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MINNIBARAKI 
Our Fortieth Year 

Minneapolis Ibaraki Sister City Association 

Zenbox Izakaya Restaurant had been the location 

for the MISCA Board meetings until the Covid 

Pandemic shut down their indoor operations.  

Board members loved not only the wonderful 

selection of Japanese dishes that people in Japan 

would typically eat at home, but also the 

wonderful service and reasonable prices. 

The restaurant is located at 602 South Washington 

Avenue, not far from the Guthrie Theater and has 

been operating since 2012. 

Although the restaurant reopened with takeout 

and the outdoor patio when the lock-down was 

eased, business has still been down – due to the 

fewer number of people downtown for either 

business or pleasure. 
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Youth Exchange Appeal 
 
Easy as Pie 
 
Kamishibai 

The refurbished “Bell of Two Friends” 

Now with colder weather approaching the 

outdoor patio area is closing on November 

1st. 

However, they will still be offering Take-out 

service and also have delivery service 

currently through Bite Squad and soon also 

through Door Dash.  Hours of operation are 

4 – 8 p.m. Tuesday through Saturday. 

Until they can fully reopen, we encourage 

you to support Zenbox by ordering 

lunch/dinner for takeout and or delivery. 

You can find their menu and more 

information at: zenbox.com 

More about Zenbox on page 4 

Zen Box Izakaya 
 

 

・居酒屋レストラン『ZenBox』 

 

・茨木市立中央図書館にあるミネアポリス彫刻家の作品 

 

・俳句コンテスト 

 

・IFAI（茨木市国際親善都市協会）からのメッセージ 

 

・青少年国際交流の協力要請 

 

・朝飯前さ 

 

・紙芝居

　 
　居酒屋レストラン『Zen Box』は、新型コロナ感染爆発のために店内の営業を休止するまで、MISCA委
員会の会場でした。役員のメンバーは、日本の家庭料理というこのレストランの素晴らしいメニューだ
けでなく、行き届いたサービスと納得のお値段にもほれ込んでいました。 
　このレストランはGuthrie劇場にほど近い、602 South Washington Avenueにあり、2012年から営業し
ています。コロナ禍でのロックダウンが緩められてからレストランはテイクアウトやテラス席での営業
を再開しましたが、仕事や遊びのためにダウンタウンを訪れる人の数が減ってしまったために、この店
の営業はいまだに厳しい状況です。また、11月1日からは季節柄、テラス席の営業を止めています。 
　しかし、このお店のテイクアウトのサービスは今まで通りに営業しています。料理の配達サービスは
現在"Bite Squad"を利用できますし、もうすぐ"Door Dash"も利用できるようになります。開店は火曜日
から土曜日の午後4時から8時までです。 
　居酒屋レストラン『Zen Box』の営業が全面的に再開できるまで、ランチ/夕食に、テイクアウト/デリ
バリーにこのお店をご利用いただき、皆様のサポートをお願いします。 
　メニューや更なる情報は、zenbox.com まで。

居酒屋レストラン『Zen Box』

　　　　　修復後の『双珠の鐘』
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Friends of the 

Bell of Two Friends 
 

Diamond Friends 

Bill Deef 

Michael Rainville 

Karl Reinhard 

 

Platinum Friends 

Jack Sattel and Karen Sontag Sattel 

Mary Witkus & Werner Kohler 

 

Gold Friends 

Jessica Manivasager 

 

Silver Friends 

Richard & Marie-Rose Lundgren 

Dan Rolf 

 

Bronze Friends 

Carol Austermann 

Sharon Balke 

Carter Clapsadle & Julia Baugnet 

Richard Kathrine Fournier 

Mirja Hanson 

Cynthia & Brian Haskell 

Jim & Reiko Hoffman 

Brenda Langton & Tim Kane 

Helane Monsour 

Doug & Addona Rivord 

James & Norma Solstad 

Claire & Paul Spilseth 

Richard & Carol Stahl 

Vernon Wetternach 

The Sculptures at the Ibaraki Central Library 
By Mary Witkus 

 
Planning for the new Ibaraki Central Library in 1991 included 
commissioning two Minneapolis artists; Harriet Bart and Leila 
Denecke, to each create an art piece for the building. We in 
Minneapolis are very fortunate to be so well represented by these 
two exceptional women. I wish I had known about these pieces 
when we went to the Ibaraki Central Library to visit our friends’ 
English class.  

