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「Thoughts on U.S. Japan Relationship」 

商工会研修理事としてご活躍頂いた園田隆則より、アメリカと日

本の関係についてのお考えをご執筆頂きました。 P.4〜

「秋山理事就任のご挨拶」 

新たに総務理事に着任されました秋山理事より

ご挨拶頂きました。引き続き、ご皆様のご指導ご

声援を宜しくお願い致します。P.2

「講演会報告」

英国ケンブリッジ・ニーダム研究所客員研究員の

北川智子様にご講演を頂きました。その模様をレ

ポート致します。P.3
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「秋山理事就任のご挨拶」

総務理事　秋山 勇
Vice President & General Manager of Washington DC Office

ITOCHU International Inc.

2012年9月度の商工会理事会にて理事の皆様にご推挙頂き、この

度新たに理事を拝命することになりました秋山勇です。歴史と伝統ある

ワシントンDC日本商工会のお仕事をさせて頂くことは大変な誇りであ

ります一方、非常に身の引き締まる思いです。

2012年4月より伊藤忠インターナショナル／ワシントン事務所で勤務

しています。海外の仕事に長く携わっていますが、米国とは殆ど縁が

なく、過去にNYCやPHIなどを数回出張で訪れた程度でした。従いワ

シントンDCに来たのも、また当然ながら米国に駐在するのも今回が生

まれて初めてです。アメリカは何でもスケールがでっかいなーと感じな

がら、ワシントンDCの日本人社会は小ぢんまりとして纏まりがよいね

ー、と感心しています。

これまでPassingされていた日本が、ここ最近は色々な意味で世界の注目を浴びています。商工

会活動を通じて当地の日系人社会がより強い絆を深めると共に、ワシントンDC近郊に在住する米

国人の方、或いは外国人の方に、元気でポジティブ、明るく楽しい日本人と日本国の姿が少しでも

伝わるようなことになれば良いと思います。

宜しくご指導の程お願いいたします。

イラスト： Emi Kikuchi
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講演会報告
「アメリカで日本を語る、日本を魅せる」

講演者：英国ケンブリッジ・ニーダム研究所客員研究員　北川智子様

10月17日にBingham McCutchen LLP会議室に於いてJCAW主催講演会が開催され、英国ケン

ブリッジ・ニーダム研究所で客員研究員を務められます、北川智子様にご講演頂きました。

JCAW主催講演会としては珍しく、事前に会場のキャパシティを越える申し込みがあり、講演会当

日も「満員札止め」の活況を呈しました。ご来場頂きました皆さまにお礼申し上げると共に、ご参加

頂けなかった皆さまにはこの場をお借りしてお詫び申し上げます。

北川様は2009年から3年間ハーバード大学で教鞭をお取りになりましたが、日本史のクラス

「KYOTO」や「Lady Samurai」が好評を博し、学内の「ベスト・ドレッサー賞」や、2012年度の「思い

出に残る教授」にも選出されました。現在は英国ケンブリッジにあるニーダム研究所を活動の拠点

とし、講義・講演などで世界を飛び回っておられます。

講演会当日は、北川様がハーバード大学の授業で実践された「アクティブ・ラーニング」の手法を

取り入れ、中世の日本にスポットライトを当てグループで新聞を作成、発表するなど、全員参加型

の授業をワシントンDCで再現頂きました。

ご参加頂いた皆さまが、十年前、二十年前、あるいはそれ以上昔の学生時代にそれぞれ戻られ

て、瞳をキラキラと輝かせながら受講されていたのが大変印象的でした。講演会後は、ご著書「ハ

ーバード白熱日本史教室（新潮社）」の販売会が開催され、北川様にサインをお願いする長い列が

できました。

大変お忙しい中、JCAWのためにお時間を作って頂いた北川さま、本当に有難うございました。

JCAWでは、会員の皆さまのご期待に応えられるよう、今後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。

研修担当理事：寺澤 英光
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「Thoughts on U.S. Japan Relationship」

元商工会理事、元VP, Honda North America, Inc
園田 隆則

Those of us born after World War II, who will be retiring in the near term, would agree that 
our generations have an obligation to ensure that the privileges and benefits we have enjoyed 
will remain available for future generations. In the decades since 1945, we have observed 
how the ability of civil society to function has been tested and how a sole reliance on social 
safety nets would not be sustainable; the burdens and costs to our children and their children 
are too great. We need to face what continues to be a daunting challenge and overcome the 
inertia and hopelessness somewhat inherent in our societies today to achieve long-term goals 
of sustainability and promise for our young.

