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新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、健やかな新年をお迎

えのこととお喜び申し上げます。 

今年は平成 27 年（未年）です。アメリカで生活してい

ると、今が何年だったか忘れてしまうくらい干支に関

しての話題が少ないですね。せいぜい中華料理店に

入った時にテーブルクロス用に敷かれている紙に書

かれている自分の干支を見つけて家族やお友達の

干支と比べてみたりするというくらいでしょうか。 

今年の干支羊は群れをなして行動するため、家族の

安泰や平和をもたらす縁起物とされているそうです。

近年の世界中のさまざまな問題が少しでも減り、より

平和な一年になってもらいたいと願うところです。 

今年も、さくら協会の運営メンバー 

一同、皆様に親しん

でいただける活動を

企画しています。 

本年もどうぞよろしく

お願い申し上げます。 
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日米医療の狭間で 

後編 
                             木村 洋 

 

かくて日本へは帰れず、アメリカでは望む手術を

してもらえそうにない中で、痛みだけが容赦なく

悪化していく、絶体絶命の窮地に立たされた私

は、いっそもう諦めて固定手術をしてもらうか、あ

ともう少しだけ今のまま頑張るかの間を、行った

り来たりしながら、一日また一日と、不毛な時間

を過ごしていた。するとそれから半月ほどたった

ある晩、私の窮状を耳にした知人が電話をくれ

て、隣町のマナサスに、内視鏡で手術してくれる

医者がいるらしいことを教えてくれた。その時ま

でにもう自分では運転も出来なくなっていた私は、

何とか妻の車でマナサスまで行き、その医者を

訪ねたところ、彼は私の症状の重さに驚いたの

か、すぐさま自分の日程を変更して、4 日後に手

術することにしてくれた。連絡して 2 日で会ってく

れて、そのまた 4 日後に手術してくれるという早

さは、アメリカでは例外的で、特にあれだけ人気

のある専門医の対応としては、殆ど前代未聞だ

ったことがあとで分ったが、それだけ私の症状が

重かったということなのだろう。また私自身が既

にあらゆる可能性に当ってみて、躊躇なく手術を

受ける心の準備が出来ていたことも、事をスム

ーズに運んだ一因だったと思う。 

 

幸いなことにその医者の応対は、それまでには

見なかったほど患者を尊重したものだった。彼は

それまでの経緯に関する私の説明を最後まで黙

って聞き、私の体を丁寧に診察した上、私にも

MRI 画像を見せながら、「これだけ複数個所に

問題がある貴方の場合、固定術で対処するには

無理があります。従って私は内視鏡を使った除

圧方式を使いますが、一箇所から入るだけでは

とてもカバー出来ないため、三箇所に穴を開け

て患部に到達します。それでも脊柱管狭窄部分

の全てを削り取れるとは思えないので、痛みが

取れるのはせいぜい 70％までと心得て下さ

い」 ・・ と言った。私はその正直で丁寧な言い方

に深く満足し、即座に 「それで十分ですから、ど

うぞやって下さい」 と、心から言うことが出来た。 

 

医療技術が進んで専門性が高まるに連れ、医者

はこうした丁寧な診察と、患者との詳しいコミュニ

ケーションの重要性を忘れ、機械的な検査結果

だけに基づいて一方的な診断を下すようになり

つつあるが、少なくともこの医者は本来あるべき

医療の基本を忘れてはいないように見えた。彼

がわざわざ術式の名称を手書きにして私に見せ、

「こういうやり方をしますので、貴方の体に対する

負担は最小限で済む筈です」 と言った時には、

その術式の詳細を知らなくても、その通りに違い

ないと思って安心出来た。こうした医者と患者の

信頼関係、それが術後の痛みの受け止め方に

も、リハビリに対する意欲にも、いかに大きく影

響するものか、それを私は後にはっきりと知るこ

とになる。 

 

手術は医者 2 人、アシスタント 4 人の 6 人がか
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りで、2 時間半かかり、背中を縦に 8cm ほど切っ

て、その奥 3 箇所に穴をあけ、そこへ順々に内

視鏡を入れて、中の神経圧迫部分を削り取る作

業をした。手術室へ入ってから、何か質問はあり

ますかと言われた時、私は急に思いついて、切

り取った骨や椎間板の破片は、あとで私にもらえ

ますかと聞いてみた。それが手に入れば、どん

なに小さな異物がどんなに物凄い痛みを引き起

こしていたのかが分って、あとで話の種に出来る

だろうと思ったからだ。然し医者とナースは顔を

見合わせ、そんなことを聞いた患者は貴方が初

めてだといって笑った。その時の彼等の説明に

よると、ちょうど歯医者が小さなグラインダーで

歯を削る時のように、内視鏡と共に挿入したドリ

ルで削る椎骨の破片などは、みんなその瞬間に

吸入管から吸い取られて、自動的に捨てられて

しまうので、まとまった切片などは何も残らないと

いうことだった。その他にも聞きたいことは幾つ

もあったが、その時にはもう麻酔医がヤクを打っ

てしまったので、私は瞬時に気を失って、それを

尋ねている暇はなかった。 

 

次に私が気付いたらもう手術は終っていて、そ

れまでのあの恐ろしい痛みも、嘘のように消えて

いた。何もかも夢みたいで、さっき手術室へ入っ

たばかりのようだったのに、時計を見たらちゃん

と 3 時間余りの時間がたっていた。同じナースに、

「ハイ、終わりました。もう帰っていいですよ」  と

言われて、やっと私は自分が外来患者扱いだっ

たことを思い出した。日本ではこの種の手術の

場合、術前に一日、術後に一週間は入院させる

のが普通だそうだが、アメリカではそんなことは

話題にも上らなかった。日本の場合、一週間病

院に置いてくれるといっても、大抵は大部屋なの

で、騒がしくてよく眠れず、 見かけほど楽ではな

いそうだが、アメリカでは個室が原則でも、やは

りさっさと家に返した方が治りが早いし、院内感

染などの面倒も避けられるので、保険会社も病

院も、余程のことがない限り、全部外来扱いにし

てしまうらしい。 

 

