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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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皆様いかがお過ごしでしょうか。つい先日ま
では 90 度近くの暑さでしたが、今はすっか
り秋めいてきましたね。秋には沢山美味しい
食べ物がありますが、特に最近ニュースにも
取り上げられた青魚も旬です。国立がん研究
センターの報告によりますと、青魚などの魚
介類をよく食べる人はうつ病のリスクが低下
するとのことです。サバやサケなどの大きめ
の切り身などを毎日食べると良いそうです。
これはこれから来る長い冬を乗り切る準備に
もなっているのかもしれませんね。自然の恵
で心も体も健康に保ちましょう。
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記念すべき２０１７年
スポールディング二宮陽子

これまで何度か市民権を持ったほうが良い
のではないかと考えた事はありましたが、永
住権（通称グリーンカード）でも不自由しま
せんでしたので中々踏ん切りがつかなかった

２０１７年はあと数ヶ月残っていますが、

のですが、５０年というタイミングで決心し

今年は私にとって目まぐるしくも記念すべき

ました。市民権を持つと、大統領選および地

年となりました。先ず今年は１９６７年ピッ

方選の選挙が出来る事、国家公務員になれる

ツバーグ大学大学院教育学部に留学のため来

こと（特に雇用条件の厳しい国防総省、FBI,

て以来在米５０年を迎えます。この５０年を

CIA など）、親、兄弟、親戚を呼び寄せる事が

機に永住権からアメリカ市民権を取得するこ

出来るなどがあります。

とになりました。４月３０日にはこの年にし

まず私は、去年１１月初めオンラインで市

て初孫が生まれたのです。そして７月２６日

民権申込書をコピーし、２０ページに亘る質

には大正６年生まれの別府の母が満１００歳

問事項に記入しました。住所、氏名、家族構

を迎えました。加えてその間名古屋の大正琴

成から始まり、銃や麻薬などの違法所持、犯

（琴城流、きんじょうりゅう）の家元と社中

罪歴や投獄の有無などの項目がありました。

で１週間マレーシアのペナン島へ演奏旅行に

その中でも過去旅行した国々と渡航目的の記

行ってきました。

入項目では、今までの日本のパスポート９冊

古い事の継続から初めての出来事までの在

を取り出し書き込むのにかなりの時間が掛か

米５０年を振り返ってみましたら、日本の諺

ったのを覚えています。申込書の記入が終わ

にあるように「袖振り合うも多少の縁」から

って１１月下旬５９５ドルの小切手を同封し

私の渡米は始まり、その多少の縁が「縁は異

移民局へ郵送しました。次の知らせが来るま

なもの、味なもの」となって配偶者を得て気

で時間が掛かると予想して年末年始を別府で

がついたらこの地に５０年住んでいることに

過すための飛行機の予約をしたのですが、意

なったのです。勿論順風満帆の毎日ではあり

外と早く１月初旬に指紋押捺にバージニア州

ませんでした。むしろ喜怒哀楽の毎日だった

アレキサンドリア市の移民局へ来るようとの

ような気がします。時には紆余曲折の運命に

通知が来たのです。日時が明記してあり、来

翻弄されたこともありました。これからも様

られない場合は変更可能とありましたが、日

ざまな出来事に直面することがあると思いま

本行きをキャンセルして指紋押捺に行ってき

すが、人生は「七転び八起き」と自分に言い

ました。押捺が終わるとアメリカの歴史につ

聞かせ、人生捨てたもんじゃないと、過去の

いての１００の質問と答えが載っている 29

苦い経験をプラスに変えてアメリカでしか味

ページの小冊子（CD 付き)を渡され、試験と

わえない人生を楽しんでいきたいと思います。

面接に備えて勉強するように、そしてそれが
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最終段階では違う場所で行われるので、次の

に、シニアになってから受けるのも悪くない

通知を待つように言われました。

などと身勝手に思ったのでした。
５月２２日午前８時にフェアファックスの
移民局へ行き、最終段階である試験と面接を
受けました。こんなに朝早くから試験なんて
多分私が一番最初なのではと思って試験場へ
着くと、もうそこにはすでに１０数人の受験
者が座って待っていました。聞くと試験は７
時前から始まっているとの事でした。受付で
名前を言うと一人なのか、通訳か弁護士は一
緒なのかと聞かれ、主人と一緒に来たが試験
を受けるのは私一人だと言うと、あちらに座
って待つようにと指示されました。待つ事約
３０分私の名前が呼ばれました。若い女性の

