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　　　　「アジア人へのヘイトクライムの対処法」

アメリカ合衆国には、有色人種に対する差別や暴力の長い歴史
があります。コロナ禍において、アジア系市民を標的にした暴力
的人種差別行為が増加しており、武器を使用した犯罪の報道に
心を痛め、恐れを抱いている方も少なくないと思います。今回は
人種差別による悪質行為に対処する方法を説明します。

差別行為は、＊「言葉、人種、国籍、宗教、性的指向、身体的
障害、性別」、などが引き金になると言われていますが、女性は
男性に比べると約２倍の確率で被害を受け易いという統計が発表
されています。

「ヘイトクライム」とは上記の＊を理由に、故意に人を傷つける、脅迫、抑圧、威嚇、あるいは力を
行使する場合に起こる犯罪行為です。例：路上を歩いている時に、ある人が貴方に近づき、「お前は
アジア人だろう、国に帰れ！」と叫んで、貴方の頭を殴った。

「ヘイトインシデント」とは「ヘイト」（憎悪）を動機とする行動や言動ですが、犯罪行為には至ら
ない場合を指します。例：路上を歩いている時に、ある人が貴方に近づき、「お前はアジア人だろ
う。お前らなんか大嫌いだ！」と叫んだ。

ヘイトインシデントやヘイトクライムに遭遇したら、どのように対処すべきでしょうか？
 １．まず自分の安全を一番に考えましょう。自分の直感を信じて、周囲の状況を判断してくだ
さい。危険だと感じたら、すぐにその場から離れてください。
 ２．冷静さを保ちましょう。深呼吸をして、加害者と目を合わせないようにし、対立を避ける
ことです。
 ３．周りで見ている人に助けを求めましょう。公共の場では、隣にいる人に助けを求めるか、
権威のある立場の人（例：バスの運転手、店の店主、レジ係）を探してください。例、「あの青いシ
ャツの人から嫌がらせを受けています。助けてください。」と話をして誰かに助けを求めたいとしま
す。英語で、「That man in the blue shirt is harassing me. Please help me.」とわかりやすく
話しましょう。自宅で大きな声を出して何回か練習してみてください。練習することで、実際に起こ
った時にこの表現を覚えていて使えるかもしれません。
 4.　万が一、怪我をした場合は、医師の診断を受けてください。治療を受けた場合は、必ず診
断書をもらうようにしましょう。

 5.　事件後は、できるだけ早く犯罪の詳細を書き留めてください。

 6.　ヘイトクライムを受けた時は警察に被害届けを出してください。その際、
 A. 警察官の名前とバッジナンバーを確認して、メモを取りましょう。
 B． 警察官が報告書を書いていることを確認して、そのコピーをもらい、内容を確認 
  しましょう。

  C． この犯罪の動機は「人種/民族に対するヘイト（憎悪）である」と報告書に必ず  
   記載してもらいましょう。警察官は、下記のような質問をすると思われるので、 
   それに答えられるように準備をしてください。
   a. どこで起きたのか。
   b. いつ起きたのか。何時頃か。
   c. 加害者はどんな人物だったか。
   d. 加害者は何と言ったか。加害者は何をしたか。
   e. 医師の診断を受けた場合はそれも報告してください。

 7. Bystander Intervention（バイスタンダー・インターベンション、傍観者介入）につい
て説明します。これはヘイトクライムやヘイトインシデントの被害者を目撃した時に、被害者を救助
する方法です。
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A. 被害者にどのようなサポートが必要か尋ねましょう。
重要なこと：加害者に直接立ち向かわない。それは、被害者の必要としていること 
を無視することになり、状況を悪化させることになります。
サポート例：スーパーマーケットで被害者を目撃した場合、「レジ係まで一緒に同
行しましょうか。」という言葉掛けをして一緒にレジまで行くという援助も考えら
れます。

