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新連載情報！

連載小説「キャピタルの恋」

お待ちかね、愛川耀連載第三弾は「キャピタルの恋」。今シリーズ

も展開が待ち遠しくなりそうです！是非ともお楽しみ下さい。P.29 〜

1・2月合併号

「第4回新春祭りレポート」

本年度の新春祭りも大盛況にて終了する
ことができました。ご来場頂きました皆様

には心より御礼申し上げます。P.9〜

「講演会報告」

MIGA長官の小林いずみ様に「日本企業
の途上国ビジネスへの考察」をテーマとし

てご講演頂きました。P.11

「ケアファンドからご挨拶とご案内」

ジャパニーズ・アメリカンズ・ケアファンド会
長モーマン様より、ケアファンドの成り立ち
からご活動内容等、つぶさにご紹介頂き

ました。P.12〜

「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ 

第二回目の今月号は、「ワシントンのおい

しいイタリアンは師弟関係にあり」。イタリ

アン情報お見逃し無く！P.15〜

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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柳原会長からのご挨拶
柳原 恒彦

Senior Vice President and General Manager Washington Office
Mitsubishi International Corporation

「2013年を迎えて」

新たな年を迎え、ワシントン日本商工会は既に様々な活動を開始してお

ります。去る1月15日には、年次総会と新年会を開催し、多くの会員の皆様

にご参加頂きました。会員の皆様の高いご関心と温かいご支援に感謝申

し上げます。年次総会では新しい理事の方々が選任され、新体制が発足し

ました。私は引き続き商工会の益々の活性化を推進していきたいと思いま

す。

ワシントン日本商工会は、ワシントン周辺地区のビジネス界の連携並び

に親睦を図り、あわせて教育、スポーツ、社会貢献等を通じて米国人社会

との交流や理解の促進を図ることを目的に幅広い活動をしております。ワシントン日本商工会は現

在500名前後の会員の皆様に支えられ、その活動範囲と会員の皆様の積極的な支持は、全米の

他の日本商工会と比較してもトップクラスだと思います。ワシントンという土地柄、会員の皆様の政

治や社会問題に対する意識が高いということも一つの理由だとは思いますが、私はこのワシントン

に歴史的に存在する自由闊達な雰囲気が、官民間や業界間の壁を越えて新しいアイデアに挑戦し

ていく雰囲気を醸し出しているのだと思います。

正にその雰囲気を多くの皆様に味わって頂いたのが、去る1月27日にワシントンプラザホテルに

て開催致しました、恒例のワシントン日本商工会新春祭りでした。今年の新春祭りには、ボランティ

アや運営委員を含めると1,000名近くの皆様に参加を頂きました。獅子舞や餅つきに始まり、日米

文化を調和した様々なパーフォーマンス、正月に相応しいゲーム、日本から直送された駄菓子やお

もちゃ、そして米国人による日本歌謡曲のカラオケコンテスト等日本文化を体験出来る特別な一日

を、皆様と一緒に楽しむことが出来ました。これもひとえに、在米日本大使館、パーフォーマーやボ

ランティアの方々、そして商工会理事や企画委員の皆様の数ヶ月に渡る手作りの企画の大きな成

果だと思っています。

昨年ワシントンは、日本からの桜寄贈100周年の記念すべき年として様々なイベントで盛り上がり

ました。桜寄贈101年目の今年、ワシントン日本商工会は、新たな気持ちで皆様との親睦を深めま

た米国人社会との交流や理解の促進を図りたいと思います。

最後になりましたが、皆様の益々のご繁栄とご健勝を祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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去る1月15日、2013年度ワシントン日本商工会の年次総会、並びに新年会が、Fairmont Hotel
にて開催されました。この場をお借りしまして、ご来賓の皆様、会員の皆様、当日の運営をご支援く

ださった皆様に深く御礼申し上げます。

本日は、年次総会と新年会の概要を会員の皆さまに報告致します。

1．年次総会

法人会員111社、個人会員121名の内、法人会員65社、個人13名の参加を得、年次総会は有効

に成立しました。総会は寺澤幹事の司会進行で始まり、以下の各議案について審議がなされまし

た。

第1号議案：柳原会長より、2012年度の事業内容を報告し、承認されました。

第2号議案：直木財務理事より、2012年度の会計報告があり、承認されました。

第3号議案：昨年の総会以降、退任した理事の後任として、理事会推薦で就任した直木理

事、花井理事、南里理事、佐川理事、秋山理事、後藤理事が追認されました。また、今回の

総会を以って任期満了で退任する理事の後任として、理事会より今村卓氏、堂ノ脇伸氏が推

薦され、承認されました。

第3号議案審議後、総会は一旦休憩に入りました。その間、臨時理事会を開催し、現理事の担当

留任と、新任の今村理事が日本語教育支援、同じく堂ノ脇理事が広報を担当する事を決議しまし

た。

年次総会の再開後、以下の各議案について審議がなされました。

第4号議案：柳原会長より、2013年度における運営方針案について説明があり、承認されま

した。

第5号議案：直木財務理事より、2013年度予算案について説明があり、承認されました。な

お、出席された会員より、「単年度収支の均衡が困難な場合は行事の見直し等を検討すべ

き」「会費値上げによる収入増を検討すべき」といったご意見が上がりました。

第6号議案：その他、特段のご質問、ご意見はなく、予定された全議案の審議が無事終了しま

した。

　最後に、ワシントン日本商工会財団が手掛ける「桜100周年事業」に関し、柳原会長より「個別

事業の進捗状況は同財団のウェブサイト（http://www.jcawf.org/japanese/）で確認可能」との説明

がありました。

2013年度年次総会、並びに新年会報告

幹事理事：寺澤　英光

http://www.jcawf.org/japanese/


JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

4

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2013年1・2月合併号

2．新年会

年次総会に続き、正午より新年会が開催され、ご来賓

と商工会会員を合わせ115名のご参加を頂きました。

秋山理事の司会の下、新年会が始まり、冒頭に柳原

会長から列席の皆さまに新年のご挨拶がありました。

続いて、昨年11月にご着任された佐々江賢一郎特命

全権大使より、ご挨拶を賜りました。来賓としてご出席頂

いた大使館の皆様のご紹介に続き、冨田浩司特命全権

公使による乾杯のご発声の後、ご歓談に入りました。

寺澤幹事より、2013年度の理事会の新体制の報告があった後、午前中の年次総会を以って任

期満了で理事を退任した伊藤嘉秀氏、佐藤ロミ氏よりご挨拶がありました。

新年会の最後を飾ったのは、恒例となりました「新年講演会」の講師を務めた、木下英臣　共同

通信ワシントン支局長でした。「米大統領選、衆院選を振り返って」をテーマにご講演頂き、臨場感

溢れるお話に会場は大いに盛り上がりました。

秋山理事の閉会宣言を以って、新年会は盛況のうちにお開きとなりました。商工会では、本年度

も様々な企画により、会員間の親睦を図っていく所存です。皆さまの積極的なご参加をお待ちして

います。 

参加者の方々、全体の様子

佐々江賢一郎 特命全権大使

新理事会のメンバー

ご歓談中。左より木下英臣氏、佐々江大使、柳
原商工会会長、大出商工会財団理事長

木下英臣　共同通信ワシントン支局長
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研修　後藤　修（2012年11月～）
Osamu Goto
Group Vice President and Coordinating Officer
Toyota Motor North America, Inc.

この度、研修担当理事を拝命致しました、トヨタの後藤です。

まずもって前任の大辻が会長として皆様に大変お世話になりましたこと、

御礼申し上げます。その後任として昨年6月に赴任後、早速、北米各地のト

ヨタ事業体や日本との連携強化のための出張が多く、未だ落ち着かない状

況が続いております。

海外駐在はブラッセル（1988-1992）、カリフォルニア（1996-1998）に次いで3度目となりますが、

ワシントンDCは両都市とはいろんな意味で異なり、また担当業務も違っているため、一日も早く、こ

の街での業務に慣れた上で、ワシントン・ライフをエンジョイできるようになりたいと、日夜奮闘して

いるところです。

商工会の研修は毎回多彩な講師をお迎えし、貴重な話を伺える場として多くの皆様に親しまれ

てきたと伺っています。微力ながら南里理事のお邪魔にならない程度に、お役に立てればと存じま

す。ぜひ皆様にも研修に積極的にご参加頂くとともに、ご意見・ご要望等頂ければ幸いです。よろし

くお願い致します。

会報　堂ノ脇　伸（2013年1月～）
Shin Donowaki
VP & General Manager, Washington Office
Sumitomo Corporation of America

2013年1月より理事に就任致しました米国住友商事の堂ノ脇です。当地

には東京より2012年の5月に赴任致しました。

 
ワシントンは父親の仕事の関係で今を遡ること40年前（!）の1973年から2

年間滞在したことがあり、今回が2回目となります。当時は未だMETROが無く、民間企業の数も今

よりは随分少なかったと記憶しますが、マサチューセッツアベニューの各国大使館の様子などは当

時のまま変わっておらず、大変懐かしく思っております。海外駐在は他に5年間のニューヨークとト

ルコのイスタンブールで4年間を過ごしております。今回は単身赴任ですが、既に商工会のイベント

等を通じて様々な企業の沢山の皆様と知り合い、充実した日々を過ごさせて頂いております。これ

からは理事という立場で少しでも日米関係の深化と、皆様のワシントンでの生活にお役に立てるよ

うに努力して参るつもりです。どうぞ宜しくお願い致します。

ワシントン日本商工会 新任理事のご挨拶
新任理事メンバーお二人のご紹介を致します。2013年度の理事会は引き続き柳原会長を筆頭に、
本年度の活動を積極的に進めていく所存です。会員皆様の益々のご指導、ご支援をよろしくお願
い致します。
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伊藤理事退任のご挨拶
会報　伊藤 嘉秀