The last time we traveled to Ibaraki was in the spring of 2019, just 
last year! It seems so long ago that we enjoyed the companionship 
and hospitality of our dear friends in Ibaraki. The cherry blossoms – 
sakura – were at their peak!  

Shortly after returning, I was at a small luncheon and shared my 
enthusiasm about Ibaraki. One of the guests was Harriet Bart, who I 
know as a book artist. She surprised me in that she also has had 
experiences in Ibaraki. She created a bronze sculpture for the 
Ibaraki Central Library in 1992. Wow, how had I missed that? She 
shared stories of friendship and hospitality similar to what we all 
experience.  

Curious to see what the 
sculpture looked like, I 
emailed a friend in Ibaraki 
to take a photo of the piece. 
She promptly responded 
using her iPhone on the 
way into the library for her 
English class. 

Harriet Bart’s sculpture outside the Ibaraki Library 

I furthered my experience with Harriet and “Helicon 
Volumes” early in 2020, while attending the opening of 
the Weisman Art Museum’s exhibition of the extensive 
lifetime work of Harriet Bart. It included a scale model 
of her Ibaraki piece. She also signed my copy of the 
book about the exhibition, Abracadabra, which I am 
reading to learn more about this work. It is composed of 
650 individually cast bronze books that are arranged in 
a spiral inviting people to enter the library and explore 
the wonder of books.  

Sculptures continued on page 4 

 

On the left a model of Ms. Bart’s sculpture, on the 
right Mary with Ms. Bart. 

双珠の鐘の友の会 
ダイアモンドフレンズ 
Bill Deef 

Michael Rainville 

Karl Reinhard 

プラチナフレンズ 
Jack Sattel and Karen Sontag Sattel 

Mary Witkus & Werner Kohler 

ゴールドフレンズ 
Jessica Manivasager 

シルバーフレンズ 
Richard & Marie-Rose Lundgren 

Dan Rolf 

ブロンズフレンズ 
Carol Austermann 

Sharon Balke 

Carter Clapsadle & Julia Baugnet 

Richard Kathrine Fournier 

Mirja Hanson 

Cynthia & Brian Haskell 

Jim & Reiko Hoffman 

Brenda Langton & Tim Kane 

Helane Monsour 

Doug & Addona Rivord 

James & Norma Solstad 

Claire & Paul Spilseth 

Richard & Carol Stahl 

Vernon Wetternach

　　　　　　 
　　　　　　　　　　茨木市立中央図書館の彫刻作品 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mary　Witkus　　　 

　1991年、茨木市立中央図書館の新設計画にあたり、ミネアポリスの二
人の芸術家、Harriet Bart と Leila Denecke にそれぞれの作品を提供
して欲しいとの依頼が茨木市からありました。ミネアポリスの私たちに
とって、とても幸運なのはこの類まれな女性たちが代表としてとてもよ
くやって下さったことです。私は、以前、友人の英語クラスを訪問する
ために中央図書館へ行ったのですが、この作品のことを知らなかったこ
とがとても悔やまれます。前回、茨木市を訪問したのは2019年の春のこ
とでした。ほんの一年前のことですが、ずっと昔のことのように思えま
す。その折には旧交を温め、大いに歓待していただきました。桜の花は
今を盛りとばかりに咲き誇っていました！ 
　ミネアポリスに戻ってすぐ、ささやかなランチパーティーを開き、茨
木市での熱い思い出を語りました。その時のお客様の一人が Harriet 
Bartだったのです。私は彼女のことをアーティストとして存じ上げてい
ましたが、彼女も茨木市で同じような経験をしたことを知って、とても
驚きました。1992年に彼女が茨木市立中央図書館のためにブロンズの作
品を制作していたのです。なんということでしょう！私はそれを見逃し
ていたのです！　彼女も私たちと同じように茨木市の人々のおもてなし
を受け、友情を育んだことをお話ししてくれました。

