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秋は砂漠で遊べ！
フェニックス

アリゾナの州都フェニックスは、国立公園グラ

ンドキャニオンや、人気の観光地セドナへ行く
「玄
関口」だ。空港の中にある便利なレンタカーオフ
ィスから、車を借りて、一直線に目的地へ。フェ
ニックスは素通りしてしまう人が多いのだが…。
実はいま、フェニックスがおもしろい。食通が

朝焼けの中、上昇する熱気球

注目する「Foodie Town」として急成長している。
アリゾナは、知る人ぞ知る「農業州」だ。年間

を通じて温暖なため、カリフォルニアなどほかの
州よりも、農産物を収穫できる期間が長い。エア
ルーム・トマトやフィンガーリング・ポテトなど、
全米各地のレストランやスーパーマーケットで見
かけるそれらは、ほとんどアリゾナで収穫された
ものだ。
だからフェニックスのレストランでは、
「地

産地消」がやりやすい。最近は「White Sonora

炎を噴き上げながら空を舞う、カラフルな熱気球

Wheat」という地場の小麦が見直され、美味しい
手づくりのパン屋も増えている。
全米のほかの都市と同様、ダウンタウンには若

者が戻ってきた。ライトレイルが開通し、ロサン
ゼルスなんかより便利なぐらいだ。
フェニックスから広がるソノラ砂漠（Sonoran

Desert）は、アメリカの砂漠としてはもっとも緑
が多く、生態系も多様だ。ハイキングや熱気球で
満喫できる。秋から冬にかけてのホリデーシーズ
ンは、
「砂漠のイルミネーション」のイベントも盛

「Phoenix Mountains Preserve」のハイキング・トレイル
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）
取材協力／ Special thanks to Visit Phoenix
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り上がる。
近隣のメサやスコッツデールとあわせて、フェ
ニックスのおすすめスポットを紹介する。

遊ぶ

PLAY

Hot Air Expeditions
www.hotairexpeditions.com

フェニックス近郊の空には、日の出とともに熱気球がポンポンあがる。
「Hot Air Expeditions」社で、ソノラ砂漠の上空を舞う約 1 時間の熱気球ツアー
に参加した。出発時は風速５マイル。最速で 28 マイル出た。移動距離は約 12 マイル。
スムーズで快適なライドだった。
パイロットのマイキーさんは、年間 350 フライトをこなすベテランだ。亡くなった
弟の夢を継いでパイロットになったという。
日の出とともに、炎をシュートしながら熱気球をふくらませるクルー

熱気球はプロポーズの場所として人気があるが、
「一度だけ、ノーと言った女性が
いたね」とマイキーさん。はるか上空で男性が指輪を取り出しプロポーズしたら、女
性は「前にも言ったはず。なんでこんなことするのよ？」と、大げんかに。男性も怒っ
て、指輪を空から投げ捨てたそうだ。
熱気球は重さが 600 パウンドもある。ナイロン生地をつなぎあわせた布に向かっ
て炎をシュートし、命を吹き込む。終わると生地を手でたたむ。クルーは大変な力
仕事だ。

Courtesy of TopGolf Gilbert

左：炎を噴き上げながら空を舞う、カ
ラフルな熱気球
上：熱気球に乗って上空から眺めるソ
ノラ砂漠

Phoenix Mountains Preserve

www.visitphoenix.com/listing/phoenix-mountains-preserve/3764/
フェニックスの街の中にあり、ハイキングやトレイルラン、マウンテンバイクな
どが楽しめる。ソノラ砂漠だけに生息するユニークな姿形のサボテン、
「サワロ」
（saguaro）が観察できる。

TopGolf Gilbert
1689 South Santan Village Parkway, Gilbert, AZ
www.topgolf.com/us/gilbert/
アリゾナといえばゴルフ、というイメージがあるが、近年はアメ
リカでもゴルフの人気は落ち込み気味だ。若い世代にゴルフをもっ
と身近に感じてもらおうという試みが、各地で行われている。
「TopGolf」が、
その成功例のひとつ。いわゆる
「打ちっぱなし」を、
スポーツバーのような環境で、かつゲーム感覚で楽しめる施設だ。
カラオケボックスやボウリング場に似たコンセプト。時間制で、グ

マウンテンバイクをする人も多い「Phoenix Mountains Preserve」

ループでブースを貸し切って、コンピュータ画面でスコアを競い合
う。食べながら飲みながら、テレビを見ながら、ゴルフもして遊ぶ。

Roosevelt Row
Arts District

クラブはそろっているし、希望すればレッスンも受けられる。
全米に約 20 カ所ある。ここギルバートは、
有名な
「スーパースティ
ション・マウンテン」を望むロケーション。

www.rooseveltrow.org
フェニックス・ダウンタウンの北端にある「ルーズベルト・ロウ」には、ミューラル（壁画）が集
中する。地元の人は愛情を込めて「ローロー」
（Ro-Ro）と呼ぶ。
アメリカの都市では最近、
「サード・プレイス」というコンセプトが盛んに語られる。ファースト・
プレイスは自宅、
セカンドが仕事場、
サードがコミュニティー。この 3 つを構築することで、
アーバン・
ライフスタイルが成り立つという考えだ。ローローも、サード・プレイスとなるべく再開発された。
ギャラリーやブティック、レストランの屋内外にミューラルがあり、歩道と車道の間のスペース
ミューラルが多い「ルーズベルト・ロウ」

を使った緑化の試み「パークレッツ」も見られる。
Winter 2016 U.S. FrontLine
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飲む

DRINK

Bitter and Twisted Cocktail Parlour
1 West Jefferson Street, Phoenix, AZ
www.bitterandtwistedaz.com
再開発が進むフェニックスのダウ
ンタウンで、誰もが知っているカク

サボテンなどの植
物を背景に、ユニー
クなイルミネーショ
ンやインスタレー
ションが設置される
「Desert Botanical
Garden」

テルバーが、ここ。20 世紀初頭に
建てられたレンガ作りのビルを改装
した。
10 種類ほど試飲したが、すべて
文句なく極上の味。ミクソロジスト

Desert Botanical Garden

のロス・サイモンさんのワールドクラ

1201 North Galvin Parkway, Phoenix, AZ
www.dbg.org

ソナリティーも魅力。

世界有数の「砂漠の植物園」
。クリスマスが 近づ
くと、 夜 の イルミネ ーション「Las Noches de las
Luminarias」が開催される。アリゾナで最も人気の
あるホリデーシーズンのイベントのひとつ。園内に
8000 以上のライトが灯り、サボテンなどが幻想的に
闇に浮かび上がる。

スの技と、飽きさせない語り、パー

左：
「Bitter & Twisted」のミクソロジスト、ロス・サイモンさん
右：
「Bitter & Twisted」の名物カクテル「マンハッタン」

The Orange Patch
2600 East Lehi Road, Mesa, AZ
www.orangepatch.com
フェニックス近郊メサにある、アリゾナ最古の果
樹園のひとつ。しぼりたてのオレンジジュースをぜひ
飲んでほしい。
1 〜 2 月が収穫期で、3 〜 4 月は花をつけたオレ
ンジの木が香る。ちょうど、メサで野球の大リーグ
の春季キャンプが行われる季節だ。
アリゾナは、
5 つの
「C」で知られる。Citrus
（柑橘類）
、
Copper（ 銅）
、Cattle（家畜）
、Canadian（カナダか
らの旅行者）
、Cotton（ユマで育つ綿花）
。オレンジ
栽培の歴史は長い。昔は、キャンディーよりも甘くて
美味しいからという理由で、クリスマスのストッキン
グにネーブルオレンジを入れる習慣もあったほどだ。 上：アリゾナの太陽を浴びて実るオレンジ＝
しかしフェニックスを中心に、住宅開発の波が押し寄 「Orange Patch」

ウーピーパイや
ハ ンバーガー
を 盛 りつ けた
「DeSoto」 の
ブラッディー・
メアリー
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せて以来、オレンジ畑はどんどん姿を消している。

DeSoto Central Market
915 North Central Avenue, Phoenix, AZ
www.facebook.com/DeSotoCentralMKT

下：新鮮な果物やオレンジジュースを売って
いる「Orange Patch」のストア

ミューラルが集まる「ルーズベルト・ロウ」の近く
にあるグルメ・マーケット。ウーピーパイやハンバー
ガーを盛りつけた「ブラッディー・メアリー」が有名。

食べる

食べ 甲 斐 のある肉 料 理 ＝
「Different Pointe of View」

EAT

Different Pointe of View
11111 North 7th Street, Phoenix, AZ
www.tapatiocliffshilton.com/different-pointe-ofview-restaurant
フェニックスのホテル「Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort」
に併設されたレストラン。高さ 1800 フィートのノース・マウンテ
ンの頂上にあり、フェニックスの市街地や砂漠を一望できる。ロ

夕暮れどきの眺めがすばらしい「Different Pointe of View」

マンチックなテラス席からは、夕暮れどきの眺めがすばらしい。

Barrio Urbano

Crudo

5632 North 7th Street, Phoenix, AZ
www.barriourbanophx.com

3603 East Indian School Road,
Phoenix, AZ
www.crudoaz.com

ジェームズ・ビアード賞の候補に 4 度
輝くレストラン。シェフは、シルバーナ・

フェニックスの地元誌で、ベス

サルシド・エスパーザ。メキシコ南部の伝

ト・レストランに選ばれたことも

統料理に、都会の香りを加えたメニュー。

ある店。シェフは、カレン・キャ

「ヤード・スタイル」と呼ばれる、最近

上：
「Barrio」がある最
近流行の
「ヤード・スタ
流行のフードコートの中にある。もとは
イル」のフードコート
自転車の修理工場だった建物を再利用。 右：アボカド、サルサ、
ダウンタウンに住む自転車愛用者や、レ チーズやシーフードを
たっぷり使った「Barrio」
ンタサイクルで街を回る旅行者のために、 のランチ・メニュー

ンベル。地中海風の味つけで、
新鮮なシーフードや自家製のチー

スモークしたオリーブと、ブタ
の耳をカリカリに揚げたアペタ
イザー＝「Crudo」

ズを使ったメニューが並ぶ。

Joyride
Taco House

駐輪場もある。

La Piazza Locale

302 North Gilbert Road,
#102, Gilbert, AZ
joyridetacohouse.com

1 North First Street, Phoenix, AZ
www.lapiazzalocale.com

メサの隣り、ギルバートの街

フェニックスのダウンタウンは、近年「ピザ革
命」が吹き荒れ、本格的な石釜で焼くナポリ風
ピザの激戦地だ。ロサンゼルスなどよりも早く、
ナポリ風ピザのブームが到来した。ここ以外に、
「Pizzeria Bianco」や
「Cibo s」などの店が有名だ。
ナポリ風ピザの激戦地フェニックス・ダウンタウ
ンにある、
「La Piazza Locale」のピザ

