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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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やっと春らしくなったと思ったら寒くなりだ
し、とうとう 3 月下旬にも大雪が降ったり
と、季節の移り変わりなどを楽しむといった
余裕もなく突然ポイッと春がやって来たとい
う感じがしていますが、皆様いかがお過ごし
でしょうか。
今回のさくら通信は、日本への里帰り時の随
筆、日本人なら誰でも知っている「幸せなら
手をたたこう」の由縁、大学資金についての
お勉強など、盛り沢山な話題でお届け致しま
す。
また、最後に 5 月に行われるさくら協会会員
のためのポットラックパーティーの情報もあ
りますので、お見逃しなく。
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里帰り
ウィリアムス春美

軸。玄関口は小さく、いかにも古い家を直し
たというのが一目瞭然だが、内装は白壁以外
のところが全部木でできている。それも古い
木を使っているのかどこもかしこも黒光りし

親が健在な時にはまるで当たり前のよう

ているのが非常に気持ちをすっきりさせる。

に里帰りだと言っては度々日本へ帰り、実家

私は一目で気に入った。フロントで宿泊の手

だからだと言って長居をし、食べさせてもら

続きをしている間に、合気道の御免状が何枚

い甘えていた。

か掲げてあるのに気付いた。

時は過ぎ、親が亡くなると急に親ばかり
でなく実家もなくなってしまっているのに気
がついた。日本へ行きたくても行くところが
ない。実家というのは日本へ行った時にはい
つでも滞在できるスペースのことであり、手
足を伸ばせるところであり、甘えられるとこ
ろでもあったのだ。それらがいっぺんになく
なってしまった。とはいえ親が健在の時、日
本へ帰ったのは

親を喜ばせるためだけに帰

って行ったのではなかったはずだ。その町は

「どなたが合気道の先生なんですか？」私も

私の故郷でもある。それならば、親がなくな

前に合気道をやったことがあるのでつい聞い

っても故郷へ帰るのは当然ではないか。そこ

てしまった。

には親はいないかもしれないけれど、兄弟が

「旅館のオーナーです。」

おり、姉妹がおり、友達もまだいる。私にと

「合気道の先生なんですか？」

って日本は故郷なのだ。親がいなくなっても

「そうです。」

故郷はなくならない。

手早く手続きを済ませ、部屋の鍵を渡し、

それで２０１８年、年があけるとすぐ故郷

旅館の説明をしてくれた若い男性は日本人で

を訪れることにした。実家がないのでまず落

はなく韓国人だった。私の部屋は五階で、広

ち着くところとして安い旅館を探した。場所

さは四畳半。トイレ、シャワー、台所は共同

は東京、池袋。池袋は成田エクスプレスの終

で、台所の隣にあるスペースはテレビの部屋

点なのだ。インターネットで探したその旅館

でもあり、くつろぎの場所でもある。

は小さく目立たないところにあった。普通の

「檜風呂もあるんですよ。」と韓国人の若い

家の玄関のような戸を開けるとまず目にとま

男性が言った。

ったのが、畳敷きの式台、そして生花と掛け

「シャワーは各階に二つづつあるからいいん
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ですが、檜風呂は一つしかないから入れない