The March 2011, earthquake and tsunami in Japan not only marked a significant natural 
disaster. We all know that the devastation could have been far worse if the affected nuclear 
plants had experienced massive explosions, and the overall long-term effects remain unknown. 
Nevertheless, Japan is on the path to recovery, resilience attributable to the dedication and hard 
work of those on the ground who came together to avert an even greater tragedy. In addition, 
many of us are extremely grateful to firefighters, policemen, Japan Self Defense Forces, and 
American military men and women. Where political leadership is being scrutinized as lacking or 
being incapable, human connections through families, communities, municipalities, business 
communities and NGOs fueled the determination to overcome disaster. These personal 
linkages and a strong civil society are what has pulled Japan through and will continue to do so. 

Leveraging the personal relationships within a country and reemphasizing their importance 
is significant, but we must also look to build bridges between countries as well. Over the past 
few years, I have given much thought and dedicated large amounts of time to what I believe 
to be an issue that impacts the future of the U.S.-Japan relationship: the declining number of 
Japanese business executives, bureaucrats and political leaders who have developed close 
personal relationships with their American counterparts and the declining number of Japanese 
young people who are interested in studying in the United States. These trends must be 
reversed; establishing and maintaining human connections between people in both countries 
will be critical to the stability of our two nations. The United States and Japan have shared 
values and assets, not only one of close economic and geopolitical ties, but also one of a 
deep respect for democratic tradition and the rule of law. That shared experience mutually 
reinforces those values in both countries and with respect to how the United States and Japan 
approach their roles in the international community.

We live in extraordinary times. As there appeared to be no sign of inflation, Japan, the United 
States and the EU have implemented unprecedented monetary easing policies. Despite 
such an aggressive monetary policy, there remains no immediate threat of high inflation. 
Meanwhile, we are still faced with sluggish economic growth, increasing income gaps and 
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minimal job creation. Government debts are on the rise. All of these could unfortunately stick 
to our societies for a number of years to come.

While we can, and often do, lament the lack of government leadership and the frustrating 
gridlock that characterizes democratic systems today, we must keep in mind that politicians are 
selected through the systems we have created over the years. It can be tempting to advocate 
for opportunistic reform or some type of simplified parliament system to effectuate wholesale 
change, but we must constantly reiterate our commitment to the democratic process, which 
remains slow, frustrating and sometimes infuriating. Again, I believe this is where human 
relationships, both internally and externally, are important because a democratic approach 
to these global challenges, through dialogue and exchange of intellectual ideas, is a way 
forward. It has served the international system relatively well for almost seventy years, and 
such an approach will continue to be necessary as we seek to surmount those challenges that 
lie ahead.

I believe a civil society under a democratic system is a legacy we can and should leave 
behind. The bilateral relationship between the United States and Japan needs to be reinforced 
by building human assets who understand the central value of civil society in both countries. 
This will require a constant commitment on all of our parts to work with future generations. I 
would propose that we work on institutional programs, that which are conducive to enforcing 
this central value, in order for younger generations to build long lasting personal linkages 
between the United States and Japan.

Tak Sonoda

イラスト： Emi Kikuchi
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ワシントン月報（第89回）