にあるカジュアルなレストラン。
アリゾナ名物「Mexican Snow パティオでタコスを食べながら、
Corn」
。 メキ シコ の チ ーズ
cotija、パプリカ、ハバネロ、 アリゾナの 陽 光を 楽しむ人で
自家 製アイオリソースでトウ いっぱいになる。
モロコシを食べる＝「Joyride
Taco House」

泊まる

Hyatt Regency Scottsdale
Resort & Spa at Gainey Ranch
7500 East Doubletree Ranch Road, Scottsdale, AZ
www.scottsdale.hyatt.com
高級リゾートが集まるスコッツデールの中でも、長い歴史があり、
サウスウェスタン・エレガンスの象徴とされるホテル。フランク・ロイ
ド・ライトの影響を受けた建築で、マクドウェル山を望む広大な敷地を、
パームツリーやサボテン、野生の花が彩る。
ゴルフコース、テニスコート、
ゴンドラ、プールがあり、家族連
れでのんびり滞在して楽しめる。
併設のスパ「Spa Avania」は、
ホリスティックなアプローチと丁
寧なマッサージに定評がある。
Courtesy of Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch

STAY

Fairmont Scottsdale Princess
7575 East Princess Drive, Scottsdale, AZ
www.fairmont.com/scottsdale
ホリデーシーズンの恒例イベント
「Christmas at Princess」
が有名なホテル。フェニッ
クス周辺で育った子供なら、
家族でここに行った思い出があるはず。敷地すべてが「ク
リスマス・ランド」に変身し、アイススケート・リンクやホ
リデー・トレイン、イルミネーションなどが楽しめる。
併 設 の レ スト ラ ン も 種 類 が 豊 富 だ。
「Toro Latin
Restaurant & Rum Bar」は、シェフのリチャード・サンド
バルが生み出すユニークなラテン料理のレストラン。寿司
とセビーチェをかけ合わせた「スビーチェ」などが人気。
「La Hacienda」は、テキーラのコレクションが自慢。
メキシコで資格を取得したテキーラ専門のソムリエがいて、
200 種類以上ある中から、料理やデザートに合う一杯を
すすめてくれる。

「La Hacienda」のテキーラの炎の
演出。ナイトキャップに利用したい
Winter 2016 U.S. FrontLine
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やジープの運転のシミュレーターがあったり、大人

「本物のグリーンシティ」

も子供も楽しみながら森林のことが学べる。自分た
ちの森のことだけでなく、世界レベルで考えていこ
うというコンセプトでポートランドの人の森への深

公園だけじゃない
緑と森の身近さ

い愛が感じられる。ワシントン・パークは広大で美
しい公園だが、ポートランドにはどこにでも緑があ
”

って、そこを歩く トレイル ” も身近だ。

“公園だけじゃない“と見出しに書いたが、先進的
なグリーンシティと言われるポートランドには、ま

住宅街の中にトレイル
リスに鹿もあちこちに

ず公園が多い。大小さまざまな公園が200以上もあ
る。小さい方は、世界最小の “ ミル・エンズ・パー
ク（Mill Ends Park）”で、なんと直径約61cmで見た

オレゴン州で言うと、映画「Wild ( 邦題：わたし

目は花壇。しかし、公式に市の公園に指定されてい

に会うまでの1600キロ)」で、主人公が死にそうに

て、ギネスブックに「世界一小さな公園」として認定

なりながら歩いていたワシントン州からカリフォル

されている。元々はオレゴン・ジャーナルの記者が

ニア州におよぶロングトレイル “ パシフィック・ク

オフィスから目に入る道路の穴に花を植えて公園に

レスト・トレイル ” も通っているが、ポートランド

しようと思い立ち、その小さな公園についてコラム

で言うところの “ トレイル ” は、住宅街の中にだっ

を書いたことから歴史は始まるらしい。ポートラン

てあちこちあって、道しるべが立っている。言わば、

ドらしいウィットに富んだ公園だ。

家の裏の林を歩く感覚だ。緑が深い森を、トレイル

サウスウエストエリアに400エーカー（東京ドー

シューズを履いて朝から走っている人もよく見かけ

ムが35個近く入るぐらい）を超える広大な“ワシン

る。我が家も普通の住宅街にあるが、2、3分も歩けば、

トン・パーク（Washington Park）”は、古くから市

ちょっとした森に小さな小川があってリスや鹿が顔

民に愛されている緑の濃い公園だ。公園内には、拡

を見せるし、
「夜はコヨーテ（小型のオオカミのよう

張工事を隈研吾氏が手掛けた“日本庭園”、野外コン

な肉食獣）が出るから散歩は危ないよ」などと言われ

サートやイベントなど市民憩いの場ともなる “ オレ

る。ビルが林立（その合間にはやはり公園があるの

ゴン動物園”、ローズシティの象徴でもあるインター

だが）するダウンタウンから車で15分も走れば、森

ナショナル・ローズ・テスト・ガーデンほか、いろ

に囲まれた住宅街。そんな自然とスケール感はやは

いろな施設がある。

りポートランドの大きな魅力だ。

中でも、“ワールド・フォレストリー・センター”は、
ポートランドだけではなく、世界の森林の現状やそ
の保護、森林を持続可能にするための活動が、イン
タラクティブな展示も混じえて紹介されている。例
えば、世界一大きなセコイアの木の断面が置いてあ
ったり、森林の火事対応などの際の上空からの降下
ワシントン・パークのロッジのよう
な建物がワールド・フォレストリー・
センター。
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小野アムスデン道子

（Michiko Ono Amsden）
世界有数のトラベル ガイド
ブック「ロンリープラネッ
ト日本語版」の編集を経て、
フリーランスへ。
東京とポー
トランドを行き来しつつ、
世界あちこちにも飛ぶ。旅
の楽しみ方を中心に食・文
化・アートなどについて執
筆、編集、翻訳多数。日本
旅行作家協会会員。
Twitter: ono_travel
Instagram:
michikoonoamsden

市から車で 20 分ぐらいのところで、鹿を発見。

■ワールド・フォレスタリー・センター
World Forestry Center
住所：4033 SW Canyon Rd, Portland, OR 97221
電話：503-338-1367
http://www.worldforestry.org

れます。また、犬を連れていると、色ん

きです。犬は「犬語」で、人間は「人語」

な人から話しかけられるようになり、さ

でそれぞれ自己表現するのですが、相手

らには、
「犬好き」という共通点があれば、

のことに精通していれば「共通語」を話

人種も、年齢も、性別も、言葉をも超え

さなくてもしっかり意志の疎通が出来ま

て、多くの人々と親しくなり、犬談義が

す。ただ、そこに至るためには、飼い主

弾みます。

は、犬という動物を熟知し、愛犬から終
始発せられるメッセージをきちんと理解

生きる糧

し、お互いを分かり合わなければいけま
せん。忍耐なくては成就できない業、こ

犬は、飼い主に「なんとかなるさ！ 大

飼い主の特典
今年の7月23日に、全米各地で一斉に
「Clear the Shelters ！（シェルターを一
掃しよう！）
」というキャンペーンが行わ
れ、家を失くしたペットに新しい家族を
見つける運動が行われました。有力メデ
ィアの協力もあって、イベントは大成功。
合 計 4 万 5000 匹 以 上 の ペ ッ ト に 新 し
い家族が見つかったそうです。読者のみ
なさんの中にも、この夏に犬の飼い主に
なった人もいるのでは？ 犬と暮らすと、
良いことが一杯あります。今回は、私が
日頃からつくづく感じている「犬の飼い主
の特典」についてのお話です。

様々な発見と収穫
犬と暮らし始めると、決まったリズム
に安堵を覚える犬の習性に合わせるため
生活が規則正しくなります。犬と散歩す
ることで運動量も増えます。散歩は、運
動量を増やしてくれるという利点だけで
なく、自然の変化から、散歩道の家やお
店、建物などの移り変わりまで、今まで
は気にも留めなかったような様々な発見
もあり、日常に新たな刺激を運んでく

れは子育てスキルと全く同じです。そし

丈夫。
」と思わせてくれる魔法を持ってい

て、この犬の親業の過程で得るものは、

ます。何か大変な問題があっても、どん

人生の色んな側面で大いに役立つわけで

なに心身が疲れていても、何も知らない

す。

愛犬の無邪気で健気な姿を見れば全てが
吹き飛ばされます。そんな愛おしい愛犬

人間に生活を100％依存する犬を育て

を死ぬまで大事にしようという気持ちが

る時、自分自身が本当に大きく成長しま

どんどん湧き、人生に張りができ、生き

す。犬を育てながら、自分が犬に育てら

る糧が生まれてきます。愛犬を守るため

れる。それは、犬の飼い主の真の特典だ

に、一生懸命仕事をしよう。自分自身も

と信じます。

怪我や病気をしないよう、健康に十分注
意しようという責任感が生まれます。実
家の父がいい例です。年老いてからパ
ピーと暮らし始めた頃は、
「この子を看
取るのは無理だろう…」とそんな寂し
い言葉をよく発していました。しかし、
責任感の強い父は愛情一杯でパピー
を育てました。そのパピーは去年16
歳で大往生するまで年老いた父と母
に生き甲斐を与えてくれたのでし
た。

犬に育てられる自分

足並み揃

え、愛犬

と一生に

成長する

愛犬家から「うちの犬が人間の言葉を
話してくれたらどんなに嬉しいか…」と言

次回は、
「タイミングは命」と題し、

う願いをよく耳にします。そう思うとこ

犬とのコミュニケーションにおいてのタ

ろもありますが、実は私は犬との会話が

イミングの重要性のお話です。お楽しみ

人間の言葉に頼らないところがとても好

に！

てらぐちまほ 在米27年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project
（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com

プライベート／グループ レッスン、
講習会のお問い合わせは

www.doggieproject.com
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りシャンペンに近いスタイルで、酸味も
旨味もボスコより高く、熟成度が深い。
スタイルは違っても、2社に共通するの
は、
「イタリアではブドウが成熟するので、
シャンペンのキツ過ぎる酸味やシビアさ
はない」というポジションだ。まるでカリ