 
　私はその作品がどのような
ものなのか、とっても見たく
なって、茨木市在住の友人に
メールでその作品の写真撮影
をお願いしました。するとす
ぐ、彼女は英語クラスへ向か
う途中で写真を撮って送信し
てくれたのです。

茨木市立中央図書館玄関前　Harriet Bartの彫刻作品

　Harrietと"Helicon Volume"(茨木市立中央図書館の彫刻
作品)のおかげで私の体験はさらに豊かになっています。 
　2020年初頭にWeisman 美術館でHarriet Bart の回顧展が
開かれ、その開会式に出席しました。そこにはあの茨木市
立中央図書館の作品の縮尺模型もありました。私が作品に
ついてもっと学びたいと思って見ていた彼女の展覧会の図
録に、彼女は"Abracadabra"とサインしてくれました。中央
図書館の作品は650の青銅製の本が、らせん状に並べられて
います。人々は図書館へといざなわれ、本の不思議な世界
を探検するように導かれるのです。　　　Ms.Bartの彫刻作品／Ms.Bartと私
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The Annual Haiku Contest is one program that 

will not be postponed or canceled due to the 

pandemic! 

However there will be a few changes, with 

entries submitted via a Google Form or email, as 

few students are actually in their classrooms at 

this time. 

The Haiku Contest has been going on since the 

1990’s with Minneapolis students submitting 

around a thousand entries each year.  MISCA 

board members look forward to January each 

year, when they get to read through all the 

entries and try to narrow them down to what 

they feel are the thirty best in each age category. 

Those selected are then sent to Ibaraki City for 

final judging to determine first, second and 

third place winners, as well as five honorable 

mentions, in each age category. 

For those unfamiliar with Haiku, they are a type 

of Japanese poem.  Each Haiku is made up of 

three lines, with five syllables in the first line, 

seven syllables in the second line and the five 

syllables in the third and final line.   

Haiku often refer to the seasons of the year and 
should evoke images in nature.  Use of 
repetition of sounds, alliterations, and words 
with multiple meanings and homonyms are 
often found in Haiku. 

Each year the Emperor selects a theme for 

Haiku poets.  This year’s theme is Nozu (望), 

which translates to “Hope” meaning wish or 

desire. 

Minneapolis Public School students and staff, as 

well as Minneapolis city officials are invited to 

enter this year’s contest.  Entries must be 

received by 11:59 p.m. on Wednesday, 

December 16th, 2020. 

 

Haiku Contest continued on page 6 

2021 Haiku Contest 

 
Greetings from IFAI 

Hello everyone in Minneapolis. 

I am Sei Shirotani, the president of International 
Friendship Association of Ibaraki (IFAI). 

This year marks the 40th anniversary of the sister 
city relationship between Minneapolis and Ibaraki. 
We would have visited each other’s cities in this 
memorable year to celebrate our 40 yearlong 
friendship, but due to the global pandemic of the 
COVID-19, the wish has not come true. It is our 
great regret. 

Under these circumstances, we are very grateful to 
MISCA members for publishing MINNIBARAKI 
and celebrating our 40th anniversary. 

I read MINNIBARAKI and learned of your efforts 
to restore “Bell of Two Friends”, a symbol of 
friendship between our cities. When I saw the 
photo of the restored “Bell of Two Friends” after a 
successful fundraising campaign, I was very 
impressed by the feelings of you in taking good 
care of “Bell of Two Friends” and of friendship 
with our city. 

In retrospect, the sister city agreement with 
Minneapolis dates back to 1980. At that time, the 
momentum to join one of the international cities 
had increased in Ibaraki City for the future, and 
through the relationship with International Multi 
Foods, we signed the sister city declaration with 
Minneapolis. 

