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待ちに待った春ですね。さくらがそこかしこで咲き乱れ、

美しい時節となりました。皆様、いかがお過ごしでしょう

か。小さなウサギが走り回っていたり、小鹿を連れた

雌鹿が森の奥にたたずんでいたりと、ここ DC は首都

であるのにも関わらず、ちょっと外れれば自然があふ

れています。家庭菜園を楽しむ方も年々増えているよ

うで、雨水を貯めての散水、キッチンから出るクズ野菜

などでコンポーストを作るなど、われわれ人間と環境に

害のない自然の楽しみ方を工夫されていますね。でも、

その方たちにとって、ウサギや鹿は天敵！チューリッ

プやキュウリが, もうそろそろかしら・・・・と思っている

と、もう取られた後だった、という話はよく聞きます。さ

らにみょうが、タケノコ、シソなど和食には欠かせない

野菜を作っている方

もいらっしゃいます。

今年は雪のおかげで

地面もたっぷりと水

を含んでいますから、

おいしい自然の恵み

を楽しんでください。 
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小林知代 

 

まだまだ知らない単語がたくさん！ 

アメリカに住んでもう 30 年近くになりますが、私にとっ

て英語はいまだに外国語、英語習得の道は長い、とつ

くづく感じています。まだまだ知らない単語がたくさん。

口語表現なども毎日新しい言い回しに出会い、ネーテ

ィブのようにすらっと英語が出てくるには修行が足りな

い。昔はもっと上手だったような気もするなあと、思考

能力が落ちてきている自分に、ため息をつきつつも、

新しい英語の単語をみつけると、高校入試のときから

使っていたよれよれの英和辞典（研究社の New 

Collegiate English-Japanese Dictionary）をくりながら、

新しい単語の意味やイディオムを覚える楽しみを密か

に味わっています。英語の勉強が限りなく続く私にとっ

て、日常生活の何気ないシーンや仕事以外の場面が、

じつは英語の勉強する絶好の機会であることを再発見

し、その喜びを味わっています。 

 

リズム感あふれるアメリカの絵本 

その楽しみのひとつは絵本から生きた英語を学ぶこと

です。絵本はもちろん絵が中心ですから、文字数は少

なく、文章も短く、簡単なもの、そして繰り返しが多いの

が特徴です。しかし、この簡潔な文章に、意外と難しい

単語、新鮮な言い回し、躍動的な表現、そして文化が

凝縮され、生きた英語の隠れた宝庫なのです。イラスト

もストーリも素敵でほほえましいものがたくさん。ペー

ジをめくっているだけで気持ちが弾んでくるのです。 

 

絵本に出てくる英語の多くは韻を踏んでおり、リズム感

あふれる躍動的なものがあり、声を出して大きく読むと

発音の勉強になることはもちろん、こころも弾みます。

大好きな絵本のひとつに、「Hand, Hand, Fingers and 

Thumb」があります。さるがドラムをたたいたり、バンジ

ョーをひいたりしながらおもしろおかしく動き回るのです

が、楽器の音を絶妙な英語で、少しずつバリエーション

を変えてでてきます。たとえば、「Dum ditty Dum ditty 

Dum Dum Dum」いかにもドラムを楽しそうにたたいて

いる感じがしませんか。 

 

 

文:アル・パーキンス 

 

カラフル、ビジュアル、グロテスク？ 

英語の絵本のもうひとつの楽しみはイラスト。かわいい

イラストや古きよくアメリカを彷彿させるような素朴な絵

をみつけることも私の楽しみです。私のお気に入りは、

ジャムベリー（Jamberry）という絵本で、ブルーベリー、

ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーをモチーフに

男の子とクマがたわむれるシーンがつづられています。

読んでもスピード感があるし、絵を見ているだけでもわ

くわくしてきます。とくに乗っていたカヌーが滝を下りる

ときにひっくりかえり、積んでいたブルーベリーが川一

面に飛び散るシーンの絵は、青いつぶつぶがページ

全体にはじけるように描かれていて、本当に素敵なん

です。 
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ジャムベリー 

話と絵：ブルース・デージェン 

 

絵本のイラストレターといえば、やはり一番有名どころ

は、エリック・カールではないでしょうか。マサチューセ

ッツ州アムハーストにエリックカール美術館があり、子

供向けの本のイラスト作品を集め、テーマを決めて展

示しています。オープンニングは、ちょっぴりグロテクス

クな「Where the Wild Things Are」のイラストを描いたマ

ークセンドリック（Mark Sendrik）の展示でした。もしそこ

に立ち寄られる機会があれば、ぜひ美術館のお店で

売っているエリックカールの絵葉書をお勧めします。ペ

ージいっぱいにカラフルな切り絵のような人や動物の

イラストが入った絵葉書は送るのがもったいないくらい。 

 

 

 

腹ペコ青虫 

絵と文:エリック・カール 

 

絵と文、モーリス・センダック 

 

鍵をにぎる動詞 

英語の絵本にはよく動物がでてきます。この動物の動

き方をあらわす動詞が非常に難しいのです。たとえば、

以下の（   ）はどのような英語の単語が入るかわか

りますか？＜回答は脚注、 後のページ、このページ

の下に入れる＞ 

 

1. The rooster (       ). おんどりが気取って歩く。 

2. The duck (        ) よたよた歩く。 

3. The goose (        ) おしりをもぞもぞ動かしながら歩

く。 

4. Th ant (       ) 地面をはう。 

5. The bear (        ) 足をひきずって歩く。 

6. The fox (         ).こそこそ動き回る。 

 

1. struts 

2. waddles 

3. waggles 

4. crawls 

5. shuffles 

6. slinks 

これは幼児向けのほとんど絵だけの絵本からとったテ

キストですが、きつねなら○○、かもなら○○と、ぱっと

動詞が出てくるには、よっぽどの上級者でないと難し
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いのではないでしょうか。躍動的な動詞が絵本にはふ

んだんに使われているので、絵本から小学生低学年

向けの英語のストーリは生きた英語の宝庫といえるで

しょう。 

 

アナマトピア（擬声語 onomatopoeia） 

「We’re Going on a Bear Hunt.」は、家族一家が熊をさ

がしにアドベンチャーのたびにでかける話です。丘、沼

地、池、森林などをひとつひとつのハードル切り抜けて

いきます。実際に洞窟の中で熊と遭遇し、その後、同じ

ルートで一目散に家に変えるユーモアたっぷりのお話

です。その中にはたくさんの自然の音が登場します。 

Swishy swashy （しゃわしゃわ） 

Splash splosh （ぴちゃぴちゃ） 

Squelch squerch （びちゃびちゃ） 

英語の擬声語は日本人にはなかなか出てきません。

非常に楽しくなる単語ですが、つづりも難しいですし、

発音も一筋縄ではいかないことが多いですが、これも

勉強するなら絵本です。 

 