イタリア最高峰のスパークリングワイン生産地を訪ねる

フォルニアのワインメーカーの言かと思
ってしまうが、彼らにとってもシャンペ
ンの非常に高い酸味は、敬遠するのだろ
うか。逆にあの酸味や、果実味を抑えた
シビアさが好きだという人は、シャンペ
ンを好むわけだ。
地域を訪問してまず驚いたのが、近

7 月はミラノ郊外にある、
『フランチャ

代的な美しさだ。どちらのワイナリーも、

コールタ』という、大変ユニークなワイン

超近代の造形を誇り、庭園や社内（クラと

地域を取材してきた。ここは、知る人ぞ

いうより会社に近い）にはモダンアートが

知るイタリア最高級のスパークリングワ

惜しげもなく飾られ、まるで美術館のよ

イン（SP）の製造地である。すぐ隣のヴ

うだ。小高い丘に立てば、北にイゼオ湖

ェネト州では、地場品種グレラを使って

が佇み、南はオルファノの山々が囲む地

早飲み用に仕上げる、飲み易いプロセッ

形が見られる。この湖からの湿った空気

コが大量生産されており、今では世界で

と、山からの涼風が、本来は非常に暑い

最も売れているSPとなった。これに対し

ベラヴィスタ の醸造責任者たちと試飲

地域のブドウ栽培に、良い影響を及ぼし

てフランチャコールタは、シャンパンと

凌駕するワインを作る！」というかけ声の

ている。

同じく高級品種のシャルドネとピノ ノワ

もと、国の定めるワイン法よりさらに厳

フランチャコールタにも、課題は多々

ールを限定地域に植樹し、製造もシャン

しい自主規制を課し、短期間で地域振興

ある。まず知名度が低いこと。歴史も新

ペンと同じく、しっかり瓶内で二次発酵

を達成した。

しいが、生産量が少ないため、輸出市場

させることで繊細な泡を作り、最低18カ

今回訪問したのは、この地域の二大生

が限定される。高品質のものはシャンペ

月にわたって、瓶熟成する。これは本家

産者。カーデルボスコ（Ca'del Bosco）

ン並みの価格で、消費者が両手に取ったと

本元のシャンペンの最低規定期間の12カ

はシャンペンに例えれば、モエテシャン

きに、どちらを選ぶかは自明の理だ。世

月よりも長いことになる。

ドンに近い。そのスタイルはフルーティ

界で最も成功している「ブランドシャンペ

ーでキレイな果実味が特徴だ。一方のベ

ン」を追い上げるには、生産者が一枚岩に

ロンバルディアというイタリアで最も洗

ラヴィスタ（Bellavista）は、モエットの

なってターゲット市場を抽出し、集中的

練された地域で 20 世紀後半に発展した。

対極にあるボランジェのスタイルで、樽

なマーケティング戦略を打っていく必要

仕掛け人は、ミラノで財をなした富裕層

熟成から生まれる深みとフィネスが特徴

があるのではないか。

で、
「イタリアでフランスのシャンぺンを

だ。誤解を恐れずに言えば、ボスコはモ

フランチャコールタの歴史は新しい。

エットのように万人受けするお
いしい果実味があり、ベストセ
ラ ー の Cuvee Prestige ( 米 国
でのでは 35 ドル前後）は、筆
者も毎週のように気軽に愛飲
している。正にイタリアの太陽
と、ハイテクが生んだ SP であ
カデルボスコのベストセラーワイン
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る。対して、ベラヴィスタはよ

ワイン畑からイゼオ湖を望む

が、2015年度の卒業生は全員が大学に進

それぞれの進路

んだと公式サイトで紹介されている。兄、
サマンサ本人と続けて進学するのは「兄姉

9 月、ニナは市内で唯一の公立高校レ

学の中学での成績は B 以上でないと受け

が通った実績があれば、入学が許可され

ドンドユニオン・ハイスクールに進学する。

入れないとある。単位さえ修得すれば高

やすい」から。そしてサマンサの下に控

アメリカでは高校までが義務教育なので、

校に進学できる、普通の公立とは一線を

える弟もまたダヴィンチに進ませたいと、

私立に行ったり、市外に越境したりしな

画す優良校なのだ。実際、US ニュース・

親は幼い頃から子どもたちに言い聞かせ

い限り、小学校から高校までほぼ同じ顔

アンド・ワールドレポートが発表して

ていたらしい。

ぶれの友達と学校で学ぶことになる。

いるハイスクールランキングの最新版で、

ニナの幼馴染のシドニーも、てっき

また、知り合いのお嬢さんは、ローン

同校はカリフォルニア州で 10 位にラン

デールにあるエンバイアロンメント・チ

り同じ高校に通うのだと思い込んでいた。

クインしている。全米レベルでも100位。

ャーター・スクールに通っている。ここ

中学の卒業式の後、シドニーは自宅で子

マイノリティである生徒の割合は88％と

も生徒の多くが大学に進学する優良校で、

どもだけのパーティーを開いた。ニナを

ある。いわゆる少数民族のこと。シドニ

「モチベーションの高い友達に囲まれて、

含む10人ほどの仲が良い男女が招待され

ーの父親は白人で、母親はフィリピン系

本人はいい刺激を受けている」と母親が誇

て夜の 11 時までゲームで盛り上がった。

アメリカ人だ。両親ともに学校行事には

らしげに話していたのが印象的だった。

私はそれも中学卒業記念のお祝いだと受

よく参加していたし、シドニーの母親は

け止めていた。しかし、その後、ニナが

子どものモチベーションを高めるために、

な友人と出会うかによって将来は少なか

何気なく「シドニーは別の高校に行くか

ニナも誘って UCLA の教授に会いに連れ

らず影響を受ける。市内に２つある中学

ら」と口にした。
「どういうこと？」と聞く

て行ってくれたこともある。教育熱心な

から生徒が集まってくる高校に進むニナ。

と、
「お父さんが以前教えていたサイエン

のだ。

つまり、生徒の半数が顔見知りとは言え、

スとマスに強いハイスクールに進学する」
との返答。すぐにピンと来た。カーソン
にあるカリフォルニアアカデミー・オブ・

環境と友人が将来を変える

マスマチックス・アンド・サイエンス（略

さて、ニナの同級生がもう 1 人、市外

称 CAMS）のことだ。そうか、あれはシ

の高校に進学する。互いにスリープオー

ドニーが自ら企画した送別会だったのか

バーするほど仲のい

と遅まきながら理解した。

いサマンサ。彼女の

CAMS はその名の通り、数学と科学に

兄も通ったダヴィ

力を入れた高校で、公式サイトのミッシ

ン チ・ ス ク ー ル と

ョンステートメントには「今後ますます進

いう、エルセグンド

化していくグローバルで技術的な社会に

に あ る 高 校 で、 こ

思慮深く行動力に満ちた人材を送り出す

こ も CAMS と 同 じ

ことを目的とし、大学進学に有益な革新

く、大学進学に力を

的なカリキュラムを提供する」とある。

入れたカリキュラム

CAMS に願書を申請するためには、成

で 知 ら れ る。2008

績面での要件が課される。特に数学と科

年創設と歴史は浅い

確かに、どんな環境で学ぶか、どん

高校は本人にとっては新しい環境。新た
な出会いもあるだろう。引き続き、娘の
学校生活を見守りたい。
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ひびの

ポケモン GO
今巷で大人気の、ポケモンGOというス
マートフォン(以下スマホ)用ゲーム、私は
正直それ程興味はなかったのですが、パー

日比野

泰

ACE Inc. 代表

チームとポケモンを戦わせ、鍛えるなど
します。
このゲームは意図されたコンセプト通り、

ひろし

静岡大学工学部卒。年商2億円増の
SEO、月商10万ドル超のECサイト、
シェア1位を獲得するブランディン
グ、ファン数10万人超のSMM、売
価1%以下CPAのPPC広告など成果
の伴うサービスをモットーに企業マーケティングに
貢献。日米の企業向けの基幹システムも多数開発。
問い合わせ：usfl@artisancrew.com