Greetings continued on page 5 

　 
　2021年の俳句コンテストは、予定通り実施しま
す。ただし、コロナ禍で学生が登校していない
ので、今回は応募方法を変更し、GoogleFormか
ら、またはe-mailにての応募とします。 
　俳句コンテストは1990年代からの恒例行事と
して開催され、毎年ミネアポリスの学生から約
1000句の応募があります。MISCAの委員会メン
バーも作品の寄せられる1月を毎年、心待ちにし
ています。応募された作品は全て目を通し、そ
の中から年齢部門ごとに優れた俳句30句を選び
ます。 
　MISCAが選出した俳句は茨木市に送付され、最
終選考を経て各部門の第1位から第3位、および 
5句の佳作が決まります。 
　俳句を御存じでない方もいらっしゃるかと思
いますが、俳句とは日本の詩歌の1つです。3行
で構成され、第1行目は5音節、第2行目は7音節、
第3行目(最終行)は5音節で成立する定型詩のこ
とです。俳句ではしばしば季語を織り込み、情
景が自然に思い浮かぶように作ります。頭韻や
掛詞の技法もよく用いられます。 
　毎年、天皇から「歌会始のお題(御勅題)」が
出され、詩歌を愛する人々から和歌が寄せられ
ます。2020年のお題は「望(のぞみ)」でした。
英訳すれば「Hope」に相当し、要望や願望を意
味する言葉です。 
　ミネアポリス公立学校の学生、教職員、ミネ
アポリス市職員の皆様、今年も俳句コンテスト
に参加して下さい。お待ちしています。 
　投稿締め切りは2020年12月16日水曜日、午後
11時59分です。 

 

2021年俳句コンテスト
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"In 1996 an architectural student in San Francisco 
(John Ng) met a financial student (Lina Goh) in 
New Zealand in an online chat-room. A long-
distance relationship maintained through emails, 
postcards, and a first meeting in San Francisco in 
1997 finally resulted in the two getting married in 
1999. Being apart for so long has created a 
dynamic that has allowed them to work in 
complement. Each bringing both of their skill sets 
and strengths together, they work as a team.  

At the behest of friends and family, in 2004 they 
found the community and support to open their 
first restaurant focusing on bento in downtown 
Minneapolis’ financial district. 

With the expansion and opening of Zen Box 
Izakaya as their latest location in 2012, John and 
Lina have since realized their dream to share the 
many complexities and nuances of Japanese 
cuisine and ramen with their loyal fans and guests. 

Both in and out of the kitchen, architecture has 
always been John’s outlook and aesthetic. While 
the bento serves as a constant study in harmony 
and structure, his passion is ignited in ramen.  

Chef Ng’s style, both, works and is indeed his own 
style, because of a firm understanding of the 
importance of structure, yet the drive to challenge 
and redefine that same structure. In creating a new 
space, the architect must consider every space that 
has come before. Ramen, too, is indebted to and 
steeped in the same tradition. Every facet of design 
is an extension of his own self, from his restaurant 
spaces to his signature ramen; it is from this 
platform that Chef Ng begins a new creation. Each 
bowl of ramen is the consideration of all 
possibilities – this is the style of the Ramen 
Architect." 

 

Sculputures, continued from page 2 

Leila Denecke’s work for the Library is a 
ceramic monument called, “Stele Mississippi”. 
Denecke is a ceramic sculptor and potter who 
has studied extensively in Japan. She is known 
locally as an instructor at Northern Clay in 
Minneapolis and shows her work there as well 
as other venues. These photos are taken from 
her web site. 

 

Now I am ever so eager to return to our 
sister city. The Ibaraki Central Library is 
definitely on the itinerary, second only to 
seeing friends and renewing acquaintances. 
Just writing about Ibaraki evokes warms 
remembrances. Thank you people of Ibaraki 
for making us all feel so welcome. 

Ms. Denecke’s sculpture “ Stele Mississippi on the left, 
Ms. Denecke is in the photo on the right. 