B. 状況を確認して書き留める。報告や公示をする場合は、被害者の許可を必ず得るよ
うにしましょう。

C. 他者に助けを求める。貴方が傍観者として援助ができないと判断した場合にとる方
法です。

8. ヘイトインシデントかヘイトクライムどちらかの被害に遭った場合は、「STOP AAPI HATE
」と 呼ばれるウェブサイト（https://stopaapihate.org/about/）にアクセスして報告をしてくださ
い。何十もの非営利団体、Chinese for Affi rmative Action、サンフランシスコ州立大学が連絡網を構
成してこのサイトを立ち上げ、アジア人に対する人種差別行為のデータを収集しています。家族やソー
シャルワーカーからの助けをもらい、報告を入力することも良いでしょう。日本語を含め多くのアジア
言語で報告できます。このサイトに報告する事に寄って、アジア人に対する人種差別の排除、アジア人
の公義の向上、社会における公正なる権利主張の貢献に繋がります。

9. 上記の被害に遭った場合は、精神的な援助も求めてください。信頼できる人、例えば、家
族、友達、介護者、ソーシャルワーカーなどに相談して精神的な援助を受けるようにしましょう。大切
なことは、一人で悩まないで、助けを求めることです。

私の勤めている非営利団体であるAsian Pacifi c Islander Legal Outreach （アジア太平洋諸島法律事
務所）は、ヘイトクライムの被害者の法的援助を行なっております。日本語で連絡もできますので、ど
うぞご利用ください。電話番号は、(415) 567-6255です。　

剱持順子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回のセミナー 
4月30日に河合順子氏の「お片付けをして元気に楽しく夢をかなえて行こう！」セミナーが開催された。

キーワードは「自分の家をパワースポットにしよう！」。物を処理するのはネガティブなイメージなの
で、断捨離と思うより、好きな物や必要な物だけをキープして、「スッキリして楽しく生活できるスペ 
ースを作る」と言う目標を持つ。その為に「今回のセミナーで何か初めてほしい」がジュンちゃんから
のメッセージだった。皆様も是非この機会に好きな物だけに囲まれた、スッキリスペースを作りましょ
う！

６月26日に中西祐子先生による「ソーシャル・キャピタルとしてのエスニック・ネットワーク　-戦後日本から
アメリカに移住した女性たちを事例にー」　セミナ ー が開催された。

人と人との繋がりは個人と社会に利益をもたらすそうだ（友人が多い方が健康度が高い等）。移民移住
は総体的に女性の方が多く、カリフォルニア州（LAとSF）は米国の中でも日本人移住・移民者が多いと
いう事で、日系ネットワークは日本語が通じる安心感を得られる、という事を聞き、ひまわり会の存在
価値を感じた。いろいろなネットワークになるグループが有りそれなりに人々のポジティブな繋がりに
貢献していると言う。私たちにとって身近なトピックなので大変興味深かった。
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セミナーなどの
お申し込み方法
BayAreaHimawarikai@gmail.com
へ「○○参加希望」と書き、お名
前、メールアドレス、電話番号、会
員か一般か（支払い方法）を記し
お申し込み下さい。参加方法・リ
ンク等をお送りいたします。現在
クラスは全てオンラインで行われ
ます。

お支払い方法
PayPalの場合：
bayareahimawarikai@gmail.comで
検索して下さい。又、手数料をカ
バーする為に支払額に＄１追加し
てお支払い下さい。
チェックの場合 ：
支払先はHimawarikai/IIBA
で、Memo欄に支払い目的（例：ヨ
ガクラス・寄付）を記入し、P.O.
Box 6428, Albany, CA. 94706へ

１０月のセミナー

１０月1日（土）１―３ｐｍ
「発達障害者の為のサポート　-　ソーシャルワーカーとして」

講師：伊藤いね子

「発達障害は英語でDevelopmental Disability と言う。「あなたのお子さんに言
葉の発達の遅滞が見られます」とか「障害があります」、と医者や学校で言わ
れリジョナルセンターに照会されて来ても、言葉の問題で障害の意味がわから
ず、サポートに繋がらない事があった。リジョナルセンターは積極的にアウトリ 
ーチしないので、日本人コミュニティーには情報が行き渡らない。」発達障害と
はどんな障害なのか？　発達障害者のソーシャルワーカーの仕事とは？　ど
のようなサービスを受ける事ができるのか？　と言う情報をイーストベイ・リジョ
ナルセンター発達障害者のソーシャルワーカーとして２０２１年迄活動してきた
伊藤いね子氏が大切な情報として説明してくれる。