って凄いなと思いました。

マーケティングにも有効だが

トナーがかなりハマっており、色々聞かさ

ユーザーをとにかく歩かせて、運動不足を

ポケストップには、当然ユーザーが集

れたり、付き合わされたりした中で、素直

解消させます。因みにパートナーは、始

まりますし、お金でも買えるルアーを付け

に感動した事や興味深いと感じた事を、書

めてから約3週間で、112km歩いており、

る事で、より多くのポケモンが集まるため、

かせてください。

私もそこそこ付き合わされました(汗)。

色んなビジネスが客寄せにも使えます。日

世の中の肥満問題の解決策として、誰かが

本では既にマクドナルドと提携している事

昨年独立したNiantic社が開発していた

考えたのなら、本当に見事で、引き籠りが

がバレていますが、ビジネスによっては、

Ingressという、スマホ用のオンラインの

ちだった人が、外に出る様になったという

新たな集客ツールとしても十分に活用でき

位置情報のARゲームで、新しい地域を冒

ニュースも多々見ました。

そうだと、当初から思っていました。

前身はGoogle内のスタートアップで、

険し、運動にもなり、他のユーザーとも繋

ただ先日、仕様変更があり、パートナ

がりを持つというコンセプトに、現実世

現実のコミュニティを作る

界とポケモン(ポケットモンスターの略で、

老若男女、人種問わず、それこそ障害者

漫画のキャラクター )との共存体験を実現

までもが、共通の話題で盛り上がれるのは、

れたのです。またポケモン捕獲の失敗率も、

する構想として、Googleや任天堂も出資

実に素晴らしく、今の大統領選の某候補が、

あからさまに上がりました。恐らくこの大

しました。

恐怖や憎悪、偏見を煽り、国民を分断さ

反響に乗じて、収益モデルの本格化が一気

せるような動きをひたすらとっている様な

に進み、有料サービスの強化が、提供者側

一応ゲームの概要を説明すると、プレイヤ

世の中において、このゲームのコンセプト

からはかられているのでしょう。

ーは、ポケモントレーナーとして、現実世

は、実に平和的で、健全かつ気持ちのい

界でポケモンを探して歩きまわり、ポケボ

い世界感だなと思いました。

既にご存知の方も多いとは思いますが、

ーが激怒していたのですが、今迄あったポ
ケストップやポケジムの多くが、急に消さ

ゲーム自体は 無料なので、ゲームを優
位に遊べる有料アイテムの購入（In-app-

ールと呼ばれるカプセルを投げてポケモン

パートナーがポケジムでバトルをする

purchases）
が主な収益源なのですが、不具合

を捕獲し、最終的に約150種類ものポケ

際に、10歳位の見知らぬ坊やと味方チー

もあり、返金を要求しようにもその手段が

モン図鑑を完成させるというゲームです。

ムになったそうです。周りにいたティー

ないなど、本来ならゲーム市場から撤廃さ

ポケボールは、マップ上に現れるポケ

ン達が敵チームと分かり、明らかにがっ

せられてもおかしくない程、未整備の一面

ストップと呼ばれる特定の場所で、様々

かりされたらしいのですが(笑)、いざ戦

もあり、そこへ来て、ファン心理を踏みに

な道具と共に手に入ります。ポケストッ

いが始まると、パートナーのポケモンは

じる仕様変更なので、今後が気になります。

プは、世界中の名所やスポット以外にも、

強かったらしく、ティーン達から「うわ

以下、パートナー談です。
「時代なのか

Ingressでユーザーから集められたデータ

っレベル22だ、誰だ強ぇ、勝てね〜」と

大人になったからなのか、見知らぬ人は、

も活用され、例えば近所でもマニアックな

思わず動揺が聞こえ、この味方の坊やが

警戒するのが当たり前になったが、子供の

アートスポット等もあり、行ってみると、

急に誇らしげになり、ハイタッチして来

頃は、周りは皆ポテンシャルの友で、分け

たとか。

隔てなく、どこか繋がりも感じていた。こ

「ヘェ〜こんな所あったんだ」的なプチ感
動をする事もあるとか。

会社の近くで、同じくポケモン探し

の夏の1カ月位、まるで昔の夏祭りのよう

をしていた自閉症の子供に、熱く話しか

に、子供から大人までもが、夜遅くまで夢

レーナーとしてのレベルを上げる必要が

けられたり、見知らぬユーザー同士でも、

中になって、しかも安全に遊べた感覚が、

あり、たくさんのポケモンを捕まえたり、

年齢差も40歳以上ありそうでも、ごく自

本当に懐かしかった。ありがとう。仕様変

予め3つのチームに分かれたトレーナー同

然にこのゲームネタで、軽い会話が生ま

更前のゲーム」
（その後、ポケモン捕獲の

士が、特定の場所にあるポケジムで、敵

れている光景も何度も見ましたが、これ

失敗率は、改善された様です。
）

図鑑を完成させるために、ポケモント
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さよならアントン
「Star Trek Beyond」
© 2016 Paramount Pictures

当しただけあり、そこかしこにユーモア
が散りばめられ、新シリーズの中で一番
オリジナルに近い雰囲気が漂っていた。
（7
月22日公開）

挿絵の雰囲気を持つ絵柄もファン心をく
すぐるだろう。
（8月5日公開）

重厚で力強い反戦ドラマ
「Anthropoid」
ナチス・ドイツ内でもホロコーストを
特に推進したハイドリヒ親衛隊大将のチ
ェコでの暗殺計画を描いた本作は、レジ

「星の王子様」
アニメ化のサプライズ

スタンスとしての使命を全うしようとす
る若き兵士たちと、彼らを支える人々の
関係を巧みに織り交ぜた反戦ドラマ。上

日本の女子の多くがお気に入りの本と

述したように、映画の観客の半分は女性

オリジ ナル の 若い頃を描く映画
「Star

。筆者の妹も
してあげる「星の王子さま」

を意識したのか、実話を忠実に再現した

Trek」 シ リ ー ズ の 最 新 作
「Star Trek

ファンで、
「テグジュペリって変な名前だ

のかは分からないが、本作でも勇敢な女

Beyond」は、二つの不幸が重なった作品

と思わない？」とよくからかったものだ。

性の活躍が重要なキーポイントになって

となった。製作中にスポック役でお馴染み

そんな人気小説がアニメ化されると聞き、

いるのが嬉しい。戦争・暗殺と言えば、

のレナード・ニモイが持病の悪化で83歳

興味津々で試写に行った。

愛国心旺盛な男性主導というイメージだ

でこの世を去ったのに続き、映画の公開間

ハッキリ言おう、アニメ映画版「The

近にチェコフ役のアントン・イェルチンが不

Little Prince」は、小説版「星の王子さま」

慮の事故で27歳で亡くなったのだ。

のアニメ化ではない。小説版に登場する

兵士ヨゼフには、数々の作品で名演を残

が、平和を願う心は女性も同じだ。
暗殺計画を着々と進める冷静なチェコ

記者会見で、カーク船長に扮したクリ

キャラクターを使いつつ、少女と彼らと

してきたキリアン・マーフィー、彼と行

ス・パインは、アントンとの思い出をこ

の関わりを描くストーリーだ。邦題が「リ

動を共にする戦闘経験の少ない兵士ヤン

う語った。
「彼はいろいろなことに挑戦す

トルプリンス 星の王子さまと私」なのも

には「Fifty Shades of Grey」で注目され

る人だった。アントンに初めて会ったの

うなずける。

たジェイミー・ドーナンが扮し、生還の

は彼が17歳くらいの時で、ぼくの控え室

昨今、ハリウッドはやっと「映画の観客

見込みのない任務を全うしようと励む青

で一緒にギターを弾いた。とても上手だ

の半分（実はそれ以上？）は、女性」とい

年達をリアルに表現する。特に、計画に

ったよ。でも彼は『もう行かなきゃ』って

うことに気づき、女性向けの映画や女性

荷担する女性たちと築く関係のコントラ

言うんだ。理由は、難解なロシア語の小

が主人公の映画を作るようになった。本

ストの演技は印象的だった。お互いに惹

説の英語翻訳の続きをしなきゃいけない

作の製作者は、小説版のファンの多くが

かれながらも死ぬ運命にあるがゆえに深

のとフランスの哲学者が書いた物理学の

女性だというのをしっかり見極めたかど

い関係にならないよう葛藤するヨゼフと、

本を読みたいからで、それらは本作の撮

うかは分からないが、主人公を少年では

先がないと分かっているからこそなのか、

影時でもまだがんばっていたようだった

なく、少女に、しかも母親と2人暮らしと

ロマンスに夢中になり結婚の約束までし

よ。音楽や写真の企画もあって、この夏

いう設定にしているのが面白い。仕事を

てしまうヤン。戦争は、家族や友人を失

には映画監督に初挑戦するとも言ってい

テキパキとこなす教育熱心な母親と、そ

う悲劇だけでなく、惹かれ合う者同士が

た。彼はとにかく人生にとても興味を持

れに従っていた娘が、星の王子さまの世

一緒になれないという不条理も引き起こ

っていた人物だったよ」
。筆者もアントン

界を知ることで眠っていた冒険心が目覚

すことを思い出させてくれた。
（8 月 5 日

には何度か取材したことがあったが、音

めるという展開は実に秀逸。原作小説の

公開）

楽好きの好青年という印象
で、昨年春には、カラオケ
での曲目について盛り上が
った。あれが最後のインタ
ビューになるとは……。
本作は、コメディー俳
優兼脚本家で、スコッティ
役としても出演するサイモ
ン・ペグが共同で脚本を担

© Netﬂix

© Bleecker Street

Special thanks to Michelle Alt / Paramount Pictures, Karina Vladimirov / DKC, Amy Fillmore / Block-Korenbrot Public Relations
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子役の演技にぶっ飛ぶ
「Pete's Dragon」
© Disney

© Sony Pictures Classics

キャスティング」と言われるが、クラシン
スキーの2回目の映画監督の仕事は、作品
選びも出演者選びも「とても良く出来まし
た」の花まるを贈りたい。(8月26日公開)

絶対に見逃せない?!
「Don't Breathe」
8月下旬公開の映画なのに、6月から試
写がまわっていた本作。以前もこのコー
ナーでお伝えしたように、早くから試写
をやる映画は配給会社の自慢の作品で、
かなり良質と考えて良い。本作は、また

笑いとホロリのほど良い
インディー映画

もや帰省することになった筆者にとって、
試写のタイミングもバッチリなら、質も
良さそう……というダブルのメリットが

1977 年にディズニーが製作した実写

コメディー・シリーズ「The Ofﬁce」で

ある作品だった。実際どうだったのかと

とアニメの同名合成映画のリメイクとな

頭角を現し、ジョージ・クルーニーが監

いうと……。予告編で感じた「切れ者が作

る本作は、ドラゴンと少年の絆を題材に

督した映画「Leatherheads」の主役に抜

った作品」という予測は間違っていなか

している共通点はあるものの、オリジナ

擢され、ハリウッドでも注目の若手俳優

った!! ツイストに次ぐツイストの連続と、

ルが子供だけを対象にしているのに対し、

となったジョン・クラシンスキー。そん

緊張の糸の絶妙なタイミングでの緩急に

リメイク版は大人も楽しめるよう現実的

な彼が、2本目の映画監督作品に選んだの

は、ただただうなるしかなかった。共同

で人間ドラマをしっかり盛り込んでいる。

は、手頃なサイズで、ほどよい笑いと感

脚本と監督を務めたのは、ウルグアイ出

森の中で孤児となるも、6年の間、ドラ
ゴンに育てられた少年ピートが森林警備

動を散りばめた低予算映画の本作「The

身のフェデ・アルヴァレス。Youtubeにア

Hollars」だ。

ップした短編映画がハリウッドの目に留

隊員のグレイスに発見される。ドラゴン

母親の病気により急遽帰省することに

まり、
「Evil Dead」シリーズの4作目とな

と一緒に森で暮らしていたというピート

なったジョンは、会社経営が傾いている

る 2003 年の映画「Evil Dead」で、長編

の証言にグレイスは衝撃を受ける。なぜ

ことを隠していた父親と、出戻り実家暮

映画監督デビューを果たするという、新

なら、自分の父親がかつて森でドラゴン

らしの兄と再会しただけでなく、高校時

時代の映画作家だ。

に会ったと言っていたからだ。父親の言

代の恋人とも久しぶりに会う。兄の相変

葉を信じるどころかバカにしていたグレ

わらずのルーザーぶりに呆れつつも、何

実はホラーではない。どちらかというとス

イスは、父親を見る目が変わる。前後し

かと世話をするジョン。そんな折、都会

リラーで、体が切り刻まれたり、血がドバ

て、検査のために病院に収容されたピー

に残してきた妊娠中の恋人が突然やって

ーッとこれでもか！ っと出るようなシー

トが、ドラゴンに会うために森に帰ろう

来る。

ンはない。追い詰められてひたすらドキド

とするが……。
もちろん、ドラゴンはCGだが、最近の

ストーリーはハラーズ家の話だが、映
画を観ていると「あるある」とスクリーン

技術は本当に凄いと驚くと同時に、後入

に思わず言ってしまい

れとなるCGドラゴンを相手にリアルな演

そうな家族ネタが出て

技をする子役にぶっ飛ぶ。特にグレイス

くる。エンターテイン

の娘で、ピートと心を通わすナタリーに

メントにするための
「作

扮するオーナ・ローレンスは、近年、ハ

り」があるものの、
「あ

リウッドでひっぱりだこの子役なのも納

るある」と思わせるの

得の演技を見せる。決して美人系ではな

は、力まない演出と演

い彼女だが、すべてがとてもリアルに見

じる俳優が持つパーソ

えるのだ。恐るべし子役だ。 (8月 12日

ナリティーが滲み出て

本作は B 級ホラー色がプンプンするが、

キし続ける作品だ。アルヴァレスの才能と
頭脳に感服した。(8月26日公開)

いるからかもしれない。

公開)

「監督の仕事の80％は

© 2016 CTMG, Inc.