Zenbox, continued from page 
1 

Zen Box Izakaya” 

Overview 
 by Lina Goh: 

居酒屋レストラン『Zen Box』 

Lina Goh 

　1996年、サンフランシスコ在住で建築学専攻学生の
John Ngと、ニュージーランド在住で経済学専攻学生の
Lina Gohが、オンラインのチャットルームで出会いまし
た。メールや絵葉書のやり取りをしながら、遠距離をも
のともせずに良い友人関係を続けました。1997年にサン
フランシスコで二人は初めて会い、1999年、ついに結婚
に至りました。離れていた時間が長かったので、二人は
お互いを助け合って一緒に何かをしたいという思いが強
くなりました。つまり、それぞれの優れたスキルを持ち
寄り、二人が一つのチームとなるということです。 
　友人と家族に背中を押されて場所と支援を得た後、二
人は2004年、ミネアポリス市の金融街に一件目のお店、
お弁当専門のレストランを開きました。事業は順調に進
み、居酒屋レストラン『Zen Box』を2012年、現在の場
所に開きました。JohnとLinaは、日本料理とラーメンの
持つ奥深さと微妙なニュアンスを形に表したいという夢
を、長年のファンやお店のお客さんたちと共に実現させ
ています。料理をしているときもそれ以外のときも、 
John は建築の美学を大事にしています。そして、料理
の時は、バランスを考えてお弁当を作る一方で、情熱を
もってラーメンを作ります。 
　Ngシェフは、料理においてすべての要素が相互作用す
るということをわかっているので、彼独自のスタイルを
持つことができるのですが、そこにとどまらず、彼は新
しい調理法を試すことを忘れません。建築家は過去の建
築家がどのような空間をデザインしてきたのかを詳しく
吟味しなければならないように、シェフも同様のことが
言えます。ラーメン作りにも吟味すべき伝統があるので
す。だから、彼のレストランのデザインが吟味された彼
自身の個性であり、彼のラーメン作りの方法も吟味され
た彼の個性そのものなのです。それは、新しい何かを生
み出す時にはすべての要素が相互作用するという彼の考
えからきています。ですから、彼が、従来とは違うラー
メンを作ろうと決めた時には、すべての可能性を考慮し
ます。まさに建築家が新しい建築物をデザインする時に
すべての可能性を考察するように。その意味で、Ngシェ
フはラーメンの匠なのです。 

中央図書館のLeila Deneckeの作品はセラミッ
クの記念碑です。それは"Stele Mississippi" 
と呼ばれています。Deneckeはセラミックの彫
刻家であり、日本で広く学んだ陶工でもありま
す。彼女は地元ではミネアポリスの　Northern 
Clay(ギャラリー)のインストラクターです。そ
の Northern Clayには勿論のこと、ほかの施設
にも作品を提供しています。この写真は彼女の
ウェブサイトから引用したものです。

Ms.Deneckeさんの彫刻作品 
である“Stele Mississippi” 

Ms.Denecke 

　今、私は姉妹都市である茨木市に帰りたい
という思いに駆られています。茨木市立中央
図書館を旅程に入れるのは絶対です。そし
て、ただひたすらお友達にお会いしたいし、
知己をより深めたいのです。こうして茨木市
のことを書いていると温かい思い出が蘇って
きます。茨木の皆様、こんなにも喜んで受け
入れて下さって有難うございます。 
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Greetings, continued from page 3 

The declaration says; we pledge ourselves to 
promote closer friendly relations between our 
two cities by means of mutual interchange of 
culture, deeper understanding of both 
citizens, and mutual diplomatic activities by 
the citizens, and we are also determined to 
strengthen the bonds of friendship between 
the both Cities, and also between the United 
States and Japan. 

In the 40 years since then, in the spirit of this 
declaration, our cities have continued to make 
mutual visits in a wide range of fields, 
including sports such as youth baseball, 
soccer, and tennis, cultural such as tea and 
flower arrangement, folk music and dance, 
and choral music, as well as study abroad and 
homestay programs for high school students 
from both cities. We have deepened the ties 
between the two cities since 1980. 

We, the members of IFAI, will work to further 
deepen and continue the bonds and 
friendships that have been built between our 
cities over the past 40 years through the 
efforts of many people. 

In conclusion, I wish the people of 
Minneapolis good health and success in their 
endeavors and wish you all the best. 

Thank you. 