Counsellor at Law
Bingham McCutchen Murase

今年1月、ワシントン日本商工会の理事の任期を終えたのを機に、改め

て、商工会の意義について、振り返ってみました。

ワシントン日本商工会は、「商工会」という名前が示すように、25年ほど前

にDCの非営利法人として正式に発足した当初には、主としてワシントンDC
内に事務所を持つ日本又は日系企業のビジネス・ネットワークおよび社交

のための組織としてその活動が始められたようですが、その後、DC内の政

府・政府関連機関に所属する方々、ワシントンDC外も含む広域でビジネス

を展開している法人、日本又は日米関係等に関心を持つ個人の方々をも会

員として迎えることにより、現在では、在米日本大使館員、日本関連報道機関の在ワシントン総支

局の関係者、NIHの関係者、DC地域で日米関係にかかわる仕事をしていたり、研究している方々

など、地理的にも職業的にも広範囲の分野の方々に支えられている団体に成長し、現在に至って

います。

実際に、私が理事をさせていただいた過去数年間の商工会の活動内容を振り返っても、東日本

大震災に際しての義捐金募金活動、大使館広報文化班との共催による日本映画会(J-Film)、各種

スポーツ大会、そして毎年恒例となったワシントン新春祭など、いわゆる「商工会」という通常のビジ

ネス活動の枠を超えた、日本・日米関係を軸に集まる多様な組織や個人の交流の場となっていま

す。

ワシントン日本商工会が本拠地としているワシントンには、世界各国の代表、国際機関、産業

界、企業、利益団体、ロビイスト団体などが集まり、米国の政治や国際政治に影響を及ぼそうと、

様々な「発信活動」を行っておりますが、このような全米でも極めて特殊な環境にある当地におい

て、「日本」や「日米間の相互理解」という軸を中心に成長しつつある当商工会は、世界から当地に

集まる人々に、日本のビジネス界に限らず、日本や日本人の良さを発信する組織となり、さらに、

そのような発信しようとする団体や個人の情報交換や活動の拠点となるよう、組織の内外に目を向

け、会員に役立つ活動を続けていただきたいと願っています。私も「同志」の会員として、可能な範

囲内での努力を続けるつもりですので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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佐藤理事退任のご挨拶
地域協力　佐藤 ロミ

不動産エージェント
Romius International

まずはこの3年間、お世話になった皆様方に厚く御礼を申し上げたいと思

います。まるで卒業式の挨拶のようになってしまいますが、この日を無事に

迎えられたことは、まさしく皆様方のご支援とご協力の賜物であると感じてお

ります。

3年前に理事の話が出てきたときには、商工会活動が何であるかの認識

もほとんどなく、「それほど大変ではありませんよ」と、耳に残ったその言葉だ

けを都合よく解釈してお受けさせていただきました。他の理事の方々のお名

前も顔も全く知らずに参加した個人会員の私は、今考えてみると理事会の

中でも得体の知れない異物だったのではないかと思います。　

在米20年余、日本を離れること久しく、時には日本という国がはるか遠くに感じていたことも多々

ございました。そんな日本離れの進んだ私にとって、この3年間の商工会の理事活動は、日本を再

発見し日本と強くコネクトするプロセスだったのではないかと思います。私の任期中に桜100周年事

業、さらに東日本大震災を経験することとなり、日本という国を平常の何倍ものインパクトで考える

機会があり、気がついてみたら日本のために必死に走り回っている自分がおりました。　

日本とリコネクトするこのプロセスは、私の今後の在米生活にとっても、非常に意義あることだと

認識しております。「それほど大変ではない」という言葉と裏腹の3年間ではありましたが、自分にと

っては、計り知れない成果をいただけたと思っております。　

この3年間は、桜100周年事業で明け暮れたといっても過言ではないと思います。2010年の春か

ら始まったこの事業のための財団作り、寄付集め、事業立案、各方面との調整、実行、報告、と誰

も経験したことのない事業を、振り返ってみると理事会ではひとつひとつ手探りかつ手作りで達成し

ていったと思います。これぞ小粒でもぴりりと辛いワシントン商工会の底力でしょうか。　

私は、通常の担当業務に加え、桜100周年記念事業のひとつである日本語教育支援を担当しま

したが、これも白状いたしますと最初から最後までやりぬく決意は当初ございませんでした。担当す

る人がいないのであれば、事業を立案する前の現状調査程度は行ってもいいのか、という程度の

軽い気持ちで手を上げたのですが、気がついたら最後まで担当することになっていました（世間に

よくあることです）。そんな私ではありましたが、アメリカにおける日本語教育の現状を知れば知る

ほど、また学生や先生方の熱意を感じるにつれ、われわれ日本人が50年後100年後を見据えて何

をしていかなくてはならないか、ということを真摯に考えさせられ、今やらなくてはならないのだ、と

いう危機感と責任感、そしてパッションに突き動かされ始めたという事実もございます。

プロジェクトを一緒にまわしてきたひとり、前理事の小林知代さんとは、桜事業で日本語教育支援

が上手くいかなかったら「さくら心中」をしようとまで語りあうくらい必死で大変な時期もあったように

思います。のどもと過ぎると何が大変であったかも思い出せないくらいですが、その当時の資料を

読み返すと、まあよくやったな、という気はいたします。　



JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

8

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2013年1・2月合併号

日本語教育支援事業の何であるかをよくご存知ない方は是非JCAWF.orgのウェブサイトをごら

んいただき、その内容をご理解いただけたらと思います。こちらは昨年だけではなく、今後末永く継

続できる事業になっていくことを心から願っております。

商工会は、桜100周年記念事業のためとはいえ、過去

3年においては財団も設立し、今後さらに外に開かれた

活動もできる可能性を持つことができました。また、女性

理事やアメリカ人理事も参加し、考え方のdiversityも広

がってきております。商工会は、これからも時代のニー

ズに合わせて進化をしていくことでしょう。そしてその進

化の過程において、商工会のミッションやこの地域での

ジャパニーズ・コミュニティーのリーダーという立場と認

識をぶれることなく、一歩引くのではなく一歩前に出る気

構えを忘れず、次に伝えていってほしいと思います。ワ

シントン商工会がそして日本がさらに大きく発展していく

ことを心から祈願し、私も今後とも微力ながら寄与していくことができればと思っております。

最後になりますが、私事、3年前、商工会理事になる直前に人生遅ればせながら結婚をいたしま

した。この3年間自分の本業と商工会活動に忙殺され、甘い新婚生活とは程遠い毎日を送り、悪妻

の限りを尽くしてまいりましたが、それを寛容に忍耐していてくれた我夫に感謝をし、締めくくらせて

いただきたく思います。

皆様、3年間本当にお世話になりました。　

退任前の理事集合写真

“Snake” Illustration by Mitsue Steiner
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沢山の商工会会員の皆様からのご寄付とご協力のお陰で、今年も素晴らしい新春祭りで新しい

年をスタートする事が出来ました。本当に有り難うございます。

前日までみぞれが降ったり氷点下だったりと悪天候が

続いていたのに、お祭り当日の1月27日は快晴で会場

となったトーマスサークルにあるワシントンプラザホテル

は、ボランティアの方々を含め1,100人もの来場者で賑

わいました。

琉球太鼓の元気な演奏が始まり、主催者であるワシン

トン日本商工会、柳原会長からの開会スピーチがあり、

そして佐々江駐米大使からご挨拶を頂き、ハンター紀子

医師による日米の国歌斉唱でお祭りが幕を開けました。

獅子舞や静美子供舞踊団のダンス、グレートフォール

ズ小学校の可愛らしい歌とお遊戯、ソーラン踊りにコーラスと充実したパフォーマンスの数々。

司会のお二人の、息の合った進行に加えて今年初参加のDJが、お祭りの雰囲気を盛り上げて下

さいました。

パフォーマンスの合間には昔ながらの福笑いや剣玉などのゲームに挑戦したり、駄菓子を選ん

だりおみくじを引いてみたり、餅つき実演で実際に杵を持ってお餅つきを体験したり、そしてお腹が

空いたらたこ焼き、カレー、おでんにお弁当が待っています。一番人気の3種の味のお餅には行列

が出来ていました。

会場に着いた途端、いらして下さった皆さんはすっかり日本の雰囲気に包まれた事と思います。

新春祭りには今までも家族で参加してきましたが、私

にとって今回の新春祭りは違っていました。というのも

今までお客さんの一人だった私は、今回なんといきなり

お客さんから新春祭り事務局担当になってしまったので

す。

慌てていない振りをして、実はかなり大慌てでした。 

「こんな凄いイベント担当だなんて．．．」という感じで

す。でも準備期間からお祭り当日までの日々を通じて

私の中の「商工会新春祭り感」は確実に変わって行きま

した。

第4回新春祭りレポート

企画理事：ボーク重子

着物姿の高校生達、司会の二人と共に 

鳥居前で佐々江大使と柳原会長がポーズ 
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このお祭りはそれぞれがそれぞれの役割を果たして

終わりなのではなく、運営する側と、ボランティアとして

協力して下さる方々と、そして当日お客様として参加して

下さる方々が一体となって作り上げる素敵な時間なので

すね。

国籍やバックグラウンドを超えた所で一緒に「日本」を

共有出来る機会が新春祭りなのだと言う事を実感した4
時間でした。

お祭り後、あるボランティアの方からお手紙が届きま

した。そこには「今まで知らなかった日本を知る事が出来ました。こんな機会に恵まれて嬉しいで

す」とあったのです。

一緒に何かをするからこそ見えてくる日本もあります。新春祭りとは個人単位で楽しむというより

は、ここでボランティアをしたり、一緒にゲームをしたり、お隣同士でおでんを食べて会話が始まった

り、新しい人と出会ったりして、こう言う事を通じて今まで知らなかった「日本」を体験する場でもある

のですね。

私も準備段階からお祭り当日まで「日本」を経験しました。仕事の完璧さから、日本を紹介する事

への熱意、チームワーク、そして子供心に帰って楽しむ事への情熱、そして笑顔など皆様から学ん

だ事は大きいです。

お祭りのスムーズな運営にご尽力頂いた実行委員会の皆様、お餅販売で大活躍して下さった婦

人部の皆様、お手伝い頂いたボランティアの皆様、お祭りにご参加下さった皆様、そして当日日米

の国旗を飾る事をお祭り開始直前まで忘れていた未熟な私の相棒であった事務局総隊長の佐川

さんに、この場をお借りしてお礼申し上げます。本当に有り難うございました。

来年の新春祭りもお楽しみに！

新春祭りを支えた皆さん勢揃い
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昨年12月16日にThe Fairmountに於いてJCAW主催講演会が開催され、世界銀行グループ・多
数国間投資保証期間（MIGA）長官の小林いずみ様に「日本企業の途上国ビジネスへの考察」をテ
ーマとしてご講演頂きました。