｢日本は世界最強の経済技術国である｣

米国弁護士　服部 健一

尖閣諸島と竹島で中韓から叩かれ、慰安婦問題は中国にさえG7会合で日本叩きに利用され、そ

の上シャープやパナソニック等は未曾有の赤字を出し、日本はまるで沈没寸前の体たらくの様相で

ある。世界のジャーナリズムも、日本に昔の勢いはない、危いと報道しているようだ（フランス紙）。

日本は本当に失墜しつつあるのだろうか。ところが経済的にも技術的にも日本は世界最強の国

であるという本が2つも出ている。

「なぜ日本経済は世界最強と言われるのか」　山口正洋（「ぐっちーさん」）著・東邦出版社

「図解 それでも、日本経済が世界最強という真実」　三橋貴明著・ワック社

これらの本は、経済的データを見る限り日本ほど強い国はないという分析である。両氏に接点が

あるとはちょっと考えられないが、ほとんど同じデータに基づいており、且つ非常に説得力のある分

析であるので、今の日本人には必読の書といえよう。

私は技術屋であるので経済データの分析の信憑性

はあまり分からないが、技術的には日本は世界有数

どころか、世界一といえなくもない部分もある、と考え

ている。特許出願の数はWIPO(世界知的所有権機関)
の2011年の統計によると米国の出願数約49万件で、

日本の約34万件よりはるかに多いとレポートするが、

現実は全く異なる。

米国は世界の市場なので世界中の国が米国に特許を出願する。つまり米国企業だけの出願数

は25万弱で、半分は外国企業の米国出願なのである。

これに対し、日本の特許出願数はほとんど日本企業で約30万件以上もある。つまり日本企業の

方がまだ出願数はアメリカより多いのである。

中国が非常な勢いで特許出願数を伸ばし39万件もあったが、まだ技術は未熟で、日本技術の真

似が多く、比較の対象になるものではない。

アップルのiPhoneの部分の50％は日本部品であり、アメリカの自動車会社もサムスンもハレーダ

ビッドソンのオートバイも心臓部品はみな日本部品である。ボーイングの飛行機でさえも日本部品が

多く用いられている。サムスンの社長は「韓国が善戦すればするほど日本の部品素材企業が成長

する不快な真実がある」と述べているほどだ。簡単に言うと世界の企業は日本部品がなければ良い

製品が出来ないのである。こういう背景があるから私は山口氏や三橋氏の見解は賛同出来る。
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ここに二人経済専門家の論点の一部を異なる視点から簡単に紹介しよう。

1. 日本は輸出依存国ではない

 円高のため日本企業は壊滅的被害を受けていると日本のジャーナリズムはことあるごとに書

いているが、実は日本は輸出依存国ではない。まずこの現実を認識しなければならない。

出所：三橋氏著書（JETRO,　内閣府, 財務省）データを修正

 このグラフが示すように世界で最も輸出依存度が高いのは韓国の46％、次いでドイツ38％、

中国の27％となっており、日本のわずか13％でアメリカの9％に近い値である。

 山口氏は更に、総務省統計によると日本の会社の数は、製造業53万社（9％）に対し非製造業

539万社（91％）であるので円高は海外の資源や企業を安く購入出来るのでむしろいい事であ

ると述べている。確かに東日本大震災で原発がやられ、大量の石油を輸入せざるを得なくなっ

たが、これは円高がなければ簡単に購入出来なかった事である。

2. 技術立国

 新技術の開発力は特許等の使用料、ライセンス料の収入が1つの指標になる。この額はアメリ

カが世界のダントツではあるが、次いで高いのは日本の約8,000億円（2011年）である。日本

は10年位前までは赤字であったが、それ以降はずっと黒字であり、世界で特許使用料で黒字

なのはアメリカと日本くらいのものである。また、イギリスのエコノミストは世界各国の技術革新

性（イノベーション力）を数年ごとに発表しているが、日本は2006年と2009年に2回連続で世界

一と評価している。

3. 日本の食料自給率は低くない

 食料の国民1人当たりの輸入額を比較するとアメリカ248ドル（約2万円）、日本360ドル（約3万

円）、フランス719ドル（約6万円）、ドイツ856ドル（約7万円）、イギリス878ドル（約7万円）で先

進国の中では日本はアメリカに次いで低いのである。つまり日本の食料自給率は決して低い

ものではない。
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4. 日本のGDP当たりのエネルギー消費効率は世界一

 GDP当たりの一次エネルギー供給量指数を、日本を1とすると、EU 1.7、アメリカ 2.0、韓国 3.2
、中国 8.7、インド 9.2、ロシア 18.0と世界の先進国では日本が圧倒的に良い事が分かる。まあ