 

お話:マイケル・ローゼン、絵：へレン・オクゼンベリー 

 

スピード感ある口語表現の英語 

英語の口語表現は、かなりマスターしたつもりではあり

ますが、毎日新しいものを発見するほど、実に多様な

種類があります。口語表現の中では、スピード感があ

り、ポジティブ志向のものが好きです。たとえば、”I’m 

on it. “ 「合点承知」”I’m game. 「やってみる」“You can 

make it.”（あなたなら大丈夫、きっとやり遂げるわ）”な

どは、プラスのエネルギーが流れるようで、英語がぴっ

たりきますね。逆に日本語がしっくりする表現も多くあ

り、またそのような日本語にかぎって、英語に訳すの

がうまくいかないのです。たとえば、「がんばる」、「がま

んする」、「工夫する」などの日本語にぴっと当てはまる

英語はないような気がします。がんばるですと、Do 

your best, Work with all your might などでしょうか。「が

まんする」は、Persevere, Put up with などがあります

が、いずれの英語もちょっとずれているような気がしま

す。「工夫」も英訳が難しい単語です。Be creative, 

think out of box など、説明することでその言葉の意味

を伝えるのが手っ取り早いかもしれません。 

 

スポーツ応援英語 

子供のスポーツ観戦の楽しみの一つは大声でさけん

で応援することではないでしょうか。低学年のときはそ

れほどでもないですが、高校のゲームはエキサイティ

ングで観客も盛り上がり、試合中、スタンドから叫び声

が飛び交います。スポーツ観戦で使う英語は、短く、勢

いのある表現が多いです。たとえば、「You Can Do It」

「Comm’n, Move it.」「Get moving」「Get’em」「Way to 

Go」「Defense」などがあります。「チア(cheer)」と呼ばれ

る応援向けの言葉の中で私が特別気に入っているの

は、「Charge（チャーージ）」。日本語で言えば、まさに

「とつげき～～」に相当する元気あふれる使い方です。

女子の試合では、「That’s the girl.」（よくやったわ、ど

んどんその調子で）という言い方もよくします。スポーツ

応援用語には自然にびっくりマーク！！をたくさん入

れたくなるとおり、迫力があり元気が出てくる表現がた

くさんあります。みなさん、ぜひ今度スタンドにすわった

ら、敵陣に攻められているチームに「Stop’em!!!!」と叫

び声をあげてみてください。驚くほど爽快なすっきりとし

た気持ちになりますから。 

 

難しい SAT（大学入試の英語） 
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これがなかなか難しいのですよ。たとえば、みなさんは

以下の単語のうちどのくらいわかりますか。アメリカ人

も難しい単語は大学の入試試験を通して覚えるんだ、

と 近わかりました。「SAT 1000」と言われるテストに

よく出てくる語彙を集めたものが売ってます。アメリカで

の大学入試レベルの語彙にもたまに目を向けて自分

は今どのくらい知っているのか、ぜひ試してみてくださ

い。 

1. Noisome - foul, offensive, particularly to the 

sense of smell  

2. Olfactory - relating to the sense of smell  

3. Pedagogue - a schoolteacher  

4. Recalcitrant – defiant  

5. Sanguine - cheery, optimistic, hopeful  

6. Terrestrial - relating to the land  

7. Veneer - a superficial or deceptively 

attractive appearance, façade  

8. Veracious - honest, truthful  

9. Terse - abrupt, short, brief  

10. Timorous - fearful, timid  

割り込むタイミングをつかむのが難しいブッククラブ  

近所のお母さんたち 10 名ほどで、毎月同じ本を読ん

で感想を話し合うブッククラブに入っています。毎回ホ

スト役をローテーションしながら、もう９年間ほど続けて

おり、これまで読んだ本が 100 冊位になっています。

私は半分も読破していない劣等生なのですが、その都

度出される本にちなんだ食べ物とワインが楽しみで、

ほとんど毎回出席しています。みなで相談しながら、次

に何を読むか決めています。メンバーがこの本がいい

らしいと他のブッククラブや親戚、友人から仕入れてき

た情報、ニューヨークタイムズのベストセラーリスト、オ

ブラウィンフリーの推薦、作家を目指す知り合いが出

版した本など、好き勝手にそのときの気分で決めてい

ます。できるだけいろいろな歴史、地域などのテーマの

本を読むようにしたりしていますが、マーケティングの

本や SF、ミステリーなど多様なジャンルにも挑戦して

います。どの本にするかを決めるプロセスそのものも

楽しく、ブックラバーたちは喧々囂々（けんけんごうご

う）と議論し、これだけでも毎回盛り上がります。 

 

何年アメリカに住もうが、米人の読むスピードにはかな

いません。１冊読み終えるのだけでもかなり労力が必

要です。本を読み終えるだけではだめで、バックグラン

ド調査も必要なときがあります。先日「The Lucuna」と

いうバーバラ・キングソルバの本を取り上げましたが、

スターリンとの権力闘争に敗れたレブ・トロッツキーな

どがメキシコに亡命し、アーティストのフリーダ、壁画家

のディエゴ・リベラの家にかくまわれるのですが、メキ

シコの 1930 年代～1950 年の歴史などの知識も勉強

しておかなければディスカッションに厚みがでません。

本を理解し、自分の意見を持つ、これらに加え、おしゃ

べり好きな米国人の間に入って自分の意見をいうタイ

ミングをつかむこと、これがスムーズにできるようにな

るとかなりの腕前です。インテレクチュアルなメンバー

数名が同時に意見を言い合う、隙間がない討議の中

で、割り込んで入く勇気、ときには他のメンバーの話を

さえぎる技が必要になってくるのです。 

 

英語をもう一度学びなおすよろこび 

楽しみながら英語を勉強できることは、われわれ日本

人のアメリカに住んでいる醍醐味のひとつではないで

しょうか。日常生活の中で日々英語にふれている私た

ち。絵本を含めて、いろいろな場面で意外な素材から

英語が勉強できると思います。何年いても謙虚な姿勢

で、中学のときに初めて英語に触れた気持ちにもどっ

て、これからも英語を勉強し続けたいと思います。 

 