帰宅して早速本を開け勉強し始めました。

試験官で、彼女のオフィスらしい部屋で口頭

丁度数年前アメリカ市民権を取得した友人が

で試験が始まりました。私の申込書を見て彼

いて試験と面接の事を聞くと、非常に簡単で

女は、自分は去年フィラデルフィアのテンプ

すぐ終わったと話してくれました。しかもシ

ル大学を卒業したが、寮でのルームメイトは

ニアだと１００問中、１０問しか聞かれない

日本人でいろいろ日本の事を学んで楽しかっ

ので絶対大丈夫と言ってくれたのです。なる

たと話してくれました。テンプル大学は日本

ほどそういわれてみると各ページの一番下に

とイタリアにもあり、日本人留学生もかなり

ものすごく小さい字で、「もしもあなたが６

こちらに来ているようです。こういう調子で

５歳以上で、アメリカに２０年以上永住権を

最初から日本びいきの試験官に当たって私は

もって住んでいたら、１００問中星印のつい

なんてラッキーなのかしらと、素直に喜んだ

ている質問だけ勉強しなさい。」と書いてあ

のでした。（それが後で私の経歴や思想を詳

るのです。星印の付いた質問は２０ありまし

細に亘り質問される事になったのです。）こ

た。その重要な２０の質問と答えを繰り返し

うして星印の付いた２０問の中の質問に入り

憶え、やはりアメリカの歴史をもう一度勉強

初代と現在の大統領の名前、アメリカの首都

しようと他の質問事項も勉強しました。知ら

と私が住んでいるバージニア州の首都の名前、

なかった歴史上の事実もあり、こういう時に

大統領選は何月か、アメリカ市民の納税日、

勉強する機会を得て良かったなと思うと同時

リンカーン大統領の偉業の一つを述べよ、ア
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メリカの国旗にある５０の星の意味は何かな

この二つの団体は政治や思想団体ではなく、

ど聞かれました。ここまでは家でばっちり勉

教育および社交のボランティア団体なのです

強していきましたので時間にして５分も満た

と答えました。それからこういうことも聞か

ないくらい早く終わったのです。

れました。アメリカ市民になったら、いかな

この後一応申込書にあった質問事項、例え

る状況下においてもアメリカの法律に従い、

ば銃や麻薬の違法所持や売買、投獄、売春を

アメリカに忠誠を尽くすことが出来るか。

したこと、させられたこと、させたことの有

「勿論出来ます。」と答えました。こうして

無など確認のためなのか、同じ質問に答えさ

ようやく簡単な試験から始まったこの面接は、

せられました。不思議に思ったのは、投獄さ

かれこれ３０分も経ったでしょうか、「はい、

せられたことの有無のほかに刑務所或いは強

合格です。おめでとうございます。約１ヶ月

制労働収容所などで働いたことやボランティ

後の宣誓式はこちらでありますので、出席し

アしたことがあるかどうか、軍隊、自衛隊、

てください。」と笑顔で握手をして完了とな

警察、ゲリラ部隊および反政府軍になんらか

りました。

の形で係わったことがあるかを聞かれたこと

ロビーで待っていた主人は、他の人達は

でした。思想的影響或いは何らかのつながり

１５分くらいで面接が終わって出てくるのに、

があるのではないかと疑っているのでしょう

なぜヨーコは中々出てこないのかと心配して

か。こういった質問は面接をする人、受ける

いたようです。今振り返ってみますと、この

人で大なり少なりの違いがあると思います。
その反面私はアメリカに５０年も住んでいる
に、なぜか多くの友人が「なんで今頃になっ
て市民権なの？」と聞くのに、それに関して
は何も聞かれませんでした。その代わりかど
うか分りませんが、アメリカに永く住んでい
て、本職が通訳、翻訳者であるため、仕事や
旅行で外国に行った際、政治的団体からの要
請を受け情報を流したり所謂スパイ行為をし
たことの有無を聞かれたときには、少々興奮
して「そういったことは一切ありません。」
ときっぱり「NO!」といったことを覚えてい
ます。そして私が所属しているこのさくら協
会やニューヨークの倫理友の会が政治や偏っ
た思想団体でないかと聞いてきましたので、
４★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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面接がスムースにいくためには、試験は暗記