この点は、日本は昔から省資源省エネルギーの国であるから当然かもしれないが。

 以上のように日本という国はジャーナリズムや国民が一般に考えているよりはるかに独立性が

強い国なのである。その上、経済的にも圧倒的によい指標がある。

5. 日本の資産は世界最大

 ほぼ世界中の国は巨大な対外債務を有しているが、日本もご多分に漏れず342兆円にもなる。

ところが、日本は対外資産も巨額で実に582兆円もある。つまり対外純資産は240兆円の黒字

なのである。このような巨額の黒字を有しているのは日本だけである。

 よって、日本経済が破綻するわけはないのだ。もし破綻するとなるとその前にもっと状況の悪い

世界の先進国は全て破綻しなければならない事になる。

6. 日本の国債の保有者

 日本の国債は約730兆円であり、これも巨額ではあるが、保有者の95％は日本の銀行や諸団

体で、こんな国は世界でもない。世界の他国では国債の所有者のほとんどは外国銀行・企業（中

国は大量にアメリカの国際を購入している）であるから外国がその国を見放せばあっという間に

破綻する。しかし、日本の場合、所有者は日本人だから、日本人が日本を見放さない限り破綻は

あり得ないのである。つまり国債保有率からみても日本は世界で最も安全な国なのである。

7. 日本の現預金資産は世界一

 日本の金融資産は1,400兆円もあるが、この中で現預金は実に806兆円（約60％）もある。これ

に対しアメリカの金融資産は約3,100兆円と日本の倍あるが、現預金はたった546兆円（約18％）

で日本の約67％にしか過ぎない。つまりアメリカの場合金融資産の中で株式出資金が1,200兆

円（約39％）（日本は約100兆円：約7％）が多いのである。日本のように現預金が多い事は安

全性からみればアメリカよりはるかに高いのである（株資金は一夜にしてゼロになる事もある）。

8. 日本の公務員数は圧倒的に少ない

 公務員の数は、対労働人口比をみると、高いのはノルウェーやスェーデン等の、ヨーロッパの

国々の20～30％で、アメリカも15％と意外に高い。ところが日本は約6％で、世界で30番目く

らいなので公務員の数は決して多くないのである。今の日本の風潮は諸悪の根源は公務員に

あるような記事が多いが、日本の公務員の働く効率は世界一とも言えなくはないのが現実だ 

（私は元通産省公務員であったから言うのではないが）。

9. 日本だけが不良債権処理を終えている。

 リーマン･ショックで多くの資産が不良債権化したが、アメリカは未だに約2.7兆ドル（約220兆

円）にもなり、欧州も約1.2兆ドル（約90兆円）ある。ところが日本はバブル崩壊時に一時は40
兆円を超えていたが、その後コツコツ処理し、今では約0.15兆ドル（約12兆円）に減少し、世界

の国々の中でも最も少ない国である。これも日本の資産の多くは現金や預貯金が多いからで

ある。この不良債権の少なさも日本が最も安全な国の理由の1つである。
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以上のように日本は世界や日本人が思っているよりはるかに経済的技術的に健全な国なのであ