 

かくてその日の内に家に帰った私は、鏡を見て

驚いた。8cm ほど切った背中の傷が、何と事務

所で書類をとじるのに使うホチキス （と同じ金

具） でとめてあったのだ。日本では傷の大きさを

あらわすのに 「10 針縫った」 などというが、その

流れで行くと私の傷はさしずめ 「ホチキス 10 本

分の傷」 だった｡ 確かに一々糸で縫うよりは、ホ

チキスでとめる方が簡単には違いないが、人間

の皮膚をホチキスでとめるという発想自体、どう

見てもアメリカならではの実利主義としか思えな

かった。而もそれから 10 日ほどして､傷口の抜

糸 （抜ホチキス?） に行ったら、ナースがペンチ

のような道具でそのホチキスをはずしたあと、そ

のペンチも一緒にゴミ箱へ捨ててしまったので、

「そんなの消毒すればまた使えるのに、勿体な

いじゃないですか」 と言ったら、彼女は笑いなが

ら、「消毒する手間の方が高くつくし、消毒不十

分で感染が起って、訴えられた場合のリスクを計

算に入れると、毎回捨てた方が安くつくのです

よ」 と、丁寧に答えてくれた。それを聞いて私は、

物事には全てその国独自のコスト構造があるの

だと思った。 
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そういえばアメリカの保険の仕組みは日本のそ

れ以上に複雑怪奇で、今度の手術の料金でも、

驚くべき構造になっているのを見た。保険会社

からの報告書を見ると、今回の手術もありとあら

ゆる項目に細分化して料金が請求され、それを

一々保険会社が審査して、請求額の幾らが保険

でカバーされ、あとは否決されたかが書かれて

いる。否決された部分は大抵の場合、患者に払

わせるのではなく、そのまま医者があきらめる形

で終わりになっているのだが、その額がすごくて、

例えば今回の手術に対する病院側の請求額は

20,700 ドル、その内否決されたのは 19,400 ドル

で、差額の 1,300 ドルだけが 「合意金額」 として、

保険で認められた料金だった。つまりあんな大

手術をしても、病院側はたったの 1,300 ドルで結

構ですと、あらかじめ合意していたというのだ。

（実際にはその内 1,270 ドルが保険会社から病

院へ支払われ、残り 30 ドルは私の自己負担に

なっていた。他にもまだこの手術をめぐる請求額

は 10 項目以上あるので、これが全てではない

が、上記が一番大きい項目だし、問題の性質は

他の項目についても同様なので、話の本筋は変

らない｡） 

 

ここで私が不思議に思うのは、医者は 2 万ドル

を越える請求額の 94%にものぼる額を拒否され

て、黙って引き下がるくらいなら、なぜ初めから

合意済みの 1,300 ドルだけを請求しなかったの

かという点だ。合意金額は分っていても、まずと

にかくかかった全額をぶつけてみるのが、アメリ

カ式ダメモトのやり方だとでも言うのだろうか? そ

れにあれだけの大手術が 1,300 ドルで出来る筈

はなく、この合意料金自体が全く理不尽なことは、

素人目にも明らかだ。私は保険会社に電話して、

この異常さはどういう訳なのか尋ねてみたが、何

度かけてもその答えは終始一貫、「病院側がな

ぜこんな低い額で合意したのかは分らない。然

し向こうがそれでいいと言っているのだから、

我々にはそれ以上払う義務はない」 ということだ

った。そこで今度は病院側にも聞いてみたが、窓

口の人間だけでは埒が明かず、結局本当に幾ら

かかったのかは誰も知らなかった。どういう手術

なら幾らと、あらかじめ合意されていた金額だけ

が一人歩きして、その何割かがルールブック通

りに支払われれば、話はオシマイにされていた。

もっと納得の行く金額を見つけようとする私の真

意は全く理解されず、逆に 「貴方の負担分は 30

ドルで済んでいるのに、まだ文句があるのです

か」 と、全くお門違いの質問が返ってくるのがオ

チだった。然し幾ら患者の負担は少なくても、医

者が現実にかかったと主張するコストの 94%も払

ってもらえないまま、泣き寝入りせねばならない

ようなシステムが、合理的とはとても思えない。

アメリカ人の患者は本当に 2 万ドルかかった手

術でも、この保険に入っていたお蔭で、医者の取

り分は 1,300 ドルに押さえられ、自分の負担は

30 ドルで済んだと考えて、単純に喜んでいるの

だろうか? それとも医者が実際にかかったと言う

2 万ドルの方が、初めから全くのハッタリだった

のだろうか? 

 

それだけではない。更に大きな問題は、保険に

も入れない貧しい患者には、この 2 万ドルの料
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金が、そのまま全額自己負担分として請求され

ることである。而も今ではアメリカ人の三割以上

が、何の健康保険にも入っていないのだ。保険

のあるなしで自己負担分に 30 ドルと 2 万ドルと

いう法外な差が出来るのでは、同じ人間の扱い

として余りにも不公平だが、そう思うのは日本人

だけで、なぜかアメリカ人はそれほど必死に理

不尽とも感じていないように見える。それどころ

か 「文句があるなら自分も保険に入ればいいじ

ゃないの?」 というのが、アメリカ的理屈のように

聞こえる。これでは保険の無い人は、病気になっ

てもおちおち医者にもかかれない。その意味で

アメリカの保険制度は、文字通り 「地獄の沙汰も

金次第」 なわけだが、それを是正しようとしたオ

バマ大統領の医療制度改革に、なぜあれほど

多くのアメリカ人が反対したのか、国民皆保険制

度の有難さに慣れた日本人には、理解するのも

難しい。   

  