ミネアポリス市の皆さんこんにちは。 

茨木市国際親善都市協会会長の城谷星です 

本年はミネアポリス市（貴市）と茨木市が姉妹

都市を締結し、40年の記念すべき年です。本来で

あれば、この記念すべき年に、お互いの市民がそ

れぞれの都市を訪れ、40年の長きにわたる交流を

祝福するはずでしたが、新型コロナウイルスの世

界的な流行により、その希望は叶わぬものとなっ

たこと、非常に残念に思っております。 

このような中、MISCAのみなさんが

MINNIBARAKIを発刊され、40周年の節目を祝福

してくださること、大変感謝いたしております。 

MINNIBARAKIを拝見し、両市の友情の象徴である「

双珠の鐘」の修復に皆様がご尽力いただいていることを

知りました。募金キャンペーンを成功させ、修理を終え

た「双珠の鐘」の写真を見たときに、私はミネアポリス

市の皆さんの「双珠の鐘」を大切にしてくださるお気持

ち、我が市との友情に対する思いに大変感銘を受けた次

第でございます。 

思い返せば、ミネアポリス市との姉妹都市締結のきっ

かけは、1980年にまでさかのぼります。当時、茨木市は

今後の将来を考え、国際都市の仲間入りをしていく機運

が高まり、インターナショナルマルチフーズ社とのご縁

から、ミネアポリス市と姉妹都市を締結いたしました。

その時、両市は両市間の市民文化の交流を深め、両市民

の理解と連帯を密にし、相互の友好親善と市民外交が促

進され、両市市勢の伸展と市民福祉の向上に寄与するこ

とを念願するとともに、日米両国ひいては、世界の平和

と人類の福祉に貢献することを確信し、盟約の宣言を行

いました。 

それから 40年、両市はこの宣言の精神に則り、少年野

球やサッカー、テニスなどのスポーツ、茶華道や民謡・

民舞、合唱などの文化、両市高校生の留学やホームステ

イなど、老若男女問わない様々な世代、幅広い分野にお

いて相互訪問を積み重ね、活発な交流を行うことによっ

て、両市間の絆を深めてまいりました。 

我々、茨木市国際親善都市協会のメンバーは、40年の

間に様々な人たちの思いによって築かれた両市間の絆や

友情をさらに深め、継続していくために活動してまいり

たいと思います。 

結びに、ミネアポリス市の皆様のご健勝とご活躍を祈

念し、メッセージとさせていただきます。 

ありがとうございます。 

 

Teachers, do you have any ideas for possible 
youth exchanges with Ibaraki City?  MISCA is 
looking for ideas to help Minneapolis students 
get a better understanding of Ibaraki 
city/Japanese History and Culture while at 
the same time helping Japanese students get a 
better idea of 
Minneapolis/Minnesota/American History 
and culture. 

Youth Exchange Appeal 　　　　青少年国際交流協力の要請　　 
   
 先生方、茨木市との青少年の国際交流のアイデ
アが何かありませんか？ 
 茨木市とミネアポリスの学生が双方の都市や国
の歴史や文化について理解を深めるのを助ける
アイデアをMISCAでは探しています。   
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Easy as Pie 
By Cynthia Haskell 

 
When I was young, you would occasionally hear 
the phrase “easy as pie”. It was used to describe a 
task as being simple to do. “How was your math 
homework?” Reply - “Easy as pie.”  
 
This was confusing to me because I thought 
making a pie crust was very difficult. Cut the 
butter into the flour. Add just the right amount of 
water. Roll out the dough. If it were not done 
exactly right, the crust wouldn’t taste good after 
baking. I wondered why didn’t people say “easy 
as cake” instead?  To make cake you just have to 
mix everything together and bake it. That is much 
simpler, right?  
 
It wasn’t until a few years ago when I visited Fort 
Snelling History Center that I heard an 
explanation that made sense. Back in the days of 
wood burning stoves, maintaining an exact 
oven temperature was very difficult. A cake needs 
to bake at an exact temperature for a prolonged 
period in order to turn out.  
 
A pie, however, can with stand a range 
of temperatures and baking times. Back in those 
days, people made pies more frequently at home 
and were able to develop the “knack” (a special 
skill, talent, or aptitude) for making pie crusts. 
Now that the weather is turning cooler, we are 
making both sweet and savory homemade pies. 