小林 知代（こばやし ちよ）  

グローバル・シンクタンク「ワシントンコア」（日米政策・

市場・産業・技術に関する調査・コンサルティング会

社）を 1995 年創設、現代表取締役。津田塾大学国際

関係学科を経て、バージニア大学国際関係学科・修士
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号を取得。日本経済新聞の「経済教室」など寄稿多数。

ワシントン日本商工会理事（２００７年～２００９年末）、

現在日米協会理事。 

 

 

 

 

 

 
牛原陽彦 

 

わたしが子どもの頃（1960 年代）、カメラは一家に一台、

担当はお父さん、被写体は家族といったもののようだ

ったと思います。お父さんのカメラは重くて、大きくて、

何か特別な日に出てくる機械、そして、複雑な操作が

必要、そんな記憶というか印象があります。たいてい、

それに興味を持つのは男の子で、なかなか触らせても

らえない・・・というような・・・。誰もがカメラを持ち、その

写真をブログに載せ発表し、写真が広くコミュニケーシ

ョンのツールとして定着するなど、当時は誰も想像でき

なかったでしょう。 

 

 

カメラがデジタル化され、デジタル写真が本格的に普

及し始めたのは、記憶によれば 1990 年代末から 2000

年代はじめにかけてだと思います。その結果、写真撮

影はより簡単で、何度でも撮り直しがきく便利なものに

生まれ変わったと思います。これによって、カメラと写

真は新しい命を吹き込まれたとすら思いました。一方、

このデジカメの爆発的な普及の一歩手前に、写真がも

のすごく身近なエンターテイメントとして生まれ変わっ

た瞬間がありました。写真は、お父さんやマニアやプロ

だけのものではなくなったきっかけだと思います。それ

は「プリクラ」。おそらくこのプリクラは、「証明写真機」を

遊び道具のひとつとして、仲間同士で写真を撮るため

に使っているのを見た人が、それにヒントを得て、作っ

たモノだと思いますが、この爆発的なブームが、写真を

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 

１０：００～８：００（月－土） 

１１：００～７：００（日＆祝日） 

１０４７ ROCKVILLE PIKE 

ROCKVILLE, MD 20852 

(301)545-0101 
www.maruichiusa.com 
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より身近にしたのではないかと思います。カメラがなく

たって楽しめる写真、カメラという機械からはなれて純

粋に写真が愉しまれたように思います。 

 

わたしが、出版社に入社して、職業として写真を撮り始

めたのは 1985 年。デジタルどころか、満足できるズー

ムレンズすらなかったので、さまざまな交換レンズを駆

使して、被写体への「ヨリとヒキ」を徹底的に学びました。

そして、この時代、撮影現場の緊張感（いずれ慣れてく

るものです）よりも緊張し、ドキドキしたのは、現像の

「あがり」を見る瞬間でした。「写っているか」このひとこ

とです。印刷物用の写真ですから、使っているのはポ

ジ。ネガと違って日の光やライトボックスで見れば、被

写体がそのままの色で見えてきます。できれば、よそ

でこっそり見たいと思うのですが、わたしの机に「あが

り」が届くと、ボスが、ライトボックスの電源を ON にし

ます。俎板の準備は整いました。あとは、切り刻まれる

だけ・・・。まずは、「真っ黒」でなかったことにひと息つ

きますが、しかし、それが全てではありません。今度は

フォーカスがあっているか、露出があっているか、さら

には狙っていたものが、きちんととらえられているか。

撮りもれはないか、あの大事な人はちゃんと目を開け

て写っているか・・・心臓のドキドキ（以上のものがあっ

た）は、このときしばらくの間はやみません。毎日撮影

に出かければ、それこそ、現像があがってくる翌朝は、

毎日ドキドキし、正直、その時だけは、生きた心地がし

なかったというのが正直なところです。 

 

でもそれは、プロ 1-2 年生だからでしょ？ まさか、いつ

までも写っているか写っていないかなんて、そんな次

元の低いこと、プロなんだから・・・とほとんどの人がそ

う思うでしょう。いや、しかし、これは違うんです。いつ

までたっても、この「写っているか？」という心配は消え

ません。モチロン、それとは違うレベルで、確信を持っ

て撮影を終了し、相当な手ごたえや、ここぞという瞬間

を押さえたという絶対的な自信や満足感をもって撮影

を終えるということが、プロ

としての経験を積むにつれ、

相当な確率でありました。

現像のあがりを待つ瞬間、

別のドキドキ感 = 期待感

で待ちきれなかったことも

数え切れないほどあります。

しかし、どこかでやはり「心

配」が尽きなかったのは本当です。たとえば、現像行

程での事故。フィルムの箱には、現像中の事故の責任

は取れない、大事な撮影は、複数本で撮りわけるよう

に・・・などと書いてありますから、 悪避けられません

し、撮影前後や撮影中の水気や湿気（わたしの場合は

特に海上での撮影が多いので）、海外撮影であれば、

X 線の問題、モチロンこれら全ての事故の可能性を徹

底的に排除し、フィルムはそうとうに神経質に取り扱い

ますが、やはり、ふたを開けてみるまでわからないとい

うのが、本音であり、現実でした。いつだったか、たまら

ず、同業の写真家に聞いたことがありました。これもか

なり付き合いが長く、数少ない、珍しくなんでも話せる

仲だったからこそ聞けたことでした。「知り合い」レベル

では恥ずかしくて、到底聞けないことです。「現像待つ

あいだってどう？」「何年やっててもホント嫌だね、落ち

着かないよ」これを聞いてどれだけ安心したか・・・・デ

ジタルの時代、今や、笑い話に近いと思います。 

 

レースのスタートというような写真（レースに限ったハナ

シではありませんが）は、絶対に失敗が許されません。

結果、何気ないスタートで、重要な写真となり得なかっ

たとしても、それはあくまで結果であって、その後のレ

ースを左右するような、なにか大事な要素を含んでい
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るかもしれませんから、気を抜くことはできません。野

球で言えば、一回の表のなにげないヒットとそれによる

1 点が、結果、決勝点になるのか、それとも 10 点とっ

たうちの 初の 1 点に過ぎないのか・・・これはやはり

撮り損じが許されないものです。つまり撮り直しがきか

ないという点、撮影時の緊張感は、デジタルであれア

ナログであれ、何もかわらないのです。つまり、写真家

にとって、特にその一瞬しかないものを撮るジャンルで

仕事をする者にとって、道具や環境が変わっても、写

真を撮るという行為とその思いは、変わっていません。

デジタル写真というコトバに多くの人は「手軽感」を感じ

るようですが、やはりプロの世界では、デジタルでもア

ナログでも集中力と緊張感が求められます。 

 