とにかくこうして私はホチキスが取れた段階で、

普通の生活に戻ることを許され、庭仕事もゴルフ

も解禁となり、リハビリも本格的に始めることに

なった。ただ英語でリハビリ （rehabilitation）  と

言えば、通常アル中や麻薬中毒から更生するた

めの訓練のことなので、日本語のリハビリの意

味では physical therapy （PT） と言う方が当って

いる｡その PT のコースを始めて驚いたのは、そ

こで鍛えろと言われる筋肉が、私の期待してい

たものとは全く違っていたことだった。普通筋トレ

やボディビルで鍛えるのは、物を持ち上げたり走

ったりする筋肉 （つまり運動用の筋肉） だが、

PT で鍛えるのは、もっと奥で体の芯を支え、そ

の基本形を保つ働きをしている筋肉  （core 

muscles コア・マスルズと呼ばれるもの） で、普 

段は意志で動かすものではないため、突然そこ

に意識を集中しろと言われても、中々うまく行か

なかった。然し一旦それを覚えると、手術前に激

痛を感じていたのは正にそうしたコア・マスルズ

であったことが分り、それらを鍛えることの意味

がよく分った。それと同時に、私の背骨があそこ

までゆがんでしまったのも、老化が原因というよ

りは、もっとずっと以前、子供の頃に始まり、その

後何十年も正すことのなかった悪い姿勢や、偏

った運動の仕方 （例えば間違ったゴルフスイン

グで体の片側だけに過剰な負担をかけ続けたこ

と） が、本当の原因だったということが分り、自

分の不心得を大いに反省した。私の背骨の問題

は、私自身が作り出したもの ・・ それは 逆に言

えば、今からでも態度を改め、正しい姿勢や運

動を続ければ、再発を防ぎうるもの ・・ と分った

ことは、大きな収穫だった。 

 

それにもう一つ､今度の病気から得られた収穫

は、日頃から友達と情報をシェアーしておくこと

の重要さを再認識したことだった。ソーシャルメ

ディアの普及で我々は益々多くの情報を人とシ

ェアーするようになったが、その内容は殆どガセ

ネタばかりで、大事な情報は意外に伝え漏らし

ている。例えばマナサスの医者のことを教えてく

れた友達に、私がもっと早く自分のニーズを伝え

ていたら、多くの他の医者を巡り歩いて、あれ程

長く苦しむこともなくて済んだ筈だ。綾小路きみ

まろにおちょくられるまでもなく、自分の病気の愚

痴ばかりこぼして、人に嫌がられる必要は全くな

いが、「内視鏡で手術する医者を探している」 と
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いう事実だけは、もっと早くから広く友達に伝え

て、彼等の助けを求めるべきではなかったかと

いうことだ。その意味で今回私は大きく出遅れた

けれど、幸いぎりぎりで間に合って、そうした友

達の助けにすがることが出来た。思えばその他

にも私の病気のことで実に多くの友達が心配し、

助けの手を差し伸べてくれた。その彼等の親切

に十分に報いることはとても出来そうにないが、

私はこの記事を書くことで、そうした人々に少し

でも感謝の気持ちを伝えられたら、願ってもない

幸いと思う。 

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。 

「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（後編） 

 

                             ハリソン 牧子  

 視察旅行最後の日の午後、私達は市内からバ

スで４５分くらい走った所にあるアフターケアー・

ホームを訪れた。オアシスという名前のそのアフ

ターケアー・ホームは、その名の通り緑の山々に

囲まれた、丘の上の美しい場所にあった。IJM

は救済された子供達が社会復帰できるまでの間

暮らす場所を法廷で裁判官に推薦する事ができ

る。オアシスは IJM が最も高く評価しているアフ

ターケアー・ホームの１つで今まで IJM が関わっ

た子供達を何人も受け入れてきた。米国インディ

アナ州にある NGO によって運営されているこの

女子のみのアフターケアー・ホームには１８歳未

満の５０人の子供達が住んでおり、その他３０人

が日中のプログラムに参加している。オアシスが

目指しているのは、救済された子供達が最終的

に自分の家庭に戻って行く事である。不完全な

家庭でも、大抵の場合は１８歳までずっと施設で

過ごすよりは子供の為に良いと信じているから

だ。多くの虐待が家庭内で起こる事を考えると、

このゴールにたどり着くのがどれほど困難である

かは明らかである。深刻に崩壊した家庭とぼろ

ぼろに傷ついた子供の両方のケアーをしながら、
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どの時点で子供が家庭に戻るのが良いか、ケー

スバイケースで判断する。もちろんどうしても家

に帰る事ができない子供もいるが、それでも半

数近くの子供達は親族の元へ戻ってゆく。 

 