Special Thanks to Shelley DeHekker / Walt Disney Studios Motion Pictures, Julia Zlatkin/ Block-Korenbrot Public Relations, Guido Gotz / Sony Pictures Entertainment
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紅葉が美しい、ソノマ・ヒールズバーグ

Healdsburg
花と紅葉のソノマ紀行
文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）
取材協力／ Special thanks to Healdsburg Chamber of Commerce and Visitors Bureau

ワイナリーに囲まれた道路を、自転車で駆け抜ける

11 月末、ブドウも、わずかだが残っていた

自転車をとめて立ち寄って、と呼びかけるワイナリーの看板

Winter 2016 U.S. FrontLine
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ソノマといえば、ナパと並んで、北カリフ
ォルニアのワインカントリーの雄。オークラ
ンドに5 年住んだ私にとっては、もう何度も
行ったからいいや、と心のタンスにしまいこ
んだ場所だった。それが、ちょっと発音に戸
惑う街から誘いを受けて、その気になった。
ヒールズバーグ。カタカナで表しづらいこ
の街は、ソノマ郡北部にある。観光客が多
い
「表」
（おもて）のソノマに対して、ここは
「裏
ソノマ」と言ってもいいかもしれない。
ワインはもちろんトップクラス。特にドライ
クリーク・バレーのジンファンデルは世界的
に有名だ。ナパほど暑くなく、セントラルバ

Trattore Farms
7878 Dry Creek Road,
Geyserville, CA
www.trattorefarms.com
小高い丘の上にあり、テイスティングルー
ムのテラスから、ドライクリーク・バレー、
セント・へレナ山のすばらしい眺めが楽し
める。
樹齢 150 年のオリーブの古木からとれた
実を、イタリアのペルージャ地方の伝統
製法でつくるオリーブオイルも有名。
「Dry
Creek Olive Company」のブランドで販
売している。オレンジ、
ライム、
ハラペーニョ
などのフレーバーがあり、テイスティング
もできる。

Quivira Vineyards
and Winery
4900 W Dry Creek Road,
Healdsburg, CA
www.quivirawine.com
ソノマで最初にバイオダイナミック農法の
認定を受けたワイナリーのひとつ。農薬
を使わずに、よいブドウを育てるのがモッ
トー。ニワトリやブタが走り回り、花も咲
き乱れる。木陰のテーブルでピクニックが
できる。ナパ北部、セント・へレナ山がよ
く見える。

レーに比べて涼しい、という気候が、ジン
ファンデルにちょうどいいという。
ダウンタウンには、小さいが優秀なシェフ
のレストランが集まっている。でも、グロー
サリーストアで買うサンドイッチが、レストラ
ン以上に美味しかったりする。そんな場所は、
カリフォルニアのワインカントリーにしかない。
「シャトー」のようなワイナリーばかり回る

古木からとれる実でつくる「Dry Creek Olive
Company」のオリーブオイル

自転車をとめて、ロゼワインでひとやすみ＝
「Quivira Vineyards and Winery」

「Trattore Farms」のワイン

サルビアが勢いよく咲く「Quivira Vineyards and
Winery」のガーデン

燃えるような色を放つ、「Trattore Farms」の
ブドウ畑

「Quivira Vineyards and Winery」のロゼワイン。
セント・へレナ山を遠くに望む

オリーブの古木＝「Trattore Farms」

「Quivira Vineyards and Winery」から、
セント・へレナ山を望む

と気疲れしてしまうが、ここではブティック
ワイナリーも、みなカジュアル。ワインづく
りは基本的に農業なのだ、と教えてくれる。
それでいて個性的。洗練されたテイスティン
グルームは記憶に残る。
誘いを受けたのはサンクスギビングの1週
間前だった。収穫は終わっているし、ブドウ
も見られない。正直あまり期待していなかっ
た。ところが、これが大当たり。ホリデー前
でほとんどのアメリカ人は家にいるから、ど
こもすいている。そして何より、紅葉がきれ
いだ。
「カリフォルニアには四季がない」などと言
う人は、損をしている。どうしてどうして。ワ
イナリーに、ブドウではなく紅葉を見に行こ
う。暖かいから、野花も満開だ。そんな場
所は、カリフォルニアだけだろう。
最近のヒールズバーグでは、
「ワイナリーめ
ぐりは自転車で」が鉄則だ。アレクサンダー・
バレー、ドライクリーク・バレー、色づいた
山並みを眺めながらペダルをこぐ。秋の高い
空が、旅人のこころを軽やかに解き放してく
れる。
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Martorana Family
Winery
5956 W Dry Creek Road,
Healdsburg, CA
www.martoranafamilywinery.com
ドライクリーク・バレーで 30 年以上、家族
経営している。ブドウ畑をワインドッグ（犬）
が駆け回り、ポンコツだがオタカラ物の軍用
ジープがあったりして、おもしろい。オーガ
ニック栽培したオリーブオイルも売っている。

Soda Rock Winery
8015 Highway 128,
Healdsburg, CA
www.sodarockwinery.com
アレクサンダー・バレーで育つエレガントなワ
インが楽しめる。古い納屋を改装したテイス
ティングルームは、すき間から差し込む光が
つくりだす陰陽がすばらしく、ムードがある。

Alexander Valley
Vineyards
8644 Highway 128, Healdsburg, CA
www.avvwine.com
ロシアン・リバーの川岸から丘陵までの広大な
敷地で、14 種類のブドウや、オリーブを育て
ている。洞窟の貯蔵庫をツアーで見学できる。
創業者のマギー＆ハリー・ウェッツェル夫妻は、
このあたりでワインづくりを始めたパイオニア
のひとり。
丘の上にお墓がある。
アレクサンダー・
バレーに落ちる夕日の眺めもすばらしい。

「Soda Rock Winery」の看板

「Alexander Valley Vineyards」の畑に実る
オリーブ
「Martorana Family Winery」のワイン

古い納屋を改装した「Soda Rock Winery」
。
木漏れ日が差し込む

「Alexander Valley Vineyards」の丘の上は、
夕日の時間帯が美しい

おしゃれな「Soda Rock Winery」の
テーブルセッティング

洞窟の貯蔵庫がある「Alexander Valley
Vineyards」
。ツアーで案内してくれる

「Martorana Family Winery」のピクニックテーブル。
自転車をとめて、ランチタイム

古い軍用ジープがある「Martorana Family
Winery」

Wine Country Bikes
61 Front Street, Healdsburg, CA
www.winecountrybikes.com

美しく色づいた「Martorana Family Winery」の畑

自転車のレンタルのほかに、ガイドつきで並走
し、ワイナリーをめぐるツアーも催行している。
希望に応じてピクニックのランチやワインも用
意してくれる。自転車だとエクササイズになるし、
マイペースでワイナリーを回れるのがメリットだ。

ワイナリーに囲まれた道路を、自転車で駆け抜ける
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Dragonfly Farm
425 Westside Road,
Healdsburg, CA
www.dragonflyhealdsburg.com/
dragonfly-farm
畑で花を育て、フラワーアレンジメントをつ
くって販売している。地元のワイナリーやレ
ストランが、ここのアレンジメントを使って
いる。フラワーアレンジメントの教室もある。
畑では、ワインやチーズを持ち込んでピク
ニックもできる。

Mateo’s Cocina
Latina
214 Healdsburg Avenue,
Healdsburg, CA
ソノマでとれる食材を、フレンチのテクニック
でアレンジし、メキシコのフレーバーを加え
た料理。シェフは、メキシコ・ユカタン半島
出身のマテオ・グラナドス。

Café Lucia
235 Healdsburg Avenue,
Healdsburg, CA
cafelucia.net
ポルトガルから移民した両親のもと、ヒール
ズバーグの酪農家で育ったルシア＆マヌエル
のきょうだいが経営するレストラン。ソノマの
ワインとよく合うポルトガル料理を出す。

ビーフ・ショートリブ＝「Mateo’
s Cocina Latina」

エビのリゾット、ウニバター和え＝「Café Lucia」

ザクロとワカモーレを使ったタコーネ＝
「Mateo’
s Cocina Latina」

ブラッドソーセージなど、ワインに合わせた
アペタイザーの盛り合わせ＝「Café Lucia」

カリフォルニアのカントリースタイルが粋な
「Dragonfly Farm」

アヒルが歩き回る「Dragonfly Farm」

Dry Creek Kitchen

Spoonbar

317 Healdsburg Avenue,
Healdsburg, CA
www.drycreekkitchen.com

219 Healdsburg Avenue,
Healdsburg, CA
www.spoonbar.com

ニューヨークやラスベガス、ワシントン DC な
どにレストランを展開するシェフ、チャーリー・
パーマーの店。有名人ながら、気さくに店内を
回って客に声をかける。ソノマ・ヒールズバー
グには特に愛着と誇りがあるという。ワインと
のペアリングで、季節感あふれる料理を出す。

ファーム・トゥ・テーブルならぬ、
「ファーム・
トゥ・バー」をモットーにする店。オーガニッ
クのハーブやフルーツ、野菜を使ったカクテ
ルが人気。

日本でもめったに食べられない高級魚、ヒラマサの
刺身、キャビア添え＝「Dry Creek Kitchen」

ユズ、キュウリ、ジンのカクテル＝「Spoonbar」

紅白の花がまぶしい「Dragonfly Farm」

ソノマ・ヒールズバーグの
最新観光情報はここで！
Healdsburg Chamber of Commerce &
Visitors Bureau
www.healdsburg.com
Sonoma County Tourism
www.sonomacounty.com（日本語あり）
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アメリカ代表が正式
発表された今年 6 月
の全米選手権にて