なるよう奨めて下さいと言われ、驚くと同時

すれば出来るのですが、面接では質問の順序

にやはりこの国は移民の国だと感心しました。

や詳しい内容は予測できませんので、最低申

この後ディレクターが一人ひとりの名前を呼

込書の中の質問事項をよく理解把握し、何度

んで正式にアメリカ人に帰化したという証書

も読み返してどこから聞かれても良いように

を渡してくれ、握手をしてくれました。一人

練習することをお奨めします。私のように質

ひとりの名前を読み上げるとき、名前の読み

問内容によって興奮したりしないように、冷

方に苦労しているようでした。ちなみに日本

静に答えれば早く終わり疲れを感じることも

からは私一人で、他のアジアから韓国と中国

ないでしょう。

から一人ずつで中南米からの人が多く見受け

面接から約１ヶ月後の６月２６日午前１０

られました。カナダからは誰もいなくヨーロ

時から始まる宣誓式に出席しました。受付で

ッパからも殆どいませんでした。私の隣に座

名前を言うと番号札を渡され、今まで何十年

っていた人は中米のエルサルバドルからの中

も持っていた永住権を返しました。

別室で

年の女性でした。宣誓式場の後方には家族が

行われた宣誓式の前に、ロビーで係官が「面

座っていて、家族の名前が呼ばれるたびに歓

接の日からこの日まで交通違反などをして罰

声が上っていました。それからもう一つ、デ

金をまだ払っていない人は、直ちにこちらへ

ィレクターが私たちに、「みなさんの子供さ

きて払ってください。払わないと今までの努

んで、永住権を持っていて１８歳未満の方は

力が無駄になってしまいますよ。」と言って

自動的にアメリカ人となります。」と言われ

いるのには少し驚きました。罰金未納者リス

たのには、なんてこの国は寛大なのかしらと

トがあるのでしょう。違法したら正直宣告と

感激すら覚えました。

罰金支払いをしない人には、市民権は与えな

アメリカ市民になるという私の決断が間違

いのでしょう。特にこの場に及んでは。この

っていなかったのは、実家の母や姉、主人と

日アメリカ市民になった人は全部で４９人、

息子夫婦をはじめ、ご近所やまわりの友人達

２９カ国からの人たちでした。別室に通され
番号札順に着席し、アメリカの歴史とかつて
ヨーロッパや他の国々からニューヨークへ上
陸して移民した人たちのビデオを見せてくれ
ました。移民局のディレクターが祝辞を述べ、
その日新しくアメリカ市民になった私達を心
から歓迎してくれました。そして私達のまわ
りでアメリカ市民になりたい人がいたら是非
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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みんなが喜んで祝ってくれたことです。
５０年前アメリカに一人でやってきて、大
学院を卒業したらすぐ故郷へ帰り故郷の短大

ニューヨーク・ファッション
ウィークにも変化の波

で英語を教えるというのが、私の当初の計画
マサミ

でしたが、人生計画通りにはいかないもので

リーバーマン

す。たかが５０年というには日が経ちすぎて、

今年初め、ラルフローレンの 5 番街フラグシ

されど５０年というには、今まで何していた

ップ店が閉店したことには、ニューヨーカー
も驚かされました。一方、マンハッタン 59
丁目と 8 番街、セントラルパーク南西端に位
置するコロンバス・サークル内に、今年 5 月

のと後悔が残り、さてこれからどうしましょ
うということになりますが、これからも納得
して行動する日々を送りたいという事と、洋
の東西を問わず人生「七転び八起き」とポジ
ティブに毎日を楽しんでいきたいと思います。