私達はオアシスのディレクターと職員に紹介され

た後、カフェテリアで子供達と一緒に昼食をとっ

た。私達を迎える為に特別に用意されたグアテ

マラの典型的なご馳走であるビーフステーキ、ビ

ーンズ、トーティアと少々の野菜の載ったトレー

を持って座る場所を探していると、６歳位に見え

る女の子が「私の横にすわって！」と目をキラキ

ラさせてジュスチャーするので、私は喜んでその

子の隣に座った。その小柄の女の子は既に９歳

で、現地の小学校１年生だと言う。ここにいる殆

どの子はオアシスに来るまで学校に行った事が

ない為、学年が遅れている事が多い。私の右隣

にはシルビア（仮名）という、言葉は少ないが姉

御肌の５年生の女の子が座った。スペイン語を

話さない私が通訳のいないテーブルに座ってし

まった為、シルビアは食事中得意の英語を精一

杯使って通訳代わりになってくれた。印象深かっ

たのは、デザートのアイスクリームが運ばれて来

たとき、テーブルの人数より１つだけ数が少なか

った為、私が最後の１つをシルビアに譲ると彼女

は頑としてそれを受け取らない。何度譲っても押

し返してくる。とうとう負けてしまった。小学生が４

０過ぎの大人にアイスクリームを譲る光景はど

の社会でも珍しいと思うが、特に貧困と虐待の

中で生きて来た子供達のいるアフターケアー・ホ

ームでは全く予測できない事だった。アメリカに

帰ってからつい最近その時の事を思い出してい

て、ハッと気づいた。シルビアは聖書にあるキリ

ストが言った言葉「受けるよりは、与える方が幸

いである。」がわかっているのだな、と。不幸な境

遇におかれると人間は自分をかわいそうに思い、

人から慰められ、与えられる事を期待し、当然と

思う。与えられないと逆に憤慨してしまったりす

る。大人の私でもこのような反応は普通の事な

のに、アフターケアー・ホームにいるシルビアは

そうした態度は自分を逆に不幸にする事を幼い

ながらに知っていた。私は感服すると共にシルビ

アの毅然とした心の在り方に、困難が多いに違

いない彼女の将来に希望を感じて嬉しかった。 

 

視察旅行最後の晩、IJM プレジデントのゲイリー

は参加した一人一人に、もし新聞に今回の視察

旅行記事を書くとしたらあなたの記事のヘッドラ

インは何になりますか？と訪ねた。私は「宝箱を

見逃さないで生きる人々」と答えてこう説明した。

いつだったかヴァージニア州で通っている教会

で聞いた話である。この世で人生を終えた後、天

国で私達は自分の一生を神の目から見てどのよ

うなものであったかを振り返る事ができる。そこ

で初めて我々が歩んで来た道のりのあちらこち

らに宝箱が隠されていた事を知る。 開けられた

箱からは素晴らしい宝の数々が見つかっており、

開けられる事のなかった箱にも実は同様に素晴

らしい宝が入っていた事がわかる。神の目を持

たない人間にはどちらの道を行けば宝箱が見つ

かるのかがわからない。だから人生で岐路に立

った時にはこちらに行きなさい、と言う神の示唆

を信じて進むしか無い。しかも往々にしてそちら
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の道には面倒くさい事、少なからず犠牲を伴う事、

傷つく可能性がある事が待っている。それでも諦

めずに精一杯神から与えられた道を求めつつ生

きる事によって、私達は最終的に多くの宝箱を

開ける事ができる。そういう話である。 

    

今回の旅で私は、私なら見逃したはずの宝箱を

開けながら生きている人々に何人も出会った。

そして、彼らが開けた箱から溢れ出ている宝の

素晴らしさに心を打たれた。IJM グアテマラオフ

ィスのディレクター、ブラット・トウェッドは IJM で

働き始める前、Smith Barney （今の Morgan 

Stanley Smith Barney）銀行で管理職レベルの

弁護士として華やかに働いていた。それがある

時通っている教会にゲストとして来たゲイリーの

話を聞き、もっと別の方法で自分も世の中の役

に立てないのか、と心を揺り動かされた。スペイ

ン語を習得する所から始め、最初は無給のフェ

ローとして IJM グアテマラオフィスで働いたが、

すぐに才能を認められ、２年前にディレクターに

なった。奥様のレジーナと共に、アメリカでの快

適な生活を諦め、給料も生活水準も低い上に扱

う問題が深刻なだけに非常な忍耐力と精神力を

必要とされるこの仕事を選んだブラットは殆どの

人は通らない道を選んだ。その他にも、何人もの

加害者を忍耐強い捜査の末に逮捕に導いて来

たグアテマラ人の捜査官 R 氏、アメリカを離れて

グアテマラで５０人の女の子達の「お父さん」にな

る決意をしたオアシスのディレクター、コービー・

デュークス、ここに全てを書く事はできないが、

沢山の人がブラットと同じ様に普通は避けて通

る道を選んで生きている。どうしてだろう？金銭

的な報酬の為でも社会的名誉の為でもない。自

らの誇りの為でもない。と言うのは彼らの中に

「自分はこんな立派な仕事をしている」的な傲慢

さがない。彼らが毎日地道な努力を続けるのは、

社会の底辺にいて助けを必要とする子供達の一

人一人を自分や自分の家族同様に愛し、大切に

思っているからだと気づいた。それは人間のレベ

ルを超えた愛だと思う。でもだからこそ、そうした

子供達が救済され、社会復帰できるまでになる

事こそが彼らにとっての宝、喜びであるに違いな

いのだと思う。ピニング・セレモニーで出会った

身内から虐待を受けて来たような子供達も、今

はこんなにも愛されている。彼らがその愛を土台

にこれから生きてくれる事を私は心から祈る。 

 

    

最後に、今回のグアテマラ視察旅行を振り返り

ながら思い出した聖書の箇所をいくつか記した

いと思う。 

 

「全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、

誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛が

なければ、私に何の益もない。」 

コリント人への第一の手紙、１３章３節 

 

「友のために自分の命を捨てること、これ以上に

大きな愛はない。」 

ヨハネによる福音書、１５章１３節 

 

「愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出

します。．．．」 

ヨハネの第一の手紙、４章１８節 
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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 

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。 

グアテマラ国花 

夕顔とかんぴょう 

前嶋明美 

 

皆さん、「夕顔」の花をご存知だろうか。それは夕

方に咲き、朝にはしぼんでしまうので、その名が

つけられたようだ。ひっそりと無垢色（真っ白）に

咲くその姿は、誰をも魅了する。枕草子や源氏

物語の中で作品の対象にされたのもうなずける。 

また、夕顔の実は「干瓢（かんぴょう）」になること

をご存知だろうか。そう、のり巻寿司の芯（具）に

する、あの「かんぴょう」だ。そのかんぴょうを私

は苗から育て、実を採り、かんぴょうにし、もどし

て煮つけ、それを寿司の具にして、ついに太巻き

寿司を作ってしまった。これは私にとって昨年の

大偉業になった。 

 