「はい、そんな風に言っていただけるなんて

時もあるんです。その日によって違いますが。

嬉しいです。実は私がオーナーなんですが、

もし興味があるなら早めに言ってください。

お客さんに喜んでもらおうと一生懸命生けて

風呂は小さいので、一人か二人しか入れない

いるんです。でもまだまだ駄目ですよ。」

んです。」

「そんなことはないですよ。それでは、この

台所には大きな冷蔵庫が備えてあるのはも

旅館の中のデコは皆貴方の好みなんですか？」

ちろん、緑茶、お湯、冷水などは二十四時間

「まあね。もともとはこれは私達の家族の家

供給されている。それ以上に驚いたのは、台

だったんですよ。私もこの家で生まれ育ちま

所の隣の居間で、そこは誰でも、いつでも使

した。でも我々子供三人が大きくなって家を

うことが可能で、テレビも置いてある。この

出てからは、私の両親がその家を改造して旅

建物の中にテレビがあるのはその部屋だけな

館にしたんですよ。」

ので、もしテレビが見たければそこまで来な

「そうなんですか。じゃ、ご両親のお手伝い

ければならない。私が滞在していた時はちょ

をなさっている？」

うどオリンピックの時だったので、ちょくち

「いえいえ、父はもうずっと前に亡くなりま

ょく行ったのだが、オリンピックに夢中なの

した。それから母は一人でやっていたんです

は私だけで、他の客はほとんど見に来なかっ

けど、とうとう無理だって言いましてね。」

た。テレビは日本語なのでほとんどの外国人

「それでお母様のお手伝いをなさっている？

の客には日本のテレビは無理だったのだろう。

親孝行なんですね。」

おかげで平昌オリンピックはテレビを独り占

「若い頃は散々悪いことをしましたからね。」

めで満喫することができた。

「心を入れ替えて、お母様の手伝いに家に戻

その居間には綺麗なお花が生けてあり、非

っていらっしゃったっていうことですか？」

常に印象的だった。それも古流なのだ。その

「まあ、そんなものですが、母はもう九十二

部屋の壁にかけてある絵も非常に好みがいい。

歳で、仕事なんてできません。それでもこの

日本画で有名な人の絵ではないかと思われた。

家から離れたくないと言ってこの家の一部屋

それだけでも感心していたのだが、何日かご

に住んでいます。でも皆さんには邪魔になら

とにその花が替えられているのに気が付いた。

ないようにしてますから御安心ください」

ある日、その花をいけている人に出会った。

「じゃ、貴方もここに？」

腰の低い、おとなしそうな中年の男性だった。

「いえ、私は家族がありますから、ここから

「いつもお花が綺麗に生けてありますね。

車で三十分のところに住んでます。母には看

この旅館のオーナーさんはお花が好きなんで

護人を雇っています。」

すか？」

と話が弾んで、彼は合気道、剣道、柔道、空
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手、の先生をしていると語った。客も外国で

ったら、帰る実家がないからと簡単に日本行

そのような日本の武道を習っている人達が多

きを諦めるべきではないとつくづく思った。

いそうなのだ。彼は日本の文化には外国の人

親がなくなり、実家がなくなっても故郷は無

達に紹介し、学んで欲しいものがたくさんあ

くならない、そして実家で甘えていた時とは

るという。

別な世界が広がってくると実感しながらワシ

「お花も教えていらっしゃる？」と聞いたら、

ントン DC の我が家に帰ってきたのである。

「いえいえ、お花は今でも習っているんです。
私の先生はもう九十を越しているんですよ。

ウィリアムス春美：１９３９年福島県生ま

それでもちゃんと教えている。」

れ。青山学院大学卒業後、中学校の英語の教

私も若い頃お花を習ったことがあるが古流だ

師になる。１９７６年からワシントン DC に

ったので、急に懐かしさが戻ってきた。縁は

定住。ジョージタウン大学大学院を卒業後シ

異なものである。

ョージタウン、アメリカン、ハワード大学で
日本語を教える。著書：「ぶらりあるき幸福
のブータン」「ぶらりあるき天空のネパー
ル」「ぶらりあるきチベット紀行」「ぶらりる
きビルマ見たまま」「ぶらりあるきメコンの
国々」（以上、芙蓉書房出版）

まるいち
私の泊まった部屋は四畳半で、一人で寝泊
まりするには十分なスペースだ。部屋にはテ

日本の食料品
日本酒、ビール、ギフト商品

レビはないが、WiFi が可能なので、コンピュ
ーターは自由に使える。そして、今回はコン
ピューターで、「らじるらじる」という NHK
のラジオ番組を知り、その番組を暇あるごと
に聴いていた。しばらくぶりに日本でラジオ
を聴くことができ懐かしかった。「今日は啓
蟄の日ですね」などというアナウンスもあり、
色々なことを学ぶことができる。
もし日本滞在がこんな風に実のあるものであ

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
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「幸せなら手をたたこう」
は何故生まれたのでしょう？

用舟艇などの残骸も半分砂に埋まったりして
まだ残っていました。日本の侵略軍が戦闘で
強く抵抗するフィリピン軍と民間人へ残虐行
為を行われた地域だったのです。その悲惨な

木村利人
フィリピンでの奉仕活動
皆さんも一度は聞いたことのある「幸せな
ら手をたたこう」という歌は、何故、どうし

戦争が終わって 14 年後、初めて日本人が来
たということで、私は村人たちの恨みや憎し
みの眼差しに晒され、険悪ムードだったので
す。

て生まれたのかをご存知でしょうか。
実はこの歌は、海外ボランティア体験の中
から生まれた歌なのです。今から６０年近く
も前のことでした。１９５９年、早稲田大学
大学院生だった私は、フィリピン YMCA が主
催してマニラ北部にあるダグパン市で開催さ
れたワークキャンプに参加しました。この
YMCA ワークキャンプは、現地の公衆衛生・健
康と医療専門家の指導によるコミュニティ開

