくら協会の方々、

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１１ 
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先生方の努力と工夫、保護者の皆様、先輩の保

護者の方々、そして普段から様々な形で日本語・

日本文化コミュニティーに貢献・還元してくださって

いる方々に感謝する次第です。  

 

さくら学園 年中組・会計       鈴木智子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

まだ少し暑い日もありますが、季節はすっかり秋に突

入しました。そこで、旬のお魚、鯖のお料理をご紹介し

たいと思います。 

 
 

 

☆さばの竜田揚げ 

材料（2 人分） 

さば（3 枚おろし） 2 切れ 

① しょうゆ 大さじ１-１/２ 

   料理酒   大さじ１-１/２ 

     おろしにんにく  少々 

     おろしショウガ  少々 

片栗粉  適量 

揚げ油  適量 

（付け合わせ）  

長ねぎ  ６cm 

しし唐辛子  ６本 

 

作り方 

1. さばを４等分くらいに切り、ボウルにいれて①を加 

  え、手でもむようにして全体に味をからませ、１０分 

   程おいて下味を付ける。 

2. １．の汁気を軽く切って片栗粉をまぶつけ、余分な 

    粉ははたき落す。 

3. 揚げ油を１７０度に熱し、2．を入れて中火でゆっく 

   りと薄いきつね色になるまで揚げる（4～5 分）。 

4. しし唐辛子は揚げている途中で破裂しないように 

   竹串で 2～3 ヶ所穴をあけ、20～30 秒揚げる。 

5. 長ねぎは白い部分のみを千切りにし、水にさらして 

   パリッとさせる。 

6. 器に盛って出来上がり。 

 

 
 
 
 

今年も「さくら協会のミツワ買い物旅行」を計画し

ております。今回は、12 月 14 日（日）の予定です。

今から年末年始のお買い物、献立を考えるのも良

いかもしれませんね。 

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

者が保育や行事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。ヴァージニア州や 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 メール

（yochien@sakuradc.org）にて、お気軽にご連絡くださ

い。 

１２ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

http://www.sakuradc.org/kinder/
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さくらランチグループの報告 

８月１日のさくらランチは DC にある”まこと”でし

た。人数が８人でしたので１２時の予約が取れず

１時１５分でしたが８人分の席がなかなか作れず

皆さんが席についた時は１時半を過ぎていた様

です。皆さん一様に松花堂弁当にきめました。８

人が同じものを頼んだ方がお店の人に少々楽か

なと思ったりしながら、会話を楽しみながら待ち

ました。またこれが目玉でもあるのです。 

先ず貝のお吸い物から始まり前菜の三皿がでま

した。ごぼうの酢の物は、さらした白い薄切りで

なかなか美味しいです。小さい入れ物に入った

そうめんはさっぱり味です。それにトロの煮付け、

小さい切り身ですがとても美味しく美しく盛られて

おりました。 

そしてお弁当ということで四皿にご飯、味噌汁で

す。 

まぐろのおさしみ、玉子と焼いた鱈の切り身、豆

腐のうえに鮭のちいさい切り身が乗ったものそ

れに青野菜とわかめにうなぎの蒲焼。みんな少

しずつですが美しく盛り合わせてあるので目を十

二分に楽しませてくれ、結構お腹いっぱいになり

ます。これにデザートはシャーベットで後味がす

っきり。また、お店のオーナーが小さなケーキを

サービスしてくださいました。お値段はチップ込

みで一人当たり３０ドルでした。とても満足したラ

ンチとなりました。 

 

【ランチョンコーディネーター募集】 

 

現在、さくら協会ではランチグループのコーディ

ネーターを募集しております。食べ歩きの大好き

な方、ぜひお手伝いください。連絡は、

info@sakuradc.org までお願い致します。 

 

さくら年次総会の報告 

去る 9 月 21 日（日）、ポトマックコミュニティーセ

ンターに於いてさくら協会年次総会が行われまし

た。総会では、昨年度の活動報告、会計報告を

行い会員の皆様からの承認を頂きました。また、

今後の活動予定についてなど会員の皆様から

の提案を基に意見交換が行われ、充実した会合

を持つことが出来ました。ご参加くださった会員

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１３ 
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居酒屋ぶるーおーしゃん 

 

 

 

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 

の皆様、有難うございました。 

 

今年度の事務局メンバーは、ガイス充子（会長）、 

スポールディング二宮陽子（副会長）、 

古山英津子（会計）、片桐伸子（教育）、 

八木葉子、リンカー佳日子、鵜久森 麻樹、高力

安子です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

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 -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メール：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メール： yagi.yoko@comcast.net 

 

姿斉教室  -講師：スチュアート純子 

場所：講師宅にて 毎週木曜日１１時～１２時 

電話：（２４０）８３９－７４２４ 

Ｅメール：junkostuart@gmail.com 

www.shisei-planet.com 

 

紅葉観賞の穴場  
 
紅葉の季節となりました。ワシントン DC からは

少し運転するだけでとても美しい紅葉が見られ

ますが、遠出をせず（運転せず）に紅葉を楽しめ

る場所をご紹介いたします。 

Constitution Gardens 
Constitution Avenue and 20th Street Northwest 
Washington, DC 20242 
www.nps.gov/ 
ここは、誰もが一度はお花見に出かけたことの

あるリンカーンメモリアルの横にある

Constitution Garden です。50 エーカーの敷地内

に楓、オーク、ニレなどのが植えられています。

春とは違った雰囲気が味わえます。ちょっとした

お散歩にはピッタリですので、ぜひお出かけを。 

１４ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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http://www.nps.gov/coga/index.htm
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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://sa..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？ 

 

 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

ィー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。 

 

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！ 
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