気を良くした私は、巻き寿司をたくさん作って友

人に振る舞い、「ねぇ、見て、見て。このかんぴょ

う、私が作ったのよ！」と自慢しまくっている。そ

して、おすそ分けに漏れたさくら協会のみなさま

にも、この場をかりて私の自慢話を聞いていただ

きたく筆をとった。以下、詳細をお楽しみあれ。 

WV 州の田舎の家（トトロハウス）には小さな畑

があり、毎年、きゅうり、なす、トマト、シソ、みょう

が、ニラなどを作って楽しんでいる。今年も桜の

花が散って、春真っ盛りになると、畑を耕し、野

菜つくりの準備を始める。５月、友人から「野菜

の苗がたくさんあるから、取りに来て」と電話が

あった。友人というのは「レストラン寿司太郎」の

ご隠居さん、山崎さんだ。４年前、VA 州のフロン

トロイヤルに家を建て、５エーカーの土地に畑や 
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果樹園、庭園を作って、本格的な農耕生活を楽

しんでいる。「行く、行く、うれしーい」と、トトロか

ら１時間、車を走らせた。そして、たくさんの苗を

いただき、「これも持っていきな、きれいな花が咲

くよ」と渡されたのが１本の「夕顔」の苗だった。 

                                    

庭先の花壇に植えた「夕顔」はすくすくというより、

ぐんぐん成長し、花壇いっぱいになるほど蔓（つ

る）と葉を伸ばしていった。そして７月、あの真っ

白な美しい花が姿をあらわしたのだ。「聞きしに

勝る」とはこのこと、たちまちその美しさに魅了さ

れてしまった。その数は毎日４～５輪ほどになり、

夕方から、朝日が昇って気温が上昇するまで毎

日、２ヶ月間も楽しませてくれた。そして８月も半

ばを過ぎたころ、周辺の草取りをしていたとき、

大きな葉っぱの間にある黄緑色の塊（かたまり）

を見つけ驚いた。「なんじゃ、これは！」白瓜のお

化けのようなそれは、直径２０ｃｍ、長さ４０ｃｍ、

重さ４ｋｇにもなっていた。そう、これが夕顔の実

だったのだ。よく見るとあちこちの葉の影に小さ

いのから大きいのまで１０個以上、実をつけてい

るではないか。「し、し、知らぬまに、、、」 

 

以前、「かんぴょうは夕顔の実から作られる」と

聞いたことがあるのを思い出した。かんぴょうな

んて寿司の具のそれしか知らない。あんな紐み

たいなものが、この実のどこにあるのだろうか、

何か作り方があるのだろうかと考えたが、分かる

わけもない。とっさに山崎さんに電話して聞いて 

みた。すると「うちでは、その実をざくざく切って

煮物にして食べてるよ。かんぴょうは干したもの

を購入するんで、実をどうするのかは知らんよ」

とのこと。考えてみれば、寿司ネタの魚だって、

山崎さんが海に出て漁をするわけじゃないもん

なー、などと変に納得。こうなったら何が何でも

「かんぴょう」にこだわりたくなるのが私の気性。

インターネットで検索してみた。あった、あった、

私と同じようなことを考えている人がいっぱい。

「かんぴょうの作り方」の極意が山ほどアップさ

れていた。 

 

まずは、まな板の上に実をそのままのせて、 

１．５ｃｍ幅くらいの輪切りにする、ザックザックと。

黄緑色の外皮部分を包丁で剥（む）きとる。白く

なった身をりんごの皮を剥くように、途中で切れ

ないように注意しながら紐状に剥いていく。この

作業が最も神経をつかい、時間もかかる。 

それを１本、１本、洗濯物を干すように、ロープ、

細い棒、簡易物干しなどに干す。晴れた日は外

に１日、屋内では３日で干し上がる。それをはず
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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 

 

して束ね、ポリ袋などに入れて保管する。多分来

年も食べられるだろう。 

私は干し上がったものを翌日調理した。まずは

水に３時間ほど漬け込んでもどす。途中２～３回

水を換えるといい。その後、水を切りボールに入

れて、ひとにぎりの塩をかけてよくもみ込む。そ

れを水で洗い流す。鍋に塩水を用意し、そこにか

んぴょうを入れて１５分くらい煮込む。そのまま布

にくるんで水を切る。鍋にだし汁、しょう油、砂糖、

塩、みりんを濃い目に作り、かんぴょうを入れて

コトコト煮込むこと１時間、立派なかんぴょう煮の

出来上がり～。 

 

夕顔の実１本で、写真にあるくらいの量のかん

ぴょう煮を作ることができる。寿司の芯に４本ず

つ使用したとして、巻き寿司が 30 本くらいできる。

他、野菜、肉、魚と一緒に煮込んだり、そのまま

おかずとして食べるのも絶品だ。「かんぴょう煮」

は食材、料理、味わいとも日本独特のものであ

り、日本食文化の奥深さを実感させられる。 

 

夕顔は平安時代のころから栽培されていたよう

だ。源氏物語の「夕顔」の巻はあまりにも有名。

控えめで優しい無垢色の花の美しさ、そしてその

女性の名は「夕顔」、まさに芸術の域である。と

はうらはらに、枕草子の一節には「夕顔はとても

きれいな花なのに、その実といったら、なんであ

んなに不恰好にふくれてしまったのだろう」があ

る。そのギャップが面白い。かんぴょうはその

600 年後（1600 年ころ）に考案されたようだ。現

在、その 90％は栃木県で生産されているとか。

生産用の夕顔の実は巨大な西洋梨のような形

をしている。枕草子に出てくる「不恰好」の実であ

る。私が育てた夕顔は「長夕顔」と言うそうだ。 

 