1959 年 YMCA Work Camper（筆者は後列左端）

発援助活動の一環でした。小学校の運動場の
バスケットボールのコート建設、校舎の外側

私は小学校を宿舎にして、約１ヵ月間、炎天

の排水溝工事などのワークをしました。一番

下で汗水を流してフィリピン青年たちと一緒

の大仕事は「簡易トイレ」を作るための深い

に作業をしました。やはり共に汗を流して共

穴を堀ったことです。まだこの頃、この地域

同生活をしていれば、だんだん打ち解けてく

にはトイレはなく、海岸の砂浜が潮の満ち干

るのです。朝夕の礼拝で聖書を読み、祈り、

を利用した自然のトイレだったので、その習

話し合いをしている中で、親しくなったラル

慣を変えるためのフリピン農村復興運動の一

フ君から次のように言われたのです。「実は，

環でした。

本当のことを言うと、日本から誰かが来たら、
殺してやろうかと思っていたくらいだった。

日本への憎しみと愛のゆるし
ところが、行ってみて初めて知ったのです
が、そのフィリピン・ルソン島リンガエン湾

僕たちは戦争で家族を失い、日本軍にひどい
目に遭わされた。日本の人々はそのことを知
っているの？」と。

の海岸は、太平洋戦争の最中の 1941 年 12 月
22 日に日本軍が上陸した場所で、当時の上陸

実は、私は戦時中、小学校４年生の時に、

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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山梨県のお寺に東京から学童疎開をしました。

うちに生きる権利を宣言した日本は再び戦わ

当 時 ， 日 本 は ABCD （ America, British,

ない」といって、互いに手を取って涙のうち

China, Dutch）諸国に包囲されて、経済的に

に、不戦・平和・幸せを誓い合ったのです。

も資源が枯渇し、生き残るために止むを得ず

この平和を誓い合った日以降、フィリピン

立ち上がり、アジアの植民地解放のために

の人たちが「態度に示して」親切にしてくれ

「聖戦」をしているのだと私たちは『洗脳』

たのです。結婚式や誕生パーティに招かれ、

されていたのです。「天皇陛下のためなら

地元のロータリークラブで日本の青年代表と

ば・・・・東洋平和のためならば、何で命が

してスピーチをしたり、地元放送局でインタ

惜しかろう」という軍歌を毎日歌っていまし

ービュを受けたり、暖かいおもてなしを受け

た。

ました。

私たちはまさか日本軍が、フィリピンで虐
殺や拷問、暴行などどれだけのひどいことを

作詞のヒントは聖書から

したかということは全く知らされていません

その時の礼拝で読んでいた英文聖書・詩

でした。フィリピンはアメリカの植民地でし

編 47 の一節「Clap your hands for joy, all

たので、アメリカ軍とともに日本軍を相手に

peoples！」(喜んで手をたたこう、みんな

戦ったのでした。私がフィリピンを訪れた

で！)

1959 年当時から遡ること 14 年前の 1945 年に

たこう」と日本語で作詞しました。

がヒントになって、「幸せなら手をた

終わった悲惨な戦争の跡地，虐殺や処刑が行
われた教会などを直接訪れる機会が与えられ、
日本人の一人として「知らなかったでは済ま
されない」と心から深く反省しました。
しかし、カトリックの宗教的伝統に育まれ
たフィリピンの友人たちは、「戦争が終わっ
ているのに、日本人を殺そうと思ったりした
のは間違いだった。私たちは今、平和で幸せ
な時代を生きている。若い世代の僕たちは愛
し合い赦し合って生きよう。再び武器を持っ

ルカオ小学校の子供たちと幸せならを歌う。2013 年再訪時。

て戦うことはやめよう」と「愛と赦し」のメ
ッセージを語りかけてくれたのです。

当時、小学校の運動場でこどもたち皆が輪に

私も、日本の青年の一人として過去の日本

なって椅子に座って歌っていたゲームの歌、

の侵略と残虐行為への深い悔い改めと赦しを

明るく楽しくみんなで遊びましょうという歌

祈り、日本の平和憲法にあるように「平和の

のメロディー（これは後に、スペイン発祥で
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フィリピンに土着化した民謡曲と判明）を聞

木村利人：早稲田大学名誉教授。ジョージタ

いて、そのメロディーにのせて歌詞を書き下

ウン大学ケネディ倫理研究所・特任研究員。

ろしたのです。

「バイオエシックス（生命倫理）」の国際的

そして帰国後、この歌は「早稲田奉仕園」と

パイオニア。恵泉女学園大学学長（ 2006〜

いう早大学生サークルで歌われるようになり、

2012）

そのうち「歌声喫茶」などでも歌われて日本
中にアッという間に広がりました。作詞から

幸せなら手をたたこう

歌詞

５年後の 1964 年には、東京オリンピックが
開催され、テレビでは、歌手の坂本九ちゃん
が楽しいムードでこの歌をうたってくれまし
た。ソ連（当時）体操チームの入場曲にも使
われ，カナダのホッケーチームのメンバーや

幸せなら 手をたたこう
幸せなら 手をたたこう
幸せなら 態度でしめそうよ
ほら みんなで 手をたたこう

世界諸国からの訪問者の皆さん方にも覚えら
れ、日本発のヒットソングとして、世界中に
広まっていったのです。
そして半世紀以上も経った現在も、この歌は
多くの皆さん方に愛されて、地球上のあちら

