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「ジャパニーズソウルフードでおもてなし 
～ウィットマンHS職員会にて～」

メリーランド州はベセスダにある公立高校

「Walt Whitman High School」では、PTA
ホスピタリティの一環として、日本人のお

母様達が教職員の方々に日本食を振る

舞うイベントがあるそうです。須崎真理様

にその模様をご執筆頂きました。P.2〜

「研修会報告」

2月の研修会にはコンサルタント会社

Exec|CommのTony Capone様をお招き

し、効果的なプレゼン方法についてご教

授頂きました。 P.4〜

「ワシントンの映画好きによるリレー連載」

26回目を迎えました「ワシントンで気ままに映画を語ろう」シリー

ズ。今回はアカデミー賞に因んだ内容となっております。 P.10〜

「フライフィッシング入門：第2回」

第2回の今月はフライフィッシングに必要
な「道具」についてご執筆頂きました。種
類が豊富のようですが、道具を集めること
や名称を覚えるのも楽しみ方のひとつで

はないでしょうか？ P.13〜

「ITセキュリティ入門：第5回 」

今月はiPhoneのOSのアップデートに関しての詳細をアドバイス
頂きました。ご使用の皆さまはリスク回避の為にも、是非ご参考
にされてみては如何でしょうか？ P.19〜

3月号

http://www.jcaw.org 
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メリーランド州ベセスダにあるWalt Whitman High Schoolは公

立高校としては全米トップクラスの学業成績を誇り、学問以外に演

劇、ディベートなどでもレベルが高いことで知られています。生徒数

約2,000人に対し教職員が約120名という大規模な学校で、現在日

本にゆかりのあるご子弟約30人が学んでいます。

2014年2月3日、そんな学校のカフェテリアに、日本のソウルフー

ドおにぎりを始め、お好み焼き、カレー、天ぷら、お寿司に、鳥の味

噌焼き、揚げ出し豆腐などなど日本の家庭料理や、おはぎ等の和

風デザートが見事に並び、ビュッフェスタイルで職員会の先生方に

ふるまわれました。

これは毎月行われている職員会の食事を年一回は日本食でとの

依頼をPTAから受け、日本人母達が協力し合って5年ほど前から続

けているイベントです。この日は普段子供たちがお世話になっている先生方に、心を込めて作った

お料理と笑顔で感謝の気持ちを直接お伝えできる絶好の機会ともなっています。

お陰様で今回も大成功！お料理を待つ長蛇の列がで

き、校長先生を始め先生方から大変喜んでいただくこと

が出来ました。ぎっしりと美しくお料理が並んだテーブル

の隅々に日本風のディスプレイを施したり、スタッフのジ

ャパニーズマザーズはハッピを羽織って先生方のサー

ビングのお手伝いをしたり、見た目と味とホスピタリティ

ーでしっかり日本の良さをアピールできたように思いま

す。又何分ベジタリアンの多いお国柄ですから、すべて

のお料理に食材を書いた札をつけてそんな先生方にも

安心して召し上がっていただけるような気配りもさせてい

ただきました。このように国際色のある食事会はこの回

のみで、それだけに毎年楽しみにしておられる先生方が

いらして口々に感謝のお言葉をいただき、大変嬉しく感

じた次第です。

ところで当日は雪の予報で休校になる可能性がありま

したので、前夜から沢山の仕込みをしたマザーズにとっ

て予定通り決行できるかというハラハラドキドキのドラマ

がありました。夜中じゅう天気が気になって何度も目を

「ジャパニーズソウルフードでおもてなし
～ウィットマンHS職員会にて～」

須崎 真理
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覚ましたというお母様がいたり、個人的には大量に揚げ

た鮭のフライが1週間以上食卓にあがるという悪夢にう

なされたり。結果は雪ではなく雨。雨でこんなに嬉しかっ

たことはない、とのコメントもあり、案外このような事が忘

れられない思い出となるのかもしれません。

ベセスダには小中高と日本人コミュニティーの団結が

固い学校が多く、とりわけインターナショナルナイトなど

での日本食ブースや文化紹介は大人気のようです。今

回は、PTAのイベントにのせた形で、学校の教職員に日

本のソフトパワーを直接アピールすることができました。

こんな母達の頑張りを通じた草の根的日米交流を次世代にも繋げていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Illustration by Emi Kikuchi
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研修会報告
「Deliver Your Message with Impact」

講演者：Exec|Comm社　Tony Capone氏

研修担当理事　後藤/南里

2月21日にExec|Commというコンサルタント会社の

Tony Capone氏を招き、Deliver Your Message with 
Impactという表題で研修会を開催しました(サブタイトル

は「英語での効果的なプレゼン方法を学ぶ」)。

まずCapone氏は、初対面で相手に印象を与えるの

は、言葉の内容や声ではなく、表現力（表情、ジェスチャ

ー、姿勢など）であると解説しました。事実、ある統計に

よると、それぞれの割合は、言葉（7％）、声（38%）、表

現力（55%）となっています。では表現力を高めるために何が必要なのでしょうか？　Capone氏が

強調したのは「視線」でした。具体的には、1）相手の目を見ながら話す、2）複数の人間と対話する

場合は、それぞれと等間隔で視線を合わせるなどといった点です。特に後者については、「5秒間

隔」を目安に行うと良いという説明がありました。このほかに、大げさなジェスチャーをしない、ゆっ

たりとした姿勢で話すなどといった指摘もありました。

この後、Capone氏の説明を基に、参加者間でロー

ル・プレイが行われました。3人ずつのグループに分か

れ、それぞれが2分間スピーチを行い、グループ内で各

自の「表現力」について感想を共有しました。参加者か

らは、日本人の場合、目を合わす行為そのものを遠慮

する場合もある、5秒間隔で視線を移すことが気になっ

てしまい、スピーチに集中できないといった意見も出まし

たが、実際に体験した筆者にとっては、非常に新鮮な経

験となりました。

次に「メッセージを明確に伝えるには何が必要か」とい

う点について講義を受けました。まずメッセージの根幹と

なる部分は、「明確で分かり易くコンパクトにまとめる」こ

とが肝要であり、それを補足する情報として、「Facts」、 

「統計」、「具体例」、「ストーリー」を適宜織り交ぜる形に

すれば、相手に自分の意図が明確に伝わり易いと説明

を受けました。その後、参加者が2人組になり、再度ロ

ール・プレイが行われました。筆者自身、教えられたこと
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は、ごく当たり前のことと感じましたが、実際にその通りに実施してみると、思った以上に自分の伝

えたいことが整理できると感じました。

今回は、従来のレクチャー形式やラウンドテーブル方

式とは異なり、参加者間でのロール・プレイやデモンスト

レーションが含まれるなど、商工会の研修としては新し

い試みとなりました。最初は「シャイ」であった参加者の

方々が、Capone氏の誘導により、徐々に積極的になっ

ていったことが印象に残りました。また、どちらかというと

女性の方がより積極的であったことも、今の世相を反映

しているように感じました。もし当日配布された資料にご

興味のある方がいれば、事務局までお知らせください。

参加者の皆さま、お疲れ様でした！

Illustration by Emi Kikuchi
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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., B2, 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11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 200px X 33px 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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ワシントン月報（第102回）