昨年の夏は、夕顔に始まってかんぴょうで終わ

った。「かんぴょう煮」は冷凍庫に保存してある。

干したかんぴょうもまだたくさんあるので、欲しい 

方はご連絡あれ。喜んでお分けします。 

 
前嶋明美：山梨県生まれ。２５年間養護教諭とし

て勤務。１９８７年、日本舞踊澤村流名取を取得。

２００３年に渡米。 
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ＮＹトップサロン、ウォーレン・トリコミが 
 

日本上陸 
 

マサミ リーバーマン 

 

2015 年 3 月、ＮＹトップサロンの“ウォーレン・トリ

コミ”が表参道にやってくる。 

 

ウォーレン・トリコミ 

ウォーレン・トリコミは、ヘアカッターのエドワー

ド・トリコミ、カラリストのジョール・ウォーレン、そ

れにネイリストのロクサナが、1988 年ＮＹブランド

通りの 57 丁目に共同でサロンをオープンしたこ

とで始まった。やがて 2008 年夏、映画“ホーム・

アローン 2”の舞台ともなったＮＹ高級ホテルのプ

ラザホテル内にフラグシップとなるプラザ・トリコミ

ーをオープンした。2008 年といえば、金融危機を

引き起こしたリーマンショックの年でもあるが、そ

んな中というのに 6500 フィートの広さ、高級キッ

チン台に使われるグラネット石を床に引くという

豪華さで巷の話題をよんだ。この時、オーナーの

一人であるロクサナに勝算を聞いてみると「確か

に巷は不況だけれど美容業界に達するには、ま

だ少し時間があるわ」と。考えてみればオイルマ

ネーとユーロ観光客でマンハッタンが浮かれて

いる時、彼等は自分達のチャージ金額を変えな

かった。次々とトップへアスタイリストが 600 ドル、

700 ドルとチャージを上げていく中、その設備の

豪華さに比べると彼等のカット代 160 ドル~350 ド

ル、カラー代 120 ドル~300 ドルは決して高額と

はいえない。 

ロクサナ 

第一号店をオープン後、ロクサナはセレブマニキ

ュリストとしての地位を捨て経営業に専念してき

た。10 年の間に郊外の高級住宅地グリニッチ店、

マイアミビーチにもサロンをオープンしたが、先

述のようにフラグシップ店をプラザ内に移したこ

とで、アバンギャルドな本来のイメージを残しな

がらも、ＮＹＣを代表するセレブサロンという位置

付け、ブランドイメージの確立に成功したと思う。

最初からコラボで始まった彼等だが、ＬＡ店もそ

うだった。リアリティドラマからトレンドを生み出し

た『ヒルズ』のヒロイン達が番組で訪れたこのＬＡ

店は実はトリコミー企業と、セレブカラリストのカ

ズ・アマーとのライセンス契約サロンだった。西

海岸へ向かう飛行機でカズとジョール・ウォーレ

ンが意気投合、それがトリコミーＬＡ店の誕生に

つながったんだそうだ。これなどロクサナをはじ

めとするトリコミー企業幹部達の、これは行け

る！と思ったときの対応の速さが功を奏した例だ

が、実はロクサナには普段からいつも感心させ

られていることがある。彼女はいつも自分で電話

に出る。オフィス不在なら携帯番号を残し、何時

でも、何処でも連絡が取れるようにしている。こ

れは、彼女のようなポジションの人物の場合ＮＹ

では極めて稀だ。大概は何人ものアシスタントが

事柄の優先順位をまずふるいにかけてくる。が、

優先順位はいつも同じとは限らない。刻々と変

化する業界でトップの地位に生き残るためには、

何が本当に優先するのか自分で瞬時に判断す

る必要がきっとあるのだろう。  
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ジョール 

パートナーの一人、ジョール・ウォーレンはセレ

ブ・カラリストというだけでなく、ビジネスセンスも

抜群で、しかも掌握術にたけている。アメリカのト

ップサロンの場合、ヘアカッターとカラリストが完

全にわけられており、派手なのはヘアカッターの

方なのだが、実は顧客達はカラリストについてい

る。だから本当に実権を握っているのはカラリス

トというわけだ。そのカラリストがジョール・ウォー

レンなら、ビジネスはまず安泰だ。 

エドワード 

とはいえ、ウォーレン・トリコミの看板は何といっ

てもヘアカッターのエドワードだろう。彼はジョニ

ー・デップが演じた映画“エドワード・シザーズハ

ンド”のモデルとしても有名だが、毎年 5 月に開

催される東海岸ＮＹファッション業界最大のイベ

ント、ヴォーグ誌のアン・ウィンターズが主催する

メット・ボウル（メット・ガラ）の常連で、彼が表紙

を飾らなかったファッション誌はない。もちろん有

名ブランドのファッションショーのヘアも何度も手

がけている。 

 

さて、先のＬＡ店こそライセンス契約が切れてク

ローズしたが、ＮＹ近郊に 6 店舗、フロリダ州マ

イアミ市に 1 店舗と国内では 7 店舗運営してい

るウォーレン・トリコミ。現在彼等の展開は世界

的になってきており、インドでは既に 7 店舗に拡

張している。そうして、いよいよ 2015 年 3 月には、

表参道に日本でのフラグシップ店がオープンす

る。実は東京進出も、先のＬＡ店のような展開で

オープンすることとなった。日本、香港、上海で

約 250 店舗サロン展開しているリビアス社の大

西昌宏ＣＥＯが 2013 年 10 月にダウンタウン店

を視察で訪れた折、エドワードと意気投合、ライ

センス契約を結ぶ運びとなったのだ。この表参

道店、現在日本のメディアで注目されだしている。 

 

 