Fortunately Brian has a knack for pie crusts. 
 

Haiku Contest, continued from page 3 

Entries can be submitted as follows: 

Via Google Form (Best): 

https://forms.gle/YP1SSC8xRZZS7tuZ8 

 

Via email to:  misca.info@gmail.com 

 

Remember that how wonderful your poem may 

sound to the MISCA judges, if it doesn’t follow 

the 5-7-5 syllable pattern it will be rejected! 

Once the final results are back from Ibaraki, 

winners and runners up will be notified; this 

should be around late March. 

In April we will hold an awards ceremony.  If 

the pandemic has eased by then, we will hold 

the ceremony at the downtown Central Library.  

If that is not possible, we will hold the ceremony 

via a Zoom meeting for the winners.  Parents, 

families and teachers will be able to view the 

ceremony, as it will be live streamed as well on 

MISCA’s Facebook page. 

We are looking forward to reading all the 

wonderful haikus! 

Kamishibai 

MISCA board member has a kamishibai (kah-
mee-shee-bye) set that she has used to put on 
shows for children.  Unfortunately she has been 
unable to do so for us due to the pandemic.  We 
hope she will be able to soon. 

In the mean time for those unfamiliar with 
kamishibai, here is a short explanation: 

Kamishibai means paper play – it would consist 
of storyboards that were placed into a miniature 
stage and then narrated by the storyteller as 

he/she changed the boards. 

This type of storytelling was popular during 
the 1920’s to the 1950’s until television came 
along. 

The kamishibai man would travel by bicycle 
around town to tell his story to the local 
children, as well as sell them some sweets.  
Those who bought sweets got to stand in the 
front, while those who didn’t had to stand in 
the back. 

応募先は以下の通りです。 
 
GoogleFormの場合（おすすめの方法です） 
 
http://form.gle/YPISSC8xRZZS7tuZ8 
 
又はe-mailで　misca.info@gma.com  

　MISCAの審査員に大変素晴らしい作品だと評価
されても、5-7-5の音節のルールに沿っていな
いものは選外になりますのでご注意ください。 
　茨木市から最終選考結果が戻ってきました
ら、上位入賞者にはお知らせします。3月後半
頃の予定です。 
　４月に俳句コンテストの授賞式を行います。
その時までにコロナ感染状況が落ち着いていれ
ば、授賞式はCentral Libraryにて行います
が、それがかなわない場合は入賞者対象にZoom
にて授賞式を行います。ご両親、ご家族、教職
員の皆様にもご覧いただけるよう、式の様子は
MISCAのFacebookにてライブ配信いたします。 
　皆様からの素晴らしい俳句の投稿を楽しみに
お待ちしています。 

　　　    　　　“朝飯前さ”（Easy as Pie） 
                    　          Cynthia Haskell　　　　　　 
　私が若いころ、皆さんも「朝飯前さ」という言
葉を時々聞いたことがあったでしょう。この言葉
は簡単にできてしまう仕事のことに対して使われ
ました。"数学の宿題はどうだった？"返事として 
"Easy as Pie(朝飯前さ)"というふうに。 
　これは私にとってわかりにくいものでした、と
いうのはパイ皮を作ることは、私はとても難しい
と思ったのです。バターを切って小麦粉の中に入
れる。ぴったりの量の水を入れる。生地を伸ばす。
もしきっかり正しく計らなければ、パイ皮は焼い
てもおいしくならないでしょう。私はずっとどう
してみんなは代わりに"Easy as Cake"と言わない
んだろうと不思議に思っていました。ケーキを作
るには、ただ全部の材料を一緒に入れて混ぜて焼
くだけです。その方が、ずっと簡単でしょ？ 
　数年前,フォート・スネリング・歴史センターを
訪問し、説明を聞いてやっと納得することができ
ました。昔、木を燃やす料理用のコンロを使って
いたころ、正確にオーブンの温度を保つことは大
変難しかったのですが、ケーキを作るには出来上
がるまでの長い間、正確な温度で焼き続ける必要
がありました。 
　しかし、パイは広範囲の温度や焼き時間に持ち
こたえることができます。昔はもっと家でパイを
よく焼いていました。そうすることにより、パイ
生地を作るのにコツを身につけることができたの
です。 
　さあ季節が涼しくなってきたので、甘くておい
しい自家製のパイを作りましょう。 
　ラッキーなことにブライアン（夫）はパイ生地
のコツを知っています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙芝居　　　　　　　　　 