幸せなら 足ならそう
幸せなら 足ならそう
幸せなら 態度でしめそうよ
ほら みんなで 足ならそう

こちらで歌われています。Youtube を見ると、
様々な言語を含め４万件もヒットするのでび
っくりします。これからもこの歌が平和と愛
の歌として、ずっと歌い継がれていくことを
心から願っています。

ルカオ小学校再訪 2013．1．9
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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捻出するかに頭を悩ませることになります。

大学資金

次にお伝えしたいのは、子供が高校生に
岡島喜久子

なってから大学費用のことを考えるのでは遅
すぎるということ。一つの理由は金額が大き

これからセクション５２９と呼ばれる税
金メリットのあるプランを使って大学資金を
貯めていく方法についてお話しします。税金
メリットには、運用益に税金がかからない、
贈与税がかからない、州によっては拠出額が
州税控除費用として認められることもあるな
ど、後で詳しくお伝えします。ファイナンシ
ャルプランナーとしてと、子供を２人大学に
行かせた親としての経験からお話ししたいと
思いますが、カレッジカウンセラーではない
ので、一般的な話になります。

いのである程度の期間にわたって積み立てを
しないと家計がひっ迫することになります。
もう一つの理由は、５２９プランを使う場合、
株式に投資をすることが一番運用益を見込め
ますが、株式は短期では結果が出ないもの。
株式ならまず５年間以上の期間を考えたほう
がいいです。大学に進学するのが１７歳、
１８歳として、５２９を始めるのはお子さん
が 12 歳以下の時期をお勧めします。アメリ
カの大学に行かせるつもりなら、赤ちゃんの
時に５２９を始めると運用益が大きくなる可
能性が高くなります。

アメリカの大学費用の高さ：
まず初めにお伝えしたいのは、アメリカ
の大学費用はバカ高いということです。日本
とは比べ物になりません。一番高いのは有名
私立大学で、2017－2018 年のハーバード大学
は学費、寮費、食費、などを含めたトータル
で一年間＄65,609。その他に教科書代、お小
遣い、旅費などを含めると、まず簡単に

また、大学で４年間過ごすのは子供で、
親ではありません。親がコストの面から行っ
てほしい大学があっても、子供が決めた第一
志望に受かったら、お金がないからダメと納
得させるのは簡単ではありません。もちろん、
家の財政事情を子供に説明するのは大切です
し、高すぎる大学は初めから訪問しないなど、
作戦は必要です。学費ローンは簡単にできま

＄70,000 を超えると思われます。ということ
は、４年間で＄300,000 近く。普通すぐに払

DC 唯一の日本食料品店

える金額ではありません。州立大学でも、州

はなマーケット

外の学生は年間約＄50,000、自分の住む州の

2000 17th St., N.W.

州立大学に行ったとしても年間約＄25,000 で

Washington, D.C. 20009

す。大学費用は過去平均６％以上の上昇率な

Tel: 202-939-8854
http://www.galaxygalaxy.com/hana/
Open 7 days a week
10:00am - 8:00pm

ので、インフレや給料の伸びよりも早く上が
っていきます。そこで親はどうやって資金を

８★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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すが、将来の負担が大きいのと、子供は先の

してからはお金を借りるのが難しくなります

ことを考えられないのでローンについては慎

し、子供が資金の大切さを理解できないこと

重になった方がいいと思います。（ローンに

もあります（＝せっかく入ったのに勉強しな

ついての説明はここでは省きます）。ちなみ

い）。

に大学費用が６％と高い率で上がっているの
は、学費ローンの審査がゆるいのが大きな理

５２９のメリットとデメリット

由だそうです。奨学金、学費ローン、ファイ

さて税金メリットのある学費の貯め方として、

ナンシャルエイドのパッケージ、祖父母から

A. ５２９

の援助など、いろいろな資金源について調べ

B. 州立大学学費先払いプログラム（Prepaid

ておいた方がいいですが、第一志望の大学に

Tuition） これも５２９の一部ですが便宜上

受かったら行かせてあげられるように、親と

５２９とは呼んでいません

して学費の準備はある程度しておくのが望ま

C．子供の名前で開ける一般口座の UTMA/UGMA

しいです。

があります。その中では５２９が一番おすす
めですが、その理由は以下の通り：
１．柔軟性がある。（学費先払いプログラム
は、自分の住んでいる州の州立大学に行かな
い限りメリットは大きく減る。更に、貯めら
れるのは学費のみで寮費などは別。）５２９
の場合、アメリカならどの大学に行っても税
金メリットあり。転学しても問題なし。
２．お金を出した人（親、祖父母）がコント