る。確かにシャープやソニーのように一部の企業は大変な額の赤字を出しているが、これはまず第

一に輸出に依存している事と、経営に胡坐をかいていたためである。日本の技術力、製品開発力

の高さから、過剰な品質にこだわり、必要のない性能、品質まで特化した事から高価格になり、そこ

に円高がきたので当然のように質をあげてきた韓国や中国にやられる事になった。

しかしこの数年間の未曾有の危機で経営者はそのことに気がついてきている。日本人は問題点

が判明すると企業全体のみどころか、日本全体で動き出すのでその回復力は早い。これは戦後、

変動相場制や石油危機で経済社会が破壊寸前まで行きながら結局立ち直ったのは世界の中で日

本が最初という歴史からも明らかである。問題は世界同時不況が進行しているので回復に時間が

かかっているが、技術力、特に高性能部品という経済社会の基本部分を有する日本はやはりのし

上がっていくと考えられる。

こうした日本の経済技術力については世界の経済専門家、特にアメリカの経済専門家は実情を

良く知っているので日本に憂いを有しているものは全くいないどころか、日本こそ経済技術のリーダ

ーであると認識していると山口正洋氏は上記の著書に何回も書いている。同氏は日米で投資活動

をしているのでこれは真実の話であろう。

これを知ると何故中国が日本を叩くのか、何故世界の他国が日本に同情しないのか理解出来る

のではないか。

それは、彼らは日本は世界のリーダーとみているからである。

少なくとも中国や韓国はそうみている。韓国の季明博大統領は「天皇陛下は心から謝罪すべき

である」と述べたと日本で報道された事について、後日「あれは誤報道だ。私はそういう意味でいっ

たのではない。ともあれ、そもそも日本は世界で最高の国ではないか。中国経済が世界2位となっ

たといっても現実は日本が世界2位である事は疑いもない。それだけすごい国だからこそ我々は一

言、言いたいのだ。」と釈明していた。

確かに考えると世界で最も叩かれるのはアメリカである。それほど強く、富んでいるので妬まれ、

羨ましがられるのである。

中国も、日本の経済技術力やノーベル賞を取る事が羨ましくてしょうがないらしい。中国の領土で

あるという主張の裏には日本ほどの大国が小さな尖閣列島を占有するのは不当だという劣等感が

あるのだ。

中国民衆が日本企業を破壊する行為は、中東諸国の暴徒がアメリカ大使館を攻撃するのと同じ

性質の行為である。中国がそういう暴挙を「愛国無罪」と主張するなら、日本の戦時中の行為も「愛

国無罪」になるのと同じではないのか、という反論くらい日本のジャーナリズムは書いてもいいので

はないか（公式的立場にいる政治家はこういう激論を述べてはいけないが）。とにかく、日本人はも

っと自分の国に自信を持つべきだろう。（上述した経済的データやその表示にもし誤りがあれば、そ

れは筆者の理解不足、認識不足のせいであり、元々のデータは両氏の本を参考にされたい。）
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第14回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう『恋愛編』」
栄華 好代