*　参加申し込みは９月26日までに右記の様にお願いいたします。

「ヨガ・ビギナーズコース」　第７弾
ヨガクラスもこれで７シリーズ目になります！

８月３日（水）　無料体験クラス

８月５日（金）～９月2日（金）
 毎週金曜日午前10時～11時
 合計５回セットで１コース
 コースの参加費：会員＄20　一般＄30
 欠席した場合の払い戻しはありません。

お申込み・お支払い（前払い）は8月２日迄に
bayareahimawarikai@gmail.comへ「ヨガ参加希望」と書き下
記情報をお送り下さい。

1. 名前（ローマ字・日本語）
2. 会員か非会員か
3. メールアドレス
4. 電話番号
5. 支払い方法・金額・郵送日（PayPal かCheckか）

１０月のセミナーとヨガクラスのご案内
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古本市以外はオンラインで開催されます。

７月
□ 気功エクササイズ　毎週木曜日　10:00-11:30
□ ヨガ・ビギナーコース　金曜日　10:00-11:00 7/1, 8
□ 花かご 13日（水）　1:30-3:00
□ 古本市　16日（土曜日） 11:00-3:00　エル・セリート 八百屋さんの前
８月
□ 気功エクササイズ　毎週木曜日　10:00-11:30
□ ヨガ・ビギナーコース　10:00-11:00　8/3 (水）無料体験クラス・金曜日コース　8/5，12，19，26
□ 花かご 10日（水）　1:30-3:00
□ 古本市　20日（土曜日） 11:00-3:00 エル・セリート 八百屋さんの前
９月　
□ 気功エクササイズ 毎週木曜日　10:00-11:30
□ ヨガ・ビギナーコース 10:00-11:00　金曜日　9/2（７弾目最終日）
□ 花かご　14日（水）　1:30-3:00
□ 古本市　17日（土曜日） 11:00-3:00　エル・セリート 八百屋さんの前

＊古本市は悪天候などで中止になることや、開催内容・時間などが変更・中止となる場合がありますので、ひまわり会ウェブ

サイト、または記載された連絡先にてご確認ください。

ひまわり会カレンダー

とってもゆる〜いヨガサイエンス

皆さん、健やかな毎日をお過ごしでしょうか。

ヨガが全く初めての方から、「最近、カラダが硬いんですけどクラスについていける
でしょうか」と不安を寄せられることがあります。体が硬くなるのは、運動不足による
筋肉の衰えが原因である場合があります。筋肉は長期間動かさなければ委縮し、関節もほとんど動かなく
なってしまいます。骨折などのギブス固定がその良い例です。柔軟性はヨガを始めるにあたっての必要条
件では決してありません。むしろその逆です。「体が硬い」「フレキシブルでない」とお感じなら、尚
更、ヨガで全身を動かしてみてはどうですかとお答えしています。

ヨガでは同様の効果のあるポーズを繰り返すことで徐々に柔軟性を高めていきます。だんだんと動きやす
くなるに従って自分のポーズも進化していき、そこに相乗効果が生まれます。無理をせず、呼吸を取り込
みながら楽しく練習を続けて、その過程で少しずつカラダの変化に気づき始めたらもうしめたもの。動く
のが以前より億劫でなくなり、毎日の生活がさらに活動的になるというメリットも期待できます。

最近の研究では、定期的なヨガの練習が機能的なカラダ作りをする上で、ストレッチ＋強化エクササイズ
と同じくらい効果があるということがわかってきています。カラダ本来の機能を取り戻すのにヨガは効果
的です。そして、継続は力なり。動けるカラダを手に入れ、よりアクティブで快適な夏を過ごしましょ
う。