｢ソチオリンピックと東京オリンピック｣

米国弁護士　服部 健一

ソチの冬季オリンピックは羽生の金メダルと高梨と浅田のメダルなしというかなり予想外の結果に

終わったが、日本と領土問題で争うロシア、中国、韓国の反応の違いは興味深いものがある。

まず羽生選手の金メダルに対してロシアのアイススケ

ート皇帝のプルシェンコは、「羽生は素晴らしい、私のア

イドルだ」と最大級のほめ言葉を送って勝利を称えた。

なんと素晴らしいオリンピック精神であろうか。聞いてい

る我々日本人のみならず、誰でも清清しくなるだろう。プ

ルシェンコは本番開始直前で競技をギブアップし、ロシ

アメディアからかなり叩かれたが、立派なスポーツマンと

しか言いようがない。加えて、ロシア紙Russian Newsは

「この19歳の少年は若い頃のエフゲニー・プルシェンコ

を彷彿とさせる。優雅でなおかつ明るさと強さを兼ね備

えている。フリー演技では多少ミスがあったが、それは金メダルの栄誉に恥じないものだ。彼は現

在のフィギュアスケート男子における最強選手だ」と絶賛した。それに対し、他の外国男性選手、特

に中韓選手からのコメントは報道されていないのでわからないが、報道されていないということは無

視している選手が多いのではないか。

それでも韓国の「朝鮮日報」は「世界のフィギュアスケートに新しいヒーローが誕生した」「伝統的

東洋人に似ても似つかない長い手足と小顔で完璧なジャンプと豊かな表現力、またあどけない顔

立ちも見るものをうっとりさせた」「外見と才能を兼ね備えた羽生選手」とロシアほどではないにして

もまあそれなりに中立的報道といえるだろう。

中国の国営通信・新華社は15日付の電子版で、「日本の超新星、羽生結弦が表彰台へ。同時に

彼はアジア初のフィギュアスケート男子金メダリストになった」と単に事実関係を報道したのみであ

る。中国は、深刻な日中関係の為か、自身の論評は一切語らず、他国の記事の内容を紹介するこ

とにとどめている。この国は、事、日本となると可能な限り冷たく、低く扱う。

但し、女性ファンは例外でどの国の女性もほとんど手放しで羽生をほめていたといってよい。韓国

のオリンピック女子スケーターのシンジョンは羽生と一緒の時の写真(羽生がまだ15歳位の時の写

真らしい)を公開し、「私の友人羽生、金メダルおめでとう」というメッセージを流し、日韓で話題にな

った。その直後、ロシアの15歳の妖精、ユリヤ・リプニツカヤも羽生とのツーショットを公開し、他の

選手からも雪崩現象が起きた。中国も女性ファンはかなり羽生を応援したらしい。

出典：http://www.afpbb.com/

http://www.afpbb.com/
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浅田についても中国男性ファンはかなり関心が高いようでフリーではとにかく、よく頑張った、泣け

てきた、といっていたファンがかなりいた。要するに男女間の問題はミーハーになれるので素直に

感情を出せるが、男性選手はオリンピックも政治を絡める者が多いので、羽生をほめる中韓選手

はいないようだ。だからこそプルシェンコの素直なコメントは際立のである。やはり大国ロシアの余

裕なのかもしれない。

そもそも、オリンピックが東京に決定するまで中韓は可能な限り阻止しようとした動きがあった。

東京オリンピックが決定したのは2013年9月8日であったが、その前に中国IOC委員はことあるごと

に、日本は夏季も冬季もやっている、もう必要ないだろう、と他のIOC委員に説いていた。韓国に至

っては、その2日前の9月6日に福島産の海産物の全面的輸入禁止を発表した。何というタイミング

か。日本が、東京が放射能汚染にまみれており、オリンピックどころではないはずだという印象を植

え付けたいためであろう。当然中国のバックアップがあったに違いない。

しかし、IOC委員会は60（63％）対36（37％）という圧倒的多数で東京を支持している。世界の識

者は日本がどれほど努力しているか、東京には影響が全くないことは明らかであったのであろう。

ちなみにチェルノブイリの原発事故では事後処理に何万人という作業員が放射能で死んでいると

いう報道もある。それに対し、福島の事後処理では放射能で死んだ人は1人もいない。これは米国

のスリーマイルの事故も同じはずである。

福島の原発事故処理が完全であるとか、素晴らしいなどということでは毛頭ないが、日本は少な

くとも米国と同じような世界的な水準で対策をおこなっていることは客観的に明らかなのである。但

し、問題が生じないように非常に慎重に対応しているので遅々としたイメージがあるのだろう。それ

にしても心配なのは6年後の東京オリンピックを中韓がどう対応して行くかである。

中韓の一般人の反応は羽生ブームにみれるように日本を一律的に毛嫌いしているわけではない

のかもしれないが、両国の政府の対応、反応は信じ難いほどの反日である。中韓は二言目には尖

閣、竹島を奪ったというが、両島が日本の領土であるということは戦後連合軍が決定したことであ

る。それを奪い返そうということは中韓こそ歴史を変えようとしていると言える。この暴論が通るなら

アメリカはカリフォルニアをスペインに、テキサスをメキシコに、アラスカをロシアに返さなければなら

ない。イタリアはローマ帝国を戻せと主張することが出来ることになる。これが支離滅裂なのは明ら

かだろう。

大体、韓国は日韓併合はなかったとか、全てを韓国有利に解釈した教育を行っている。ところが

慰安婦や日本企業の賃金未払いだけは存在していたというのである。これほどご都合主義の歴史

改ざんはないだろう。

ともかく、中韓は尖閣、竹島、慰安婦等を絡めて問題を大きくし、東京オリンピックをボイコットする

ことさえすることもあり得ると思っていた方が良いだろう。これらの問題(それらに加えてこれから更

に新しい問題を探して提起する可能性は十分ある)を勝ち取るためには何でもすると考えられる国

である。韓国平昌での冬季オリンピックに日本が十分協力すればその可能性は少しは無くなるかも

しれないが、韓国は日本の協力や援助はひた隠しに隠して、一切メディアや国民や世界に知らせ

ない国である。
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その例が一年ほど前の三菱重工のH2Aロケットが韓国の衛星を飛ばした時の出来事だ。韓国が