なるべくしない方がいいこと：

ロールできる。これは UTMA/UGMA と比べると

できたら避けたほうがいいのは、学費ロ

重要。UTMA/UGMA は子供が１８歳になると(メ

ーンを使って、一般教養的な専攻、例えば美

リーランド州では２１歳)、目的にかかわら

術史、歴史学などの学位をとること。将来の

ず子供が引き出しできるので、大学資金のた

収入が低めの可能性が高いので、学費ローン

めのお金で車を買われてしまう可能性あり。

の支払いに子供が苦しむことになります。例

高校までの学費を貯めるのであれば

外はアイビーリーグ卒業生で、どんな専攻で

UTMA/UGMA でも安全。UTMA/UGMA から得られ

も新卒で収入の高い会社に採用してもらえま

る 年 間 所 得 の ＄ 1,050 ま で は 無 税 、 次 の

す。また、親の引退用資金を削って子供の学

＄1,050 は子供用の低い税率、それ以上は親

費を出すことも避けたほうがいいです。引退

の税率。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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ここではおすすめの５２９についてもう

デメリットは：

少し詳しく説明します。５２９は各州ごとに

1. 大学費用に使わなくてはいけない。それ

独自のプランがあり、ルールも州によって違

以外に使う場合、運用益に税金と 10％のペナ

います。入金できる総額の上限が高く

ルティがつく（兄弟、親せきなどに受取人を

＄300,000 以上の州も多くありますが、連邦

変えることは可能）

贈与税がかからない範囲はどの州でも一年に

2. ファイナンシャルエイドの計算に影響

＄75,000 です。夫婦二人で税金申告している

（５２９に入っている資産の 5.6％だけが親

場 合 （ married

の資産として計算されるので、影響は小さい）

filing

jointly ） は

＄150,000 を一年に入れることができます。

3. 運用損が出た場合、税金のメリットがな

これは 2018 年＄15,000 の年間贈与枠の 5 年

い（普通の口座で運用損が出たら、その年の

分先取りなので、その後５年間は足すことが

配当、金利収入と相殺でき，更に年間

できません。贈与税の上限とは別に後述の州

＄3,000 まで費用として計上できる。普通口

税控除のメリットがあります。

座の運用損は持ち越しも可能で、持ち越しの
期限なし）
4.現金を入れなくてはいけない。
（UTMA/UGMA には証券を入金できる）
メリーランド、バージニア、ワシントンＤＣ
の５２９
1.どの州も州税控除のメリットあり

各州とも共通しているメリットは：

①

１．大学費用（学費、寮費、食費、ＰＣ，教

と、子供一人年間＄2,500 まで（夫婦二人の

科書など）に使うのなら運用益に税金がかか

税金申告なら＄5,000 まで）の入金額を州税

らない

がかかる所得から引くことができる。税率

２．年間にもらえる配当金、金利収入は税金

5％とするなら年間の州税セービングは＄125。

がかからず再投資される

（夫婦なら＄250）

３．自動引き落としの積み立てができる（こ

② バージニア州：＄4,000 まで（夫婦二人な

れが一番簡単に継続できる貯め方）

ら＄8,000）。5％とすると年間＄200（夫婦な

４．２０１８年から、年間＄10,000 まで小、

ら＄400）

中、高校の学費に使用可

③ ワシントンＤＣ：＄4,000（夫婦二人なら

５．５２９に入れた金額は遺産税のかかる財

＄8,000）まで。５％とすると年間＄200（夫

産から引いておける

婦なら＄400）

メリーランド州：州の５２９に入れる

１０★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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④ この３州では州税控除の金額以上を一年

大切なことは、大学費用が高いのを理解し、

間に入れた場合、将来に持ち越し可能で期限

赤ちゃんの時から大学資金の積み立てを始め

なし（将来にわたって毎年上限まで州税控除

ることです。費用は高いですが、アメリカの

申告ができる）

大学教育にはそれだけの価値があると思いま

2. それぞれの州で投資信託会社が投信を提

す。だからこそ、世界中から学生が集まって

供している。

くるわけで、せっかくアメリカで生活してい

① メリーランド州は T. Rowe Price

るのなら、子供にその教育を受けさせる機会

② バージニア州は American Funds

を与えてあげたいですよね。お父さん、お母

③ ワシントンＤＣは Calvert Investment

さん、頑張って学費を貯めましょう！

Management
3. 投信の比較を行うモーニングスター社の
2017 年の分析では、６２のプログラムのうち
バージニア州のプログラムがゴールド、メリ
ーランド州はシルバー。ＤＣは２０１７年に
投信の内容を大幅に変更したので、過去の運
用実績の数字は出ていない。
５２９ではありませんが、ワシントンＤＣ

岡島喜久子：早稲田大学商学部卒。1991 年よ
りボルチモア在住。M&T Bank で企業融資担当、
Riggs Bank (現 PNC Bank)でアジア 29 カ国
大使館担当を経て、2004 年からメリルリンチ
勤務。富裕層のファイナンシャルプランニン
グ、資産運用を行う。CFP (ファイナンシャ
ルプランナー)、CRPC (チャータード リタ
イアメント プラン コンサルタント ) 、
CDFA (サーティファイド ディボース
イナンシャル アナリスト)