私が洋画と初めて出会ったのは10歳の夏。叔母が連れて行ってくれた時の事であった。

叔母は、長男である父の末妹で当時は20代。叔母と呼ぶには若過ぎるオシャレな人で、10歳の

私にとっては憧れの人だった。嫁入り前という事もあり、一緒に住んでいた彼女の部屋からは、い

つもウエスト・サイド・ストーリーや、マイ・フェア・レディなどの洋楽が流れていて、私は意味も解か

らず見よう見まねで音楽にあわせてよく踊っていたものだ。今思うとそんなオシャレな世界を垣間見

せてくれた叔母を私は大好きだった。その叔母が初めて洋画を観に連れて行ってくれたのは10歳

の夏休みの事だった。彼女の一番お気に入りの映画が市内の劇場にてリバイバル上映されるとい

う事だった。それまで東映や東宝の子供映画祭りしか見た事がない私にとって、映画館で洋画を観

るという事は画期的な出来事だった。興奮の中、私は一番お気に入りのピンクのワンピースを着、

精一杯おめかしして出かけて行った。平日昼間の映画館という事もあり、場内は大変静かで、私は

益々大人の気分に浸っていた。しかし「何か食べようか？」と言う叔母の問いかけには子供らしくす

ぐに頷きアイスを買ってもらい食べた。横に座っている叔母の目を気にしながら私はチョット大人ぶ

って鏡を何度も見ては、リップクリームをぬりなおしていた思い出がある。

そこで観た映画が、その当時にはもう珍しかった白黒

の映画「ローマの休日（原題Roman Holiday）」であっ

た。この映画の初封切は1953年で、往年の大スター、

グレコリー・ペックとオードリー・ヘップバーンが主演の映

画である。美しいプリンセスが、凱旋ツアー先のローマ

で、窮屈な王室から抜け出し、一日だけ身分を隠して休

日を過ごす。そこで新聞記者と出会い恋に落ちるが最後

は王室に戻り責務を全うするという話だ。10歳の私に字

幕付きの洋画をどれだけ理解できたかは不明だが、衝

撃を受けた事は間違いない。画面に釘づけだった。とに

かくヘップバーンの美しさに圧倒され、ローマの町並み

の美しさに感動し、スペイン広場でジェラートを食べる彼

女に魅せられた。特に真実の口での二人のやりとりのシ

ーンは、演技を超えた彼女の驚きが伝わってくる。ヘッ

プバーンは、それまでほとんど無名に近い新人役者だっ

たそうだが、この役でアカデミー賞主演女優賞を獲得し

た。ウイリアム・ワイラー監督は、予算制限の為、あの当

時には画期的だったカラー作品をあきらめ、その代わり

ローマ市内でのオールロケでの作品を作ったらしい。そ

の素晴らしい風景は人々をひきつけ、ローマは戦後の

廃墟から観光地として大きく成長したそうだ。

“真実の口にて”私流ローマの休日2004年8月
撮影

イラスト： Yoshikazu Egawa
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こうやって映画の面白さに魅せられた私は、中学入学と同時に演劇部に所属、3年の文化祭では

オズの魔法使いのドロシー役まで獲得した。高校入学後は、本格的に演劇の勉強でもしようと張り

切っていたが、生来飽きっぽい性格の私は、高校に入学するとすぐに他に興味あるものを見つけ

て、演劇の道はそこで途絶えてしまったのだ。

私事はそのくらいにして、今回のキーワードは、「すれ違い」。恋

愛映画を語るには欠かせない言葉だと思う。私は基本的にハッピ

ーエンドの恋愛ものより悲恋ものが好きだ。不完全な人間同士が

繰り広げるドラマがたまらなく面白い。そこで今回のキーワード“す

れ違い”にちなみ、今まで観た悲恋物語の中で、印象に残っている

映画をいくつか紹介しよう。

最初は2002年に公開された「エデンより彼方に（原題Far From 
Heaven）」という映画だ。主演はジュリアン・ムアー〔昼メロ出身演

技派女優〕、デニス・クエイド（メグライヤンの元夫）、それにデニス・

ヘイスバード（人気テレビドラマ「24」で黒人大統領を演じた）。舞台

は1950年代のコネチカット州、大企業勤めの出世コースを走る夫と

2人の子供に囲まれ裕福で何不自由ない生活をしている主婦が、

ある日夫が同性愛者だという事に気づき、それから不幸のどん底

へと落とされて行く姿を描いている。1950年代の同姓愛

者が受け入れられない世界で苦しむ夫、その夫を助け

たいと現実を直視しない妻、そんな二人に広がる溝。結

婚生活は破綻へ向う。友人達にも悩みを相談する事が

出来ず苦しみ続ける彼女を支えるのが、黒人の庭師で

ある。彼は大学出の秀才。それにもかかわらず職がなく

父親の庭師の仕事を引き継いでいた。そんな二人に友

情が芽生えやがてお互い好意を持ち始める。しかしそん

な二人も50年代の人種差別の犠牲になる。ラストシーン

の胸をかきむしられるような、別れのシーンは何度観て

も涙なしでは語れないであろう。

次は最近観た映画で今年の夏公開されたインデペン

デントフィルムの「テイク・デイス・ワルツ（原題Take This 
Waltz）」。主演は、ミッシェル・ウイリアムス（マリリン7日

間の恋で今年のゴールデングローブ賞受賞、アカデミー

賞主演女優賞ノミネート、ブロークバック・マウンテンで

共演した故ヒース・レジャーの元妻、今一番注目されて

いる女優の一人）、セス・ローゲン（喜劇役者、主な作品

ノックト・アップ等）、それにルーク・カービー（無名役者だ

けど、とにかくセクシー）。カナダのトロントを舞台に、料

理本出版の為に毎日自宅で料理研究している夫（ロー

ニューイングランド、コネチカット州紅葉ツアー
2009年秋撮影

トロント市内2008年9月撮影

イラスト： Yoshikazu Egawa
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ガン）と若妻（ウィリアムス)の日々の結婚生活の苦悩を描いている。彼女はひょっとした事から近所