　 

　MISCAの役員はかつて子供の公演に使われた紙芝居セットを持っています。残念なことに、今はコロナ
禍のため、それを使うことができません。またしばらくして、紙芝居を使うことができることを期待し
ています。 
　その間に、紙芝居をご存知ない方のために短い説明をしましょう。 
　紙芝居というのは、複数枚の絵でできた一組の物語です。小型の台座に絵を順次一枚ずつ出して、話
し手がその絵について劇的に語ります。物語を語るこの手のものは、テレビがやって来る前の1920年代
から1950年代にかけて人気がありました。紙芝居屋さんはお菓子を売ると同時に、地域の子どもたちに
お話を聞かせるため、町中を自転車で走り回っていました。お菓子を買った子どもは前に立ち、買わな
かった子どもは後ろに立ってお話を聞いていました。 
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Minneapolis Ibaraki 

Sister City 

Association 

Board of Directors 

Karl Reinhard ............................................ President 

Patrick Good .................................... Vice President 

Dan Rolf ..................................................... Secretary 

Sharon Balke .................................................. Media 

 

Board Members 

Carol Austermann 

Brian Haskell 

Cynthia Haskell 

Werner Kohler 

Mary Witkus 

More Information 

Website:  misca.us 

Facebook:  Search for MISCA 

Postal address: 

MISCA 

c/o Meet Minneapolis 

801 Marquette Ave S. Suite 100 

Minneapolis, MN 55402 

The MINNIBARAKI newsletter is published quarterly (February, May, August 

and November) by the Minneapolis-Ibaraki Sister City Association.  
Minneapolis-

Ibaraki   

Sister City 

Association 

 
Upcoming Board Meetings: 

Monday, November 9, 2020 

Monday, December 14, 2020 

Board meetings are usually held 

at ZenBox Izakaya 

602 South Washington Ave 

Social time 5:30 – 6:15 

Business meeting starts at 6:15 

However at this time meetings are 

being held virtually.  If you would 

like to participate, please email Karl 

Reinhard at: 

Kreinhard1957@gmail.com 

Upcoming Events 
 

We are hoping to resume 

our events later this year. 

 

HAIKU Contest 

(November) 
Will take place! 

 

Holidazzle 

(December) 
Has been canceled for 2020 

 

MINNIBARAKIニュースレターは、ミネアポリス市・茨木市
姉妹都市協会(MISCA)が、年4回（2月、5月、8月、11月）
発行します。  

ミネアポリス市  ・茨木市姉妹都市協会 
 

役員  
 

Karl Reinhard ...................　会長 
Patrick Good .....................　副会長 
Dan Rolf ............................　書記 
Sharon Balke ....................　広報  

 
 

理事 
 

Carol Austermann 

Brian Haskell 

Cynthia Haskell 

Werner Kohler 

Mary Witkus  
MISCAについてもっとお知りになりたい方は以下の
ページをお訪ねください。 
 
ホームページ：misca.us 
Facebook: Search for MISCA 
お問い合わせ先：MISCA 
               　　　 c/o Meet Minneapolis 
                　　　801 Marquette Ave S. Suite100 
                　　　Minneapolis, MN 55402 

 
　　　　今後の会議予定 
　 
　2020年11月9日（月） 
　2020年12月14日（月） 
　 
　通常、会議はZenBox Izakayaで行いま
す。 
 
5：30～6：15　懇親会 
6：15～　連絡会です。 
 
　しかし現在、会議はオンラインで行っ
ています。ご参加ご希望の方は会長(Karl 
Reinhard)までご連絡ください。 

　　　　 
　　　　今後の行事予定 
 
　今年度後半の行事が再開されることを
期待しています。 
　11月英語俳句コンテストは実施しま
す。12月Holidazzleは今年は中止しま
す。 