ファ

にお住まいの方の子供は、どの州の州立（公
立）大学に行っても、ＤＣＴＡＧと言うグラ
ントを使って、ＤＣ政府から年間＄10,000 の

なお、今回この記事をご寄稿いただいた岡島喜

補助を受け取ることができます。

久子氏による、同じテーマでもう一歩踏み込ん

５２９の運用でどの投信を選べばいいか迷

だ内容の教育セミナーを、5 月 26 日 (土)の午後

ったら、年齢別のポートフォリオが一番簡単

1 時半から 3 時(暫定)の予定で、ギャレットパー

です。株、債券、現金の資産配分をしてくれ

ク小学校のカフェテリアにて行います。詳しく

て、年齢が低いときは株中心の運用。入学が

は追ってメールにてお知らせいたします。

近くなるにつれて債券・現金の部分が大きく
なっていき、もし株式市場が大きく下がって
も、入学時の資金にあまり影響が出ないよう
になっています。資産配分は自動的に行われ
るので、親が運用を変える必要はありません。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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2018 年 2 月の NYFW
マサミ リーバーマン
Japan Beauty Alliance 代表

ているのだろう。
カーマンはスペイン系とイタリア系の両親の
もと、マンハッタン郊外の高級住宅地である
ウエストチェスターで育ったのだという。そ
ういえば、近年彼はハンプトンをイメージし
た家具も発表したばかりだが、マンハッタン
の富裕層の例にもれず、夏はイーストハンプ
トンの別荘で過ごしたのだろうか。父親が麻
酔科医で母親は看護婦、自身も外科医を目指
して緊急病棟でインターンを経験した彼はし
かし、絵画に目覚めマンハッタン・カレッジ

今年も IMG・ニューヨーク・ファッションウ
イークが 2 月 8 日木曜日から 16 日金曜日まで
開催された。メルセデス・ベンツがスポンサ
ーを降りてしまったので、会場はリンカーン
センターではもはやなく、ダウンタウン西側

でファイン・アートを専攻する。ヨーロッパ
を 2 年間放浪したのち。パーソンズで本格的
にデザインを学び、パリのニナ・リッチやク
リスチャン・ディオールで働いたのちに、自
分のブランドを立ち上げたそうだ。

のピア 59 スタジオや、ヴァリック通り近辺
となり、すっかりダウンタウンでの開催がほ
とんどとなった。ところが、そんな中、例え
ばカーマン・マーコ・バルボなどは、ミッド
タウンのナショナル・ジョーグラフィック・
ビル（226W 44th、7 番街と 8 番街の間）の地
下で開催し話題を呼んだ。
カーマン・マーク・バルボ

カーマン・マーク・バルボ

1989 年に自身の名前でブランドを立ち上げた
カーマンは、最近でこそ水着もラインアップ

気短になる人々

に加えているが、元々パーティなどのイブニ

2008 年ごろから、ニューヨーク・ファッショ

ングドレス、高価なカクテルドレスを作品の

ンウィークは少しづつ変わってきた。それで

主流としている。彼の水着はビクトリアズ・

もつい最近までショーは VIP 招待客やメディ

シークレットで販売されているそうなので、

アにしか解放されず、一般の人々は彼らから

やはりセクシーな女性を表現することに長け

そのニュースを聞くシステムだったのだが、
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ここ数年ショーの模様はデザイナー自身のソ

1000－2000 万円が相場とされていた。場所の

ーシャルネットワークであるフェイスブック

立地や装置が荘厳だったわけだが、これに反

やユーチューブ、インスタグラムなどで同時

旗を翻して、ベラ・ワンなどがもっとカジュ

に世界に発信されるようになった。

アルな場所での発表をそのころから提唱しだ

さらに最近の傾向として、人々は半年先のコ

したのだが、カーマンもその流れに乗って、

レクションを待てずに、見たらすぐ着たいと

ユニークな立地で開催を始めた。今回のナシ

思うようになり、H&M などがコレクションで

ョナル・ジョーグラフィック・ビルのショー

半年先にはやりそうなスタイルをすぐに模倣

会場は、ナショナル・ジョーグラフィック・

して販売してしまい、半年後には独自のデザ

エンカウンターという、特殊テクノロジーを

インを発表した本家本元のブランドがうれな

使って海底の世界を体験できるシアターの隣

くなってしまう、などのジレンマも出てきて

だった。彼自身の作品もドライアイスが盛ん

いる。そんな中昨年、ニューヨーク・ファッ

にたかれて、まるで深海のようなミステリア

シ ョ ン ・ ウ ィ ー ク の 母 体 の CFDA （ The

スな世界で、赤と黒のセクシーな作品が並ん

Council of Fashion Designers of America,

だ。

Inc.）でダイアン・フォン・ファステンバー
グらが中心となって、半年先かすぐ販売した
方がいいのかの調査を大々的に行った。結果、
販売できるタイミングでコレクションを発表
したいとトム・フォードら大物デザイナーで
すら、一斉にファッション・ウィークで発表
する流れからは離れだしてきており、従って
コレクションに参加するデザイナーの数は
年々減少している。
ソーシャルネットワークの発達で気短になる
のは、何もアメリカ人ばかりではない。これ
は世界的な傾向に違いないのだが、パリ・コ
レクションは昨年、それでも自分たちは半年
先の流れを変えないと発表した。流石伝統の
ヨーロッパというところだろうか。
話をカーマンに戻すと、一般的に一回のコレ
クションにかかるコストは 2008 年ごろまで