 
＊U.I.M.F1 アブダビ（アラブ首長国連邦）GP、決勝レースのスタート

（1997 年） 

 

わたしたちプロも、今やデジタル機材を仕事で使ってい

ます。わたしがフィルムを止め、完全にデジタルに移行

したのは 2003 年のこと。レースの撮影で、予選後、決

勝後、表彰式後とそれぞれのタイミングでウェブに写

真をアップし、世界中のファンやレース関係者、クライ

アントに速報しなければならなかったからです。便利な

ツールが生まれれば、それは、スグに、こちらにとって

は忙しくなるということ。携帯電話で知っていたつもりで

したが・・・。撮っている時間よりも PC に向かう時間の

ほうが長い、という時代が、ついに自分にもめぐってき 

 
＊ライフジャケットを着て水面に浮きながらジェットスキーのコーナ

ーリングを狙った（1988 年） 

 

たのでした。正直、まさかこんなに手間で、通信環境な

ど、他の条件に左右され、しかも、食事に行く時間すら

ない・・・・とは。レースを追いかけ、出張に出れば、ホ

テルの部屋に入ったとたん、通信環境のチェックと電

源の確保、そしてルームサービスのリミット時刻のチェ

ックから始まります。毎日、毎晩 10GB ものデータに目

を通し、デジタル現像をし、バックアップをとる。 初の

頃は、想像していなかったことでした。持ち物もがらっ

と変わりました。モチロン PC、そして電源確保のため

の延長コードから、大量のブランク CD、DVD、予備の

コンパクトフラッシュなどカード類、各種充電器。出張

先のホテルの部屋にあるコンセントは、全て充電関係

で埋まって、翌朝まで点滅の光が止まりません。 

「撮ったらスグ見れる」、つまり、あのドキドキからは全

面的に開放されたわけですが・・・・・・果たして良かっ

たのだろうか？と思う日々もありました。 

 

今や、デジタルカメラは家族一人一人に一台ずつある

という家庭も多いと思います。望まなくても、携帯電話

にはカメラが付いているので、（日本ではカメラが付い

ていない携帯電話を探すのがひと苦労）潜在的なカメ

ラ所有率というのは、ここ日本でも、そしておそらくアメ

リカでも相当に高いのではないでしょうか。 

カメラにはフィルムを入れて、使い終わったら、現像に
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出し、プリントができてくるのを「楽しみに」待つ・・・その

うち、こうしたことすら、知らない世代がカメラを持ち写

真を撮り始めるというのも時間の問題だと思います。し

かし、楽しみで撮る写真なら、たとえフィルム撮影でも

現像を待つ間は、ドキドキではなく、ワクワクだと思い

ます。「じゃあ、メールで送るね」という写真を撮った後

の会話にはもうみなさん慣れてしまったでしょうが、ど

こかでゆっくりとプリントが並べられたアルバムを見

る・・・というのもなかなか捨てがたかったなあ・・・と思

いませんか？ 

 

先日、30 年ぶりの高校の同窓会に出て、なかなか思

い出せない顔を、家に帰ってから、卒業アルバムで確

認してみました。写真には、ちゃんと記憶以上のもの

が焼き付けられていま

す。そんなときふと思っ

たのは、今の写真、PC

の中でだけ生きている

ようなもの、10 年後、

20 年後、もう一度、見

返すときが来るのだろ

うかと。 

 

牛原 陽彦（うしはら はるひこ） 

1963 年東京生まれ。フォトグラファー。大学卒業後、出版

社、広告制作会社勤務の後、1993 年よりフリーランス。

主にヨットレースを取材・撮影。1997 年より日本人として

唯一 U.I.M.フォーミュラ 1 パワーボートワールドチャンピオ

ンシップを追い、ヨーロッパ、中東、アジア各国で取材活

動。1999 年に F1 公式写真チームの一人となる。1998 年、

1999 年、レース写真を対象とした U.I.M.フォトコンペティシ

ョンにおいて 2 年連続金賞受賞。現在は主に、自動車、

バイク、マリン分野で活動中。 

 

●写真のサイト：http://www.haruphotographic.com/ 

● 世 界 高 速 プ ロ ジ ェ ク ト の 応 援 サ イ ト

http://over360kph.blog102.fc2.com/ 

医者の目から見たアメリカ健康保険事情 

第一回 

医師 ハンター紀子 

 

現在アメリカでは健康保険改革が国会の第一議題と

なって騒がれている。 

 

現在のアメリカではフルタイムの雇用者の大半は、会

社からの保険でカバーされている。だから、不況により、

失業者が増し、失業と共に健康保険をなくすと言う現

実は見逃せない。国が補償するのは六十五歳以上の

高齢者か、低所得者、身体障害者と、ごく枠が狭く、そ

の対象外の人口が急激的に増している。 

 

 

 

オバマ大統領の案はその対象外の国民を対象とした

健康保険改革なのだ。 

 

国が賄っているメディケア（Medicare）、メディケイド

（Medicaid）は、あまりに規制が多く、診療費の支払い

も医者にとっては割りのあわない額なので、診てくれる

医者も少なくなっている。 

 

診療費の請求にひとつでもミスがあれば、一件につき

１万ドルの罰金だ。グループで大規模にやっている医

者ならまだしも、私のような零細企業、個人経営の医

者にはとてつもない額で、医療ミスがなくても、一件二

件クレームがつけば、弁護士料、罰金で、破産状態に

させられてしまうのだ。 
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カルテも完璧に国のガイドラインにそって綿密に書か

なくてはならない。患者さんを診る十五分だけではなく、

書類作業が三十分、また、診

療費請求の用紙のコラムに番

号がぬけているとかイチャモン

をつけて、請求した診療費の支

払い滞納が半年も続く。その際

にやりとりする会計を雇わなけ

ればならないから、全くもとが

取れないのだ。 

 

今回のメディケアの支払い二十パーセント削減も、医

者のメディケア離れに拍車をかける原因となって、せっ

かく健康保険がもらえる年に達しても、結局使える場

所が無いと言う現実になってしまった。 

 

しかし、今回の健康保険改革による政府経営の保険

が国民に不信感を起こさせているのは、こういうメディ

ケア、メディケイドの現実ではない。 

 