講演会では、昨年10月に東京で48年ぶりに開催されたIMF/世銀総会で日本が得た高い評価
や、日本が本来的に有す特性を、途上国ビジネスの伸張に如何に役立てるかとの観点より、ご自
身のご経験を踏まえお話し頂きました。

日本の金融界の代表として、ワシントンDCの国際機関でトップを務められる小林長官ですが、こ
の日に限っては日本企業の「サポーター」としてのお立場からのご講演でしたので、参加者は大い
に勇気付けられたことと思います。

講演の最後には、国際機関で働く日本人女性へのエールや、日本国内で親離れしない「草食系
男子」への叱咤激励で締めて頂き、講演会は大盛況の内に終了致しました。

小林長官には、前日に海外出張からお戻りになったばかりのお忙しい中で、予定時間を越えて熱
弁頂き、多くの質問にもお答え頂きました。また、師走の慌しい中、多数のJCAW会員にご参集下さ
いました。この場をお借りして、皆さまに厚く御礼申し上げます。

JCAWでは、会員の皆さまのご期待に応えられるよう、本年も様々な研修を企画して参ります。奮
ってご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

講演会報告

日本企業の途上国ビジネスへの考察
講演者： MIGA 小林いずみ長官

研修理事：南里 隆宏
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暖冬で明けた2013年、ワシントン日本商工会の皆様には益々のご健勝とご活躍の年となります

ようお祈りいたします。この度は貴誌にケアファンド紹介の機会を頂きありがとうございます。

ジャパニーズ・アメリカンズ・ケアファンドは1999年にワ

シントン首都圏に住む日本人、日系人のための互助組

織として発足し、今年で14年目を迎えました。その間、

商工会様には地域協力プログラムから助成金を賜り深

く感謝致しております。昨年に引き続き、今年もケアファ

ンド図書室・多目的室運営のためにご援助をいただけま

すこと、ケアファンドを代表して厚くお礼申し上げます。

ケアファンドの主たる目的、活動には相談窓口（困っ

たことが起きたとき日本語で相談できるヘルプライン、

弁護士、カウンセラーなどの専門家への照会など）、ア

メリカ生活で役に立つセミナー、文化教育、健康のためのクラス、ハイキングなどがあります。当地

の寿司組合様のご協力のもと、日本の敬老の日にちなんで、日米の架け橋となってこられた70歳

以上の方々をご招待する年中行事「敬愛の集い」、また、年齢に関係なくご近所同士で助け合いが

できるようにと始まったネットワークづくり「地域の集い」などを開催しています。相談窓口で件数が

最も多いのが離婚問題（家庭内暴力、親権問題などを含む）です。離婚を考えている人、最近離婚

した人たちへの精神的な援助、正しい情報を提供するためのサポートグループミーティングも昨年

から開始しました。（ケアファンド設立趣旨、歴史、活動等についてはwww.wjwn.org/views/article.
php?NUM=V-0157をご参照ください。）

上記以外の活動で、当地の日本人の方々に喜ばれているのが、商工会様からの助成金で運営

されている図書室・多目的室です。日本から派遣されて間もない駐在員やご家族のなかにはケアフ

ァンドの日本語図書室をご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、今回はこの図書室を中心

にご案内させていただきます。

場所はケアファンド事務所のあるパッカードセンター（フェアファックス郡所有）の一階、バージニ

ア州アナンデールの緑豊かな公園の一角にあります（www.jacarefund.org）。蔵書数は約6,500冊

（ケアファンドホームページから蔵書リスト検索ができるよう只今準備中）、うち児童書と絵本が約

1,000冊です。特に絵本は過去6年間に亘り日本の匿名篤志家が毎年クリスマス時期に20冊ほど

ご寄贈くださっています（http://www.jacarefund.org/booklist.html）。昨年の貸し出し数は3,600冊

を超えています。　

図書室は火、木、土の午前11時から午後2時までオープン、1回の貸し出しは5冊まで、貸し出し

期間は4週間です。会員登録はしていただきますが、無料貸し出しです。更に50セントセールの古

ケアファンド新図書室・多目的室オープンハウ
ス：柳原恒彦商工会会長ご夫妻、佐藤ロミ地域
協力理事をお迎えして（2012年10月28日）

ケアファンドからご挨拶とご案内
モーマン行世

ジャパニーズ・アメリカンズ・ケアファンド会長

http://www.wjwn.org/views/article.php?NUM=V-0157
http://www.wjwn.org/views/article.php?NUM=V-0157
www.jacarefund.org
http://www.jacarefund.org/booklist.html
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本、CD、DVDなども常時置いてありますので、掘り出し

物を見つけにお出かけください。月1回（原則として第1
週の火曜日、午前10時15分から）、乳幼児を対象とした

「絵本の読み聞かせ」もあり、若いお母様、お孫さんとご

一緒のお婆様方から好評を得ています。

図書が開いてない日には、体操、習字、生け花等の

クラスルームに変わります。また、法律や健康に関する

セミナー（次回セミナーについては文末の開催予定をご

覧ください）の会場として使用しています。今年は商工会様のご協力を得て、「起業」を目指す若き

entrepreneurのためのセミナーも開催できたらと考えています。

　

昨年度は頂いた助成金で地下から現在の一階に移転することができ、高齢者や赤ちゃんをスト

ローラーに乗せて訪れる親御さんたちに喜ばれています。その他、新しい本棚、子供たちが座るた

めのカーペットの購入、更に2種類の月刊誌購読も可能になりました。改めてお礼申し上げるととも

に、商工会の皆様にも是非この図書室をご利用頂きたく、ご案内申し上げます。この図書室の運営

はすべてボランティアの手で賄われているということも付け加えさせていただきたいと思います。

商工会の会員の皆様、ご家族の方のボランティアも大歓迎です。ご都合の良い時間帯、あるい

は、週末だけでも、お好きなところからご参加くださいませんか？　新しい出会いがあり、ネットワー

クも広がることでしょう。ケアファンドへの会員手続きはウェブサイトからできますし、事務局宛にメ

ール（carefund@jacarefund.org）を下さっても結構です。会費は無料です。ボランティアを年に何

時間しなければならないといった義務もありません。会員に登録されますと各種クラス、セミナー、

日本野菜販売などのご案内がメールで配布されます。

今後とも宜しくご鞭撻、ご協力のほどお願い申し上げます。尚、下記の講演会は商工会会員の皆

様にもお役に立つ内容と信じます。どうぞ、お気軽にご出席ください。

セミナーのご案内：

2月10日（日）午後3時〜5時（悪天候の場合は17日（日）に延期）

「アメリカの教育制度：中高生をいかにサポートして成功に導くか」

ワトリントン和恵講師

ケアファンド連絡先：

ウェブサイト：www.jacarefund.org
電話番号：(703)256-5223
電子メールアドレス：carefund@jacarefund.org

ある日の読み聞かせ風景

mailto:carefund%40jacarefund.org?subject=
http://www.jacarefund.org
mailto:carefund@jacarefund.org
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広告募集のご案内
JCAW会報に広告を掲載しませんか？

JCAWでは、広告掲載の申し込みを承っております。 
JCAWは500名以上の会員からなり、ワシントン地域の
日本人社会に広く浸透しています。

是非、貴社の広告や宣伝にJCAW会報をご利用下さい。

会報の広告にリンクを設定する事により、クリック1回で、貴社
のウェブサイトやEメールアドレスにアクセスすることができま
す。年間契約でさらにお得になります。

JCAWウェブサイトのトップページには、バナー掲載など、各種
オプションを取り揃えております。

詳しくは、JCAW事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
Japan Commerce Assosiation of Washington, D.C., Inc.
1819 L Street N.W., Level 1B, Washington, D.C. 20036

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948 
Email: office@jcaw.org URL: www.jcaw.org

広告のイメージ図

料金体系（2013年1月からのレート）

ウェブサイトのバナーのイメージ図

日本人コミュニティーのための学校１９９２年設立
サービスライン
すべてのスキル・レベルに対応した英語コミュニケーション力の向上

•	
米国の政治システム・政策・政治課題背景と歴史についての講座

•	
個別テイラーメイド・プランによる英語表現力、英語による業務遂行

•	
能力アップ

本校の現参加者
日本人ビジネス,	政府関係職員

•	
日本人特許、学界関係者

•	
ＤＣ在住の日本人ご家族

•	

※	お子様サマー・スクール８月開講への	　参加者も募集中！

体験レッスン実施中詳しくはホームページを	ご覧ください（地図あり）www.carriganschool.com
所在地：	1001	Connecticut	Ave.	NW,	Suite	240,	Washington,	DC	20036

Conn.	AveとK	Streetの角（レッドラインのFarragut	North駅の上）にあります
電話：	　202-785-1303Eメール:	info@carriganschool.com

Carrigan School
of Language & Business

広告掲載先 サイズ
商工会会員 非会員

月料金 年料金 月料金 年料金

会報※1

1/4ページ $50 $450 $70 $630

1/2ページ $100 $900 $120 $1,080

1ページ $200 $1,800 $240 $2,160

ウェブサイト※2 300px X 50px なし $300 なし $750

※1 会報広告 原稿制作費は当広告掲載料金に含まれません。原稿は広告主様にて手配願います。1年契約で1回割り引きとなります。
（会報は年10回発行）

※2 ウェブサイトのバナーは年間契約のみとさせていただきます。
（バナー作成を依頼する場合は、別途$50～対応いたします。お気軽にご相談ください。）

mailto:office%40jcaw.org?subject=
www.jcaw.org
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「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ

第二回「ワシントンのおいしいイタリアンは師弟関係にあり」

グルマン会の忘年会兼定例会は12月中旬、注目のレ

ストランが密集し我らのホームグランドとも言える14th
ストリートのはずれにあるMASA14で行われた。ここ

のジャンルは和食とメキシカンのフュージョン、ワシント

ンの和食にご立腹気味のあなた、代わり映えのしない

メキシカンにもそろそろ飽きたあなたにはぴったりのお

いしい料理が目白押し。ここの売りはなんといっても共

同経営者の2人、Kaz Sushi Bistroの大河内カズ氏と 

Zengo（Chinatownにあるアジアン・フュージョン・レスト

ラン）のオーナーで米国内外会わせて26以上のレストラ

ンを経営するRichard Sandoval氏によるラテン・ジャパ

ニーズ・フュージョンの小皿料理とそれらとよく合うワインや特製カクテルである。ニューヨーカーを

連れて行っても感激してもらえるセクシーでモダンなインテリア（写真−1）も、美味しい料理とお酒を

更に引き立ててくれる。Crunchy Wok-fried Okura（写真−2）やTemaki Sushi Handrollは和の素材

のおいしさをメキシカンな味付けで引き立てた絶品、是非お試しあれ。

今回の定例会での最大の話題は、何と言っても初め

て会として商工会会報に投稿した原稿のちまたでの評

価。語りの文体が軽妙でまるで小説を読んでいるみた

い、麻婆豆腐の物語は奥が深い、写真が良い、おまけ

で紹介した他の中華レストラン情報が有意義など概ね

好評のようだが、部内ではかなり労力を費やしたので、

この調子で連載を続けて行けるのか？との弱気な発言

も。まあ、今後もワシントン在住の皆様に少しでも食に関

するお役にたつ情報発信をすることを目的に、持続可能

な範囲で実施することで落ち着いた。

さて、前回の中華に続き今回は何をテーマにするかに

ついて、会は大いに紛糾したが、中華とともに世界4料理の一つであり（世界3大料理と言えば、中

華、フレンチ、そして意外なことにトルコ料理となり、これに一つ加えて4大料理と言う場合はイタリ

アンが入るとの説がある。人によっては和食であるとの説もある）、中華に次いで我ら日本人に馴

染みが深く、また、ワシントンにもそこそこ見るべきものがあると言えば、やはりイタリアンであろうと

いう事で、今回はイタリア料理を語る事とする。

イタリアンといえばパスタ、そこでここではまずそのパスタにまつわる話、更に美味しくいただく秘

訣、アルデンテの真相についてお話ししよう。

写真−1: Masa14の素敵なインテリア

写真−2：Masa14のChrunchy wok-fr ied 
Okura、日本の食材に絶妙な味付け
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　パスタの起源は、マルコポーロが中国北部から持って帰った麺から始まったという説もあるが、

マルコがアジアの旅に出かける前にシシリーやサルディニャでは既にパスタを食べていたという説

もある。どうも後者の方が正しいようだ。しかしマルコポーロが17年という長い年月を費やしたの

が、米を多く消費する中国南部でなく、4000年前から小麦粉を使用した麺を多く消費していた中国

北部ということから、グルマン会としては旅のロマンを感じさせるマルコポーロ説を信じたい。

　次に、日本ではパスタをそば、うどん、ラーメンと同じように主菜として食べることが多いが、本

国イタリアではそうではない。イタリアでは、パスタはリゾットと同様Primoに含まれ、第1主菜とし

て食べられる。Secondiつまり第2主菜は、基本的に肉か魚である。イタリア人にとって、第1と第

2は同じように重要であるため大抵の場合両方を食べる。この場合の一人分のパスタの分量は

50−80g程度。そしてこのあとにサラダが来る。そしてデザートとなる。ちょっと勝手が違うが本場で

はサラダはデザートの直前なのである。

　パスタを美味しく料理する決め手の一つが“パスタの毛穴”を意識することである。レシピ本にも

書かれていないことだが、プロのイタリアンシェフは皆知っていることである。家庭で料理をする場

合、パスタのソースが完了してからスパゲッティなどを茹で始める。茹で終わったらお湯をきって、ソ

ースと絡める。ここで明暗が分かれる。美味しくするコツは、パスタを茹で終えた10秒以内に“パス

タの毛穴”が開いている間に、熱したフライパンの中でソースと絡め、パスタの毛穴からソースの味

をしみ込ませること。（但し、稀にソースによっては、熱したフライパンの中でソースと絡めない場合

もある。）

　パスタのお話の最後として、アルデンテの真相に迫

ってみたい。Al Dente = to the tooth = 歯ごたえのあ

る、という意味である。2、3年前に日本のあるテレビ番

組で、日本人程アルデンテ、アルデンテと口うるさく言う

人種はいなく、本場イタリアでさえもアルデンテにこだわ

るのは2割弱、やはり日本人はこしのあるうどんがすき

なことから、アルデンテに拘るのであろう、というような

エピソードを見た記憶がある。そこであの“アメリカ版料

理の鉄人”で和の鉄人森本正治に一勝一敗の戦績を

もち、現在DCのその名も’Al Dente”というレストランの

Executive ChefでDCイタリア料理界のドン、Roberto 
Donna氏に聞いてみることにした。氏曰く、「イタリアでは

アルデンテは当たり前。だから口にしない。だまっていて

も皆アルデンテで食べているさ」つまり日本人はイタリアの外で、ともすると茹で過ぎになってしまう

かもしれないパスタを本格イタリア風に食べたい気持ちが人一倍強い民族なのである。（Al Dente
のお薦め料理のシーフードパスタ：写真−3）

多くの紙面を今回も特定のテーマ“パスタ”に費やしてしまったが、イタリア料理を象徴するのはパ

スタだけではなく、肉やシーフード料理にもその特徴があり忘れては行けないが、イタリア料理の独

自性と言う観点で語れば、またまた炭水化物で申し訳ないが、むしろピザであろうし、更には、デザ

ートではないか。

写真−3：ワシントンイタリア料理界の大物シェフ
Robert Donna氏が経営するAl Denteのおすす
め料理　
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ピザは、厚手のシカゴ風や薄いNY風、ドミノ宅配ピザ

やスーパーの冷凍ものなど、むしろアメリカの料理にな

ってしまった感があるが、発祥の地はイタリアであり、列

記としたイタリア料理。とは言えイタリアではリストランテ

級の店には共通しておいていないようであり、その当た

りは世界共通。ワシントンではPupatella が本場に近い

ピザ（写真−4）を出している。 その他、観光地にうまい

ものナシ、のジョージタウンにも、Il Canaleというピザの

名店がある。イタリア直送の新鮮モッツアレラをふんだ

んに使ったトマトソースナシの白ピザを是非ご賞味頂き

たい。また、ちょっと足をのばしてベセスダではPines of 
Romeの白ピザを絶賛する向きが多い。

またティラミスは北イタリアのデザートであるが、1970年代終わりから1980年代初めにかけてア

メリカで大ブームになったと言われており、イタリアンジェラートと並んでイタリアンデザートの地位

を不動のものにしている。自らティラミスを作る会長に言わせると、正式にマスカルポーネチーズと

リキュールを使い、これはうまいとうなるようなティラミスには残念ながらワシントンではお目にかか

ったことがないと。そんな中で、デュポンサークルにあるレストラン、その名もAl Tiramisuが供する

Tiramisu Classicoは基本に忠実と言っていい。ちなみに、ティラミスの意味は、「私をハイにして」。

また、イタリアと言えば、なぜか酔っぱらいのイメージがあるくらい、イタリア料理と酒は一体のも

のであり、お酒についても語る必要があろう。しかし悲しいかな、DCで美味しいイタリアワインをリ

ーズナブルに楽しむのは実は難しいのではないか、というのが我々のスタンスである。キャンティ、

バローロ、ガヴィなどなど賑やかな銘柄は並べど、流通量が豊富なフランスワインやご当地カリフォ

ルニアワイン、あるいはコストパフォーマンスの高い南米ワイン等に比べると割高感が否めないの

は我々だけであろうか。当地でイタリア風酔っぱらいを演じるには、強めのグラッパを煽って前後不

覚に陥るのがもっとも手っ取り早いかもしれない。ここはむしろ、読者諸氏からの「そんなことはな

い！」という反論をお待ちしたいところである。

　最後に、ワシントンのイタリアンレストラン事情につ

いて語る。何事でもそうだか、よい先生についてしっか

り修行を積む事は達人への近道、料理にもその法則は

当てはまり、シェフの腕はどこのレストランで修行をした

か、すなわち、先生は誰なのかを見れば分かり、よいレ

ストランを見分ける際には有効な情報である。当会が知

る限り、その観点からワシントンではそのイタリア料理の

総本山というべき大シェフの存在がある。一つは先のAl 
DenteのシェフでRoberto Donna、もう一つはペンクォー

ターのFiola（写真−5、お薦めはパスタ（写真−6））のオ

ーナーシェフFabio Trabocchiである。前者の流れを汲

むレストランとしては、パスタがおいしいSirocやVento、

写真−4:比較的本場イタリアのピアに近い
Pupatellaのピザ

写真−5：Al Denteと並んでワシントンのイタリア
料理界を支えるFiola
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イタリアンではないが味は間違いのないがEquinox、後者の流れではBibianaやなぜかフレンチ

のビストロNage（こちらのお薦め料理のクラブケーキ、写真−7）などがある。更に忘れてはいけな

い大御所としては、Palena 及びPalena CaféオーナーシェフのFrank Ruta。この人ホワイトハウス

でのシェフ経験が2度もあり、本場イタリアでもシェフとして仕事をした経験をもつペンシルバニア出

身の凄腕で、ここのパスタは秀逸。この元で修行をしたシェフのレストランとしてはRippleなどがあ

る。

さて、TPOに応じて使えるイタリアンレストラン情報を提供しておこう。

1. 仕事でのランチやディナーには、ペンクォーターのFiola、中心街に位置するBibianaやSirocな

ど。世銀・IMFスタッフのパワーランチスポットと化しているPrimi Piattiもお薦め。特にFiolaは

雲丹パスタなどどれも絶品だが、少々音響に難あり。

2. 仲間と気軽に楽しみたい時は、前出のAl Dente、ジョージタウンの川沿いにあるIl Canale、い

つも賑やかなVapianoなど。

3.アベックでスノッブな夜を楽しみたい時は、オバマ大統領も奥様の誕生日に使ったCafé 
Milano。穴場的にはGiovanni‘s Trattuもよい。壁には常連等の名を付したプレートが品良く張