自国の衛星を飛ばすのに日本に依頼したのは、私は驚愕した。韓国はそれまで欧州か米国に衛

星打ち上げを依頼していたが、それをしなかったのは恐らく欧米に依頼しても多額の費用を取られ

るだけで、ノウハウも何も教えてくれないことから日本に依頼したのだろう。兎にも角にも北朝鮮より

早く宇宙衛星を飛ばしたいためである。日本も外国衛星を打ち上げた実績がないことから当然受け

た。但し、韓国は日本に依頼したことを韓国では一切報道していない。そして打ち上げを韓国で報

道した時に三菱重工のマークや日の丸を消したのである。ところが日本政府や三菱重工は日の丸

や三菱マークが消されて報道されたことにノーコメントで通している。恐らく、契約でそうさせられた

のであろうが、何故日本がそこまでへりくだらなければならないのか私には全く理解できない。

昨年、外務関係某政治家と食事をした時に、韓国にロケット打ち上げ技術を教えたのではないか

と聞いたところ、確かに教えたが、ベスト技術ではないから韓国に追い抜かれる心配はない、と言

っていた。しかし、問題はそういうことではない。日本がどれだけ韓国のために経済技術援助をして

いるかということを韓国民衆や世界に知らせずにいて(これは中国も同じ)、その挙句、反日云々と

叫ばれている実態である。同じ領土問題を抱えるロシアは大国であり、技術もある余裕のせいかそ

ういう感情的な対応はない。ここが中韓とロシアとの決定的な違いである。

6年後の東京オリンピックも今後の日中韓の問題も羽生フィーバーのように円満に収まることを祈

るばかりである。

ところで話はがらりと変わるが、私は東京オリンピックについて夢がある。それは江戸城の再建で

ある。石原前都知事は東京オリンピックが実現したら江戸城を再建すると言っていた。その知事は

退職したので、その約束がどうなったかわからないが、日本そして東京のシンボルとして是非実現

して欲しいものである。

東京の根源は江戸であり、江戸城である。皇居の横にある跡地は、現在、広大な広場で、天守閣

の高台も残っているので再建自体は簡単だろう。

お堀は、過去何百年の間の数々の地震、災害や空襲にも耐えて今でも悠々と残っている。あの

400年間形を全く変えていないお堀の建築技術は素晴らしいものがある。お堀の水は腐ってはいな

いのでどこからかきてどこかへと流れているのだろう。それを調べるのも面白い。とにかくあれだけ

素晴らしいお堀があってお城が無いのは寂しいばかりだ。今は全国津々浦々で再建お城の再建が

進み、再建していないのは東京だけだ。再建できれば当然松の廊下も再現でき、忠臣蔵を再現す

ることもできる。お城の中に大国際会議場を作るという情報もあるがそれもよいであろう。まあ、大

奥までは再建しなくてもよいが。

とにかく、いつか千鳥が淵で桜とお城を見ながら一杯するのが私の夢である。
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第26回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう：ロバート・レッドフォー
ドを逃したアカデミー賞」

Star Noodle

今年も3月2日の日曜日、映画関係者のお祭りとも言えるアカデミ

ー賞が終わった。予想通りスティーブ・マックウィーン監督の「それ

でも夜は明ける（12 Years a Slave）」（邦題は何故原題から飛躍し

てしまうのか、常々疑問に思っている）がアカデミー作品賞を受賞

し、主演男優賞には「ダラス・バイヤーズクラブ」のマシュー・マコノ

ヒー、ウディ・アレン監督の「ブルー・ジャスミン」で好演したケイト・

ブランシェットが主演女優賞に輝いた。この評価はアカデミー賞候

補作を全てご覧になったことのある読者にお任せすることにし、偶

々この3本を観たことがある筆者としては、順当な結果ではないか

と思っている。「それでも夜は明ける」のストーリー性は、それが実

話に基づき、アメリカの暗い歴史の一部であることを勘案すると、

映画としても見事な仕上がりであったと思う。またケイト・ブランシェ

ットは、ローラーコースターのような人生の悲哀と、その中で逞しく

生きるジャスミンを見事に演じ、圧倒的な存在感を示した。今回の

結果で唯一残念なのは、あのロバート・レッドフォードが主演する 

「オール・イズ・ロスト～最後の手紙～」が主要部門のノミネートから

外れたことである。

レッドフォードはあの澄んだ青い目と眩しいほどの金髪で、70年代から世界中のファンを魅了し

てきた（実は著者もその一人）。男優として名を馳せる機会を作った「明日に向かって撃て（Butch 
Cassidy and the Sundance Kid）」、バーブラ・ストライサンドの歌が耳に残る「追憶（The Way 
We Were）」、アフリカの広大な大地を舞台とする「愛と悲しみの果て（Out of Africa）」等の名作

は多い。また監督としての腕も素晴らしく、1980年に初めて監督した映画「普通の人々（Ordinary 
People）」はアカデミー監督賞を受賞し、前号からのキーワードでもある「馬」と意思疎通のできるト

レーナーの映画「モンタナの風に抱かれて（The          Horse           Whisperer）」、リンカーン暗殺事件に関与し

た罪で米国史上初めて死刑となったメアリー・サラットを描いた「声をかくす人（The Conspirator）」 

もレッドフォード監督の作品である。

レッドフォードはアカデミー監督賞は受賞しても、主演男優賞は「スティング」でノミネートされただ

けで、受賞したことはない。尤も2001年に「アカデミー名誉賞」という栄誉に輝いてはいるが、現役

の役者としては居心地の悪い賞であったであろう。レッドフォードは、今回の「オール・イズ・ロスト」

でゴールデングローブ主演男優賞にノミネートはされたが、アカデミー賞ではノミネートすらされてい

なかった。これに対して、レッドフォードは配給会社が多大な資金を要するキャンペーンや、映画の

宣伝活動を十分に行わなかったことを指摘している。しかし、同時に「不満に思っているわけでも、

怒っているわけでもない。ハリウッドは全てビジネスであり、その間尺に合わなかっただけだ。自分

出典：ウィキペディア
(http://ja.wikipedia.org/wiki/ロバ
ート・レッドフォード)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89
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は俳優としてのルーツを再発見する良い機会を与えられたと思っている。非常にハッピーだ」と述べ

ており、彼がアカデミー賞を超えた次元にいることが分かる。

今回のアカデミー賞を逃した（換言すれば、アカデミー賞が逃し

た）素晴らしい映画はJ.C. チャンダー監督・脚本による所謂サバイ

バルもので、出演者はレッドフォード唯一人である。しかも、100分

余の上映で台詞も殆どない。大海でのサバイバルものとしては、ト

ム・ハンクスの「キャスト・アウェイ」やヤン・マーテルの冒険小説を

映画化した「パイの物語（Life of Pi）」があるが、「キャスト・アウェ

イ」での南太平洋の無人島に流れ着いた主人公にはバレーボール

の「ウィルソン」が、「パイの物語」では同船して生き残ったベンガル

トラの「リチャード・パーカー」がいる。しかし、この映画には動物も

モノの「仲間」もいない。そこにあるのは正真正銘の「孤独」である。

正直に白状すると、筆者が映画館に入った時、いくら憧れのレッド

フォードと言えども、77歳のおじいちゃんの100分もの一人芝居は、

東京からの出張から戻ったばかりの時差ぼけ頭にはひょっとする

と厳しいかもしれないと思っていたのである。隣の友人に分からな

いように、少々昼寝でもしようというような生ぬるい態度で椅子に座

った。ところが、全く予想に反し、100分間足を組み替えるのも忘れ

るほど夢中になり、吸い込まれるような海の偉大さに圧倒されていた。インド洋をヨットで航海してい

たレッドフォードが、ヨットの故障によって遭難し、洋上で嵐や孤独と戦いながら過ごす何カ月（時間

の経過は不明）の話である。一文で書けるあらすじではあるが、大海、自然の偉大な力、その中の

人間の無力さをずしんと感じさせ、謙虚な気持ちにさせる作品である。これを可能にしたのは、レッ

ドフォードの演技力に他ならない。この映画を観た直後（勿論昼寝なしで）、ひょっとするとレッドフォ

ードはこれを最後の大作として演じたのではないかと思った。専門家の誰もそんなことを言っている

わけではないが、この作品の中には彼の全てが表れていたと思う。往年の金髪で青い目のレッドフ

ォードは忘れられないが、80歳近くなってこれほど生命を賭ける仕事ができるレッドフォードも素晴

らしいと改めて惚れ直した次第である。

筆者は元々ハリウッド系の映画より、自主映画、外国映画が好

きだが、この類の映画を上映する映画館はワシントンDCでは、E 
Street Cinemaがある。しかし、お勧めは同系列で、最近新装され

たBethesda Row Cinemaである。この映画館は正にベビーブー

マー、乃至それより少し年齢の高い層向け（即ち50代半ば以上!）
に新装されたと言っても過言ではない。まず、あのべセスダの厳し

い駐車環境の中で、映画館の真上に、平日は夕方から、週末は終

日、7ドル払えば駐車できるスペースがある。2時間、3時間という

時間制限を気にしながら映画を観る必要もない。更にチケットをネ

ットで購入する際、座席指定ができるようになっている。チケット代

は手数料入れて12ドル50セント（他は概ね9-10ドル）ということで、

少々高めではあるが、チケットを持っているのに30分も前から並ぶ

とか、ぎりぎりに行って一番前の座席しかないという事態は回避で

出典：ウィキペディア
(http://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_Redford)