健康保険改革反対の政治家は、国民保険のあるカナ

ダや、英国の「医療割り当て制度（Rationing）」所謂、

国が経営する保険になれば、今まですぐに受けること

ができていた検査や手術も、順番で回ってくるまで何ヶ

月も待たなければならなくなるという可能性を理由に、

アメリカ国民の不安を高ぶらせている。 

 

しかし、健康保険改革は、すべての国民を対象にして

いるわけではなく、民間の保険を使うオプションは残さ

れている。誤った情報を国民に流して、不安を抱かせ、

お流れにしてしまうのは本当にもったいない。 

 

保険が無ければ、一回病気をしただけで、全財産をな

くしてしまう人も少なくないアメリカ。失業だけではなく、

PRE―EXISTING CONDITION （慢性持病）があると

言うだけで、保険料が月に数千ドルになるため、健康

保険が無い人も大勢いる。そういう人々のための健康

保険改革なのだ。 

 

では、民間経営の保険会社はどうかと言うと、これも問

題がある。 

 

現在アメリカの企業の大半を把握している某保険会社

は、年々上がる保険料を他の保険会社から比べれば

低めに保持している。しかし、診療費の支払い率もメデ

ィケア、メディケイド以下だ。だから、同様に、保険を受

け付けないと言う医者が多くなっている。ちなみに、こ

の保険会社の重役のサラリーがアメリカ一番だという。 

 

処方箋を書いても、必ず保険会社が「待った」をかけて

くる。この患者は他の薬を試したのか、どういう副作用

があったのか、それが記載してあるか、云々と、保険

会社、薬局との電話、ファックスの往復が数日にわた

って続く。医者でもない保険会社の係が、医者に質問

攻めをする。まったく、どっちが医者なのかと言いたく

なる。 

 

私は心筋梗塞のハイリスクの患者さんを循環器科に

紹介して、精密検査を受けさせる事にしている。実際

になる前の予防策だ。しかし、また保険会社の係の拷

問に電話で二十分、三十分と時間がつぶれていく。今

症状が無い患者には精密検査は無用という会社ガイ

ドラインで押されて、実際の医者の私が患者に医療を

施す事が出来ない状態にされている。 

 

そもそも、この世界一裕福な国の国民の健康が国から

補償されていないという事実は、全くおかしいのである。

政府の懇談会では、医療は個人の特権か、国の責任
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かなどと政治家たちが真顔で言い争っている。キャピ

タリズムや個人主義の考えが変わらない限り、貧富の

差が大きいアメリカの医療制度は、続くのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は季節のフルーツを使ったレシピをご紹介。食後

にやさしい甘みのデザートがあるとホッとしますよね。

ちょっとした工夫をすると、甘酸っぱくてフルーティなデ

ザートの出来上がり。ぜひお試しを。 

 

マンゴプリン 

材料：熟したマンゴ、生クリーム、砂糖、粉ゼラチン 

作り方： 

１、 マンゴは果肉の部分をハンドミキサーなどでピュ

ーレ状にする。 

２、 ゼラチンを水に振り入れて、ふやかしておく。 

３、 マンゴの半分の量の生クリームを沸騰させないよ

うに温める。 

４、 生クリーム１００ｃｃに対し大匙１程度の砂糖を入

れて溶かす。 

５、 ゼラチンを生クリームに加え、溶けたらマンゴを加

える。 

６、 ガラスのカップなどに分けて入れ、冷蔵庫で冷や

し固める。 

 

 

チェリーのクラフティ 

材料：ビングチェリー４００ｇほど、卵３個、小麦粉 2/3

カップ 溶かしバター３０ｇ、砂糖半カップ、牛乳２００ｍｌ、

バニラエッセンス少々 

作り方 

１、 卵をボウルに割り入れ、牛乳、溶かしバター、バ

ニラを加えて混ぜる。 

ジャパン アソシエイツ トラベル 

旅行のことなら 何でもご相談ください。 

Japan Associates Travel 

2000 17th St., N.W.  

Washington, D.C. 20009  

電話: 202-939-8853 

ファックス: 202-462-9233 

メール: jatravel@hotmail.com 

そして！ＤＣ唯一の日本食料品店 

ハナマーケット 

を同じ住所で新規開店いたしました。 

合わせてご利用ください。 

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.geocities.com/jcfourseasons 
 



さくら通信   2010 年春号 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

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

２、 ふるった小麦粉と砂糖を合わせ、卵液に加えよく

混ぜる。 

３、 バターを塗った耐熱容器に流し入れ、種を取った

チェリーを間隔をあけて置いていく。 

４、 ３８０度に熱したオーブンで 初に１０分ほど焼き、

温度を３５０度に下げてその後２５分くらい焼く。串

を刺して何もついてこなければ、焼き上がり。 

＊ 卵液に、お好みでキルシュを入れてもおいしいで

す！ 

 

 

グリルド ピーチ 

材料：ピーチ、シナモン、ブラウンシュガー、バニラエッ

センス 

作り方： 

１、 ピーチは、4 つ切りにして種を取る。 

２、 ボウルに入れ、他の材料を入れ全体にからめて、

２０分ほど置く。 

３、 熱したグリルで、表面にきれいな焼き色がつくまで

各面を焼く。 

４、 バニラアイスクリームと一緒にどうぞ！ 

５、 または、ポークチョップをグリルしたときのつけ合わ

せにも以外と合います。 

 

 

皆さまからのレシピも募集しています。家族に人気の 

おかず、ポットラック向きの一品など、どうぞさくら協会

まで E メイルしてください。info@sakuradc.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不動産のことならお任せください！！ 

不動産の扱いには実績のある信頼できるエー

ジェントが成功の秘訣です。日本人の方に求

められるきめ細かなサービスをご提供してお

ります。お客様の喜びの声はウェブにてご覧

ください。 

佐藤 ロミ 

DC/MD/VA 不動産ライセンス 

電話（２０２）２６２－９８６８ 
Email:RomiSatoh@gmail.com 

www.Romius.net (日本語) 

www.Romius.com （英語） 

プロスペリティー不動産 

4025 Fair Ridge Dr. Fairfax, VA22033 

     

お 気 軽 に

ご 連 絡 く

ださい。 
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直子 「あ～、やっと春らしくなったねえ～。」 