アマゾンのブックストアがオープンしまし
た。一見、何の関係もなさそうな閉店と開店
ですが、実は深くつながっているんです。

かくして２０１７年は私にとって記念すべき
年となったのです。

アマゾンは 4 年前、アパレル製品を撮影するた
めマンハッタン郊外のブルックリンに撮影スタ

スポールディング二宮陽子
さくら協会理事

ジオを設けました。その結果、今ではアマゾ
ン・サイトで売れる製品の 30％以上がアパレ
ル製品になっったそうです。じわじわと過去 4

あとがき：上記に書きましたアメリカ市民権取得の
いきさつは、私個人的なもので、私の記憶に基づい
て書いたものです。

年間、ブランド製品のブテイック、デパート、
ショッピングモールらでの販売業績が下がって
きています。その結果として、現在デパートも
ブランドの小売ブテイックも縮小モードに入り
閉店が相次いでいる、ということなのです。
ところで、毎年 9 月と 2 月にニューヨークで

DC 唯一の日本食料品店

はなマーケット
2000 17th St., N.W.
Washington, D.C. 20009
Tel: 202-939-8854
http://www.galaxygalaxy.com/hana/
Open 7 days a week
10:00am - 8:00pm

行われてきているファッションウィークに
も、オンライン販売やテクノロジー、ソーシ
ャルネットワークらの発達が影響してきてま
す。今回のファッションウィークでは、そう
した変化にスポットを当ててレポートしたい
と思います。
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“ケイト・スペード、グランドセントラル駅

んです。次々モデルたちがステージに登場し

オイスターバーで、2018 年春夏ものプレゼ

て闊歩する、従来のランウェイ形式に比べる

ンテーション”

と、確かに長時間モデルや服、バッグなどを

9 月 8 日、マンハッタンと郊外のベッドタウ
ンをつなぐニューヨーク中央駅でもあるグラ
ンドセントラル駅地下、ニューヨークで一番
牡蠣が美味しいと評判のオイスター・バー
で、ケイト・スペードの来年春夏ものコレク
ションが発表されました。ピンクと花柄の女
性的な柔らかさが目立ったコレクションでし
たが、ニューオーリンズに啓発された今季の
コレクションでは、シャンペンのレモネード
割りや、フィンガーサンドイッチがふるまわ
れる中、ニューオーリンズ・ジャズの楽隊が
まず現れ、次いでモデルたちがステージに登
場するというプレゼンテーション形式で進行
しました。

メディアも招待客も詳細に検討できます。ラ
ンウェイではあっという間、ほんの 30 秒ほ
どでモデルたちはバックステージに消えてし
まいますが、プレゼンテーション形式だと、
例えばケイト・スペードの場合でも、午前
11 時から 12 時半、1 時間半の中で何度もモ
デルたちが現れてくれました。といって、一
番のプレゼンテーション形式の強みは、闊歩
しているモデルを撮るのではないから、写真
がぶれないこと。近年この形式が流行してい
る背景にあるのは、インスタグラム、スナッ
プチャットなどのソーシャルネットワークの
影響なんです。
会場にはもちろん、ケイト・スペードをライ
フスタイルブランドに仕立て上げた、社長で
クリエイティブ・ディレクターも兼ねるデボ
ラ・ロイドの姿がありました。バーバリーを
人気ブランドに変えたデボラは、その後バナ
ナ・レパブリックからアメリカに渡りました
が、2007 年にケイト・スペードのクリエィテ
ィブ・ディレクターに就任しました。当時ケ
イト・スペードはまだバッグ・ブランドとし

ケイト・スペードのショーが行われたグランドセントラル
駅内のオイスター・バー。

てしか巷に認知されてはいませんでしたが、
彼女が率いて以来、女性たちのハートをつか

ケイト・スペードの場合、去年もプレゼンテ
ーション形式だったそうですが、実はューヨ
ーク・ファッション・ウイークでは近年、こ
のプレゼンテーション形式が増えてきている

む製品づくりやマーケティング戦略で、ドレ
ス、靴、アクセサリーとライフスタイル全般
にわたる製品ライナップで見事にライフスタ
イル・ブランドに変身させています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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さて、今回のコレクションは牡蠣で有名なオ

“ザン・トイ、アパーイーストに待望の旗艦

イスターバーで開催されましたが、ユニーク

店オープン”

な場所を開催場所に選ぶ、という傾向も増え
てきています。過去には 2007 年フェンディ
が万里の長城で行って話題になったショーが
ありますが、今期も、例えばラルフ・ローレ
ンなど、マンハッタンから車で 1 時間程度北
に上がった郊外の車庫を改造して、彼自身
の、世界一を争う高価な車のコレクションと
並べて来季コレクションを発表しました。こ
うした斬新な場所でのコレクション発表はロ
ケーション・ショーとして、やはり近年増え
てきているんです。その背景には、今やベビ

