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「アメリカの冷蔵庫（冷凍庫か？）」と呼ばれるミネソタ「アメリカの冷蔵庫（冷凍庫か？）」と呼ばれるミネソタ
州。州。

　以前にもきっとお話ししたと思

います。（多分、ぜったい、何度

も言われるし〜）ミネソタ州とい

うと必ず他州の人々は（特にマイ

ルドな気候の州や東部の人たち）

「あ、すごく寒いところでしょ。

アメリカの冷蔵庫なんて言われてて」と指摘します。否定はしません、寒い

のは本当ですから。アラスカ州より寒いなんて日もあるくらいです。 

　確か「来てはいけない」なんてブログで書いたこともあったかも。今年の

冬は早くから雪が多く、おまけに気温も零下２８度（摂氏ですよ）という朝

もありました。朝夕は本当に冷え込みます。 

　雪が多いと喜ぶミネソタ人たちとはいえ、低気温はやはり辛いものです。

スカイウェイという高架路でビルがつながる市街地なので、特に極寒の日な

どは外を歩いている人を見かけることはありません。スカイウェイが日中心

斎橋や地下街のように賑わいます。 

　そんな中でもミネアポリスにはこんな雪の積もる極寒の中自転車で走り回

る人々がいます。雪と氷の中で自転車レースが行われる程、自転車愛好者た

ちはハードコアなのです。（これも多分以前に書いたことですが、レースが

あることは最近まで知りませんでした。 

　こうしたハードコアなバイカーたちのために「45NRTH」「Borealis」

「HED」というような地元ブランドがウィンターギアや特別な自転車を販売

しています。ミネソタから世界の自転車愛好者用の自転車やギアを紹介して

いるブランドも育っていることも 

こうしたハードコアなバイク人口のせいでしょう。 

　彼らはサステイナブルなライフスタイルの一つとして、年中自転車移動を

日常化している訳ですが、これが高じて冬季の「ファットタイア・レース」

が各所で開催されるようになったんですね。 

　ごろごろに防寒具に身を包み、自転車で街中を走り回る人々を見ると、寒

さに縮こまっている自分がちょっと情けなくなるのでした。 

皆様、暖かく和やかな新年をお過ごしください。２０１４年もよろしくお願

いします。 

http://45nrth.com 
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投稿者 Husky15 31日 07:38 | コメント(0) | ライフスタイル