ひとみ「ほんと、今年の雪はすごかったもんね。あの積

み上げられた雪はもう溶けないんじゃないかと

思ってたわ。」 

直子 「だって除雪車、やっと来たと思ったら家の前に

思いっきり積み上げてくれちゃって、それを除け

る方が大変だった・・・・・。」 

ひとみ「でもスイセンやチューリップってえらいね、あー

んなに沢山の雪に埋もれてたのに、ちゃんと春

になれば出てくるんだから。」 

直子 「ねえねえ、突然だけどアカデミー賞、観た？」 

ひとみ「いきなり話がとぶわね、いつものことだけど。も

ちろん！ザ・ハート・ロッカーの女性監督、キャ

サリン・ビゲロウ、やったね！女性監督の受賞

は初なんだって。」 

直子 「そうそう、しかもアバターの監督ジェームズ・キ

ャメロンの元妻でしょ？本人的にも「やった

～！」って感じじゃない？」 

ひとみ「どんなもんだい、ってね。でも彼女の映画、ス

ゴイ。とても女性が撮ったとは思えない迫力。ス

トーリー的にはシンプルなんだけど、あの手に

汗にぎる緊迫感と、ダイナミックさ。登場人物の

ひとりひとりの描き方もとーってもウマイ。」 

直子 「で、アバターは？」 

ひとみ「うーん・・・観てない。って言うか、観る気がしな

いのよ。そりゃもちろん面白いんだろうけど、な

んせ青い人たちがいっぱい出てくるじゃない。

あれだけで、予告編観た時からちょっと引いて

しまったわ・・・。」 

直子 「そうねえ。やっぱり SF だものね。でも興行収入

はタイタニックを超えたらしいから、それなりに

良いんじゃないの。」 

ひとみ「んじゃ、DVD を待つとしよう。」 

直子 「第一印象って大事よね。そうそう、話変わるけ

ど、オリンピックは？」 

ひとみ「今年はいつになく、まじめに観ちゃったかな。

冬季は日本勢もメダル候補がたくさんいたし

ね。」 

直子 「でも、結果は思ったほどでもなかったよう 

な・・・。」 

ひとみ「そうだよね、特にスノボー、がっかりだわ。あの

国母、日本を出発の時に“腰パン”騒ぎがあっ

たじゃない。しかもあのヘアスタイル。日本人の

カオには無理があるような・・・」 

直子 「ひっどーい。そこまで言わなくても。」 

ひとみ「ま、スノボーは遊び感覚が必要だからね。でも、

あそこまでやるなら、メダルのひとつも取らなく

ちゃ、カッコ悪いよ。 初のトライ、あれ２回目だ

っけ？とにかく彼は顔面からコケちゃって、もう

ほんと情けない。」 

直子 「仕方ないって言えば仕方ないのかもしれない

よ。オリンピック選手の待遇は、日本とアメリカ

じゃケタ違いだからね。」 

ひとみ「知ってた？シェーン・ホワイトは、コロラドの山

の中に、自分専用のオリンピックサイズのスロ

ープがあって、そこで特訓してたんだって。」 

直子 「そりゃ、かなうわけない。」 

ひとみ「スポンサーが惜しげもなくお金をつぎ込んで、

金メダルを取らせるんだから。しかも、その特別

スロープにはヘリコプターまであって、滑って降

りて来たらヘリでまた上まで運んでくれるんだと

か。」 

直子 「ひえ～、そりゃスゴすぎ。」 

ひとみ「日本の選手なんて、ヘタすると昼間会社で働

いて、夜と週末に練習と

かしてるって言うじゃな

い。かなわないハズだ

よね。」 

直子 「でも、真央ちゃん、惜し       

かったね。女子でトリプルアク

セルが出来るのは真央ちゃん
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だけだっていうのに！」 

ひとみ「でも、フィギュアスケートはアクロバット的な技

術部分と美的な部分とで審査されるからね。キ

ム・ヨナもうまかったし。なんかこう同じ１９歳な

のに、色気があるっていうか、自信がにじみ出

てるというか。」 

直子 「それは言えてる。」 

ひとみ「ナガス・ミライちゃんは？」 

直子 「かわいかったね～。」 

ひとみ「彼女は両親とも日本人だし、彼女自身もまだ

日米の二重国籍だから、出ようと思えば日本か

らも出られたらしいよ。」 

直子 「え、そうなの？」 

ひとみ「そうそう、アメリカ生まれだから。日本の法律で

は成人するまでにどちらかの国籍を選ばなくち

ゃいけないけど、まだ１６歳だから。日本は 近、

フィギュアの争いが国内でも大変でしょ。だから

比較的手薄なアメリカからの方が、オリンピック

に出る可能性が高かったんじゃないのかな。川

口悠子なんてロシア国籍になっちゃった人もい

るけどね。」 

直子 「そうなんだ。でも将来楽しみだね！話はまたま

た変わって、どうよ、タイガー・ウッズ。」 

ひとみ「ははは、そうくると思ってた。」 

直子 「あの記者会見、賛否両論じゃない。」 

ひとみ「CNN から ESPN、はたまた NBC まで生中継し

てたからね。」 

直子 「でも、真面目で正直なこと言ってたじゃない。思

い上がって悪いことしたのは全部自分の責任

だって。」 

ひとみ「そりゃそうでしょうよ、どっから見たって！愛人

１８号までいたんだから。それにしてもすごいパ

ワーだこと。」 

直子 「愛人２１号じゃなかった？ま、どっちでも同じか。

でも世界中にマルチ不倫がバレちゃって、この

後どうやって生きていくんだか。しかも愛人との

メイルの中身までバラされちゃって。」 

ひとみ「読んだ、読んだ。なんか笑えるよ。その時本人

どうしは超マジだったんだろうけど。ここまで書く

か、タイガー！って感じ。いくらゴルフ上手でも

もうそういう目でしか見られなくなっちゃったもの。

それにしてもリハビリに行って治るものなのかし

らねえ。」 

直子 「ラジオを聞いてたら、その DJ は「またやるに決

まってるじゃん、あんな会見、ヘタな芝居にしか

見えなかった」って言ってたよ。台本は良く出来

てたけど、タイガーの演技には無理があったっ

て。」 

ひとみ「でもどれだけ世間が大騒ぎしても、しばらくした

らきっとみんな忘れちゃうんだろうね、こんなス

キャンダル。マスターズでゴルフにも復帰するら

しいし。」 

直子 「でも奥さん、エラいね。ひとみだったら許せ

る？」 

ひとみ「うーん・・・・。ウチのダンナだったら絶対許さな

い。一人だって許さない。」 

直子 「ちがうちがう、お宅のご主人じゃなくて、相手が

世界のタイガー・ウッズだったらの話。何億ドル

も稼ぐのよ。」 

ひとみ「そっか。なら、大目に見ちゃうかも？」 

直子 「結局そういうことなのかしらね・・・。」 

ひとみ「あ、もう行かなくちゃ。子供が帰ってくる時間

よ。」 

直子 「あれ、ほんと。あっというまだね、おしゃべりし

てると。」 

ひとみ「んじゃ、またね。」 
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さくらランチグループ報告 

 