幻想的な今季のコレクション

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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テッド・ギブソン

我が家の日本語教育

さて、そんなカーマンのコレクションのバッ
クステージを担当したのは、アンジェリー
ナ・ジョリーのヘアスタイリスト、ヘアカッ
ト代最高額チャージのテッドギブソンとメー
クアップは MAC のチームだった。

我が家は、日本人の私とエジプト系アメリカ
人の夫、息子のユセフ（4 歳、さくら幼稚園
在籍）、娘のマリア（1 歳）からなり、私と夫
の方針は、遊びや楽しい事を通して学ぶとい

ショー全体からみる来秋冬ファッションの傾向

うものである。よく遊び、さくら幼稚園を始

さて、今年秋冬ものトレンドだが、まずはヒ

めとするコミュニティーに見守られ、親が豊

ョウ柄。続いては肩パットやネオンカラーな

かな愛情表現を持って子供に接する事により、

ど 80 年代を彷彿させるスタイル。それにロ

子供達が日本文化及び日本語を学び、ひいて

マンチックなシースルーで、薄いピンクか白

は人間として成長してほしいと願っている。

で透けて見えるけれどセクシーでない、可憐
なスタイル。変わったところで、ドレスと同

１．遊びと話しかけ

色のブランケットというのか、大ぶりのスカ

子供は、どのような時に最も良く学ぶか。自

ーフのようなものを首に巻くのではなく、片

分の好きな遊びをしている時、また、他者

手に抱える感じ。ニューヨークの冬は寒いの
で、確かにブランケットは温まることとは思
うが、それにしても重いのではないだろうか
…。はたして今年秋冬。ニューヨークの街が
どのような服装ででにぎわうのか、今からと
ても楽しみだ。

（特に親など自分にとって重要な人物）が自
分の関心事に興味を持ってくれる時に、最も
楽いく嬉しいと感じ、それ最良の学びの機会
になるのでははないか。私は、息子が乳児の
頃から良質な遊びに没頭できる環境をつくる
とともに、子供が関心を持つ事に寄り添って

マサミ

リーバーマン：美容＆ファッションライ

話しかけることを実践してきた。

ターを経て、２０００年にＭＢＡ習得、以来美容業

家の中で、公園で、砂場で、森の中で、私は、

界のコンサルティングを手がける。Japan Beauty

子供達の興味関心に寄り添って話しかけ、夢

Alliance 代表。

中になって遊んできた。言葉と想像力と少し
の玩具で、蒸気機関車を運転したり、料理ご
っこをしたり、遊びを通して色々な世界を展
開して来た。自分の好きなことをしている時
に彼らの目は輝き、とにかく楽しく幸せそう
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だ。ユセフは最近では同年齢の友人と遊び始

続き、その間、ユセフにとって日本語は母と

めたが、3 歳代までは、とにかく私と一緒に

の秘密の言語という位置づけであったようだ。

遊んだ。時が経ち、子供達は友人と遊び自分

そして、ユセフが２歳前後の頃、私が日本語

の世界を広げてゆく中で私と遊ぶ事も少なく

で話しかけても返ってくるのは英語だけの時

なってくる事だろう。それでも、｢ママとこ

期もあった。英語のプリスクールに通い、父

んなに楽しく遊んだ。｣という幼少時の思い

親や祖父母と英語で話す環境では当然のこと

出、特に日本語で楽しく遊んだ思い出は、日

だったであろう。

本語や日本文化に対して非常にポジティブな
ものとして心に残ると信じている。また、

転機になったのは、ユセフが２歳半の時の日

「ママは、いつも私の好きなものに興味を持

本への旅行と、３歳でのさくら幼稚園への入

ってくれる」という体験は、大きな自己肯定

学であった。日本に実際に行ってみて、日本

感に繋がる。実際、ユセフは自分の興味のあ

語を話す日本人がいるという事、自分を暖か

ることは皆も面白いと感じるに違いないと確

く迎えてくれる家族・親族がいる事、日本に

信しており、自分の興味関心事について誰か

は新幹線を始めとする面白いものが存在する

に話すのが大好きだ。その過程で、言語も上

事を知り、発語がほぼ完全に日本語になって

達するだろう。

きた。そして、さくら幼稚園に入り、当地に
おいても日本人コミュニティーがあることを
知った。
さくら幼稚園では日本の継承文化が歌や踊り、
ゲームを通じて面白いものとして教えられた。
例えば、お正月会では卒園児の保護者が手作
りした臼と杵で餅つきをしたし、その他にも
節分の豆まき、ひな祭りといった伝統行事を