られており、中には3大テノールのうち2人の名も。

3. 子供連れで楽しく食べたい時は、デュポンサークルのBuca di Beppo。賑やかな店内で大盛

りパスタやピザなどを楽しい雰囲気で、デザートも異常に大きく、子供は大喜び。Carmine’sや

Famous Luigi’sもお薦め。

4. 美味しいパスタが食べたい時は、前出のワシントンイタリア料理界を代表する先生及び弟子た

ちが腕を振るう、Fiola、Bibiana、Al Dente、Siroc、Vapiano及びPalenaなど

以上

写真−6：Fiolaでのおすすめはパスタ、カルボナ
ーラもここでは特別

写真−7：イタリアンで修行をしたが、Nageのお
すすめはなぜかクラブケーキ
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ワシントン月報（第91回）

｢変貌する新米国特許法（AIA）
そのAIAも既に変わっている｣

米国弁護士　服部 健一

米国は建国以来200年間守ってきた先発明主義の特許法を、世界の他の全てが用いている先願

主義の特許法に1年半前の2011年9月16日に変更したことは前にも報告したとおりである。

この新しい米国特許法はAmerican Invents Act（AIA）という。

要するに米国がより活発に発明する制度であるという希望が込

められている。

先発明主義は先に発明した者に特許が与えられるので理想

的であるが、発明日を立証するのが大変で、時には法廷で個人

発明家が「私は自分の発明をこの紙ナプキンに記載した！発明

した日もここに書いてある！」といって怪しげな証拠を出してくる

事がある。実際に最近亡くなったある発明家のナプキンがスミソ

ニアン博物館に保存されている。

陪審員がそれを信じるとそれが発明日になるので大企業もや

られる事があるのだ。勿論、両サイドの専門家証人が信憑性を

争うのでそう簡単に立証できるものではないが、とにかくコストがかかり、予想性が全くない。

そこで世界の他国は特許庁への出願日を基準にする先願主義だからこれほど簡単で明確なこと

はない。

米国もやっと重い腰を上げてこの先願主義の仲間入りすることになった。

しかし、このAIA特許はあまりの大改正であったため、施行はオバマ大統領がサインした2011年

9月16日の部分と、それから1年後の2012年9月16日の部分と、最後の2013年3月16日の先願主

義部分に分かれている。

この間、米国弁護士はAIAを勉強してきたが、とにかく根本的な大改正なので未だに不明な部分

が多い。

しかもAIA自体が更に修正されているのである。

それはあまりの大改正であったため、条文に矛盾が生じていたり、不都合な部分があった事が発
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覚したためその改正のHR6621が2013年1月15日にあった（これも両院が同意したのは財政の崖

の狂乱のため1月1日の元旦の夜であった！）。

この日に修正AIA特許法になったのである。

それだけではない。

2012年12月18日には①工業デザインの国際出願と②特許出願の国際統一のための修正があ

り、これは2013年12月18日からの施行となる。

①の工業デザインの国際出願は、デザイン特許（iPhoneの美観等、この特許でアップルはサム

スンから800億円の評決を得た）を各国別に出願するのではなく、国際事務局に出願すれば加盟

国全てでデザイン特許権が得られるという国際協力制度である。

これは我々弁護士の仕事が減ることになるから厄介だ（！）。

次に、国ごとに特許出願の形式が異なるのはわずらわしいから全て統一しようという条約であ

る。これはその内、日本も法制されるだろうから影響は大きい。

以上のように1年半前に制定されたAIA特許法大幅に変わっているが、元のAIA特許法は添付の

表の影で示される部分であり、その改正法の問題点が2013年1月15日に修正されたのが太枠に

示された部分で、現在の修正AIA法となっている。

そして更に工業デザイン国際出願のヘーグ条約の加盟と特許出願の方式事項を国際統一する

特許法条約の加盟のための条文修正・追加が2013年12月18日から施行される（全体の表）。

米国特許法がこのようにどんどん改正されている理由はやはりリーマン・ショックから来る景気不

振の影響が強いのであろう。

景気がよい時は企業も予算が潤沢なため国によって特許制度が異なり、コストがかかるシステム

であってもそう大きな問題にならなかった。勿論自国の仕事を削減する弁護士・弁理士達の自己保

身による抵抗も強く、これまで画期的な国際化は進まなかった。

しかし、国際経済がここまで不振になり、一方ビジネス一般の国際化は驚くほど進展していると、

世界の企業はできる限り世界の特許制度を統一し、重複や無駄を省いてコストを削減させることを

望むのは当然である。こうした米国を含む世界の企業の切実な要求が米国特許制度の国際化へ

の動きを強くしているのであろう。

日本特許庁もこうした特許制度の国際化を余儀なくされており、今年中に同じような制度改正が

導入されると考えられる。（続く）
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第16回

「2013年アカデミー賞予想特集」

1. プロローグ

映画ファンにはたまらない季節がやって来た。映画界最高の

栄誉と言われているアカデミー賞がいよいよ今月24日に発表

になる。それに先駆けゴールデン・グローブ賞の各賞が早々と1
月13日 決まり（写真−1）、また、アカデミー賞の前奏曲のように

各映画関連団体からの表彰も行われるなど、いやが上にもアカ

デミー賞発表に向けて映画界全体が盛り上がり、その予想も熱

気を帯びてくる。

リンカーン大統領の最後の4ヶ月を描いた「リンカーン」、CIA
職員によるイラン米大使館人質救出を題材とした「アルゴ」、同

じくCIA職員によるオサマ・ビンラディン殺害計画に迫る「ゼロ・

ダーク・サーティ」と、今回のアカデミー賞ノミネート作品にはワ

シントンと関係が深い作品が多いのが特徴。

そこで当ワシントンで映画を語る会では1月中旬緊急座談会

を開催、来るべき24日に発表になるアカデミー賞を予想すると

ともに、合わせて昨年度の映画界を振り返ってもらうこととした。

2. アカデミー賞について

まずはアカデミー賞について簡単におさらいをしておこう。ア

カデミー賞は、アメリカ映画の健全な発展を目的にキャストやス

タッフを表彰し、その労と成果をたたえる為、1929年に映画芸

術科学アカデミーにより創立された映画関連の賞である。選定

は授賞式前年の一年間にロサンゼルス郡内にて連続一週間

以上有料で公開された40分以上の作品を対象に、映画芸術科

学アカデミー会員（現在約6,000名）の投票により決定される。

式は当初はホテルにて晩餐会形式で実施されたが、近年では

スケールアップして収用人員が多い映画館で開催されるように

なり、2002年からはコダック・シアター（現在はコダック倒産によ

りドルビー・シアターの名称）での定例開催となっている。レッド

カーペットに豪華俳優が勢揃いして華々しいが、受賞者にはお

なじみのオスカー像とよばれる金メッキのトロフィーが授与され

るのみで、賞金等は一切付与されない。 

ところでこのオスカー像、わざわざロスの授賞式に行かなくて

も、ワシントンで間近に見られることを御存知か？その場所は国立肖像画美術館で、ここには過去

最優秀主演女優賞を最多の4度も受賞した、キャサリン・ヘップバーンの肖像画とともに彼女の受

賞したオスカーが4つ展示されている。（写真−2）オスカー像は台座も含めて高さ34センチ、重さは

写真−1：　アカデミー賞に先駆け早々
決まったゴールデングラブ賞の記事、
ワシントンポストも一面他、多くの紙面
を割いている

写真−2：　キャサリンヘップバーンの肖
像と4つのオスカー（ワシントン国立肖
像画美術館）
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3.86kgの錫と銅の合金に24金メッキを施した大して飾り気のな

いもの（写真−3）であるが、じっと見ていると映画関係者の大き

な目標としての吸引力がその輝きから何となく伝わってくる。是

非本物の輝きをとくと堪能あれ！！

3. 今年のアカデミー賞予想について

早速作品賞について、会員にアンケートを取りそれを基に議

論を行った。ノミネート部門数だけで見ると、堂々12部門の「リ

ンカーン」（写真−4、5）、それに次ぐ驚きの11部門の「Life of 
Pi」、あるいは主要6部門を抑えた「Silver Linings Playbook」

などが有力視されているが、本会会員と言えども、座談会開

催時にはまだ劇場公開となっていないものも多く、「Amour」、

「Beasts of the Southern Wild」、「Django Unchained」など見

ていない作品も多かった。しかし、そこは映画を語る会のメンバ

ー、監督やキャスト、あるいはゴールデングローブなどの他の

賞の受賞状況から喧々議論の末、当会のアカデミー作品賞予想は、本命は「リンカーン」、対抗は 

「アルゴ」（写真−6）、穴は「ゼロ・ダーク・サーティ」に落ち着いた。

これらの作品を全て観賞している枝田氏に語らせると、「ゴールデングローブは下馬評の高い「リ

ンカーン」ではなく、「アルゴ」か「ゼロ・ダーク・サーティ」が作品賞を取ると思っていたが、やはり「ア

ルゴ」となったことで、近年の両賞不一致の法則から、アカデミー賞の「リンカーン」はほぼ確実にな

ったと言える。作品自体はどれも面白いし、出来も良い」との評価で、概ねの他の会員も同意見で

ある。

そんな中で、うなぎの寝床氏によると「「リンカーン」は盛り上がりに欠け、正直面白くない映画で

あると感じた」との感想、確かに人質救出やテロリスト殺害に比べれば、ストレートな盛り上がりに

は欠ける面もあるが、そこはダニエル・デイ・ルイスのそっくりさんブリと、ジワーと来るスピルバーグ

のメガホンさばきに軍配が上がることは間違いなし。

とは言え、「レ・ミゼラブル」も既にゴールデングローブの作品賞（コメディ＆ミュージカル部門）に

写真−3：　本物のオスカーをこんな近く
で見る事ができる。

写真−4：　リンカーンメモリ
アルホール、視線の先に
は国会議事堂があり、今
の米国の政治に睨みを利
かせている。

写真−5：　リンカーンが暗殺された
フォード劇場、中にはちょっとした
博物館がある。

写真−6：　旧CIA本部ビル。ここでArgo
で描かれる人質救出作戦が計画された
CIAの公式HP（Headquarters Virtual 
Tourのサイト）https://www.cia.gov/
about-cia/headquarters-tour/virtual-
tour-flash/index.htmlより転載。

https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/virtual-tour-flash/index.html
https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/virtual-tour-flash/index.html
https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/virtual-tour-flash/index.html
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輝いたとおり、ヒュー・ジャックマン（「X-メン」の男らしい演技だけでない）やアン・ハサウェイなどの