 

 

 

 

さくらランチ 

3 月 19 日のシニアランチはロックヴィルにある Seven 

Seas Chinese Restaurant でうららかな春日和に恵ま

れ 14 人が集まりました。 このたびはそれぞれがメニ

ューから選ぶのではなく、デザートも入れて 10 皿のお

まかせという事にして、14 人で 10 皿は少ないように感

じますが、どうしてどうして大きなお皿に盛られてきま

すから十二分の量です。 前菜はくらげ、チキンの冷製、

マッシュルームの湯葉まき、これは美味しいです。それ

にピーナッツに粉の様になったノリがからめてあってこ

れはなかなか美味でした。 

スープは湯葉、竹のこ、ポークが入っていて一見こって

りしているようですが、見た目ほどくどくはありません。 

料理が次々と出始めると口の動きが忙しくなり料理の

一つ一つを記憶にとどめる事が難しくなりましたが、蟹

豆腐はあっさりしていて私たちの口に良く合います。 

マリネートした肉をじっくりと cook したのは肉はあまり

という方にも手が出るのではと思います。 野菜料理も

二皿ほどありましたがとても美味しく皆様きれいさっぱ

りと平らげたようです。勿論魚料理もニジマス、シュリン

プ、その他いろいろありましたがどれもおいしいです。 

デザートはフルーツ、それに黒もち米と小豆のまざった

プデイングといいましょうか、こんもりと島のようにココ

ナッツクリームソースの中に納まっていて、ソースをか

けていただくのですがあまり甘くなく後味がさっぱりし

ております。 

このレストランの料理は大体あっさりしているようで、た

らふく食べても胃にどしーんときません。お値段のほう

は一人チップ込みで２４ドルでした。 皆さん大いに食

し大いにおしゃべりをして楽しい時をすごしました。 

 

  

次のランチは 5 月 28 日です。  

Blue Ocean  ぶるーおーしゃん 

9440 Main Street, Fairfax, VA .22031 

（７０３）４２５-７５５５ 

参加ご希望の方は、５月２５日までに 

リンカー（３０１）９７７－７１３４ までご連絡くださいませ。 

  

 

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.geocities.com/jcfourseasons 
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今年は 111 年ぶりという記録的な大雪で、その記念す

べき年を過ごせたことに感謝しつつも、あれほどの雪

に囲まれるという不便な数日を経験し、子供たちは雪

遊びに大満足でしたが、私は春が待ち遠しく、天気予

報で降雪確立を見るたびに予想が外れる事を願って

いました。 

 

その雪の影響でさくら幼稚園は三日間も休園するとい

う事態になり、３月 13 日に予定していた卒園･修了式

の日程を一週間延期することになりました。子供達が

とても楽しみにしていたクリスマス会はなくなり、遠くか

ら来られた保護者の方達は雪道の運転で冷や汗をか

き、保育の計画が崩れたために先生方も大変ご苦労

をされました。しかし、ようやく卒園式を迎える運びとな

りました。卒園する園児の皆さん、ご卒園おめでとうご

ざいます!! 

 

二年前のまだ肌寒い４月の始めに入園してきた今の

年中組の園児と、ほんの一年前、ご父兄に連れられて

泣きながら入園式を迎えた年少組の園児が、揃って卒

園･修了式を迎える事が出来たのは、子供達をいつも

応援し携わって下さった先生方と保護者の方々、そし

て陰ながら支えて下さったさくら協会皆様のご協力の

お陰です。本当にありがとうございました。 

微力ながらもこの一年間、先輩方のご指導のもと園長

を務めてまいりましたが、間もなく来年度の新園長に

バトンタッチです。先生任せにせず、保護者も一緒にな

って保育に関わり、共に育てて行こうというさくら学園

の保育の理念を、次の学年のご父兄にも引き継いで

欲しいと願う中、私自身も親として大変成長させて頂き

ました。 

 

そして何よりも、息子はさくら幼稚園が大好きで、幼稚

園で過ごした二年間に行われたたくさんの行事、歌や

踊り、先生やお友達との会話を心の底から楽しんでい

ました。ちょっとおしゃべりで落ち着きのないところがあ

るので、それなりにご迷惑もたくさんかけましたが、皆

さんに温かく見守られながら生き生きと素直に育ってく

れました。勿論他の子供達も明るく元気一杯で、さくら

幼稚園で過ごした時間を誇りに思っていることでしょう。 

卒園後はそれぞれ別の学校に進んだり新しい生活を

始めるので、幼稚園のお友達とお別れしなければいけ

ない子供も居ますが、この二年間に育んだ思い出がい

つまでもお互いを繋いでくれることと信じています。ま

た、子供達の成長の礎を築く貴重な時間を共に過ごす

事ができましたことを、心より感謝申し上げます。大変

お世話になりました。 

 
2010 年度の活動として、4 月に入園･始業式と保育の

ワークショップ、5 月には遠足、保護者総会、そして次

年度の入園見学説明会を予定しております。既に来年

度の準備に向けて始動を開始し、新入園園児のご父

兄は入園準備でお忙しくされている頃だと思います。

新たな顔ぶれで、楽しく充実した保育活動が出来るよ
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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

護者がレッスンやイベントをサポートしています。 

毎週土曜日午前中に、メリーランド州モンゴメリー

郡の公立小学校である 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 www.sakuradc.org/kinder/ をご覧の

上、E メイル(yochien@sakuradc.org) か、ボイ

スメイル（３０１－７６８－５０９２）まで、お気軽にご

連絡ください。 

う、来年度も協力し合っていきたいと思いますのでこれ

からも宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 

 

さくらフラダンス教室  

 

 

日時： 毎週金曜日１１時ー１２時 

場所： ポトマックコミュニティーセンター 

１１３１５ Falls Road, Potomac, MD 20854 

             （２４０）７７７-６９６０ 

 講師：スポールディング二宮陽子 

（７０３）５６９-０８０９  

Email:yspading@earthlink.net 

費用： 会員５ドル、 非会員７ドル 

 