寄稿者：渡辺恵子　公認ヨガインストラクターRYT500。ひまわり会毎週金曜ヨガクラス担当。認定ヨガセ
ラピスト候補生。サンフランシスコ在住　www.kaykowatanabe.com

参考文献
Gothe NP, McAuley E. Yoga Is as Good as Stretching-Strengthening Exercises in Improving Functional Fitness Outcomes: Results From a 
Randomized Controlled Trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016 Mar;71(3):406-11. doi: 10.1093/gerona/glv127. Epub 2015 Aug 22. PMID: 
26297940; PMCID: PMC5864160.
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シリーズ：気功エクササイズ

「胃を元気にして夏を快適に過ごす気功」　 サンノゼ気功院　内藤雅啓

① お腹の循環を良くして免疫力を高める。

基本姿勢：肩の力を抜いて背筋を伸ばし両手をへそに当て椅子に座る。
1. 鼻から大きく息を吸いながら両手をみぞおちの位置まで上げる。
2. 口から『ホォー』と言う音と共に、口から息を吐き、

両手を外回りにマッサージするようにへその位置まで戻す。
これを、8回繰り返す。

② お腹の力を抜いて気の回りをよくしてホルモンバランスを整える。

基本姿勢：肩の力を抜いて背筋を伸ばし左手をへそ、
右手を胸の前に置きボールを抱えるようにして椅子に座る。
1. 右手と体をへそを中心に左回りに小さな円を描くようにゆっくり8回動かす。
2. 右手と左手の位置を反対にして、同じように8回動かす。

「気功エクササイズ」のクラスは現在ZOOM (R)を
使ってインターネット上で行っています。ご自宅
から気軽に参加でき、初回は無料です。この機会
にぜひ気功エクササイズをご体験ください。２回
目からの参加費：会員$5.00/ 非会員$6.00です。
詳細お問い合わせは春海三悟（はるみ さんご）
　Sangoh35@gmail.com；(510)435-4017までどう
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シリーズ：「啓子の窓」

「英雄を支える女性たち」　　　山中啓子

先日友人の家族宅を二泊三日で訪ねた折、夕食後に友人夫婦と一緒にテレビで映画を観た。無料だから面白
そうな映画は限られるが、それでも興味のある映画として、First Man (2018) とBohemian Rhapsody (2018) を選ん
だ。どちらも当時話題になった映画だから、ひまわり会の皆さんも観られたかも知れない。私には両方とも結構面
白くて、観た後もそれぞれの映画を思い出して考えていた。二つは全く違うテーマを扱っているけれども、どちら
も男性の「英雄」が主役で、彼らが際立つ「成功」を達成するまでの苦闘を描いている点で、共通している。それ
はそれで両方とも十分に見応えがあって、展開するドラマに惹き込まれた。しかし、物足りないと思われたのは、
どちらの映画も彼らを支える女性たちがステレオタイプに収まっていて、彼女たちの人物描写が表面的であった
ことだった。

まず、First Man は、1969 年 7月16日に人類史上初めて月の表面に降り立った宇宙飛行士ニール・アームストロ
ング（1930—2012）の物語である。映画は、彼がNASA に職を得て過酷な訓練に耐え、二人の飛行士と共にアポ
ロ11号に乗り込み月面着陸を成功させ、無事地上に帰還するまでを描く。アームストロングは、優秀なパイロット・
科学者であると同時に、家族を大切にする家庭的な男性であった。可愛い盛りの娘カレンが脳腫瘍のため２才で
死んだことは、彼の心に深い傷を残した。妻のジャネットは、危険な職務に就く夫を支えながら、父親不在が多い
家庭で二人の息子の教育に励んだ。映画は、時代の寵児である宇宙飛行士たちが死と隣り合わせに働く現実の
もとで、この夫婦が葛藤し愛情が揺れ動くのを、覚めたレンズで映し出す。