２．日本人コミュニティーの大切さ

コミュニティー全員で楽しんだ。先生方はユ

私は、日本の家族や親族の訪問が殆ど無く、

セフの話しをよく聞きどんな些細なことでも

日本語のテレビも視聴せず、当地での日本人

「ユセフ君、すごいね。良く出来たね。」と

コミュニティーにも属していない時期が長く

いつも褒めて下さり、彼の自信は飛躍的に高
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まった。さくら幼稚園は coop 形式なので私

グをし、可能な限り笑顔で接することを心が

もクラスで先生の補助として入る中で、私自

けている。勿論私だって怒る事はあるし、不

身も、文化や言語をいかにして教えるか、子

機嫌になることもある。でもそんな時は、何

供に対してどのようにポジティブな動機付け

故私がそうであるのかを説明する。これによ

を行うか、等を学ぶ事ができた。

り、子供達も大人の複雑な感情や事情を理解
するとともに、彼ら自身の感情を日本語で説
明できるようになってほしいと願っている。
以上が我が家で心がけていることである。こ
れから先、既に自立心旺盛な我が子達は自分
の好きな道を追求するだろうし、彼らがアメ
リカにいながら日本語を学ぶということの意
義をどれほど見いだすのか、私のコントロー

３．アラブ流を取り入れた豊かな愛情表現
私の夫のルーツはエジプトであり、夫の家族
は、アラブの文化として、とにかく子供には
キスやハグ、話しかけや笑いかけと言った豊

ルの範疇を超えるところである。それでも私
は、彼らが日本人としてのアイデンティティ
ーを持ち続けることを願い、私が撒いた種は
いつかきっと開花すると信じている。

かな愛情表現を好む。彼らはニュージュージ

年少まとめ役

品川陽子

ー州在住と比較的近郊におり、ユセフも父方
の祖父母や叔父叔母が大好きだ。他方、私は、
子供の頃キスやハグなどをしてくれる大人は

さくら学園は、保護者が運営する日本語幼稚園で

いなかったし、控えめな愛情表現の中で育て

す。各クラスには専任教師がおり、持ち回りで保護

られた。このような「日本的な」愛情表現は、

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

その濃密さにおいて私の義家族のそれに相対

学校 Garrett Park Elementary School を借りて活動

的に劣るし、これを続けていては、日本語教

しています。バージニア州や DC からも通園しやすい

育はおろか母子の絆にも影響しかねない。そ

場 所 で す 。 入 園 を ご 希 望 の ご 家 庭 は

こで、私もアラブ式愛情表現から学ぶことに
し、私がどれほど子供達を愛し大切に思って

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。

いるかを頻繁に言葉や態度で示し、キスやハ
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久しぶりにイカが食べたくなって思い出したの
が、母がよく作っていたイカの酢味噌和えでし
た。小さい頃はマヨネーズ和えの方が好きだった
のですが、最近はコレですね。

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
Ｅメール：yokospalding@gmail.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メール：junkostuart@gmail.com

イカとネギの酢味噌和え
材料（3 人分）：
イカ
長ネギ
味噌
酢

２杯
1本
大さじ２
大さじ１

みりん
酒
砂糖

小さじ１
お好みで
小さじ 1

作り方：
1．イカの皮をむき、好みの大きさにカットす
る。塩で軽く洗って熱湯１で分程茹でる。
冷水で冷まし水を切る。
2．ネギも好きな大きさにカットし、熱湯をかけ
て水でさまし、水をきる。
3．調味料をまぜて具材をからめ、すこし冷蔵
庫でねかせて出来上がり。
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さくらポットラックパーティーのお知らせ
来る 5 月 6 日（日）ポトマックコミュニティーセンターで春の恒例のさくらポットラックパーテ
ィーを下記の要領で催したくご案内申し上げます。今回はエンターテイメントとして西尾牧師先
生の手品とスチュアート純子さんの姿斉教室のデモンストレーションをご用意しています。（姿
斉のため動きやすい服装でお越しください。）ご家族の皆様やお友達と誘い合わせの上、お得意
な料理の一品（５～６人前）をお持ち下さりご参加下さいますようお願い致します。
日時： 2018 年 5 月 6 日（日）
午後１２時 ～ 午後 2 時半
場所： Potomac Community Center
(Community Room)
11315 Falls Road, Potomac, MD
TEL: 240-777-6960
参加費用： 無料
連絡先：info@sakuradc.org

(ご参加人数をお知らせください。）

尚当日ミニバザーも計画していますので、もしお家に新品の物がございましたら、どうぞご寄付
いただきたく宜しくお願い申し上げます。売り上げ金はさくら協会の今後の活動費として使わせ
ていただきます。皆様のお越しをお待ち申し上げます。
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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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