Bethesda Row Cinemaの外観

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford
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きる。その上素晴らしいのは、座席である。座席間隔がゆったりしていて、椅子も少々大き目でリク

ライニングもする。それに加え、ロビーには何とバーがあり、ワインを片手にレッドフォードを観るこ

とも可能なのである。このような少々贅沢な映画館の環境は、映画鑑賞をなるべく安価にしたいテ

ィーンエージャーや若者受けはしないが、経済的に少々余裕のあるベビーブーマーには最適であ

る。実際にこの映画館に出入りする年代層が高いのには驚かされる。先日25歳の娘を連れて行っ

た際、彼女は「私が一番若いかも」とつぶやいていた。というわけで、自主映画をワイン片手にゆっ

くり鑑賞したいベビーブーマーにはぴったりの空間である。

レッドフォードの今後の活躍を祈りつつ、次号へのキーワードは「サバイバル」としたい。

　

Bethesda Row Cinemaのロビー。出典：Bethesda Row Cinema ウェブサイト(http://www.landmarktheatres.
com/market/WashingtonDC/BethesdaRowCinema.htm

http://www.landmarktheatres.com/Market/WashingtonDC/BethesdaRowCinema.htm
http://www.landmarktheatres.com/Market/WashingtonDC/BethesdaRowCinema.htm
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「フライフィッシング入門」：第2回

釣熊

フライフィッシングの道具は種類が多く、横文字ばかり

でわかりにくいのですが、道具を知れば、仲間と話も弾

みます。

全部揃えると結構な値段になるのでフライフィッシング

を始めるのを躊躇される方も居るかもしれませんが、心

配ご無用、フライショップでガイドサービスを頼めば、全

てレンタルで用意してくれます。最初はこのようなサービ

スを利用して、釣り場や基本的なテクニックを教わるの

が早道です。

【フライフィッシングの道具だて】

 ● 竿（ロッド）

ロッドのスペックは、“8’6（8feet 6inches） #4  2pcs Medium Slow”のように表記され、

それぞれ長さ、適合ライン番手、 継数、アクションを示しています。材質はカーボングラ

ファイト、継数は2～4本が一般的です。

適合ライン番手が大きいほどロッドは強く頑丈になります。また、同じ番手でもSlow 
Actionのロッドはゆったりと、Fast Actionのロッドはシャープで張りがあると感じられま

す。小渓流では、7~8ftの 3番か4番、Medium SlowからMedium Action、中規模以上の

川では8’6〜9ftの4番または5番、Medium fastからFast Action のロッドが使いやすいと

思います。兼用するならば8~8’6の4番、Medium FastからFast Actionを選ぶと良いでし

ょう。同じアクション表記でも使用感はそれぞれ異なるので、できれば手に取って比べて

みてください。フライの専門店が扱うメーカー品で、$200程度のものであれば飽きずに

長く使えると思います。この価格帯のロッドはほとんどが進展国製ですが、専門メーカー

が監修していれば品質・性能に問題はありません。ロッド、リール、ラインをセットにした“

アウトフィット”がお得な値段で用意されているのでこれを利用されるのも良いでしょう。

使用後は水気を布でふき取り、常温で乾かしてください。汚れがひどい場合は、水道

水で洗ってから水気を取ってください。

 ● フライライン

ラインのスペックは、WF-5-F、DT-4-Fと表記されます。最初のWF、DTはラインテーパー（形状）

を表し、WFはWeight Forward、DTはDouble Taperの略です。数字は番手を表し、数字が大きい

ほど重量が重く、大きなフライを遠くまで飛ばすことができるようになります。最後は浮力で、Fは

Floating Line、SはSinking Lineです。Sinking Lineは沈む速度によりさらにFull Sink、Intermediate
などに分かれます。川のトラウトフィッシングには通常フローティングラインを使うので、ロッドの指

定番手に合わせてWF-○-FまたはDT-○-Fと表記されたラインを求めてください。色は好みのもの
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を選べばよいと思います。専門店が扱う製品で、$30~$50程度の普及品を選べばよいでしょう。ラ

インの寿命は月に1-2度の釣行で3年程度です。使用後一度リールから引き出して水気をふき取

り、専用のラインクリーナーで油分を補給すると浮力が維持され、長持ちします。

 ● リール

リールのスペックは糸巻量、重量、ドラグ性能などで

決まりますが、トラウトフィッシングでは、「ラインの収

納」以外はさほど重要ではありません。糸の収納量は、

「WF-3+30yards（20lb Dacron）」と表記されます。これ

は「Weight Forward 3番ラインと、20ポンドのダクロン

のBacking Line（下巻き糸）が30ヤード収納できる」こと

を意味します。使用するラインと20ポンド下巻き糸が20
ヤード程度巻ける物を選んでください。DTラインの場合

は、WFより1サイズ大きい物が無難です。

素材はアルミ合金が一般的です。Die Cast（鋳造）品

は比較的安価ですが重く、Bar Stock/Machine Cut（削りだし）品は軽量・高剛性ですが、価格も高

くなります。

ドラグは、逆回転するリールにブレーキをかけるメカニズムです。トラウトフィッシングではドラグを

効かせるような大物と出会うことはめったに無いので、性能を気にする必要はありません。

リールの価格は様々ですが、有名メーカー製でも手頃な価格のものがあります。各社のアウトフ

ィットはリールとロッドのバランスも考慮されていますので、これらを選ぶのも良いでしょう。

手入れは、使用後に汚れを落とし、必要なら水洗いして乾かすだけで結構です。

 ● バッキングライン、リーダー、ティペット

バッキングラインは、フライラインとリールの間に巻く下巻き糸です。Dacron（ポリエステル）素材

で、ポンド（Lb.）で強度を表記します。トラウトフィッシング用には一番細い20ポンドを、リールの指

定分巻いてください。

リーダーは、フライラインの先端につなぐ透明または

半透明の釣り糸で、ナイロン製とフロロカーボン製があ

ります。それぞれ一長一短があり、どちらでも構いませ

ん。トラウトフィッシングには先端に向けて細くなる「テー

パーリーダー」を使用します。スペックは9ft 5Xと表現さ

れ、9ftは全長、5Xは先端部の太さを示します。Xが付く

場合は数字が大きいほど細く、無い場合は数字が大きく

なるほど太いラインであることを示しており、太い順に並

べると…3, 2, 1, 0, 0X, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X…となりま

す。トラウト用には、長さは9ftを基準として、障害物が多

い釣り場では7.5ft を選ぶと良いでしょう。太さは5Xが使

いやすいと思います。

リーダーとティペット
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ティペットは、リーダーの先端に継ぎ足す糸です。リーダーにそのままフライを結んでも構わない