今季のニューヨーク・ファッションウィーク
中に、ファッション・ウィークに 20 年近く
参加しているベテラン・デザイナーのザン・
トイが旗艦店をアパーイーストのレキシント
ン街に 9 月 13 日オープンしています。今季
ショーは午後 3 時からダウンタウンのスカイ
ライト・クラークソン・スクエアでランウェ
イ形式で行われましたが、その夕方 6 時半か
らショップ・オープンのパーティが開かれま
した。

ーブーマーズを超えているミレニアルズにア
ピールしようというブランド側の意図がみえ
ますね。というのも各種マーケティング調査
結果によると、ミレニアルズは、モノよりは
体験を重視するといわれているからです。

75 万ドルで落札されたオークション用、マンハッタンの
夜景ドレス

マレーシア出身の彼は 18 歳でトロントに渡
り、その後ニューヨークでデザイナーの登竜
門パーソンズに学んでいます。ザンのデザイ
ンする服は、ハリウッドスター顧客としては
シャーロン・ストーンやメグ・ライアンらに
も好まれて着られているようで、トランプの
元妻イボンナ・トランプも顧客の一人と聞い
ています。ショーウィンドウに飾られている
マンハッタンの夜景をデザインしたドレス
は、3 人がかりで 3 週間かかったそうです
８★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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が、自転車レースのプロ、ランス・アームス

で売りつくしてしまうので、ブランドがいざ

トロングが主宰するリブ・ストロング財団へ

半年後にコレクションのスタイルを売ろうと

の寄付のためオークションにかけて、75 万

しても売れないという状況も問題視されてき

ドルで落札されました。

ました。

5 年以上も物件を探していた彼が、とうとう

しかもコレクションは、昔はバイヤーやメデ

旗艦店をオープンした背景には、近年のニュ

ィア、お得意様だけの目に触れたものでした

ーヨーク・ファッションウィークのブランド

が、今やほとんどのブランドがインターネッ

を論争させている“See

Now , Buy Now”と

トで同時配信しています。これがソーシャ

いう動きがあります。パリコレは論争の果て

ル・ネットワークを通じてあっという間に世

に、やはり今でも半年先の販売を目指しての

界中に拡散しますから、販売という観点から

コレクションでと決定したと聞きましたが、

すれば、見たものをすぐ売れるような流通の

アメリカではなかなかブランドの足並みがそ

配備はやはり必要なのでないでしょうか。

ろいません。というのも、ソーシャルネット
ワークの発達で今や消費者は、見たものをす
ぐ買いたいという欲望を抑えきれなくなって
きているからです。コレクションで見たデザ
インを求めて店舗に行ってそのドレスが無け
れば、コレクションのドレスを揃えている別
ブランドに移ってしまう。あるいはＨ＆Ｍな
どカジュアルブランドがコレクションで見た
スタイルとよく似たデザインを発表して安価

ファッションＧＰＳの読み取り器

もう一つ、ＩＴ技術がニューヨーク・ファッ
ションウィークを変えてきていることに、シ
ョーへの招待システムがあります。今季ブラ
ンドの 80％がファッションＧＰＳというシ
ステムを取り入れたと聞きました。その仕組
みというのが、ショーへの招待はＰＲ会社を
通じて、まずメールで来ます。そして、その
メールにＱＲコードが記されているんです
笑顔のザン（中央）

が、ショー会場にはＱＲコードを読み取る機

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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械があり、読み取ったら下から薄いレシート
のような小さな紙が出てきます。そこにショ
ーでの座席などが印刷されており、つまりは
全く人が要らないシステムになってきている
んです。
毎年 9 月と 2 月に、9 月は来年春夏ものを、
2 月は同年秋冬ものを発表してきたニューヨ
ーク・コレクションですが、今季のショーで
は特に、ＩＴ技術の革新、市場顧客構成の変
化、インスタグラムなど人気ソーシャルネッ
トワークの発達といった急激な変革の波が押
し寄せてきているとつくづく感じました。
マサミ リーバーマン：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。