本当なら文化財かも。本当なら文化財かも。

　２度も行ってしまいました、ミネアポリス美術館

の「クラーク・コレクション展」。ニューヨークか

ら発信されるテレビ・ジャパンのニューストピック

にも紹介されたこの展覧会、日本人であることに、

ちょっと誇りを感じる、背筋をぴんとのばしたくな

るような、素晴らしいコレクションです。 

　これは本来なら重要文化財かも知れないな〜と思

わせる作品群で、日本美術の美しさを改めて再認識

しました。同時に「何も知らない自分」というの

が、恥ずかしくなるのも事実。英語とはいえ、日本

語読みのままのタイトルの意味も分からず目を白

黒。 

　この展覧会の一番の見物は、「大威徳明王像 木

造」という鎌倉時代の彫刻です。牛の背にまたがる、五大明王のなかで 西方

の守護者「大威徳明王」の迫力もさりながら、足を折り曲げ坐った牛の姿の

リアリティが話題です。美術館のキュレーターである、アンドレアス・マー

カスさんによると、牛の後ろ足のところで、べったりと地についていないと

ころが、正確な描写なのだそうです。 

　とにかく、この展覧会は、お薦めです。日本人でも目を見張る数々の作品

が見られます。 

投稿者 Husky15 27日 07:58 | コメント(0) | アート

寒さがプラスになる冬。寒さがプラスになる冬。

　　寒いです。今年は１２月から

すでに摂氏零下１８度なんて日も

あって、ちょっと早過ぎると皆ぶ

つぶつ言っている毎日です。 

　先日友人の運転する車で久しぶ

りに湖畔の道路をドライブして

回ったら、広い氷のフロアと化し

た湖面にぽつぽつとアイスフィッ

シング小屋が見えました。また、

氷の上をクロスカントリースキーする人の姿も。 

　こうして寒さが増すと、湖や池に１メートル以上の厚みのある氷がはり、

湖上に出ていくことができるようになります。 

　ミネアポリス市内では、レーク・オブ・アイルという湖の一画が自然のア

イススケート場となり、子供たちや大人にも人気の場所です。昔「若草物

語」の中で凍った湖でスケートをするシーンが描かれていて、そのファンタ

ジックな感じに憧れたものです。それが、ミネソタでは冬の日常事で、公園

にも野外スケート場が設置され（実は水を撒いて、スケートリンクにするの

ですが。）、また、州都セントポール市の市街地にもアイススケート場が登

場します。 

　寒さが厳しい程、氷もしっかりと厚くはり、安全にアイススケートやアイ
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スフィッシングなどが楽しめる訳で、逆に暖かい冬の気候では、氷の薄いと

ころで事故が起きたりすることが多くなります。寒いときはとことん寒い方

が、ウィンターワンダーランドには良いのかも知れません。 

　スケート靴を肩にひっかけ、近所の湖畔へアイススケートに〜ワイルドな

冬の生活です。 

投稿者 Husky15 27日 07:40 | コメント(0) | アクティビティ

大植英次さんが、ミネアポリスに凱旋する！ーと言いたい大植英次さんが、ミネアポリスに凱旋する！ーと言いたい
気持ち。気持ち。

　哀しいことに昨シーズンから続くミネソタ管

弦楽団のロックアウトは、今シーズンに突入し

ても解決の方向には向かっていません。この秋

には音楽監督のオズモ・バンスカ氏が辞任。も

う彼の素晴らしいシベリウスをミネソタで聴く

ことはないのでしょうか。ホリデーシーズンに

は様々な演奏プログラムのあるミネソタ管弦楽

団の定期公演。今年は新しく改築されたオーケ

ストラホールでコンサート、のはずが、箱は出

来たのに中身のない状態です。 

　教会をホールに開かれるメサイアなども聴け

ないのかと思うと淋しい限り。 

　そんな中、来週ミネアポリス・コンベンショ

ンセンターの音楽講堂で、久々にミネソタ管弦楽団の楽団員がコンサートを

行うことになりました。そして、指揮は、大植英次さん！かつてミネソタ管

弦楽団の音楽監督として、よりクラシックを市民に浸透させた指揮者の大植

さんが、２日間のコンサートにミネアポリスに戻って来られます。 

　嬉しくなって早速１４日のチケットを購入してしまいました。久しぶりの

クラシックコンサート、そして何年ぶりかで観ることのできる、あの大植さ

んのエネルギッシュな指揮。ホリデーシーズンに相応しく「くるみ割り人

形」を含むチャイコフスキー作品のコンサートです。 

　アイドルのコンサートではないけれど、懐かしくて「大植さん、おかえ

り！」と声をかけてしまいそうです。 

http://www.ticketworks.com/cgi-

bin/order2/ticketworks/pages/event.php?Event=5191 

投稿者 Husky15 3日 07:11 | コメント(2) | ミュージック
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ミネソタ管弦楽団のコン

サートがとうとう始まりま

す！ 1月18日 NEW

「世界のベストホテル」の

常連、セントポール・ホテ

ル。 1月16日 NEW

ミネアポリスのソマリア移

民。 1月15日 NEW

ミネアポリスの新進映画ス

タア。 1月14日 NEW

メトロドームよ、さような

ら。 1月11日

ミネソタの星、高田選手を

応援しよう！ 1月10日

モール・オブ・アメリカで

冬を忘れる。 1月9日

今年のミネソタの冬。 1月

8日

お洒落なウェアハウスディ

ストリクトのレストラン

へ。 1月4日

２０１３年と光りのパレー

ドにさようなら。 1月3日

プロフィールプロフィール 

Husky15

性別 女性

ミシシッピ河畔の中都市ミ

ネアポリス在住20年目で
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