Bohemian Rhapsodyは、イギリスのロックバンド、クイーンズのリードシンガーで、大スターであったフレディー・マ
ーキュリー（1946—1991）の人生を描く。この映画も華やかな舞台演奏とは裏腹に、孤独に苦しむ人気絶頂の歌
手の内面を、恋人であった女性メアリとの関係を交錯させながら追う。有名になるにつれ世界各地で演奏を続け
るフレディーは、彼女から次第に遠ざかって行ったが、自分のセクシュアリティについても悩んでいた。メアリを愛
しながらも男性に魅かれる自分を隠しきれず、バイセクシュアルであることを告白する。それでも自分と一緒にい
て欲しいと懇願するが、メアリは去って行った。その頃サンフランシスコでは、多くのゲイの男たちが原因不明の
病気で倒れ死んで行った。フレディーは自分もやがてその病に犯され死ぬのを恐れていた。

大観衆の前でマイクを片手に絶唱するロック歌手フレディーは、危険極まりない業務を冷徹に遂行する宇宙飛行
士アームストロングとは、正反対なキャラクターである。しかし、両者は、成功を求める英雄が自分を支える女性に
内面で深く頼っていた点で、共通している。その女性もまた愛する男性を陰で支えるのが自分の役目と信じてい
たのだろう。でもそれでは誰が彼女を支えたのだろう。この質問が多くの女性たちに共有され性役割の公式が疑
われた時、女性たちが叫んだ。「自分たちも夢を追いたい、そして互いに支え合う関係を築きたい」。その時フェミ
ニズムが起こった。それ程昔のことではない。まだ女性の英雄を支える男性を当然のように描く映画は少ない。
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花かごだより

「俳句」

母の日に 孫の手づくり 腕飾り 
（ドンゴン巳器乃）

鯉のぼり 登れ登れよ 空高く
（ツルー本間玲子）

うりずん(若夏)や
燃えるデイゴに母と立つ

 （ペドロニ三枝 ）

エッセイ
Café de Monk（カフェ・デ・モンク） 

ツルー本間玲子

今年３月１１日は、２０１１年に起こった東日本大震災から１１年目を迎え、メデイアで被災地や被災者の現状が報
道されていた。その時、NHK海外向けのプログラムで、或る被災地でお坊さんが “Café de Monk” というカフェを
開いていることを知った。そこのリーダーの金田諦応師は宮城県栗原市にある曹洞宗通大寺の住職で、津波が
すぐ近くまで襲ってきたが、寺は奇跡的に助かったとのことである。

その後、次々と運ばれてくる遺体の葬儀に追われ、悲嘆にくれる遺族を前にして、自分に何ができるかと悩んだ
そうである。その時思いついたのは、被災者たちが自由に集まり話しあえるカフェを開くことだった。彼は被災各
地に移動できるトレーラーを購入し、それを「カフェ・デ・モンク」（坊さんの喫茶店：モンクは英語で坊さんの意味）
と名付け、最初に三陸海岸で開店した。看板には、「モンク」は英語でお坊さんのことであるが、日本語発音では
「文句」とも言える事、そしてそこで「文句」の一つも言いながら、ちょっと一息つきませんか、お坊さんもあなたの
文句を聴きながら、一緒に「悶苦」します、と呼びかけている。

日本、特に地方や高齢者達の間では、カウンセリングやメンタルケアなどという サービスはスチグマが強く、全面
的に拒否されるのが普通とされているが、金田師の「お茶を飲みながら、文句を言い合おう」と言う提案は、驚い
たことに、被災者達に素直に受け入れられ大歓迎された。そこに集まってくる人達は、文句どころか、家族や大切
な人を亡くした苦しみ、恐ろしいトラウマの悪夢など、苦しい心の傷を堰が切れたように話し出した。そして多くの
人が話した後は、心の悩みが晴れ、前向きに生きる気力が出てくる様子が見られたとのことである。金田師は、震
災前に行っていた自殺予防相談の傾聴経験に基づいて、ボランテアのお坊さん達に、カフェに来る被災者達に
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お説教するのでなく、彼らの話を「否定せず、遮らず、拒まず」に、良い聞き手となるようにとアドバイスしている。よ
り、気軽に何でも打ち明けられる叔父さんのような方である。