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

「練習ハ不可能ヲ可能ニス」
のための環境作り
夏休みを振り返ります。さくら学園年中組で
お世話になっています、大塚晴久です。在ワ
シントンかれこれ９年目。アメリカ人と日本
人のハーフの妻、娘のかれあ（５歳）、息子
の健人（３歳）、運転上手で、時間厳守なド
イツ人オペアの家族構成です。
さて、夏休み初っ端、かれあと健人は、オペ
アと一緒に某〇カイ〇ーンでトランポリン。
すると、健人が“痛い！”（英語）と左膝下
を抱えて絶叫。当日は涙一つ見せなかったも
のの、翌日、お医者さんに「骨折！」の診断
を受けると、健人とかれあは、号泣。これで、
夏休み真っ只中
６週間、プール
行けないし、ビ
ーチに行って
も、なにもでき
ないじゃんと、
二人顔を見合わ
せて、抱き合
い、滝の涙、こ
の世の終わり
顔。なんともかわいい姉弟愛で、私も泣きそ
うになりました。しかし、子供は、大人より
もある意味大人で、二人とも家に帰ったらコ
ロッと忘れたかのように、ギブスをかばいな
がら二人で遊び始め、さっきの滝涙はなんだ
ったのだろうか。あっという間に新しい環境
に適応。こちらは、それから６週間、どこに
行くにも、健人を抱えて行かなければならな
かったのは大変でした。
しかし、おかしいな？と思ったのは、治療費
の高さはさることながら、お医者さんの初め
の言葉、“トランポリンでしょう？危ないん

１０★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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だよね、だから学校には置いてないんだよ。”
え！？私はビックリ、それなら、早く言って

自分・家族にとって何が大事か、何を優先さ
せるか、家族・子供たちとの時間も楽しいし、

よ～と思いましたが、トランポリン持ちの隣
人家族に聞くと、６歳未満でのトランポリン
遊びの危険性はよく知られているとの由。聞
いてみると、〇カイ〇ーン入場前にウエイバ

もっと欲しい、どうやってバランスをとるの
か。こんなことを漠然と考え続けていました。

ーをサインしているから、誰にも文句言えな
いよとのこと。トランポリンなんてものを知
らない環境で育った私は、今後、もうちょっ
と良く調べてから子供に新しいものを体験さ
せねばならないなと思った次第でした。しか

休肝日なし、毎日アルコール、最低ビール一
杯飲み続けていた私ですが、簡単にぱたりと
ビールを辞めました（コールドターキーでな
く、週末にたまにカクテルは自分で作って飲
んでます）。おいしさ、楽しさを知れば知る

し、そう思うと同時に、子供をあまり保護し
過ぎる環境も良くないなあと思いました。こ
の思いは、いろいろなことに共通するような
気がします。例えば、少し違いますが、子供

ほど、欲しくなるものを、辞めるのは大変か
と思いましたが、深く考えずに冷蔵庫にビー
ルを補充するのを辞めたら、飲むのを辞める
のも簡単でした。冷蔵庫に冷たいビールがな

たちに、お菓子、特に砂糖の入ったものをど
れだけあげるか。いろんな味、体験をすれば、
するほど、もっともっと欲しくなる、やりた
くなるのが、普通と思います。また、制限さ

ければないで、なんとかなるものですね。そ
れも、たぶん、他にもっとおいしく、体が
feel better なものを優先したから（水）、ま
たは、他に自分の欲望を満たすための代替物

れたら、もっともっとやりたくなるものだと
思います。が、この欲求をコントロールでき
るようになるのは、多少の訓練が必要。私も
日本を離れはや１４年、旅行・出張で、新し
い国を体験して、もっと新しいものを発見、

がない環境にいるから（サッポロ生、黒ある
いは白ラベル）。でも本当の理由は、ビール
を飲むことによる副作用（腹が出る、いびき
かいて妻に嫌がられる）が嫌で、歳のせいで、
若い時ほどカラダが言うことを聞かなくなっ