歌唱力が素晴らしく、視聴者の涙腺を緩くする名作に仕上がっており侮れないと、かっちんさん、ま

た、マジックボーイさんからは大穴狙いで「Amour」を推す声もあった。

主演男優賞も作品賞の流れで「リンカーン」のダニエル・デイ・ルイスでほぼ決まり、この部門初の

3度目を飾ることはほぼ確実と見る。対抗馬としては、アル中のベテランパイロットを見事に演じた

芸達者のデンゼル・ワシントンを推す声もあったが、声のトーンまでもそっくりと言われるくらいリン

カーンになりきったルイスには及ばない。「リンカーン」はその他に監督も受賞しそうな勢いだがそこ

まで、各賞独占の一人勝ちとはならないだろう。

主演女優賞は「Silver Linings Playbook」のJennifer Lawrenceか、「ゼロ・ダーク・サーティ」の

Jessica Chastainに議論が分かれる所であるが、「Winter’s Bone」での好演以来彼女に注目して

いる栄華好代さんに言わせると、Jennifer Lawrenceはケンタッキー州生まれの今年23歳になる若

手の女優。14歳の時、マンハッタンのH&Mでショッピングしている時にスカウトされたそうだ。高校

卒業後ハリウッド進出し、間もなくアカデミー賞ノミネート作となる「Winter’s Bone」の主役を勝ち取

る。まだ二十歳前とは思えない迫力ある演技で、第二のメリル・ストリープと賞賛される。その後ヒッ

ト作となった「X-メン」に続き彼女の代表作となる「ハンガー・ゲーム」の主役をものにする。立て続

けのヒット作を生み出した彼女は、「Silver Linings Playbook」で、ブラッドリー・クーパー、ロバート・

デ・ニーロなど大物役者と堂々と渡り合った演技で、ただの人気アイドルスターとは違う、大女優と

しての名をものにした。今年の主演女優賞の本命として注目したい女優だ。

4. 昨年見た映画ついて語る　

次にアカデミー賞とは必ずしも関係なくとも、昨年見た映画で印象に残る作品などについて、会員

に思い思いに語ってもらった。

（1）昨年見た映画で一番楽しめた「007スカイフォール」がアカデミー賞に絡まなかったことについ

て枝田氏は大いに不満がある。この映画は過去のシリーズや6代目ボンド役のダニエル・クレイグ

になってのシリーズ3本を通じても一番良い出来、しかも、ボンドの生い立ちなどに触れる新しい一

面があり、また、監督はじめ製作にはアカデミー級のスタッフの参加もあり、単なるスパイ・アクショ

ン映画から、いわば新たな境地に達した007ものであったとの感想から、ひょっとしてアカデミー賞

作品賞候補 「レ・ミゼラブル」 視覚効果賞候補 「アベン
ジャーズ」

イラスト： Yoshikazu Egawa

長編アニメーション賞候補「メリダ
とおそろしの森 Brave」



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

25

会報2013年1・2月合併号

にも絡むのではないかと密かな期待を寄せていた。アカデミー賞ノミネートにも影響があると言われ

る製作者・美術監督組合による賞にもノミネートされて期待はさらに膨らんだが、結局アデルが歌う

主題歌が音楽部門にノミネートされたに留まった。そう言えばこれまで結構楽しめたジェイソン・ボ

ーンシリーズやミッション：インポッシブルシリース作品など、これまでエンタ・アクション映画では作

品賞へのノミネートはなく、その手のジャンルに辛いアカデミー賞の牙城は崩れなかった。50年目

の007にも春は来なかったということか。

（2）飛行機の中で見た邦画で良かったのは、「テルマエ・ロマエ」、「宇宙兄弟」、「ツナグ」、「北の

カナリアたち」、「天地明察」 とHoga大介さん。また、JICCで見た作品で一番心に残っているのは

「千年女優」（今敏監督）で、原節子をモデルにした作品とか。アニメだったことを忘れて話や台詞に

没頭してしまいました。ただ、飛行機で見た映画や千年女優にも共通しているのですが、昨年見た

邦画の殆どが2時間を超えるものでした。それ以上省くと話しの展開についていけなくなるというこ

となのか、いずれも長かったです。アカデミー賞候補の作品も2時間を超える作品ばかりですよね。

これは最近の傾向なのでしょうか。

（3）「テルマエ・ロマエ」を人気漫画が原作でありローマの公衆浴場設計技師が現代にワープする

という荒唐無稽な設定、阿部寛や上戸彩などの出演者から、単なるドタバタコメディーであるとして

見ていない方は損をしますと、かっちんさんは熱く語る。最初から最後まで2、3分ごとに笑いのツボ

にはまることは間違いなしの上、家族の連帯、日本人のチームワーク、ほのかな片思いなどもさり

げなくミックスされていて、繰りかえし何度も見たくなるような不思議な清涼感があるのです。気分を

良くする、楽しい映画とはこう言うものだと思いました。

（4）日本で、もしくは飛行機の中で観た映画の中で印象に残

っているのは「ロボジー」（監督：矢口史靖）と「J・エドガー」（監

督：クリント・イーストウッド）と言うのは、茶草絵里さん。前者は

今どきの映画には珍しく、特撮やCG一切なしで撮影した映画だ

そうで、役者の演技力もさることながら、そのアナログ感が緩く

てほっこりした、何とも言えない雰囲気を醸し出しています。「J・

エドガー」は、ワシントンのFBIビル、そして議会の奥にある議会

図書館の閲覧室を観るたびに思い出す映画。ワシントンの街は

ヨーロッパ等に比べると無機質な建物が多く、雰囲気も少し乾

いているけれど、こういうワシントンゆかりの映画を観れば、普

段通りすぎる街並みや建物にも物語を感じることが出来て、も

っと感性豊かなワシントン暮らしができるかもしれません。

6.最後に

（1）石岡瑛子さん他没故者を偲ぶ

今年の1月に亡くなった石岡瑛子さんが「白雪姫と鏡の女王」（Mirror Mirror）衣装デザイン賞に

ノミネートされています。彼女はフランシス・フォード・コッポラ監督の「ドラキュラ」（Bram Stoker’s 
Dracula、1992年公開でアカデミー賞衣装デザイン賞受賞）や、最近のブロードウェイ・ミュージカ

ル「スパイダーマン」（写真−7）などを手がけたことで世界的に有名ですが、本作の衣装デザインも

ディズニーをお題にした作品とは思えないほどゴージャスかつ妖艶（特にジュリアロバーツ演じる悪

写真−7： 人気ミュージカル「スパイダ
ーマン」も石岡瑛子さんの衣装デザイ
ン(劇場パンフレットより)
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い女王が着るスカーレットのドレス）で、是非とも受賞していただきたいと思いますね。また、今年度

は、ハリウッド映画にも大きな影響を与えた大島渚さんや新藤兼人さん、森田芳光さんなどの名監

督が亡くなった年でもありました。ご冥福をお祈りします。（マッジックボーイ）

（2）アカデミー賞のノミネート作品観賞方法

さて、最後にアカデミー賞ノミネート作品を一網打尽で見る方法についてご紹介しよう。AMC 
Theater系列の映画館で行われている“Best Picture Showcase 2013 Oscar Nominees”が今

年も盛大に開催されます！今年は9作がノミネートされているので、2月16日の土曜日に（Amour, 
Le Miserables, Argo, Django Unchained）の4作（$30パス）、2月23日の土曜日に（Beasts of the 
Southern Wild, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty）の5作（$40パ

ス）が連続上映されます。このチケットはパスなので、もう観賞済みの映画上映の時間など、映画

館に出入り自由で、私はこの2，3年はウッド・ブリッジの映画館で観賞し、中休みには、モールで一

息ついてました。尚23日にマラソン・ビューイングとして9作全品を$60パスで連続観賞することも

出来ます。このイベントはAMC系劇場で上映されていて、ヴァージニアでは（Hoffman/Alexandria, 
Potomac Mills/Woodbridge）、メリーランド州では（Rio Cinemas/Gaithersburg）で観賞出来ます。

詳細は以下のリンクをご覧下さい。（栄華好代）

http://www.amctheatres.com/programs/best-picture-showcase

イラスト： Yoshikazu Egawa

http://www.amctheatres.com/programs/best-picture-showcase
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今月の書評
「サウジ・アラビアについて」
カレン・エリオット・ハウス
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本稿を執筆しようとパソコンに向かった12月13日、ワシント