このカフェは高く評価され、被災各地で開かれるようになっているとのことである。金田師は仏教僧侶ばかりでなく、
他の宗教のリーダーやカウンセラーにも参加を呼びかけ訓練を提供しておられる。私は心理士として、日本社会で
スチグマの多い精神的問題や悩みを持つ人達に受け入れられるには、西洋で開発された専門家によるカウンセリ
ングばかりでなく、この様に各地のコミュニテイで受け入れられるアプローチを作り出す必要があると考えている。私
は、問題を抱える人達が悩みや苦しみを話し分かち合える場所を持ち、専門家でなくてもそこに聞き手がいること
は大切であると痛感している。そして人と話すばかりでなく、日記や、エッセイ、俳句等に自身の悩みや、考え、気
持ちを書くことも、心の癒しにつながるものと考えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「娘の肺移植から18年経て」  
   有馬肇子

今年の一月、娘が五十歳の誕生日を迎えた。Cystic Fibrosisを持って生まれた子がこんなに長く生きるのは、とて
も珍しいことだ。肺移植は命の一時的な延長であることも承知していたけれども、彼女が片目を失うことになろうと
は、夢にも思わなかった。これでもかこれでもかと病魔とに打ち勝ち続けた娘が、不憫でならなかった。手術後、彼
女のFacebookの記事を読んで、私の気分は好転した。娘の心意気に感心すると同時に、心から応援し続けたいと
いう新しい意欲をもらった。娘が書いた記事の一部を翻訳して皆さんと分かち合いたいと思います。

２００４年２月６日、私は死ぬはずだったのに死ななかった。私は健康な新しい肺で息をして目が覚めた、そし
て私の肺臓提供者に感謝した。

私は、１８年間もの命を授かるとは夢にも思ってもいなかったし、想像したことがありませんでした。そして何よ
り肺移植後が、私が今まで３２年間経験したことない健康と活力を与えてくれました。それは私に想像を超え
た数え切れないほどの沢山の冒険、経験を許し、また苦 しまずに息をすることを許され、高大な美しい自然
の世界、五つの大陸を旅し、この目で見ることを許してくれました。私は人のために尽くし自分の成長にもつ
ながるほぼ完全といえる職業にも巡り合いました。私はこの命を５０年間も生きることを達成しました、それは私
の想像を超えた特別な恩恵を被りました。

この命の延長の驚嘆は、決して栄光だけに満ちたばかりでなくそれは招かざる多くの苦痛と悲しみにも満ちて
います。私は双子の姉を、また多くの同病で苦しむ友人をも失いました。私はそれらの失望と落胆に耐え、ま
た終わりの無い医療との戦いに耐えてきました。わたしの最近の目の癌は、私が想像した事のない自分の一
部を失ってしまいました。でも私はそれらの全てを受け入れています。

そして私は汽車の乗客のように、この与えられた運命の乗り物に乗り続けて生き続けます。私は周りの景色を
楽しみ、畏敬の念に駆られます。私はどこに行き着くのか、どれくらい長く乗客で居続けるのかわかりません。
しかし私が困難に耐え得るのは、沢山の友人、私の家族、そして最愛の夫なしでは、この世に存在していな
いでしょう。

私は、肺移植の手術から目覚めて以来、この贈りものには時間制限があると知っていました。どのようにこの
制限された時間を使うかは私の選択で、一瞬一瞬が深い意味を持っています。私に肺を提供してくださった
青年と彼の家族に深く感謝しています。１８年間彼の中に生きた肺、１８年間私に中で生きている肺で、私は
息をし続けます。皆さん、この満足感、幸福感のライドの一部であってありがとう。

娘は、今年５月１８日コロンビア大学のMaster’s Program in Genetic Counselingで卒業式の祝辞を述べる栄誉に
預かりました。彼女の五十年をかけた病気との闘い無しには、このような名誉ある機会は決して与えられなかったで
あろうと思う一方、こうして戦い続けている娘を心から応援し、いつまでもこの娘の力になれる母親でありたいと天に
誓いました。