のですが、フライ交換のたびにリーダーが短くなって不都合なので、釣り場の状況にあわせてティ

ペットを継ぎ足して調整します。リーダーの補修を考慮しても4X から6Xまであればほとんどの場面

に対応できます。リーダーの先に足す長さは60cmから90cmが目安です。

 ● 小物

インジケーター（マーカー）：ラインの動きに出る魚信を

視覚的に伝える目印で、ティペット部分に付けて使いま

す。プラスチックや化学繊維（yarn）、粘土状のものがあ

ります。

シンカー：錘のことで、小さい鉛玉に切れ目を入れた物

と、粘土状の物とがあります。フライから10〜30cm上に

付けて使います。

フロータント：フライの水分を取り、浮力を回復させるた

めの薬剤です。乾燥剤（シリカゲル）の粉末をコンテナに

入れた物が使いやすいと思います。

ラインカッター・はさみ：フライの交換やリーダー・ティペットの交換補修に使

う、爪切り状の道具です。アーミーナイフなどに付いている小さいはさみも便利

です。リトラクターと呼ばれる小さなリールに付けて、服に止めておくと使いや

すいでしょう。

フォーセップ：先端が平らになった、ハサミ型の小型プライヤーで、鈎のカエ

シをつぶすときや、魚から鈎を外すときに使います。

ネット：魚を取り込むとき、写真を撮る場合に便利です。フライフィッシャーは

木製フレームのネットを持ちたがります。米国で売っている物は全体に大きめ

なので、一番小さい物で十分です。

次回は服装・装備とリスクについてお話します。

【釣り場紹介：Rapidan River】 
（Shenandoah国立公園内：バージニア州）

 ● 川の概要

ワシントンDCの西約90マイルにあるShenandoah国立公園東斜面を流れる山岳渓流で

す。Trout Unlimitedの「America’s 100 Best Trout Streams」に選ばれています。

稜線を走るSkyline Driveから30分ほど登山道を下ったCamp Hooverから下流が釣り場の核心

部です。幅3m程の急流が岩の間を階段状に流れ、大岩がプールを形成しています。周辺に人家

が無いため水の透明度が高く、水質はDC周辺の川で最も優れています。木の枝、岩や流木など

障害物が多く、魚も小さめなので7ft前後の#3~#4 という短く軽いタックルが有利です。

川に沿って登山道が付いていますが、季節によっては藪がひどく川にアクセスすることが難しくな

小物類：フロータント（粉末・ジェル）、ラインカッ
ター、フォーセップ、インジケーター、シンカー

ランディングネット
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ります。Camp Hooverから川に入って釣り下り、帰途は残したポイントを探りながら川通しに戻るの

が良いでしょう。

ターゲットは天然のブルックトラウトです。魚影は濃く、小さめながら宝石のように美しい魚が釣れ

ます。夏場は減水し、魚の活性も下がるので春と秋がシーズンです。

 ● ライセンスとレギュレーション

バージニア州のFresh Water Fishing Licenseと、Shenandoah国立公園利用パスが必要です。

国立公園内は原則Catch and Release onlyの規制があります。

 ● アクセス

I66 Westを出口43A（US29）で降りUS29 South、 

US211 West（Warrenton）を経てGap Entranceから公

園に入りSkyline Driveを南下します。Mile Post 53付近

のMilam Gap Parkingに駐車、道路を渡ってMill Prong 
Trailを30分程下ればCamp Hooverです。

Camp Hooverは1929年にHoover大統領の命令で建

築された大統領の山荘です。春から秋の週末は、ボラン

ティアが常駐し、大統領のコテージ内部も案内してくれま

す。ハイキングコース1として良く整備されたトレールです

が、水と最小限の食料は忘れずに持参してください。ま

た、公園内にはブラックベアが数多く生息しており、早朝や夕方など人が少ない時間に遭遇するこ

とがあります。臆病な性格で人に危害は加えないとされていますが、注意してください。

1  Shenandoah国立公園トレールマップ  http://www.nps.gov/shen/planyourvisit/mapshiking.htm

Camp Hoover

Rapidan River（Camp Hoover下流） Brook Trout(Rapidan）

http://www.nps.gov/shen/planyourvisit/mapshiking.htm
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今月の書評
「ザ・ケネディ・ベイビー」
スティーブン・レヴィンソン、ワシントン・ポスト

  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

2013年11月19日、駐日アメリカ合衆国大使に着任したキャ

ロライン・ケネディ。成田空港に到着した瞬間から熱烈に歓迎

され、一部の日本のメディアにいたっては、「2016年には大統

領選挙に出馬し、初の女性大統領誕生か」と報道するほど。

米上院の大使承認公聴会でも、各議員は元同僚の故エド

ワード・ケネディー上院議員を讃え、彼女に好意的に接した。

ケネディー女史にブリーフィングをしたある北東アジア専門家

は、彼女の理解力と鋭い質問に感嘆し、すっかりファンになっ

てしまったという。

一方、アジアの専門家ウィンストン・ロード元国務省次官補

などは、日米関係、アメリカのアジア太平洋政策上、デリケー

トな時期にオバマ大統領がケネディー女史を日本に送ること

は、日本への侮辱であると批判している。確かに政治手腕未

知数の同氏に大使が務まるかという懸念も聞こえる。

さて、彼女は1963年6歳の誕生日を控えた数日前に、父を

暗殺されるという悲劇を体験した。母ジャクリーンは94年64歳

で他界。また弟ジョンJr.も99年7月、まだ38歳という若さで飛

行機事故で死亡。しかし、あまり知られていないのがその下

に生まれたパトリックの死である。

そのパトリックの誕生とわずか39時間後の死、それによって深まったケネディー大統領夫妻の愛

情を詳細に描いたのが本書である。当時の関係者の多くがすでに他界したため、既存の多数のケ

ネディー大統領に関する伝記や当時の新聞記事などを基に、ワシントン・ポスト編集者とチームは

本書を記した。

そもそもジャクリーンは難産で、子供はすべて帝王切開で出産している。長女アナベルは流産。

そしてジョンJr.も予定日より3週間前に早産。パトリックは5週間半前の早産で、当時の医学の最善

を尽くしても救えなかった。

浮気症で冷たい夫に、ジャクリーンはアラベラ流産後、離婚も考えた。が、女性票への悪影響を

懸念した義理の父ジョセフに留められた。キャロライン誕生後も浮気は続いたが、ケネディは徐々

に子供やジャクリーンを優先するようになったという。

キャロラインが生まれると、秘書に電話して、キャロラインの体重や目の色を伝え、自分が見たこ

「ザ・ケネディ・ベイビー」
スティーブン・レヴィンソン、ワシントン・
ポスト（ダイヴァージョン・ブックス）
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とがある赤ちゃんの中でも一番、美人だと自慢。一緒に病院を訪れた学校時代の友人は、ケネディ