経験したい欲求は強まるばかり。一方で、
時間が無制限にあるわけでないことも自覚。

てきたことを、やっと自覚したから、かも？
さて、そんな自らをコントロールする（自制
でなく、調整）経験をどうやって子供にさせ
るか。

夏休み中盤、ある日、突然、過去２０年以上

そう思っているうちに、学生時代毎日拝んで
た小泉信三先生の「練習ハ不可能ヲ可能ニス」
を思い出した。なんでも、目標を立てて繰り
返し繰り返し一生懸命練習すれば、なんでも
実現可能という信念。不可能と思わずに、毎
日毎日練習して、カヌーで日本代表として、
アジア大会４位、世界選手権準決勝進出をは
じめ、これまで、やりたいことをのびのび自
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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由に追求することができたのも、このシンプ
ルかつ奥深い言葉に魅せられたから。こんな
経験、思いをどうやって子供たちに植えつけ

するには、力いっぱい、目標に向かって練習
して、深く掘り下げることで、邪念をなくし、
成功体験を積み重ね、それを家族で共有する

られるだろうか。同時に、こうした経験は周
りの支え、環境があってこそ。感謝の気持ち
を持ち続けることで、それをエネルギーに転
換して、さらに頑張って、成功体験を繰り返

こと。親がさせくれたように、自分で見つけ
た目標に向かってまっしぐらに集中すること
の楽しさを子供たちに体験させたい。これが
私のできるせめての親（子？）孝行なのかな

し、周りと分かちあう喜びをどうやって子供
たちに学ばせるのか。私の両親はどうやった
のか。
夏休み終盤、健人の骨もくっつき、毎年恒例

あと。日本語の習得も、子供は思う以上に環
境にすぐ対応できるので、日本語の環境に置
く。ただ、子供たちに押し付けるのでなく、
今すぐできるようにならなくても、自分の意

の Rehoboth ビーチに行って、子供たちと、
彼らの骨折事件の後の最大の目標であったビ
ーチで遊ぶことを繰り返し繰り返し、同じ砂
遊び、水泳をして、夜は繰り返し同じ日本語
の本を読んでいるうちに、ふと、なんでも目

志で、いざ学びたいと思えるようになる時が
くるように、そして、いざ来たときに、一生
懸命学べる・環境・土台を今から準備するこ
とが大切なんだなあ。そして、さくら学園は、
そういう環境作りを我々家族にしてくれてい

標を立てて、継続してやれば、それまで読め
なかった本、到達できなかったモグラたたき
の点数、なんでも可能なんだよという体験づ
くりの大切さを少なからず子供たちと共感で

るんだなあーこんな思いをすることができた
のも健人（健康な人という意味を込めて命名）
の骨折のおかげでした。健康に改めて感謝す
る、なんだか、不思議な夏休みでした。

きたように思いました。この思いは、かれあ
が、なかなか外れなかった自転車の補助輪が
ついに外れてたときに、爆発して、みんなで
ハイファイブをして、おたけびを挙げたとき
に最高潮に達しました。やればできる、やれ
ばできる！
しかしながら、そもそも自転車でも、トラン
ポリンでも、なんでもできる恵まれた、自由
な環境があるからこそ、自分でやりたい！頑
張るぞ！という気持ちになれるのだろうから、
そんな環境を作ってあげるのが、私の役目。
自分の両親がずいぶん前から、さりげなく、
そういう環境を自分にも作ってくれていたこ
とを今更ながら実感した次第でした。こうし
て、私が海外で好き勝手していられるのも、
親が健康で、兄二人家族が日本にいるから。
みんなに支えられている環境に感謝・恩返し

大塚晴久
（さくら幼稚園年中保護者、
二年後も保護者の予定）

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。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 http://sg.sakuradc.org/
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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さくら年次総会及び講演会のご報告
去る 9 月 16 日（土）、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と NPO 法人
グリーフケア・サポートプラザ理事三輪久美子氏
による講演会が行われました。まず総会では、
昨年（2017）度の活動報告、会計報告を行い会
員からの承認を頂きました。また、今後の活動に
ついて会員と共に意見交換を行い充実した会合
を持つことが出来ました。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

編み物の会 ― 講師 Ms. Nobuko Stonebraker
場所:講師宅にて 毎月第４火曜日
電話：（３０１）５９８－２８３６（要予約）
E メール：nobuko10@gmail.com
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

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、三輪久
美子、野上こずえです。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