リーバーマン マサミ：美容＆ファッションライタ

ーを経て、2000 年にＭＢＡ習得、以来美容業界

のコンサルティングを手がける。Japan Beauty 

Alliance 代表。 
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８月３０日、長い夏休みが終わり、しっかり成長し

た園児たちが幼稚園に戻ってまいりました。２学

期は、１年を通して一番長い学期です。夏の終

わりから秋、冬の始まりまで、３つの季節感がた

っぷり詰まった保育を体験し、園児たちにとって

大変充実した４ヶ月となりました。 

 

２学期最初の日は、スイカ割り大会でスタートし

ました。「前、前、右、右」と子供たちの声援が飛

び交う中、“えい！”と一振り。当たってうれし

い！外れて悔しい〜！園児たちのいろんな表情

を見ることができました。 スイカ割りの後は、み

んなでスイカをたくさんほおばりました。９月は、

十五夜にちなんでみんなでお団子を作りました。

園児たちはお揃いのエプロンと三角巾をつけて、

たくさんのお団子をがんばって丸めました。お母

様方に茹でてもらって、みんなで美味しくいただ

きました。１０月、いよいよ待ちに待った運動会で

す。お菓子取り競争、玉入れ、綱引き、親子リレ

ー、年少組の園児にとっては生まれて初めて体

験する競技です。年中組の園児はチームワーク

も良く、力強く走る姿からはたくましさが伝わって

きました。恒例のお父様方による応援団は 迫力

に満ちていて、一生懸命なお父様方の姿に園児

たちも頼もしさを感じたようです。 

 

運動会が終わると、収穫祭と音楽会を通して実

りと芸術の秋をたっぷり味わいました。収穫祭で

はたくさんの秋の野菜や果物に触れ、先生とお

母様方による「おおきなかぶ」の劇を楽しみまし

た。みんなで握ったおにぎり、ホクホクの焼き芋

や果汁たっぷりのりんご、美味しかったですね！

音楽会では、園児たちは華やかなハロウィンの

コスチュームに身を包み、しっかりと自己紹介と

歌の発表ができました。すてきな日本の秋の歌

やお琴と尺八の演奏のプレゼントもあり、とても

素晴らしい音楽会となりました。２学期最終日は、

保護者のみなさんでお料理を持ち寄り、ポトラッ

クパーティーで２０１４年を締めくくりました。保護

者のみなさんによる十二支の歌のプレゼントや

たくさんのお料理に囲まれ、園児も保護者もリラ

ックスした気分の中、楽しいひと時を過ごしまし

た。園児たちは、親子で作ったしめ縄飾りを大事

そうに抱え、幼稚園を後にしました。 

 

このような季節の行事に加え、日本の文化や習

慣も体験学習しました。 お揃いの黒い忍者の姿

で様々な忍術に挑戦する「忍者道場」や、雑巾

掛けやはたき掛けを体験する「師走だよ、大掃

除！」では、普段あまりとることのない姿勢や体

の動きを楽しみました。大きな半紙を使った「お

習字」では、ひらがなの音や形を全身で体感しま

した。今学期は、 園児たちの五感をいっぱい刺

激し、心がワクワクするような保育内容が盛りだ

くさんで、園児たちも幼稚園がますます大好きに

なったことと思います。先生をはじめ、 園長、副

園長の多大なご尽力、さくら協会の方々による

サポート、そして保護者の皆様の強力なチーム

ワーク、すべてに支えられていることを日々感謝

いたしております。 
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また今学期は、さくら幼稚園の OB/OG の皆様

のご協力のもと、恒例のミニバザーや、保護者

のための「保育ワークショップ」が開かれました。

ワークショップでは、さくら学園の設立メンバーを

含む卒園保護者の方々をお招きし、「各家庭で

日本語環境を作る取り組みについて」をテーマ

に有意義な意見交換ができました。“日本の文

化・言葉を伝える”難しさを感じ始めたばかりの

在園保護者にとっては、子供達がどのように感

じ、受け止めてくれるのか、さらに将来的にどの

ように吸収していってくれるのか、まだまだ先の

見えない不安や焦り、迷いでいっぱいです。 長

い目で子育てを捉え、お話していただいた先輩

方の工夫や経験談は、私たちにとって心の糧に

なりました。このような貴重な場を作って下さった

幼稚園 OB/OG の皆様、ありがとうございました。 

 

また幼稚園では、来年度の新入生を迎えるにあ

たり、９月と１０月に見学説明会を行い、多くの

方々にご来園いただきました。１１月には入園申

し込み手続きが行われ、新しいお友達を迎える

準備が進められています。３学期は、年中組の

園児たちにとって、幼稚園で過ごす最後の３ヶ月

となります。どうぞ体調に気をつけて、最後まで

元気いっぱい、親子でたくさん楽しい思い出を作

ってください。 

 

新しい年が皆様にとって幸多き年となりますよう

心よりお祈り申し上げます。 

 

さくら学園 年少組まとめ役 赤畑良美 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Museum of Women in the Arts 

（国立女性美術館） 

16 世紀から近代までの女性アーティストの作品

を集めた美術館で、常時 4500 点以上の作品が

展示されています。コミュニティーデーとして毎月

第一日曜日は入場無料となっています。ぜひ一

度お出かけください。 

開館時間：Monday–Saturday 10 a.m.–5 p.m. 

       Sunday 12 p.m.–5 p.m. 

住所：1250 New York Ave NW、Washington, D.C. 