ーに「どの赤ちゃんが一番、美人だと思うか」と尋ねられ、キャロラインでない赤ちゃんを指差したた

め、2日間、口をきいてもらえなかった。

ジョン・Ｆ・ケネディーはキャロラインのことを「ボタンズ」と呼んでいたという。理由は不明だが、女

の子用に「ボタンのように可愛い」という表現があるので、それが由来なのかも知れない。1960年

11月、父が大統領選挙に当選すると、まだ3歳になる直前のキャロラインは父を「ミスター・プレジデ

ント」と呼び、ホワイトハウスではひざを曲げて挨拶できるようになっていた。

さて、63年8月3日朝のこと、ケープコッドでキャロラインがポニーに乗っているのを見守っている

最中、ジャックリーンは産気づく。未熟児出産となったが、上院ではマイク・マンスフィールド上院院

内総務が祝辞を述べた。キャロラインは父に連れられて入院中の母親を見舞った。左手に自分が

摘んだ野花のブーケを持って、右手でつないだ父の手にキスをしているキャロラインの写真は有名

だ。

パトリックは39時間後に他界してしまう。在任中の大統領が子供を失うのはケネディーで5人目だ

った。悲しみを共有することでケネディー夫妻の仲が深まり、公共の場でも手をつないだりという風

景が観られるようになった。

しかし、11月22日、ダラスで大統領は暗殺されてしまう。神様がお父様を守護天使になさったの

だと乳母に言われ、キャロラインは納得したという。

（NEW LEADER 201４年1月号より転載）
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ITセキュリティ入門 
第5回「iPhoneのOSアップデート」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

今回はタイトルのとおり、iPhone（3GS以降）のOS（IOS）のセキュリティに関して注意を喚起する

内容です。前回のWindows XPの期限切れの話題と同様に、既に多くのメディアでも取り上げられ

ている内容ですが、報道されている内容を読んでも、ぱっとリスクの大きさが理解できなかったので、

自分で整理する意味でも取り上げることにしました。iPhoneをお使いではない方には、あまり関係

が無いと思われるかもしれないですが、少なくともiPhoneを使っている方は、身近に必ずいらっしゃ 

るかと思いますので、ぜひ一読いただいて、この情報を共有いただければと思います。

それでは、まずiPhoneをお持ちの方は、（ITセキュリティの考え方に反してしまいますが）何も考

えずに、サファリ（iPhoneにインストールされているインターネットブラウザ）から以下のウェブサイト

のアドレスを入力してみてください。

https://gotofail.com/

さて、どのような画面が表示されたでしょう

か。図1の画面が表示されてれいば、「Safe」

と表示されているように、お使いのiPhoneの

OS（IOS）は、既に最新版にアップデートされて

いるので問題ありません。

しかし、図2のように表示された場合は、「ブラ

ウザに脆弱性（ぜいじゃくせい）があります！直

ちにパッチをあてましょう！」と書かれていると

おり、IOSを最新の状態にアップデートされるこ

とをお勧めします。

IOSのアップデートの方法は、ここでは触れま

せんので、以下のApple社の解説を参考にして

ください。

「iPhone、iPad、またはiPod touchをアップ

デートする」（http://support.apple.com/kb/
HT4623?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP）

では、今回いったいIOSに何の脆弱性があっ

たのでしょうか。Apple社のサイト1には以下の

ように書かれています。

1 http://support.apple.com/kb/HT6147　または　http://support.apple.com/kb/HT6146

図1

図2

https://gotofail.com/
http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
http://support.apple.com/kb/HT6147
http://support.apple.com/kb/HT6146
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対象：iPhone 4以降、iPod touch（第5世代）、iPad 2以降

影響：特定のネットワークにおいて特権を持っている攻撃者は、SSL/TLSで保護されてい

るセッションのデータの取得または改ざんできる可能性がある。

書かれていることがずいぶん難しく感じられますが、いかがでしょうか。私の感覚が正しいので

あれば、これを読んですんなり理解できる方は一般的にあまりいらっしゃらないのではないでしょう

か。そもそもSSL/TSLとはいったい何なのでしょうか。

皆さん、ウェブメールや、オンラインショッピングや、オンラインバンキング等をしているときに下図

のような「鍵」マークが表示されれば、何となく安心な個人情報のやり取りができると思われている

のではないでしょうか。その鍵マークを実現する技術の一つが、SSL/TSLです。

具体的にSSL/TSLが何であるかは、総務省が作成している「国民のための情報セキュリティサイ

ト2」の説明がわかり易いと思いますので、その内容をそのままお借りしたいと思います。

SSL（Secure Socket Layer）とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する方法

の一つで、Netscape Communications社が開発しました。TLS（Transport Layer Security）

は、SSLを基に標準化させたものです。ここではSSL/TLSと呼ぶことにします。

通常、インターネットでは、暗号化されずにデータが送信されています。そのため、通信途

中でデータを傍受されると、情報が第三者に漏れてしまう可能性があります。また、相手の

なりすましに気付かずに通信すると、データがなりすましの相手に取得されてしまう可能性

があります。

現在、クレジットカード番号や個人情報を扱う多くのWebサイトでは、通信途中での傍受や

なりすましによる情報漏洩を防ぐ目的で、SSL/TLSを利用しています。

ということは、今回のIOSの脆弱性は、本来「クレジットカード番号や個人情報を扱う多くのWebサ

イトでは、通信途中での傍受やなりすましによる情報漏洩を防ぐ目的である」SSL/TSLに問題が発

生し、ウェブサイトにアクセスする際に通信しているサーバーが本物かどうか確認できなくなり、「特

定のネットワークにおいて特権を持っている攻撃者は、SSL/TLSで保護されているセッションのデ

ータの取得または改ざんできる可能性がある」わけです。

つまり、IOSをアップデートせずに使用し続けている場合、例えばコーヒーショップや空港等の公

衆無線LANで、ウェブメールや、オンラインショッピングのクレジットカード決済、オンラインバンキン

グ、またはFacebookやTwitter等のソーシャルネットワークサービスを利用しているような場合に、

そのやり取りが第三者に全て傍受・改ざんされる可能性があるわけです。

2 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security_previous/kiso/k01_ssl.htm

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security_previous/kiso/k01_ssl.htm
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どうでしょう、これでようやく今回のIOSの脆弱性のリスクが、ある程度、認識できるのではないで

しょうか。我々が業務および日常生活で、インターネット上の安全な通信のより所としている部分が

すっかり機能していなかった可能性があるということです。ちなみにこの脆弱性は、2012年9月に

IOSのバージョンが6.0にアップデートされたときから存在していたようです。

個人ユーザーであれば、仮にこの脆弱性を利用されてクレジットカードや銀行口座を不正利用さ

れても、保証される範囲内であれば、アカウント番号を変えるだけで済むでしょう。ただし個人的な

経験から言わせていただくと、クレジットカードや銀行の口座番号を変えなければならない場合は、

自動支払いの設定を全て再設定しなければならないので、非常に面倒です。それ以上に、やはり

ある程度は安心して、iPhoneからオンラインショッピングやオンラインバンキング等を利用したいの

で、面倒がらずに、早速アップデートを適用しました。

一方、金融機関やその他のオンラインサービスを提供する側はどうでしょうか。この脆弱性に対

して責任があるわけではありませんが、提供しているオンラインサービスは恐らく間違いなくSSL/
TLSを利用しているわけですから、iPhoneユーザーがサービスを利用する上で、この脆弱性によっ