ン･ポストの一面トップは「サウジ女性、高学歴でも無職」とい

う見出しの記事。サウジ政府の奨学金で大学を卒業しても、

職を探すことができない若い女性たちの現状に関する内容

だ。一方、同日、ウォール・ストリート・ジャーナルの一面トッ

プは「アメリカが世界石油図を一変」という、シェールオイルブ

ームで2020年にはアメリカの石油生産量がサウジを凌駕す

るという記事である。サウジはアメリカにとって何かと身近で、

テロとの戦い、アラブの春、貴重なエネルギー源などの観点

から目が離せない存在である。もちろん、9･11同時多発テロ

の犯人19人中15人がサウジ出身だったことも、アメリカにと

っては忘れられない。

筆者ハウスはウォール・ストリート･ジャーナルの記者、編集

員として35年あまり、サウジ・アラビアと関わってきた。サウジ

を支配するサウード家一族のメンバーや宗教リーダーたち、

高学歴の女性から貧困と苦闘する未亡人、無職で時間を持

て余す若者から元テロリストまで、多くの国民にインタビュー

して、現状を描いたのが本書である。

サウジ社会は王族、イマーム、族長が支配し、その下で男性市民は宗教的規則、政府規制、お

よび文化的伝統に従って、生活する。そして彼らは女性達に絶対的服従を求める。その硬直した社

会構造の中では、誰にもエネルギーも起業心も好奇心も湧かないし、自信もない。

サウジは石油からの巨額の収入で、福祉国家を築いた。国民は税金を支払わなくてもよいし、教

育とヘルスケアは無料だ。水、電気、石油は安価で提供されている。しかし、石油収入で賄わなくて

ならないものは増え、制度は機能していない。サウード家が支配を恒久化するため、ワハブ派イス

ラム教を利用してきたことも周知の事実である。

サウジ市民の70％が30歳以下で、60％は20歳以下の若者だ。彼らはインターネットによって、国

内外の相違点、自国が抱える問題を知ることが可能になった。政府が非効率であること、王族が腐

敗していること、国民の40％が貧困層であること、60％が家屋を所有できないこと、20歳から24歳

の40％に職が見つからないことなどを。民間の仕事の90％は外国からの低賃金労働者によって賄

われている。サウジ国民は肉体労働やサービス業には携わりたくないのだ。一方、大卒の女性た

ちには活躍する場がない。

「サウジ・アラビアについて」
カレン・エリオット・ハウス（クノップ社）



JCAW Copyright © 2013 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

28

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2013年1・2月合併号

保守派や近代化推進派、熟年層や若者が求めているのは自由や民主主義ではない。彼らが熱

望しているのは、王族の一声でころころ変わる統治ではなく、透明で法規に基づいた正義である。

教育、職、住宅、ヘルスケアを求めている。

アブドッラー国王は改革派として、女性にも身分証明書を発行することで、男性保護者から独立し

たアイデンティティーを与えたり、女性がビジネスを登録できるようにもした。王族の中には欧米に

留学し、自国が抱える問題を十分に認識している者もいる。が、彼らもサウジ国内では伝統、長老

達に従わざるを得ない。そして、数万におよぶ王家一族に影響を及ぼす改革は、遅々として進まな

い。サウジ国民は民主化、西洋化は求めていなくても、より解放された公平な社会を求めている。

サウジが抱える問題は多面にわたり、その1つが致命的になることはない。が、問題の悪化、政

権の硬直化、若者の不満の増大、そして王家の世代交替に伴う不安定さなどが相乗効果となっ

て、サウード家の命取りになるかもしれない。

アメリカにとっても、アラブの春が起きた中東で、サウジ対策には特に慎重だ。オバマ大統領のア

ラブの春後の中東政策演説でも、サウジに触れることはなかった。アメリカがサウジ近代化を奨励

する手段はほとんど存在しないのが厳しい現実である。

サウジは日本にとって原油・粗油輸入先のナンバー1だ（2011年で32.8％）。その行方は日本に

とっても無関心でいることはできない。

（NEW LEADER 2012年11月号より転載）

JCAW

HAPPY VALENTINE’S DAY!
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連載小説「キャピタルの恋」

〜第一話　噂の男〜

愛川 耀

ワシントンは美しい街だ、と青木美菜は思う。

一月末に大雪が降り、連邦政府や公共交通機関が閉

鎖されたおかげで月曜日は「雪休み」となり、思いがけ

ない連休を楽しむことができた。幹線道路の雪は既に除

去されているが、オフィスに近い大統領官邸はまだ一面

の雪景色で、まさにホワイトハウスである。

冬の陽光を受けて枯れ木の黒い影が純白の雪面に踊

っている。清々しい光景を眺めながら、美菜の唇が思わ

ず緩んだ。雪に閉ざされてほとんど家の中で過ごした連

休の三日間、温かいジェイスンの胸。瞼を閉じると今朝

の抱擁が想い出され、思わず頬が紅潮し身体が熱くな

る。素晴らしい雪景色に素晴らしい恋人。これ以上望む

ことなど、何もないはずだ。

騒がしい人声に振り向くと、観光客らしい黒人の一団がこちらに向かって歩いて来るところだっ

た。雪が珍しいらしく、誰もが無邪気な歓喜を顔に浮かべている。携帯を見やると既に一時になって

おり、美菜は昼休みを終え急いでオフィスに戻ることにした。

美菜が勤務する商社、大東亜商事のワシントン駐在員事務所はコネチカット通りにある。日本か

ら派遣されて来ている所長と次長、美菜をはじめ現地採用のスタッフに秘書、と総勢六人ほどの小

さな事務所だ。

やり残したレポートを仕上げるべく大部屋でパソコンに向かっていた美菜に、隣の部屋にデスクを

構える良子が声をかけてきた。

「ちょっと、下へコーヒーでも飲みに行かない？」

良子はこの事務所に長年勤めているいわばお局的存在で、業務のイロハから過去の案件の経

緯、キャピタルの人脈を熟知しているので、事務所長でさえ彼女には頭が上がらない。所長は三年

から五年で交代するため、任期中に政府や議会関係者に顔が効く人物と継続的な友好関係を築

くことは難しく、事務所は良子のようなベテラン現地スタッフに頼ることになる。彼女の夫はロビイス

トで、本名は良子・グレース・コリガンという。グレースと呼んでくれ、と本人はのたまうのだが、畏怖

堂々とした容姿にそれも若干違和感があり、良子さん、と呼ばれている。

良子さんに誘われたら即従うこと、というのが三年前にこの事務所に転職した時の最初の教訓だ

ったので、美菜はやりかけのレポートをファイルしてすぐに応じた。

事務所は高層オフィスビルに入居しており、一階の商業スペースにスターバックスが店を構えて

いる。

良子はマキアートを、美菜はラテを注文して店内のテーブル席に腰掛けた。

「美菜ちゃん、大ニュースよ。こっそり教えてあげようか」

＊愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。ブログでワシントン生活を綴るフォトエッセイを連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）東日本大震災一周年を機に小説『絆』を上梓（http://p.booklog.jp/book/43069）

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://p.booklog.jp/book/43069
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ゴシップが大好きな良子はいつにも増して好奇に瞳を煌めかせた。

32歳にもなって「ちゃん」付けされるのは不本意ではあるが、お局様がそう決めたことだから美菜

は黙って微笑むことにしている。ニュースとは所長の不倫の噂の続編だろうか。どう見たって不倫

向きには思えない藤谷所長の面長な顔を思い浮かべながら、美菜は関心がある振りを装う。

「えっ、何ですか？　是非教えて下さい！」

美菜の応答に満足したらしい良子は顔を寄せて囁くように洩らした。

「うちのオフィスに本社からもう一人派遣してくるんだって。それもイケメン！」

ワシントン駐在員事務所には政府や議会、業界筋の動向や情報を収集する以外には仕事らしい

仕事はないのに、何でまた、と美菜は訝る。ひょっとして本社スタッフを増強して現地雇用スタッフを

切るつもりだろうか、と懸念されないでもない。

「うちにはロビイストとの折衝とかレポート書き以外、そんなに業務がないじゃないですか。人手が

足りないわけでもないのに、まさか現地スタッフのポジションがなくなるとか？」

思わず美菜が眉をしかめると、良子は可笑しそうに笑った。

「その心配はないわ。何でも駐在員業務をするわけじゃなくて、資源エネルギー部のポストとして

赴任してくるらしい。だから彼の部屋代とか、全部資源部に出させるわけ」

なるほど。しかし何でまた資源部の人間がヒューストン事務所とかニューヨークにある現法にでは

なくワシントン事務所にやって来るのだろう。

美菜の胸の内の疑問には答えず、良子は再び声を潜めた。

「で、この男、ワケありの人物なわけ。本社で女性問題を起こしてドバイに飛ばされていたんです

って」

どこでそんなゴシップを仕入れてきたのか知らないが、良子の話によると、彼は本社の食堂で皆

が見ている前で女性社員にコップの水をかけられたらしい。社員食堂でカレーをかけられた男の話

を前に耳にしたことがあるので、水なら可愛いものだ、と美菜は思ったがそう口に出すのはやめて

おくことにする。なんでも彼が付き合っていたその女性は常務の娘だったそうで、それで男は中東

に左遷された、ということだった。

「でさ、社員名簿でチェックしたら、確かにこれが超イケメンなの。35歳。ちょっと楽しみじゃない？」

「でもそういう女グセの悪い人になんて来られたら、うちとしては迷惑じゃないですか」

美菜が真面目な顔で言うと、良子は肩を竦めた。

「なんだ、独身の美菜ちゃんが喜んでくれると思ったから、わざわざ教えてあげたのに」

良子の機嫌を損ねてはマズイので、美菜は慌てて取り繕うことにする。

「イケメンは大いに結構ですけれど、もう結婚しているかもしれませんよ」

「その可能性はあるはね。ドバイみたいな場所で女遊びなんてしたらムチ打ちどころか石投げの

刑で殺されかねないから、とっくに身を固めているかもね」

それからしばらく良子はアメリカ人の夫や知り合いから聞いたという中東事情について、まことし

やかに語っていた。サウジやアフガニスタン等、男女関係に保守的な地域での噂話が混同している

感を拭えないが、美菜はテーブルに身を乗り出して耳を傾けた。

良子は美菜がこのところアメリカ人のボーイフレンドと半同棲に近い暮らしをしていることを知らな

い。お喋りな彼女に知られたら厄介なことになるので、美菜は話が逸れぬよう良子の話に熱心に相

槌を打った。

ジェイスンから連絡が無い。バレンタインデーは一緒に過ごそうと約束したはずなのに、コンサル

タントをしている彼はカリフォルニアのサンホゼに出張したままだ。メジャ－な契約が取れたので一

週間の予定が延長し、たぶん一カ月ぐらい向こうにいることになるだろう、とは十日ほど前に電話で
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知らされた。メールで近況を書き送ったが、返答が無い。いくら忙しいからとは言え、短いテキストメ