Ｅメール：yokospalding@gmail.com

そしてこの日のメインイベントともなった三輪先
生による「大切な人を看取る‐高齢期における家
族との別れ‐」と題した講演では、死別、その後
に訪れてくる悲嘆、そして悲嘆からの回復など専

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

姿斉教室 ― 講師：スチュアート純子
www.shisei-planet.com

門的な立場からお話を頂きました。また、その死
別に自分が直面した時の対処法や当事者への
接し方について勉強させて頂きました。日常生
活の中ではほとんど考えたりしないことだからこ
そ、今回の講演は大変貴重なお話を頂けたと思
います。
ご参加くださった会員の皆様、本当に有難うござ
いました。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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今年も年末恒例のミツワバス旅行 を企画いたしましたのでお知らせ致します。
日程：１２月 10 日（日曜日）朝７時
第一陣：タイソンズコーナーウェスティンホテル前にてピックアップ
第二陣：ロックビルてまり駐車場にてピックアップ
第三陣：コロンビア Gateway Overlook Shopping Center Lowe’s 前駐車場にてピックアップ
ミツワ到着後、自由行動
お買い物や食事を楽しんだ後、帰路につき夜８～９時ころ到着予定
参加費：（さくら協会会員）＄５０
（非会員）＄７５
キャンセルの場合は出発の 24 時間前までであれば全額返金致します。
尚、バス代の一部はさくら協会が活動の一環として負担しています。
参加ご希望の方、ご興味のある方は、八木（sakura.bus@icloud.com または３０１－９８３－
１７９０）までご連絡ください。

今年も年末恒例のミツワバス旅行を企画いたしましたのでお知らせ致します。

尾上流家元

大型バスでゆったりと、お友達とおしゃべりしながら旅行気分でお買い物に出かけてみませんか。
尾上菊乃丞
日本野菜やお魚、お惣菜などいろいろありますので、ぜひクーラーボックス持参でお出かけくださ
い。ミツワ店内にはフードコートもあり昼食には日本の味が楽しめます。この日一日プチ日本を満
“DANCER OF JAPAN”
喫しましょう。
日本古典伝統芸能舞踊家 三代家元尾上菊乃丞氏は活動的に日本舞踊 歌舞伎の振り付け等、
日程：１２月10日（日曜日）朝７時
忙しい中 新橋芸者 京都芸者 外国から家元の稽古場に足を運ぶ人。
第一陣：タイソンズコーナーウェスティンホテル前にてピックアップ
アメリカに住む日本大好き 日本芸能文化愛好家にはたまらない。国際的な友情の架け橋となる。三
第二陣：ロックビルてまり駐車場にてピックアップ
代家元は再度アメリカ入り。
第三陣：コロンビアGateway Overlook Shopping Center Lowe’s前駐車場にてピッ
クアップ、出発。
入場券予約受け付けております。尾上流ダンス tel: 703-631-2163
ミツワ到着後、自由行動
email: kikuyuki@onoedance.com
お買い物や食事を楽しんだ後、帰路につき夜８～９時ころ到着予定
Presented by Onoe
Ryu Dance Enterprises LLC
● on the web: onoedance.com
Sunday, January 14, 2018 at 2 pm
参加費：（さくら協会会員）＄５０
THE KENNEDY CENTER
（非会員）＄７５
TERRACE THEATER
キャンセルの場合は出発の 24 時間前までであれば全額返金致します。
Washington, D.C.
尚、バス代の一部はさくら協会が活動の一環として負担しています。
名
１４最少催行人員：20
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
参加ご希望の方、ご興味のある方は、八木（yagi.yoko@comcast.net または３０１－９８３－１７
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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
新規会員

日付＿＿＿年＿＿月＿＿日

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？
よろしければ出身地（都道府県）を教えてください （

はい

いいえ
）

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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地域で役に立つ情報がいっぱ
い！

さくら学園で、こどもと楽しく
いっしょに学べる！

日本人がアメリカ
で助け合うって大
あたらしい友だちが増

事なことなのね。

えるかな？
ためになるセミナーもあ
るのね。
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

さくら協会のご紹介
さ くら 協会は 、 １ ９ ９ ７ 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
ダンスや日本刺繍など各お教室を日本語で開
催しています。
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