10 ひまわり会ニュースレター　２０２２年夏季号

「広島のソウルフードお好み焼き」  
    ワイルドマン年子

私は広島で戦後に生まれ育ってきたので、お好み焼きのルーツは知らなかった。しかし、このお好み焼き
で育ってきたのは確かであった。アメリカに長年住んでいると、やはり故郷のお好み焼き、焼きそばの味
は懐かしい！それがいわゆるソウルフードといわれるものであろう。幼い頃からお小遣いをもらったら直
ぐにお好み焼き屋さんに行っては、お好み焼きを食べたものだ。そして学校帰りの道草で、友とよくお好
み焼き屋の暖簾をくぐったものだ。

私が広島に住んでいたころは庶民的な広島のお好み焼きで、後に全国的に有名な食べ物になるとは知る由
もなかった。そこで、どうしてこのように広島のお好み焼きが全国的に有名になったのか調べてみた。

広島といえば原爆を思い浮かべるだろう。１９４５年８月６日午前８時１５分は、世界の人が忘れてはな
らない日になった。そう、広島市中心部に一発の原子爆弾が投下された日であった。私の両親も原爆投下
の犠牲者になった。赤ちゃんであった兄はその日即死した。幸い両親は生き延びて、１９５０年に私が生
まれたのである。そのたった一発により、広島の街は一瞬にして廃墟の街になってしまった。それでも運
よく生き延びた人々は、今日一日を生きていくのに必死だったであろう。そんな光景が目に浮かぶ。

調べたところによると、終戦後日本の食糧難を救うために、アメリカ駐留軍による小麦粉の配給が多かっ
たそうだ。そこで広島の人々は小麦粉で作れるものを考えついた。かつては子供向けのおやつだった「一
銭洋食」をベースにしたものを作り始めた。広島の原爆被害は甚大だったので、国を上げて広島の復興に
力を入れ、人々が集まってきた。復興現場の作業にはどうしても力仕事が多い。そんな彼らをお腹いっぱ
い満たしてくれたものが、安くておいしいボリュームのある料理として、どんどん改良されていった。屋
台で鉄板に小麦粉を薄く焼き、具には安く手に入るキャベツをいっぱい入れて、もやし、ネギ、天かす等
を重ねて、上に豚肉の薄切りを載せてひっくり返し、野菜を蒸し焼きにするようにして、別に焼いたそば
やうどんを載せ、最後に卵を載せて調理した。

実は、広島にお好み焼き店が多いのにも理由があった。それにも戦後の広島の苦しかった時代が反映され
ているそうだ。太平洋戦争や原爆により未亡人となった女性たちが自宅を改装して店を始めたケースが多
いのが、その理由の一つだそうだ。そして、古くからある店名には、「OOちゃん」という当時の自分の名
前を看板にして必死で生きていこうとした、広島の女性の覚悟と勇気が感じられるエピソードがあった。

１９５５年頃になると、お好み焼きの屋台が広島の中心地に５０軒ほど集まってきた。そこは広島の人々
が活力を養う交流の場にもなった。やがて高度経済成長時代を迎え、屋台店は集合店舗へと姿を変えてい
き、お好み焼きの「店」がどんどん増えていった。

１９７５年に広島東洋カープがセリーグ初優勝。その勢いでテレビ中継された際、市内のお好み焼き店が
テレビに映ったことにより、全国の人々から注目されるようになった。私も、広島は東洋カープが勝てば
勢いが上がり、負ければ勢いが下がる街であることは知っていた。この東洋カープの優勝のお陰で、広島
のお好み焼きが有名になったのだと今知った。因みにカープの名前の由来は、原爆で焼け野原になった広
島が、滝を登る鯉（Carp）のように復興していくようにとの思いを込めて付けられた名前だそうだ。