リオ・オリンピックへ
米新体操団体代表
アリサ・カノウさん
リオ五輪の新体操団体競技にアメリカ

Photo Courtesy of Fanny Cortyl

Photo Courtesy of Thierry Chau

Alisa Kano

文／金岡美佐
かなおか・みさ●シアトル在住のスポーツライタ
ー。
「スポーツは見て楽しむ」をモットーに年中スポ
ーツ観戦に大忙し。中でも一番好きなのはアメフト。
www.afnjapan.comではNFL情報を日本語で発信中。

さんと補欠1人を含む6人の出場がほぼ確

たからと、たまたまエヴァさんがレスト

定していた。この 6 人はリオ五輪出場に

ランで話しかけた日本人の女の子が新体

照準を合わせ、4年前に米国体操連盟がシ

操をやっていた。州大会に出るから見に

カゴに招集したエリートで、国内シニア

来てと誘われ、アリサさんを連れて行く

部門（16 歳以上）では唯一の団体競技選

と、
「私もやりたい」と言い出したのがき

手だ。基本的に個人競技として練習する

っかけだ。先天的な資質にも恵まれた。

新体操で、後進国のアメリカは団体競技

生まれつき手足が長く、体が柔軟な点は

を少数精鋭で強化する方針を採用。それ

新体操選手として大きな強みだ。当初は

が世界選手権でアメリカ大陸からの出場4

マンハッタンの自宅から近い新体操クラ

カ国中トップの13位という実を結び、五

ブに通ったが、そこが閉鎖されると、ブ

輪出場権を手にすると、その立役者がそ

ルックリンなどで教室を展開している名

新体操のアメリカ代表選手が正式発表

のままリオへ行くことになった。
「コーチ

門イサドラ新体操クラブへ移らざるを得

されたのは 6 月 13 日。ロードアイランド

の言葉を信じて続けてきてよかった」
。女

なくなった。そこでウクライナ出身のコ

で行われた全米選手権最終日だった。
「国

手一つで 2 人の子供を育てたエヴァさん

ーチ、ナタリア・キリエンコさんに出会う。

を代表できるなんて、すごく嬉しい」とア

は感慨深げだ。

早くからアリサさんの素質を見抜いた彼

が 20 年ぶりに選手を送り込んだ。この種
目が五輪に追加されたのは1996年のアト

ランタ五輪で、その際は開催国の特権を
活用したが、実力で出場資格を勝ち取っ
たのは今回が初めてだ。アメリカ五輪史

上初快挙を遂げたこの 5 人組には東京生
まれのアリサ・カノウ（21 歳）さんが含
まれている。五輪開幕前の 7 月末、アリ

サさんと母親のエヴァさんに話を伺った。

女は「週4日3時間の練習を欠かさなけれ

リサさんは声を弾ませる。だが、この朗
報をまったく予期していなかったわけで

偶然が重なって新体操へ

はない。アメリカは昨年 9 月、ドイツで

ば、アメリカのトップ選手に育て上げる」
と断言した。また、アリサさんがアメリ

行われた世界新体操選手権でリオ五輪の

アリサさんが新体操を始めたのは 9 歳

切符を手にしており、その時点でアリサ

の時。意外と遅い。娘と年恰好が似てい

カ代表を狙えるよう、エヴァさんにはア
メリカ国籍の取得を勧めた。
Winter U.S. FrontLine
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たが、進路も決まったア
リサさんはこれを最後の

Photo Courtesy of John Cheng/USA Gymnastics

学校生活との両立に悩む
新体操選手として頭角を現す一方、学

記念に新体操から引退す

業との両立は難しくなった。学力の高い

るつもりだった。個人総

公立校へ通えるようにと、郊外のウエス

合で 16 位。国別出場枠

トチェスター郡へ引っ越したのだが、そ

が最大2つしかない個人

のおかげで新体操クラブへの移動時間が

競技では厳しい結果だ。

片道 1 時間半を超えるようになった。当

これで悔いなく新体操人

初は仕事を終えたエヴァさんが車で送迎

生を終えられる。そう思

していたが、ベビーシッター不要の13歳

っていた矢先に、米国体

になると一人で電車とバスを乗り継いで

操連盟からメールが届い

練習へ向かった。ただ、移動中や帰宅後

た。リオ五輪を見据えた

に宿題をやろうとしても、疲れてできな

団体メンバーに選出した

い。アイビーリーグを目指す生徒が揃う

ので、トライアルキャン

学校で、宿題をやらずにいい成績は取れ

プに参加して欲しいとい

ない。学校からは個別のカリキュラムを

う内容だった。この知ら

勧められたが、友達と別行動になるのは

せにアリサさんは突然泣

嫌と本人が断った。1年間はホームスクー

き出した。嬉し泣きでは

ルも試したが、やはり続かなかった。新

ない。
「人生が一転して

体操を続けているせいで普通の高校生活

しまうような出来事。ど

が送れない。新体操で頑張っても、アメ

うしたらいいのか分から

リカ国籍がない自分には代表に選ばれる

なくて泣いていた」とエ

どころか、その前提条件となる全米選手

ヴァさんは話す。チー

権にさえ出る資格がない。そう考えると

ムはシカゴ郊外のノースショア新体操セ

馬鹿らしくなり、アリサさんは練習をサ

ンターで練習するため、高校 3 年生の新

ボるようになる。この悪循環をどうにか

学期直前に再び転校を強いられる。また、

断ち切ろうと、エヴァさんはアリサさん

エヴァさんは仕事を辞めるわけにいかず、

をアート・スクールへ転校させることに

引っ越すのは当時17歳だったアリサさん

した。絵画やデザインを得意とするアリ

だけだ。

上：リオ五輪出場権
を獲得した 2015 年
9 月の世界選手権で
の演技
右：4 年間 6 人で練
習を重ねてきたが、
舞台に立てるのはこ
の 5 人のみ

Photo Courtesy of John Cheng/USA Gymnastics

五輪へ向けた特訓を開始した。

いざ、リオの大舞台へ
あれから4年。大舞台に立つまで3週間
を残すばかりとなった。
「まさか自分が出ら

サさんが水を得た魚のように元気を取り

参加をためらう彼女に対し、コーチ陣

れるとは思わなかった。夢のようです」
。新

戻すと、自然と成績も改善した。
「やっぱ

は異口同音にこう言った。
「今しかできな

体操団体競技の予選は閉会式前日の8月19

り私やるから」と新体操の練習へも戻り、

い経験だから、絶対行きなさい。行って

日からと遅く、チームがリオ入りするのは

高校卒業後はパーソンズ美術大学へ奨学

嫌なら辞退すればいい。大学はいつでも

13日。開会式はいつものようにテレビで見

金で進学することもほぼ決まった。ちょ

行ける」
。こうして嫌々行ったキャンプか

るため「まだ実感がわかない」と彼女が言

うどその頃、エヴァさんがようやくアメ

ら戻ったアリサさんは「別人だった」とエ

うのも納得できる。ジカ熱や治安など不安

リカ市民権を取得でき、アメリカ人にな

ヴァさんは言う。それまでは「ママがやれ

要素も多い中、
「私が見に行かないで誰が行

ったアリサさんは初めて全米選手権に出

と言うから」と話していた娘が、
「私がや

く？」
とエヴァさんも応援に駆けつける。
「ス

場できることになった。

りたいから、これやっていくことにした

コアや結果はともかく、今まで練習してき

んだからね」と言い切った。こうしてアリ

た成果を披露できる最高の演技を見せてく

サさんは単身シカゴへ引越し、元選手の

れたらと願っています」
。この記事が読者の

親に後見人になってもらって一緒に暮ら

目に触れる頃には、リオでのアリサさんの

しながら、5人のチームメイトと4年後の

演技に魅了された人も多いことだろう。

人生の一大転機
2012年6月の全米選手権は初出場だっ
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タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」
。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。
著書
（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。

夏の終わりを元気に乗り切るためにも、今回は夏野菜を
たくさん使った、スタミナメニューをご紹介します。主菜に
は今回初めて黒酢を使ってみました。冷蔵庫に黒酢がない
ご家庭も多いと思いますが、食事ではバランス良く摂取する
ことが難しい必須アミノ酸を豊富に含んでいることで、近年
注目を浴びています。疲労回復効果はもちろん、代謝を促し
てくれ、ダイエット効果もあるのだそう。独特なまろやかな
香りとコクは、肉料理とよく合います。もちろん、普通のお
酢で代用してもOKです。
副菜にはゴマとゴマ油を使用。ゴマも疲労回復効果が高
い食材です。ゴマ油の香りって食欲を刺激しますよね。暑い
日には冷たい麺類ばかり食べていた、なんて言う方も、夏野
菜＆黒酢、ゴマでパワフルにいきましょう！

今日
の

主菜

牛肉とパプリカの
黒酢炒め

【材料】（４人分）
牛こま切れ肉..................... 14oz
パプリカ（赤・黄）........ 各1個
タマネギ............................. 1/2個
ショウガ.................................. 1片
ニンニク.................................. 1片
サラダ油.........................大さじ2

＜炒め調味料＞
黒酢..............................大さじ3
さとう.........................大さじ1
酒..................................大さじ1
しょうゆ.....................大さじ1
鶏がらスープの素....小さじ1
片栗粉.........................小さじ1

【作り方】
❶タマネギはくし切りに。パプリカは
タネを取り除き、1cm幅の縦切りにする。
フライパンにみじん切りにしたショウ
ガ、ニンニク、サラダ油大さじ1を入れ、
中火で熱し、牛肉を焼く。火が8割がた
通ったら、いったん、皿に移す。
❷フライパンに、サラダ油大さじ①を

今日
の

副菜

加え、少し火力を強めてパプリカとタ
マネギを炒める。火が通ってきたら、
皿に移した牛肉と、片栗粉以外の調味
料を入れ、炒め合わせる。
❸最後に、水で溶いた片栗粉を回し入
れ、一気に仕上げ、火を止める。器に
盛りつける。

オクラとトマト、
ツナのゴマゴマ和え

【材料】（４人分）
オクラ.....................................8本
トマト................................ 大1個
ツナ缶.....................................1缶
＜和え調味料＞
ゴマ油.......................大さじ1
すりゴマ...................大さじ2
さとう..................小さじ1/2
しょうゆ...................小さじ1
塩.......................................少々