20005 

ウェブサイト: http://nmwa.org/ 

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。 
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さくらバス旅行の報告 

さくら協会恒例となりました年末のＮＪ，Mitsuwa

買い物ツワーも今年で 4 回目となりました。この

行事も、この頃ではワシントン日本人界隈の

方々の意識の中にも定着し始めてきている様子

です。 

さて、14 日の日曜日のお天気は、12 月にしては

48 度Ｆと大変暖かく、曇り時々晴れといつた快

適な天候に恵まれました。総勢 20 名の参加者

を頂き、56 人乗り（トイレ付）の新しい大型バス

（1 席ずつテーブルとＩＰコンセント付）をチャータ

ーすることが出来、広々としてゆったり気分でバ

スの旅を満喫出来ました。昨年同様、運転手さ

んがとても親切で、荷物の上げ、下しも、快くお

手伝い下さり、大変助かりました。さらに今年の

運転手の Mr. Dondi は、地理感覚が大変優秀で、

NJ Turnpike を降りて Mitsuwa までの複雑な道

もなんのその、スイスイと上手に運転してくれ、

運転技術にも優れ、おかげで所要時間が大変

短縮されました。朝 7 時 VA (Westin Hotel) を出

発して、MD (Temari Restaurant) 経由、途中

Drawer の休憩所で 20 分ほどのコーヒーブレイ

クを取り、11 時 20 分位には Mitsuwa に到着し

ていました。ハドソン河沿いの River Rd.を走る車

窓から見た摩天楼の眺めは格別で、ああ NY だ

なあ！アメリカだなあ！という思いがしてきまし

た。そのマンハッタンを背景に記念撮影を終え、

約 4 時間、思い思いのプチ日本気分を楽しむこ

とが出来ました。 

 

Mitsuwa の内部は殆ど昨年同様でありましたが、

フードコートのお店がより充実され、日本味のメ

ニューの種類が増えていた様です。寿司・てん

ぶら・ラーメン・そば・うどん・日本式定食（トンカ

ツ、コロッケ、他）・中華定食、いずれも価格は、

$10.00 以下の設定でサービスされているのは驚

きでした。 

 

午後３時 50 分帰路に着きましたが、この日は

Route 95 線上にある NY Giants の MetLife スタ

ジアムでは Washington Redskins 対 NY Giants

の試合が行われておりました。丁度フットボール

ゲームの終了時間と重なったため、心配しており

ましたが、さしたる混雑もなく、皆、購入してきた

お弁当やら、鯛焼き・今川焼などほう張りながら、

更なる買い物談義に花を咲かせました。バスは

予定よりも早く 8 時には VA に到着出来、MD 側

にも 8 時 20 分には、帰ってくることが出来ました。 

 

参加者全員がけが等の事故も無く無事帰還でき

たことが、なによりでした。次回の買い物旅行の

企画の希望も沢山頂いておりますが、更にお気

付きの点が御座いましたら、お知らせ頂けると幸

いです。 

最後になりましたが、今年も沢山のバス代の援

助を頂いた「さくら協会」に御礼申し上げます。 

 

バス旅行担当 

八木葉子 
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ブルーフィシュの料理を 2 種類ほどお届けしま

す。ブルーフィシュは油ののった身の柔らかな魚

ですが、この油を利用した味噌漬けや、酢でしめ

ると身がしまり、良い味が出ます。 

ブルーフィシュはお好みにもよりますが、小ぶり

のものの方が、味が良い様に思います。 

 

ブルーフィシュの味噌漬け 

 

材料 

ブルーフィシュ二枚おろし切り身 

合わせて味噌ソース 

味噌（赤・白いずれでも可）：大匙２ 

みりん：大匙１ 

日本酒：大匙１ 

砂糖：大匙１ 

飾り付けに酢つけ生姜 

 

作り方 

１．上の割合で魚の量に合わせて味噌ソースを

作る 

２．ブルーフィシュは洗って頭を落とし 2 枚に下

す。 

３．大きさにもよりますが、片身を２～３切れの１

人分の大きさに切る。 

４．味噌ソースを切り身にまぶすように漬ける。 

５．１晩（12 時間）位から 2 晩位のお好み時間冷

蔵庫で漬け込んだら、水洗いをして、水分をペー

パータオルで拭き取り、オーブンで、ブロイルで

焼きます。（炭火で焼けたら最高です。） 

6．生姜と共にお皿に盛り付けます。 

 

ブルーフィシュの酢漬け 

 

材料 

昆布：魚のサイズに合わせた大きさに 2 枚 

すし酢 

昆布 

酢漬け生姜：適量 

ブルーフィシュは 3 枚に下し、皮の部分は剥い

でください。 

 

作り方 

１． 両面に強く塩を振り、水気を取るため、笊の

上にのせ 6 時間以上、冷蔵庫に入れて、身

をしめる。 

２． 魚の大きさ位の平たい器（陶器やガラスが

良い）に汚れを落とした昆布を入れ、すし酢

を浸るくらい入れ、昆布が酢を吸い大きくな

るのを待つ。 

３． 魚の塩を水で洗いおとし、ペーパータオルで

水気を取り、2 枚の昆布の間に生姜と共に

入れ、昆布で挟む様にいれる。すし酢も昆

布で挟まれた魚がひたひたに漬かるまで追

加してください。 

４． 漬け込み時間はお好みで取り出しください。 
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1 時間位から 1 週間位まで大丈夫です。 

５．1～1.5cm 位の切り身にして、わさび醤油でお

召し上がりください。 

 

応用編 

写真は押しずし型を使い、押しずしを作り握り寿

司と合わせてみたものです。 

細切りにして、散らし寿司なども美味しく頂けま

す。 

 

 

さくら協会の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 

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メール：junkostuart@gmail.com 

 

コーディネーター、講師募集 

現在、さくら協会ではランチグループのコーディ

ネーター及び文化教室の講師を募集しておりま

す。食べ歩きの大好きな方、趣味、特技を他の

会員と分かち合いたい方は、ぜひお手伝いくだ

さい。ご連絡は、info@sakuradc.org までお願い

致します。 
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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、郵送料が異なるため、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：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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、フラダンスや日本刺

繍など各お教室を日本語で開催しています。 

 

２０★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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