これらの広島のお好み焼きの歴史を調べているうちに、幼かった時には考えもしなかった、戦後の日本の
様子が多少浮かんできた。私も広島駅前の商店街で育ったので、見る見る間に広島の暗い影が消え失せ
て、廃墟から復興を目指して立ち上がっていった街の姿が懐かしく思い起こされる。アメリカにいても懐
かしい広島のお好み焼きの味は、決して忘れない。故郷の味はソウルフードであることに改めて気が付い
た。戦後の混乱の中で復興に一役買って、人々に活力を与えてくれたお好み焼きに愛着を感じる。広島の
お好み焼きと共に平和な街になったのだなと、故郷の名産に思いをはせた。 
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入会と会費と寄付：

年会費は＄２５です。ひまわり会では一年を通して、会員相互の親睦と生活の向上に役立つさまざ
まなイベントを行っており、どなたでも、いつからでもご入会いただけます。
会員継続（２０２２年度の会費支払いを忘れている方）をご希望の方、または新規入会ご希望の方
は名前、住所、メールアドレス、電話番号、会費お支払い方法をひまわり会の
メールに（又はチェックと一緒に）「入会申し込み希望」又は「会員継続」と書き、お送りくださ
い。支払い方法は４ページをご覧ください。

ひまわり会はIIBAに所属する非営利団体です。501(c)(3)団体に適応される税の控除が受けられる
文書をご希望の方はご連絡ください。

４～６月の活動報告
４月4日 ボードミーテイング
４月7日、28日 ビデオ制作ミーティング
４月20日 IIBAとミーティング
５月23日　 ボードミーテイング
６月13日 ボードミーテイング

いろいろ
古本市 午前・昼・午後の部ボランティアが出来る方はご連絡下さい。寄付について：問い合わせて
から11時迄にお持ち頂く様お願い申し上げます。在庫が多い時は受け付けられないときも有ります。
自分が買いたい、又売りやすいと思える物だけをお持ちください。

募集：ニュースレターの編集（AdobePDF, Illustrator, Indesign等が出来る方；３か月に一度）。
ブックキーパー（エクセルに簡単な収支の記入）。リストの管理（エクセルに入力・整理）。 イベ
ントコーディネーター（アドミン的な事）。 告知（メールとFBなど)係。など、いろいろありますの
で「週にX時間位ならOK」と是非ご連絡下さい。

夏の楽しみ：盆踊り・サマーフェスティバル・チキン照り焼き販売（日系）：
ユニオン・シティー仏教会　8/13　５pm～　SACBC.ORG
バークレー東本願寺　7/24　プリオーダー　BOMBU.ORG
サンフランシスコ仏教会　7/17　プリオーダー　Buddhistchurchofsanfrancisco.org
サンフランシスコ金光教会　7/9＆10　11：30ー４　Konkofaith.org
日本町ストリートフェアー　7/16、30、8/6＆7（本来のストリートフェアー）8/13　Nihonmachisf.
org
（HPで情報を確認して下さい）

編集後記　編集委員　河野さき子

ひまわり会５０周年記念ビデオの制作はだんだん終わりが見えて来ましたが、もう少し時間がかかり
そうです。
今年の税金申告締め切りは４月１８日でした。
５月はアジアン・アメリカン・パシフィック・アイランダー（AAPI)ヘリテージ記念の月でした。
５月５日はこどもの日、とシンコデマイヨ、５月8日は母の日、５月30日は戦没者記念日、６月は
LGBTQプライド記念の月、６月19日は父の日、ジューンティーンス記念日でした。



EXTRA: 

「詐欺サイト」に関する注意について 

在ロサンゼルス日本国総領事館から 

 
最近、いわゆる「詐欺サイト」による被害が報告されています。例えば、日系航空会社の名前
を語るホームページの中に偽の電話番号を掲載し、連絡してきた相手から金銭をだまし取る等
の手口も報告されています。 

航空会社に限らず企業・会社へ連絡する際は、必ず各社の公式ホームページであるかを確認
し、公式ホームページに記載されている連絡先を確認するよう留意してください。 

また、旅行関係のみならず、詐欺が疑われるサイトやメールが横行していますので、不審なサ
イトにはアクセスしないよう、また、見覚えのない送信元からのメールのリンクや添付ファイ
ルをクリックしないよう十分注意してください。 
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