ッセージを送る暇さえ無いとは考え難かった。

美菜はジョージタウンのアパートを出てポトマック河の

川辺を歩きながら、深い溜息をつく。

このところ雪交じりの寒い日が続いていたので河は見

事に凍結し、白い雪の下に蒼い川面が顔を覗かせてい

る。まるで宇宙から眺める地球を想わせる美しい色合い

で、宝石のようでもある。

まさかこの十日間ほどで自分達の関係に何か急変が

あったとは考えたくないが、しかしひょっとしてそんなこと

があるのだろうか。ジェイスンはもともとサンフランシス

コ、ベイエリアの出身で、クリスマスにもカリフォルニアの

実家に帰っていた。向こうには知人も多いに違いなく、

十一月に友人宅でのサンクスギビングパーティーで彼に出逢ってから間もない美菜としては、ジェ

イスンのことをまだよく知らないことが不安だ。

恋人のいないバレンタインデー、か。

蒼い氷を見つめながら、美菜は思わずボヤいていた。

「美菜ちゃん、チョコレート、買って来てくれた？」

良子の問いかけに、美菜は勇んでイエスと答えた。なんでアメリカに来てまで義理チョコを配らな

ければいけないのか疑問ではあるが、良子が決めたオフィスの慣習であるし、女性社員を含め全

員にチョコを配るという彼女の采配には賛同する。オフィスの経費で購入して自分ももらえるのだ

から、とジョージタウンにあるJショコラティエで可愛いトリュフを人数分、綺麗な小箱に詰めてもらっ

た。いや、いつもより一つ多いのは、例の本社スタッフがバレンタインデーの今日赴任してくるから

だ。

「美菜さん、今度来る人、超イケメンなんですって？」

ミーティングルームへ向かいながらテンプで来てもらっている朝子が嬉しそうな声を出し、洩れ聞

いた谷崎が軽い咳払いをした。現地採用組の谷崎は大人しい草食系の男で、どうやら朝子に関心

があるらしいが、はたで見ている限りでは進展がないようだった。

「今日は有馬君を紹介しようと思ったんだが、どうやらまだ来ていないようだな・・」

藤谷所長の声に、次長の梶川が応じた。

「ホテルに荷物を置いてから出社する、とダレスからメールして来ました」

と、オフィスのエントランスから来客を示すピンポンという音が響いた。秘書のトレーシーが応接に

立ち上がり、皆で「来た！」と目配せし合う。

「Mina, it’s for you」

部屋に戻って来たトレーシーに促され美菜が怪訝な表情で受付けに向かうと、デリバリーの男が

真紅のバラの花束を抱えて立っていた。急いで受け取りのサインをして花束に付けられた白いカー

ドを開くと、ジェイスンからのメッセージたった。

「For my dearest Mina. Baby, I miss you!」
胸に熱いものが込み上げてくる。彼はバレンタインを忘れたわけではなかったのだ。

花束を抱えてミーティングに戻るわけにもいかず、美菜がデスクにバラを置きに行こうとすると、

唐突にエントランスのガラス扉が開いた。

扉の向こうに立っていたのが、噂の男だった。（続）
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今月の簡単レシピ：
「里芋の焼きコロッケ」

フードクリエイター　木内 由紀

外は寒すぎて、ついつい家にこもってしまいたくなる毎日ですね。皆さんお元気でお過ごしでしょう

か？

今月は甘くてねっとりが美味しい、里芋を使ったとっても簡単はコロッケをご紹介いたします。

秋から冬にかけて出回る里芋ですが、最近中華系のスーパーで質の良いものをみかけては購入

し煮物や焼き里芋…等々、甘くてねっとしりを楽しんでいます。

里芋はコレステロールを下げる効果大、食物繊維も豊富に含まれています。また特有のネバネ

バ成分には胃を保護してくれる役割もあり、肝臓にも良いと言われていますのでお酒のお供にも良

いですね。

皮をむくと手が痒くなったり、した処理が面倒…など敬遠されている方も多いのでは？と思うので

すが、そこはお得意の手抜き方法で簡単に、更に衣のめんどくさい工程も油で揚げる工程も省いて

しまいますが、ネットリ感と生姜のさわやか風味が加わり、和風味が美味しいコロッケをどうぞ。

里芋の焼きコロッケ(12～13個)

≪材料≫
・里芋(taro)：：450g(茹でて皮を外した正味量)

・牛ひき肉：：150g
・玉ねぎ[みじん切り]：：大1/2個(150g)

・生姜[すりおろし]：：1かけ分

・つゆ(又はだし醤油)：：小さじ2

[a]
・粗塩：：小さじ1/3
・砂糖：：小さじ1
・鶏がらスープ顆粒(又は中華だし)：：小さじ1/2

・パン粉：：適量

≪作り方≫
【1】里芋は皮のまま洗って上下を切り、大きめの芋は小
さな芋に合わせ切る。

【2】たっぷりの塩水(1％が良い)で、鍋に1段になるように並べ入れ、水から茹で始める。中火でコト

コト火を通し(10分～程度)竹串をさし、スーッと串がとおればok。
(ここで使用している里芋はゴルフボール2個くらいの大きさのものです。）

【3】ザルにあけ、手で触れる程度に冷めたら、温かいうちに皮をはがし、ボールに入れフォークの
背やマッシャー等を使用し、粘り気が出てくるまでつぶす。
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【4】牛ひき肉はつゆと合わせておく、フライパンに油と生姜を加え良い香りがしてきたら玉ねぎも加
え透きとおるまで炒める。

【5】ひき肉も加え強火で炒め、肉全体の色が変わってきたら[a]も加え更に炒める、水分が飛んで
油がピチピチと音をたててきたら火を止め冷ます。

【6】[3]のボールに[5]も加えひとまとまりになるまで良く混ぜる(手で混ぜると良いです)。5cm程度の
ボールにしっかり丸め、平たくつぶし、表面にパン粉を押し付け、クッキングシートを敷いた天板に
並べのせる。

【7】350°F(175～180℃)に余熱をしたオーブンに入れ15～20分焼
き,表面全体に茶色い焦げ目がついてきたら出来上がり。ご使用の
オーブンにより、早いうちに焦げ目がついてきたら表面をアルミで
覆い合計15分焼く。
(焼き色が付き始めると速い段階で焦げてしまいますので、アルミで
覆う等の工夫をして下さい。)

≪ポイント≫
●さといもは[taro]と表示されアジア系のスーパーで買うことができ
ます。
美味しい里芋の見分け方は、見た目コロンとしているもの、切り口
が白いもの、表面に張りがあって模様が均等なものです。表面にブ
ツブツと芽が出ているものは味がおちます。
なるべく大きさの揃ったものを選びましょう。

〜フードクリエイター　木内由紀プロフィール〜

日々の料理や手作りパン、スイーツのレシピなど1,000以上を、ブログ「ゆちのお料理実験室」
で紹介。

簡単でおいしい内容が人気を呼び、テレビや雑誌、企業にも多数レシピを提供している。

現在アメリカ、ワシントンDC近くバージニア州にて活動中。

ブログ：http://oryorijikken.blog48.fc2.com/
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現⑳」

ジェニファー・スワンソン

〜Jennifer Swanson プロフィール〜

日本にて7年在住中に、高校英語教師の経歴を持ち、日本企業でも働いた経験を生かし、現在
は米国大学講師、日米協会講師、在米日本人に英語レッスンの他、米国人に日本語も教える。
日米でのさまざまな経験を基に、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。
日米協会英語レッスンでは第7期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.us-japan.org/dc/
pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf

From September, we started a general review of Verb Tenses, starting with the basics:
PERFECTS – present perfect  現在完了系(I have lived) present perfect progressive 現在完了

進行形(I have been living).

In Japanese, there is no verb tense which accurately and distinctly expresses the same notion 
of present perfect and present perfect progressive.  Therefore, Japanese learners of English 
must memorize the rules and practice these tenses very carefully to master the use of the 
perfects!
THE RULES – 
Present perfect  現在完了系

1. Action completed in the past, we do not know the time.
a. I have lived in Tokyo.

2. Action repeated in the past
a. I have eaten fugu two times.

3. Action which started in the past and continues to the present.
a. I have lived in VA for 10 years.

Present perfect progressive 現在完了進行形

1. Action which started in the past and continues to the present. Expresses the importance 
of HOW LONG the action has been going on. (similar to 3a above)

a. I have been living in VA for 10 years.
2. Often uses time words such as FOR/SINCE

a. I have been using Apple computers since college.
Try your knowledge:

1. Joe has an old bicycle. He _______________ (have) the same bicycle for over 20 years.
2. I _______________________________(try) to study for the past hour, but something 

keeps interrupting me.
3. Toshi is waiting for his friend.  He __________________________ (wait) for an hour for 

her to come.
4. I like action movies.  I ______________________(like) action movies since I was a child.
5. Dr. Chan teaches math.  He __________________________(teach) math at the same 

school for 20 years.

Answers: 1. has had, 2. have been trying, 3. has been waiting, 4. have liked, 5. has taught, has been teaching
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 1 ・ 2月合併号　編集後記

年末年始の休暇は如何お過ごしだったでしょうか。日本へ

の帰郷、近隣や海外への旅行、或は当地ワシントンで新年を

迎えられるなど、様々ではなかったかと思います。

寒空のもと、ワシントンの1月は大統領就任式で賑わいを

みせました。4年前ほどの規模ではなかったにせよ80万近くともいわれる人が就

任演説とホワイトハウスに至るパレードを観る為に全米から集まりました。地方

の高校などではこの就任式を観に出かける為に1年も前から準備をしているそう

です。国の制度が違うとはいえ、一国の指導者の就任式にこれだけ沢山の人が

集まるのは日本ではなかなか想像のつかないことですね。

さて、その大統領就任式から1週間後には当商工会主催の一大イベントのひ

とつである新春祭りも盛大に開催され、大勢のお客様にお越し頂きました。この

場を借りてお礼申し上げます。

商工会では今年も皆様に楽しみながら読んで頂ける会報づくりを目指していき

たく、又かくいう小生も新米広報担当として微力ながらこれに加わって参りたいと

思いますので、皆様からの積極的なご意見やご感想をお寄せ頂きたくよろしくお

願い致します。

最後になりましたが、本年が皆様にとって良き年となりますよう、お祈り申し上

げます。

堂ノ脇・花井

会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベースでご覧

いただいておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプリンターで印刷

した会報を郵送いたします。料金・お支払い方法等の詳細をご案内いたしますので、ご

希望の際は、下記までご連絡願います。

ワシントン日本商工会事務局

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  Email: office@jcaw.org

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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