てユーザー側にリスクが発生するかどうかを検証し、必要に応じてユーザーに注意を喚起すべきな

のではないでしょうか。

また、メール等によるコミュニケーションの内容を第三者に傍受または改ざんされることを、業務

上の大きなリスクであると判断している企業であれば、通信手段の安全性を一部でもSSL/TLSに

依存している場合、ユーザーに直ちに今回のアップデートの適用を周知徹底するか、または強制す

べきでしょう。非公式に業務用のメールをiPhoneで送受信しているユーザーであれば、言うまでも

ありません。

今回は、脆弱性を利用された場合の影響度が大きいと思われるため、iPhone固有のセキュリテ

ィ上の問題について取り上げました。iPhone等のスマートフォンのセキュリティ対策については、ま

た次回以降にご説明したいと思います。

佐藤暢宏プロフィール

ITのヘルプデスク、ネットワークエンジニアを経て、監査法人で、公認情報システム監査人とし

て、主に製造業や金融・保険業の内部統制監査やシステム監査、情報セキュリティ監査をしていま

した。現在は、インターナショナルアクセスコーポレーション（IAC）で、各種ITサポートとサイバーセ

キュリティ対策サービスを提供しています。詳しくは、support.iacdc.comをご訪問ください。

ご感想、ご指摘、ご質問、ご希望されるテーマ等、お気軽にnobuhiro.sato@iacdc.comまでご連

絡ください。少しでも多くのフィードバックがいただければ幸いです。

http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第二話　結婚しない女〜

愛川 耀

＊愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。恋愛小説作家。ワシントン生活を綴るフォトブログを好評連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）『DRESS－シャンパン色の恋 』(幻冬舎)、『乱舞・あなたの腕の中で』（ディスカヴァー・トゥエンティーワン社）を出版。

料理は昔から大の苦手だ。しかし、必要とあれば何にでもチャレンジしてきたし、この機会に料理

の基礎ぐらい習うのは悪くないかもしれない。

粋なフレンチ料理でも学ぼうと勇んで公使邸にやって来た唐沢奈津子は、最初の課題が鍋だと

告げられて面食らった。講師を務める竹下留美はマスコミによく登場する料理研究家、竹下佐和子

の娘だと聞いて料理教室に参加を決めたのに、これではやや期待外れである。

その上、最後に教室に登場した男を見て、驚いた。大学時代の同級生、黒田勇人だったからだ。

中年になってはいたが、人間これほど変わらないのか、と思うぐらい昔と同じ顔をしていた。髪がぼ

さぼさで、ちょっとヌーボーとしているところまで、学生時代の面影に酷似している。向こうはこちら

に気づいた気配はなく、いい歳をした男が若い留美先生に純粋ささえ感じさせる憧憬の眼差しを向

けていた。

まったく変わっていない。

先生の声に耳を傾けつつ、奈津子は遠い昔を思い起こす。確か、勇人に一度お茶に誘われたこ

とがあった。テーブルの向こうでぼそぼそと自分の研究の話ばかりする退屈な理系の男に、戸惑い

つつも好感を持ったものだ。もう一度ぐらい誘われていたら、ハンサムと言えないこともない風貌だ

けは、付き合ってもいいと思えるタイプだったかもしれない。

「では、やってみて下さい」先生に促されてキャベツを懸命に刻んでいる時にふと視線を上げると、

あの勇人がこちらを見ていた。そして肉団子を適当に丸めて鍋に入れながら、再び視線を感じた。

「もしかして、黒田君でしょ？」

奈津子が先手を打って口を開くと、勇人は懐かしそうな表情を浮かべた。

「唐沢さん、だよね？　まさかこんなところで再会するとは、思わなかった」

一応名前を覚えていてくれたらしい勇人に、奈津子は愛想笑いを振り向けた。

隣で実習していた女性が非難めいた眼差しを向けたので私語を慎んだが、ダイニングで出来上

がった各種の鍋を囲んでの試食の際に、勇人は取り皿と箸を手に隣にやって来た。

いかにも久し振りに出逢った同級生同士らしく適当に近況を告げ合い、その時はそれで別れたの

だった。

取材の帰りに散歩に立ち寄ったポトマック河畔は、夕闇に包まれはじめていた。

「でさ、料理の腕は、上がったの？」

テレビ局の同僚である礼子に尋ねられ、奈津子は歩きながら肩をすくめた。

「フレンチのフルコースでも作れるようになってイサムにアピールしようと計画していたのに、最初

に習ったのは野菜のみじん切りと肉団子。冴えないスタートよ」

イサムというのは奈津子が最近熱を上げている若いカメラマンの男だ。中東系アメリカ人で、礼子

の言を借りれば、男性ホルモンをムンムン撒き散らしている男、ということになる。マッチョの国から

来たからか、女性は料理が作れると思っているらしきフシがあり、奈津子は彼との関係を前進させ

るため、急遽料理をマスターすることにしたのだった。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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「女だから料理しろなんて冗談じゃない、とかのたまっていた奈津子が、料理できるといいかも

ね、とかしおらしく言い出すんだから。あのイサムの男力もたいしたもんだわ」

礼子に冷やかされて奈津子は苦笑した。確かに、そんな男はこちらから願い下げ、と豪語してき

た自分が、好きな男のために朝食を作る後朝を妄想して料理を習うことになろうとは、変身には違

いない。我ながら滑稽に思えるが、包丁を握る覚悟を決めさせるイイ男にこれまで出逢っていなか

っただけ。それにイサムにしても、別に結婚したい相手というわけではない。それほどコミットしたい

男なんて、たぶん現われないに違いない。

ふと、勇人との久し振りの再会を礼子に喋りたくなり、奈津子は口を滑らした。

「それがね、料理教室で、偶然逢っちゃったんだ」

「逢ったって、誰に？　誰か素敵な人？　それとも、元カレとか何か？」

「違うわよ。そういうことじゃないんだけど・・大学時代

の同級生」

「奈津子、それって、何かわけありな言い方に聴こえる

よ」

「まさか」礼子の勘繰りを笑って強く否定しながら、その

途端に奈津子の胸の片隅にどこか甘酸っぱくて引っ掛

かる感情が芽生えた。

まさに燃えるようなオレンジ色に染まった夕焼け空に

黒い梢のシルエット。絵のように美しい光景にふと心を

揺さぶられる。でもたぶん、これは一時の感傷に過ぎな

いに違いない。

料理教室のある土曜日、奈津子はいつもより長く鏡の前に立って入念に化粧を直していた。考え

てみると、大学の教養時代以来ということは二十年振りの再会だったというわけで、この自分はあ

の頃より二十歳老いているわけだ。勇人は単なるクラスメイトに過ぎないにせよ、ずいぶん老けた、

とでも思われたら女の沽券に関わるような気がする。

目尻にシャドーを入れ今風のスモーキーアイにしてみてから、思い直してクリネックスでシャドーを

拭き取った。料理を習いに行くのに妖艶なメイクは、やはり場違いで変だ。講師を務める竹下留美

のファッション誌から抜け出したような顔を思い起こし、奈津子は軽い羨望の溜息をついた。雑誌で

よく写真を見かける、老いても美しい竹下佐和子の娘だそうだから、綺麗なのは当たり前、と納得し

ながら口紅を引いた。

会場の公使邸に到着したところ今回の課題料理はパスタだそうで、これだったらイサムとの「おう

ちデート」に使えそう、と奈津子は胸を撫で下ろした。

「パスタは具やソースを変化させることにより、毎日違う味を楽しむことができます。今日はあっさ

りした白ワインソース、素材を生かしたトマトソース、こってりしたクリームソース、煮込んだミートソ

ース、それにフードプロセッサーを使うバジルソースのパスタをご紹介します」　

留美先生の説明に、それを全部作るのかと誰かが半信半疑の声で質問した。そうです、と先生は

澄ました顔で応えていた。美人なんだからもう少し笑顔でも見せたらいいのに、と奈津子はお節介

を焼きたくなる。この前の教室でもそうだったが、若い先生は意図してなのか無表情な顔を繕って

いるように思えた。

先ずは手間がかかるソースから、というわけで最初にミートソースの作り方を教わった。更にやや

こしい作り方もあるそうだが、オリーブオイルで、薄切りのパンチェッタ、みじん切りにしたニンニク、

玉ネギ、ニンジンと挽肉を炒め、塩コショウ、トマトペーストを加えて弱火で煮込み、生クリーム、パ

ルメザンチーズを入れる。
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プリントに書いてある材料の分量はあくまで目安で、味