【作り方】
❶オクラの「がく」というへた
の硬い部分を包丁でくるりと一
周そぎ取る。うぶ毛を取るため
に、塩（分量外）で板ずりをする。
塩 が つ い た ま ま、 熱 湯 で4~50
秒ゆで、緑色が鮮やかになった
らザルに上げ、氷水で冷やす。
❷ ト マ ト を1cm角 に 切 り、 タ
ネ を 取 り 除 く。 オ ク ラ の 水 気
をキッチンペーパーで拭き取り、
7mm幅に切る。ツナ缶を開け、
水気（または油）を切っておく。
❸和え調味料とともに②をボウ
ルに入れ、混ぜ合わせる。

Winter U.S. FrontLine
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REPORT

地酒と特産品イベント
「佐賀の夕べ」盛況

7月14日、在ロサンゼルス
日本国総領事公邸におい
て県の地酒と特産品を紹
介するイベント「佐賀の夕
べ」が開催された。今年の
IWC(International Wine
Challenge)で 金 賞 を 受 賞
した日本酒大和や佐賀牛な
ど、佐賀の豊かな自然と美
味しい水が育んだ県産食材
を使った料理が振る舞われた。さらに、一筆龍絵師、手島啓輔氏によるパフォー
マンスも披露され、迫力のある金の龍が完成すると訪れた人から大きな歓声が上
がった。

EVENT

乳がん・卵巣がん患者のための
日本語支援プログラム

乳がん・卵巣がん患者支援団体SHARE日本語プログラムは日本語で患者サポー
トミーティングを行っている。9月から12月までのスケジュールは下記の通り。
9月2日、10月14日、11月4日、12月9日は6時から7時半まで。9月23日、10月
28日は12時半から2時まで。会場はSHAREメインオフィス、参加費は無料。全
米からの日本語での電話相談も受け付けている。詳細は下記の愛子さんまで。
■住所：165 West 46St. room 706 New York, NY 10036
■問い合わせ：contact@sharejp.org /917-686-0671
■詳細：http://sharejp.org

NEWS

マツダ3ハッチバックが
トータル・クオリティ・アワード受賞

2016年モデル«Mazda3»ハッチバックが、スモール・マルチファンクション
カー部門において、ストラテジック・ビジョン社の「トータル・クオリティ・ア
ワード」を受賞した。米国の自動車業界で、車両の品質評価に定評のあるストラ
テジック・ビジョン社は、製品とサービスに関して総合的に測定できる独自のト
ータル・クオリティ・スコアで評価を行う。同社では「«Mazda3»ハッチバッ
クの全体的費用対効果の高さが、この車の価値とポジティブなイメージを創り出
している」とコメントしている。
希望小売価格は1万7,845ドル。北米マツダの2016年のラインナップでは、
2016「MX-5」がワールド・カー・オブ・ザ・イヤーとワールド・カー・デザイン・
オブ・ザ・イヤーを受賞している。

NEWS

ANAグループ、SKYTRAXの
ワールド・エアライン・アワード受賞

ANAグループは、英国 SKYTRAX社による 2016年ワールド・エアライン・
アワードで、2015年度に引き続き、空港サービス全般を評価する「World’s
Best Airport Services」と、空港スタッフや客室乗務員のサービス品質を地
域ごとに評価する「Best Airline Staff in Asia」の 2 部門で最も優秀な航空会
社として選ばれ、イギリス・ファンホローのエアショーで行われた受賞式典で表
彰された。
ワールド・エアライン・アワードは、世界中の顧客によるオンライン形式のア
ンケート結果などに基づき決定されるもので、ANAの受賞は「World’s Best
Airport Services」が4 年連続 5 度目、
「Best Airline Staff in Asia」が2 年
連続 3 度目となり、6 年連続でアワードを受賞している。
World’s Best Airport Servicesは、空港サービス全般で最も評価の高い航
空会社に贈られるアワード。
「日本のみならず世界40 都市の就航先空港におけ
る ANAスタッフのサービス品質の高さか評価につながった。 ANAの空港スタ
ッフは、搭乗手続きカウンター・ラウンジ・搭乗ゲートなど、顧客が空港で過ご
す各シーンにおいて、それぞれの顧客に寄り添ったきめ細やかなサービスの提供
を心掛けているほか、空港を利用する顧客にとって、より便利でスムーズな動線
を実現するため、様々な取り組みを行っている」と同社では語っている。
また、Best Airline Staff in Asiaは、アジアを拠点とする航空会社の中から、
空港スタッフと客室乗務員による顧客へのサービス品質が最も優れている航空
会社に贈られるアワードとして知られる。
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■詳細：http://insidemazda.mazdausa.com

NEWS

南加日系男性合唱団
「LAグリークラブ」団員募集

南カリフォルニア唯一の日系男性合唱団「LAグリークラブ」が、新規団員を募
集している。2019年には、ハワイ公演を予定。プロの指導を受ける機会も設け
られている。初心者歓迎。練習は下記のトーランスGVIC教会で毎週月曜の午後
7時半から9時半に行われている。
■住所：17811 S Western Ave, Gardena, CA 90248
■問い合わせ：310-413-5555 / samtsuchida@gmail.com 土田さんまで
■詳細：www.laglee.com

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
U.S. FrontLine Winter 2016

ロイヤルカリビアンクルーズ

CAMPAIGN 9月末までキャンペーン実施中
ロイヤルカリビアンクルーズでは、対象クルーズ新規予約の先着50組に特典が
付くキャンペーンを2016年9月30日まで実施している。対象クルーズは、マイ
アミ港及びフォートローダデール港発着のバハマ＆カリブ海クルーズ。特典内容
は下記の通り。
インサイド・オーシャンビュー予約の方：空港・ホテルと港間の往復送迎
バルコニー・スイート予約の方：空港・ホテルと港間の往復送迎とマイアミで
のホテル１泊

REPORT

ロサンゼルスで
JETプログラム参加者の壮行会開催

JETプログラム参加者の壮
行会が7月22日にロサンゼ
ルスのルネッサンス・ホテ
ルで行われた。JETプログ
ラムは、アメリカ人を日本
の地方自治体と総務省、外
務省、文部科学省及び財団
法人自治体国際化協会によ
って現地に招聘し、小・中・
高校の外国語指導や国際交
流活動に従事してもらうプ
ログラム。ロサンゼルス地区からは今年は150名の参加者が派遣されることに
なった。在ロサンゼルス日本国総領事館の萩原真由領事からも、日本での生活自
体も楽しんで欲しいとのメッセージが送られた。出発を翌日に控えた参加者は、
赴任先ごとに分けられたテーブルで親睦を深めた。

■応募先：mikicruise.us@gmail.com
■問い合わせ：1-800-234-3348 月～金 10am～9pm（東部時刻）

NEWS

「FCI News Catch!」がリニューアル！

ニューヨークやロサンゼルス、シ
アトルなどアメリカの主要7都市
で、月曜から金曜まで日本語のニ
ュース情報番組を無料で放送して
い る「FCI News Catch! 」が8
月29日からリニューアルした。
「FCI News Catch! 」は、フ ジ
テレビのニュース・情報番組「め
ざましテレビ」
「スピーク」
「みんなのニュース」から、その日にオンエアされた、
ニュース、スポーツ、エンタメの最新情報を凝縮して放送、さらに番組の後半で
は、アメリカで気になるニュースの解説や、流行ファッション、人気のフード、
季節のイベントなど、生活に役立つトピックを独自に取材し、企画コーナーとし
て紹介している。
■詳細：www.fujisankei.com

CAMPAIGN

JAL USA CARD
「夏の新規入会キャンペーン」実施中

JAL USA CARDでは、2016年7月14日から9月30日まで、
「夏の新規入会キ
ャンペーン」を実施している。詳細、問い合わせ先は下記の通り。
プレミアムコース：
利用1ドルにつき1マイル積算
新規入会5000マイル進呈、クーポンコード AAL2016
ベーシックコース：
利用2ドルにつき1マイル積算
新規入会2000マイル進呈、クーポンコード ACL2016
■詳細：www.jalusacard.com
■問い合わせ：1-877-443-5587 月-金 / 5am–5pm（太平洋時間）

NEWS

「白鶴 Awa Yuki Sparkling Sake」
全米で順次発売開始

酒造メーカー白鶴から海外限定デザインの
「白 鶴 Awa Yuki Sparkling Sake」 が
全米で発売開始となった。西海岸では7月よ
り先行発売中、ニューヨークでも9月に発売
予定。同商品は、お米由来のやさしい甘味
と爽やかな酸味が特徴のスパークリング純
米清酒。ほんのり甘酸っぱい口当たりが特
徴。飲み口が爽やかで、食中酒としてはも
ちろん、食前酒やデザート酒としても楽し
める。レモンとミントを入れた「Awa Yuki
Sparkling Cocktail 」は夏のオススメだ。

■詳細：www.hakutsuru-sake.com

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
Winter 2016 U.S. FrontLine

22

EVENT

日本人若手アーティスト17人
サンタモニカでアートショー開催！

日本の若手アーティストの作品を集めた3つの展覧会がサンタモニカのアート
ギャラリー、Building Bridges International Art Exchangeにて10月1日
（土）から11月15日（火）まで同時開催される。日本の伝統的なテーマである美
人画現代版「美人画展〜神話」
、現代の女性像を日本のポップカルチャー、ファッ
ション、アニメーションなどの要素をもとに大胆な発想と手法を取り入れて表現
した作品を紹介する「POP JAPAN展」
、日本でも話題の世界にひとつだけの不
思議なアートベア「くまポフ展」の3展。今の生きた日本を、アートを通じて体験
できる貴重な空間に足を運
んでみよう。
「美人画展〜神話」参加アー
ティスト
丁子紅子、三谷拓也、谷原菜
摘子、鯉江桃子、平良志季
「POP JAPAN展」参 加 ア
ーティスト
細 川 成 美、巽 千 沙 都、土
屋 未 沙、萌 木 ひ ろ み、森
田 緩 乃、冥 麿、山 本 紀、高
木 莉 七、Roco Asada、
marukomexy他
期間中に近隣の小学校にて
「くまポフ」作者のまつした
あつこ氏によるワークショ
ップも開催される。

EVENT

来る9月7日、ニューヨークの日系人会ホール
で、日系人会・女性実業家の会主催による大統
領選に関する講演会が開催される。民主党候補
ヒラリー・クリントンと共和党候補ドナルド・
トランプの一騎打ちは、これから一体どんな展
開になるのか、数々の問題発言を繰り返す中、
なぜ、トランプ旋風が起きているのだろうか、
そして大統領選挙後、アメリカはどんな舵取り
を迫られるのかなど、日本人にも気になる点に
ついて、2004年以来3度にわたる大統領選挙
を取材し続けてきたジャーナリスト・津山恵
子氏（写真）が解説する。津山氏は7月の共和
党大会、民主党大会に向けて3週間にわたる中西部6州のロードトリップを敢行。
各地で直撃取材を通して、様々な土地のアメリカ人有権者の生の声を交えなが
ら、他のメディアでは聞けない斬新な切り口で今回の大統領選挙を語る。
■日時：9月7日7pm
■場所：日系人会ホール 49 West 45th St.11階
■参加費（軽食付き）
：ゲスト＄30/JAAメンバー$25/学生$20
■問い合わせ：event@bwcjaa.org