さくら日本刺繍教室  

日時：毎週火曜日 午前 9 時半ー午後１２時半 

講師：八木葉子 

（３０１）９８３－１７９０   yagi.yoko@comcast.net    

参加費：会員 1 回 5 ドル（プラス材料費） 

非会員：7 ドル 

場所： ポトマックコミュニティーセンター 

 

 

さくらブリッジ教室  

日時：毎週金曜日 午後 1 時ー4 時  

講師： キティーガットフリード 

参加費：会員 1 回５ドル、非会員７ドル  

場所： ポトマックコミュニティーセンター 

連絡先：コービン栄子 

（３０１）８８１－７０９８ ecbn@comcast.net 

さくら中庸姿勢法教室 

日時：毎週木曜日１１時―１２時 

場所：講師宅（要連絡） 

講師：ステュアート純子 junko@stuart.org  

（２４０）８３９－７４２４ 

参加費：会員１回５ドル、非会員１回７ドル 

 

★ それぞれのクラスは、場所や時間が変更になる場

合がありますので、参加ご希望の方は事前に各講

師までご連絡下さい。（event@sakuradc.org) 

★ ただいま編み物教室で講師をさがしています。得

意な方はさくら協会までご一報ください。 
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さくらランチグループ  

次回のランチは 5 月 28 日です。  

Blue Ocean  居酒屋ぶるーおーしゃん 

9440 Main Street, Fairfax, VA .22031 

（７０３）４２５-７５５５ 

参加ご希望の方は、５月２５日までに 

リンカー（３０１）９７７－７１３４ までご連絡くださいませ。 

 
 

次回は定評のある中華のセブンシーズです。参加ご希

望の方は３月１７日までにリンカー（３０１）９７７－７１３

４ までご連絡ください。 

さくら協会では、皆様のご意見やアイデアを歓迎してい

ます。行ってみたいレストランやツアー、または新しい

教室の開催など、ご希望がありましたらご遠慮なくお

知らせください。お電話の場合は２０２－３１０－１４４２、

Ｅメイルの場合は info@sakuradc.org までご連絡くだ

さい。 

 

ワシントンエリア イベント情報 

ワシントン桐朋琴ソサエティ ＆ メリーランド大学

琴アンサンブル 

 

日時：２０１０年４月２５日（日曜日）、午後２時から 

場所：メリーランド大学カレッジパーク 

Claris Smith Performing Arts-Dekelbourn Concert Hall 

★入場無料 

岡本京子さん率いるワシントン桐朋琴ソサエティとメリ

ーランド大学の学生、さらに多方面からのミュージシャ

ンを一同にかいし、伝統的な「六段の調べ」「鶴の声」

などを始め、琴とヴァイオリンやチェロとの合奏「山里

の春」を含めた全８曲を、壮大な琴アンサンブルでお届

けします。ぜひお友達をお誘い合わせてお越しください

ますようお願い申し上げます。 

詳しくは www.kotosociety.org をご参照ください。 

 

 

フレッシュファーム・マーケット 

 

チェサピーク湾一帯の新鮮な農作物や手作りのお菓

子、家庭用品などを産地直送で入手できる青空市場で

す。シルバースプリング、クリスタルシティ、デュポンサ

ークルなど色々な場所で４月上旬から開催されます。

詳しい場所と時間は www.freshmarkets.org でご覧く

ださい。



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Vol.38 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★１９
 

❀ 会員を募集しています ❀ 

さくら協会は、発足 8 年目の非営利団体（NPO）です。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。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シニアネット、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。 

メンバー年会費（4 月～3 月）は 25 ドルです。アメリカ国外に在住の方は、郵送料が高額のため、35 ドルとさせていただ

きます。会員には、イベントやセミナーのお知らせを随時メールなどでご連絡し、「さくら通信」を郵送でお届けします。ま

た、さくら学園、シニアネットをはじめとした各種アクティビティへの参加が可能です。 

 

入会ご希望の方は下記の申込書をご記入の上、Sakura Association, Inc. 宛てのチェックとともに、 

Sakura Association, Inc. 
P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694   までお送りください。

***************************************************************きりとりせん****************************************************************** 

会員申込書                   日付＿＿＿年＿＿月＿＿日 
新規会員 継続会員（いずれかに丸） ＊活字体でお願いいたします。 

氏名（英語）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（日本語名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

住所： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   FAX 番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

FAX は自動受信ですか？（いずれかに丸） 自動受信可 切替必要 

E メールアドレス：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   日本語のメールは？    OK   読めるだけ  不可 

同封金額: ＿＿＿＿＿＿ドル 

さくら協会を何で知りましたか？ さくら通信 Web サイト 友人 その他（                   ） 

よろしければあなたの年齢層をお教え下さい。   20 代   30 代   40 代   50 代   60 代   70 代+ 

シニア向けの活動を電話連絡してほしいですか？ はい いいえ 

 
よろしければ出身地（都道府県）を教えてください （                 ） 
 
 
Sakura Association, Inc. 宛ての$25（アメリカ国外在住の方は$35）の小切手を添えて、 

P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694 までお送りください。さくら協会は非営利団体（non-profit organization）ですの

で、会費は米国所得税控除対象となります。ご寄付も歓迎致します。よろしければ今回、ご寄付の金額を加算したチェッ

クをお送りください。(年会費は４月から翌年３月末までの１年間有効です。但し、１月から３月の間にご入会の場合に限

り同年４月からの年会費が免除になります。) 
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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  電話：202-310-1442（ボイスメール）まで。 

 

Sakura Association, Inc.  P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694 

                          

 

 

日本人がアメリカで

助け合うって大事な

ことなのね。 

たまには、こういう 

のもおもしろいかな。 

さくら学園で、こどもと楽しく 

いっしょに学べる！ 

一緒に、人のためになるこ

と、やってみない？ 

 さくら協会のご紹介  
さくら協会は、1997 年に設立された CUGI（Citizens 

United in Global Interest）を前身として、2000 年 9 月

に新しい団体として発足しました。日本語を話し、ワシ

ントン DC 首都圏に住む人々を中心に、日本人・日系

人同士の交流と相互補助、地域コミュニティとの親和

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

さんのために、新年会、見学会、小旅行、年次総会、

セミナー、ランチョン、バザーなどの各種イベントを日

本語で開催しています。 

あたらしい友だちが増

えるかな？ 

ためになるセミナーも

あるのね。 

地域で役に立つ情報がいっ

ぱい！ 