見をしながら適当に調整すればいい、と留美先生は解

説する。戸惑った顔を垣間見せた生徒に向かって先生

は続けた。

「料理本に書いてあるのは、こうしたら失敗しなかっ

た、というぐらいの意味です。馴れてくると勘でわかって

きますから、理科の実験のように細かく測る必要はあり

ません。お婆さんやお母さんに教わるつもりで、アバウト

で料理する方が楽しいでしょう？」

中年紳士の誰かが笑い、きっちり測る必要はなく適当

でいいらしいことに奈津子は安心した。隣で若い女の子

が眉をひそめており、もしかしたら○×式の教育を受けた彼らは正解が一つではないことが不安な

のかもしれない。

白ワインソースの例として、アサリの白ワイン蒸しソースとでも言うべきボンゴレ、そしてキャベツと

ベーコンのパスタを教わった。トマトソースは新鮮なトマトを適当に刻みオリーブオイルで軽く煮崩せ

ばできあがり。椎茸やナスなどの野菜を加えても美味しいそうで、教室では玉ネギとセロリとニンジ

ンのみじん切りを炒めてトマトを加えたトリコロールソースを作った。同様にマッシュルームなどの野

菜を軽く炒め、生クリームでさっと和えてパルメザンチーズを加えればクリームソースのできあがり。

「パスタを美味しく作るコツは材料を手早く調理し素材の加熱時間を短くすること」と先生は言う。

麺の固さに関しては、イタリア人はアルデンテを好むが、地中海の反対側、中東・北アフリカの人は

柔らかいパスタが好きだそうで、奈津子は思わずイサムの顔を思い浮かべた。彼はどういうパスタ

が好みなのだろうか。

ふと眼を遣ると、キッチンカウンターの反対側で勇人がなかなか器用な手付きでフードプロセッサ

ーを取り扱っていた。ジェノベーゼの材料は生バジル、ニンニク、松の実、ロマーノチーズにオリー

ブオイル。これらをプロセッサーで撹拌するだけで、高級レストランで食べるようなお洒落なパスタ

のソースを家で作れるというわけだ。

ダイニングのテーブルの上に試食のために並べられた幾種類ものパスタを眺めて、奈津子は満

足の溜息をついた。留美先生によると夏には冷製パスタ、冬はベークドパスタ、具とソースや調理

法のバリエーションだけで365日違うパスタを食べることが可能だとのこと。イサムをいつでも家に

招く準備ができたような気になってくる。

教室を終え外に出て車に向かおうとすると、後ろから勇人に声をかけられた。

「よかったら、・・コーヒーでも飲んでいかない？」

「パスタをいっぱい食べたから、もうお腹いっぱいだわ」

奈津子は素っ気なく応じた。前回の教室で話した折に、彼もヴァージニア州に住んでいると聞い

た。ボールストンとのことだったから奈津子が住んでいるクラレンドンに近く、偶然ご近所ではある

けれど、わざわざお茶に付き合って、それでどうする。

「そうか。じゃ、また今度」

ボソっと呟くように言うと、勇人はくるりと背を向けた。

後ろ姿を見送りながら、勇人なんて勇ましい名前だしご先祖は武将だとか聞いたけれど、相変わ

らず覇気がなくてはっきりしない男だな、と溜息に似た吐息が洩れる。バツイチだそうだけれど、よく

ああいうタイプの人が結婚できたものだ。

と、留美先生が公使邸から出て来て、勇人は不意に方向を変えると果敢にも先生に歩み寄った。
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（31）」

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17期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.jaswdc.org/
Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration%20r.pdf

Asking General Questions
What is the difference between  “How can I get to Nationals Stadium” and  “How can you get 

to Nationals Stadium?”
When Japanese people study English in high school, they are taught to ask general questions 

by using the pronoun “I .”  For example, How can I reach the station? How can I buy stamps?  
Using the pronoun “I” in some situations is acceptable. 

When can we use “I”
1. When we are asking about a specific situation that is happening now.
2. When we are asking  about a situation that is about to happen in the near future. 

If we are walking on the street and we need to buy stamps, we can ask a passer-by using 
these questions, because we are activiely trying to buy stamps.

However, most Americans use the pronoun “you.”

When can we use “you?”

1. When we want  to ask general information questions.
2. When we ask questions that might refer to future situations. 

If we are chatting with our friends or colleagues about the upcoming baseball game, we will 
ask them,  “By the way, how can you get to Nationals Stadium?”  

Many Japanese make a mistake when they are asked general information questions using 
“you” instead of “I.”   When asked “How do you get to Nationals Park?”   They often answer 
“no” because they misunderstand the question to be about them specifically. 

Example:  
• Happening now- I ask the hotel reception staff- How do I get to Plitvice Park in Croatia? 

(Because I am trying to go there now.)
• General question - My friend asks me after I come home from Croatia, “How do you get 

to Plitvice Park?”

Please take care when asking general information questions to use “you” instead of “I.”

http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration%20r.pdf
http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration%20r.pdf
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3月号　編集後記

もう3月というのに大雪や寒冷な天候が続いております

が、如何お過ごしでしょうか。今年の冬は米国全土で記録

的な寒さのようで、皆様の生活やお仕事への影響、交通

の支障、その他色々な予定の変更で対応に追われる日

々ではなかったでしょうか。

2月は「逃げる」というようなことをいいますが、あっという間に3月に入り、徐々に

暖かくなってくれば、日本人としては海外にいても桜の開花が待ち遠しい季節にな

って参ります。

ワシントンの桜は米国でも人気があり、他州や外国からの観光客にも好評なので

経済効果もかなりのものではないでしょうか。当地のレストランやホテル、その他土

産物店など観光関連の賑わいに日本の国花も一役買っていると思うと日米友好の

架け橋として100年以上も貢献している美しい桜には頭の下がる想いです。

2月にソチで開かれた冬季オリンピックは、厳しい警護・セキュリティーのもとでは

ありましたが、日本人選手の活躍もあり、日本でも海外に住む日本人の方々も熱烈

な応援をされたのではないでしょうか。特に若い選手の活躍が目につき、国境を越

えて感動と希望を与えてくれた大会だったかと思います。3月の会報でもこの大会

に因んだ寄稿も頂戴致しました。

商工会ではこれから恒例の桜祭りに向けての準備も含め、春の楽しい企画を皆

様の貴重なご協力を得ながら進めていきたいと考えております。私も今年になりま

してから新米広報担当として微力ながらその推進に加わって参りたいと思います。

皆様からの貴重なご意見やご感想をどしどしお寄せ頂ければと存じます。

最後になりましたが、皆様風邪など引かれませんよう、また暖かい楽しい春を迎

えられますようお祈り申し上げます。

篠崎・坂元

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
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