EVENT

■日時：10月1日（土）〜11月15日（火）
■会場：Building Bridges Art Exchange
2525 Michigan Avenue, Unit F2 Santa Monica, CA 90404
■詳細：www.artdumarche.com

バンテリンふくらはぎ用サポーター
Power Gearを50名にプレゼント
バンテリンコーワサポーターでお馴染み
のKowaが、プレゼントキャンペーンを
実施。長時間の立ち仕事や歩行時に、脚
の負担を軽減し、歩く時の脚の運びをラ
クにサポートしてくれる「バンテリンふ
くらはぎ用サポーター Power Gear」
を抽選で50名にプレゼントする 。
申し込みはVantelinsupports.com の
サイト上Enter to Winの応募フォーム
から。また、Power Gearのサイズ（S,
M, L, 2L）と色（黒、赤、ネイビー）につ
いては応募時に選択することができる。
プレゼント応募期間は9月1日から9月
30日まで。商品の発送は10月末。発送を
もって当選者の発表となる。

■詳細：Vantelinsupports.com
■応募方法：上記サイト上「Enter to Win」の応募フォームから応募する。
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「海の雫」フコイダン無料セミナー
来 た る10月26日、内 閣 府 認 証
NPOフコイダン研究所理事、立
川大介医師による、フコイダンに
関する無料のセミナーが開催さ
れる。参加者には、サンプルや記
念品の特典がある。要予約。

鯉江桃子 「予感」

CAMPAIGN

「気になるトランプ支持者を直撃
2016年大統領選挙を斬る」講演会

■日時：2016年10月26日（水）7pm
■会場：Torrance Miyako Hybrid Hotel
21381 S Western Ave, Torrance, CA 90501
■問い合わせ・予約先：866-658-2233
■詳細：http://www.kfucoidan.com

NEWS

アメリカ携帯電話HanaCell（ハナセル）
新サービス開始

日本人のための格安アメリカ携帯電話
サービスを展開するHanaCellは、月
額基本料金はそのままに、高速データ
通信容量（4G LTE、3G）を、1GBから2GBに倍増した。対象プランは下記の
通り。新規加入者、既存加入者ともに対象。解約金はなし。日米無料配送サービ
スも行っている。オンライン契約も可能。
■対象プラン
アメリカ携帯電話$29プラン：SMS使い放題、米国内通話発着信 $0.27/分
アメリカ携帯電話$49プラン：SMS使い放題、米国内通話使い放題
アメリカデータ通信専用$29プラン
■詳細：https://www.hanacell.com
■問い合わせ：1-888-634-8226（トールフリー）
東部時間：9am〜5pm（月〜木）
、9am〜4pm（金）
太平洋時間：6am〜2pm（月〜木）
、6am〜1pm（金）

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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在ヒューストン総領事による
在外公館長表彰

8月9日、天野哲郎在ヒューストン総領事は、
サンアントニオ市コンベンション・センタ
ーにて、アイビー・テイラー・サンアントニ
オ市市長に、在外公館長表彰状を授与した。
テキサス州サンアントニオ市は、1987年に
熊本市と姉妹都市関係を締結して以来、地方
自治体レベルでの日米友好関係の増進に貢
献している、テキサス州内でも最も親日的な
市のひとつです。一年を通じてサンアントニ
オ日米協会（JASSA）を中心に、様々な日
本文化を発信しており、その最大の行事とし
て、毎年秋にジャパン・フェスタを実施して
いる。昨年は、熊本市からくまモンがサンア
ントニオ市を訪問し、大変な人気を博した。
また、熊本市との交換留学も盛んで、本年4月に熊本地震が発生したときは、日
本人コミュニティのみならず、サンアントニオ市民からの熊本市の復興に向けて
の支援の申し出が後を絶たなかった。そういった声を受け、テイラー市長による
イニシアチブの下、JASSAをはじめとした各種団体が、様々なチャリティー活
動を実施してきた。
今回の天野総領事の歓迎レセプションでは、テイラー市長をはじめ、ワレス・サ
ンアントニオ日米協会会長、モンロイ・メキシコ総領事、サカイ・ベア郡判事、
サルダニャ・サンアントニオ市議他、市の主だ
った団体関係者約150名が参加する盛会となっ
た。司会から、熊本の復興に向けたJASSA等の
チャリティー活動について紹介と報告があり、
たくさんの支援に対して盛大な拍手が送られた。
そして総領事からテイラー市長に賞状が手渡さ
れた。
式の後、来場していたテキサス大学サンアント
ニオ校の学生たちが次々と総領事のテーブルを
訪ね、総領事と日本語での会話を楽しんだ。サン
アントニオ市では、今年のジャパンフェスタま
で、熊本支援活動を引き続き行っていく予定。

NEWS

「水を使わず石から紙をつくる」
TBMが米国法人設立

石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代わりとなる新素材「LIMEX（ライメ
ックス）
」を開発・製造・販売する株式会社 TBM（本社：東京都千代田区、代表：
山﨑敦義）が米国カリフォルニア州サンフランシスコに初の海外子会社「Times
Bridge Management Global, Inc.」を設立して活動を開始した。
新素材「LIMEX（ライメックス）
」は石灰石を主原料とする新素材。紙やプラス
チックの代替素材として注目されている。ライメックスを利用することで木や水
を使うことなく紙を製造でき、また石油由来樹脂が原料のプラスチックもライメ
ックスを原料とすることで石油由来樹脂利用の削減や単価の安い石灰石で価格
競争力を高めることも可能。
2017年から発泡スチレン（カップや皿、肉のパックなど）の販売を市内で禁止
する条例が提出されるなど環境意識の高いサンフランシスコに拠点を置くこと
で、効果的にグローバル展開を推進しLIMEXの認知を広めるのが狙い。
法人名称：Times Bridge Management Global, Inc.
所在地：717 Market Street, San Francisco, CA

レセプションに先立ち、市長に表敬訪問をした天野ヒューストン総領事

熊本復興Tシャツ売り場

NEWS

寄付

月刊誌『ジェトロセンサー』
2016年9月号発行

特集「南西アジア ここから世界へ羽ばたけ」で
は、南西アジアのインド、パキスタン、バングラ
デシュ、スリランカの4カ国を取り上げる。内需
ばかりが注目されがちな同地域が持つ、欧州、ア
フリカなどへの輸出拠点としての魅力や可能性
を展望する。特別リポート「アフリカの商機を探
る～TICAD VIを前に～」では、TICAD VI（第6
回アフリカ開発会議）が8月末にアフリカで開催
されるのを機に、同地域の可能性や課題、日本企
業の取り組み、第三国による対アフリカ戦略など
につき解説する。その他、インドのシリコンバレ
ーと呼ばれるインド・ベンガルールの生活、カナ
ダ・トロント、米国・アトランタの物価情報、鹿児島と世界をつなぐ地域密着型
商社の取り組みを紹介する。
尚、以下のサイトで一部が立ち読みできる。
http://www.jetro.go.jp/mail5/u/l?p=RS6LeKJ_jLsrrPjbQK_10wZ

■詳細：http://www.tb-m.com

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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No. 180
178

世間話
英語の会話では、日本語ほど、職場にいる時と接待の時の話

■ Have you read any good books lately?

し方に差がありません。しかし、アメリカ人が非常に敏感なの

最近、なにかいい本を読みましたか？

は、仕事関係でつきあっている人との会話の中で、プライベー

■Have you seen any interesting movies recently?

ト過ぎるトピックについて話すことです。日本人であれば、す

最近、なにかおもしろい映画を見ましたか？

ぐに相手の年や未婚か既婚かを尋ねたり、男女関係のテーマを

■What do you like to do in your spare time?

話題にしたりする傾向がありますが、それは多くのアメリカ人

暇な時、どんなことをするのが好きですか？

にとっては不快なものと言えます。
また、質問ばかりするのではなくて、自分のことについて先
スポーツ、食べ物、レストラン、映画、本、音楽、旅行、現

に話すことも良い会話のきっかけになります。

地のイベントなどのようなトピックは良いと思います。すでに
相手と良好な関係を築いているのであれば、少し個人的なトピ

もう一つ意識して避けたいのは、
「日本の食べ物は大丈夫です

ックについて話してもいいでしょう。例えば、教育と趣味など

か？」や「寿司は ok ですか？」のような質問です。日本人と一

です。しかし、顧客の方からその話を始めたとしても、個人的

緒に仕事をするアメリカ人の多くは、すでに何百回とそれらの

な問題（例えばアルコール中毒や病気）、個人のお金の問題、性

質問を聞かれたことがあるはずです。それ以外に、もっと創造

的な話題（冗談を含めて）と人の容姿に関するコメント（相手の

性のあるトピックを選択することをおすすめします。

容姿について、相手の秘書が美人であることを言うなど）はタ
ブーです。
顧客との世間話をする時には、こういった質問をおすすめし
ます：
■ Are you a baseball fan?
あなたは野球のファンですか？
■Do you play any sports?
何かのスポーツをやりますか？
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出題：Enigma
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【タテ1】パートナーはジュリエット
【タテ2】尊敬すること「○○まう」
【タテ3】日本を代表するモンスター
【タテ4】友好関係が結ばれている学校
【タテ6】犬の○○書を受け取る
【タテ8】自動車メーカー「○○タ」

答えのヒント

9

ヨコのカギ

タテのカギ

4

【 ヨ コ1】Labor Dayを 日 本 語 で 言 う な ら
「○働の日」
【ヨコ3】○○ップ誌
【ヨコ5】伊豆諸島の中央部にある円形の
火山島
【ヨコ7】「からい」とも読めます
【ヨコ8】ジブリのキャラと言えば「○○ロ」
【ヨコ9】日本は運動会の季節ですね！定
番なのは「徒○○」

アメリカのこの祝日は日本より少し早いです
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クロスワードの答え
9

ロ ウ
ミ ヤ
オ
ト
キ ヨ

D

8
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ゴ シ
ケ ジ マ
ツ ラ イ
ト
コ
ウ ソ ウ
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答え：敬老（ケイロウ）
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