に住む観光用人力車引きで自称アーティスト（カービー)と出会う。否定出来ない強いアトラクション

を感じあう若い二人、そしてその事実に全く気づかない夫。結婚生活において、お互いへの情熱を

持ち続けて行く事の難しさと、一時的に高まる異性へのアトラクションを抑えきらない妻。結局妻が

下した苦渋の決断。そして自分の下した決断に対する後悔。まだ若い彼女が理性と感情の狭間を

行き来し、苦しむ姿が悲しい。自分の中で正しい答えが解かっていても、あふれ出る感情をコントロ

ール出来ない彼女の弱さ。その姿をミッシェル・ウイリアムスが熱演しているのが印象的だった。

次に、悲恋ものではないが人間関係が複雑でとても

面白いヒューマンドラマをいくつか御紹介したい。最初

の映画が「レント（原題：RENT）」。主演はアダム・パスカ

ル、アンソニー・ラップ（二人共ブロードウェー俳優)。この

作品は2005年にブロードウェーミュージカルを映画化し

たもので（ジョナサン・ラーソン作、プッチーニオペラ「ラ・

ボエーム」を元に劇化）。舞台はニューヨーク、イースト

ビリッジ。ミュージシャンのロジャーとカメラマンのマーク

は古びたアパートで同居しているが家賃（レント）が払え

ず、立ち退き命令が出されている。彼らの理想と現実の

狭間での苦しみ、もがき、また彼らを取り巻く役者、踊り

子、弁護士などの仲間達との人間関係の難しさ、その友情の素晴

らしさ、憎愛が重なりあい、数々の社会的タブーに真正面から取り

組む生々しいミュージカル映画である。特にロジャーとミミのラブス

トーリーは有名で、このミュージカルから数々の名曲が生まれた。

ブロードウェーデビューした1996年にはトニー賞受賞、社会現象に

までなった人気ミュージカル。レントヘッドと呼ばれるファン達が劇

場に押しかけ、連日超満員、ニューズウイーク誌の表紙を飾るほど

の人気であった。もちろん私もロジャーを演じるアダム・パスカルに

熱を上げ、ニューヨークに何度も足を運び、レントを観に行った思い

出がある。ここでアダムと一緒に撮った貴重な写真を紹介しておこ

う。1996年のブロードウェーデビューから、9年がかりでの待望の

映画化。ミュージカルオリジナルキャストであるパスカル、ラップ共

に映画の主役に戻ってきてくれ話題になった映画だった。ちなみに

監督は、ホームアローンを監督したクリス・コロンバス。

最後に紹介したい映画は、「セント・エルモス・ファイアー（原題：St. Elmo’s Fire）」。やはりDCを

ベースにした映画を語らずしてこの原稿を終える事は出来ない。主演は、エミリオ・エステヴェス、ロ

ブ・ロウ、デミー・ムアー等当時ブラット・パックと呼ばれた若手実力派俳優達。1985年に上映され

た映画で、舞台はワシントンDC。ジョージタウン大学を卒業したばかりの男女7人の仲間達が、其

々に学生から社会人として苦悩、成長して行く姿を描いている物語だ。当時の若者達の姿を正直

に反映した映画で、その役どころは、80年代のレーガンエコノミスト如き若者、大学卒業記念に処

女喪失を決心する女子、彼との結婚に踏み切れず彼の友人と一夜を共に過ごしてしまう女子、また

アダム・パスカル(ロジャー役)と
1997年ブロードウェーRENT

イラスト： Yoshikazu Egawa
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麻薬に溺れる子などなど複雑だ。でも一番印象に残った

のはやはり成長しきれない葛藤多きビリー演じるロブ・ロ

ウ。彼に心を奪われない女性はいないと言われるほど

当時大変な人気俳優であった。いわゆるどこか危険漂

うハンサムボーイタイプである。「危険男症候群」に陥っ

た女性は、いけないとは分かりつつも、そんな男に一時

的に心を奪われるものである。私も学生時代にそんな経

験、2、3度した覚えがある。感謝すべきは「成長」。年を

重ねる事に経験を積み、理解を深め、そういう男には本

当の魅力がない事に気づいてくるのである。

また話が横にそれてしまったが、この映画は、其々が傷つきながらも失敗を通して大人へと成長

して行く姿を赤裸々に綴った面白い作品であった。

色々あーだこーだと語ってきたが、結局私が思うにハ

ッピーエンドの映画であれ悲劇であれ、恋愛映画を観る

たびに、我々は自分の経験を物語に投影し、時には感

動し、時には怒り、時には裁き、また時には慰められて

いるのではないかと思う。そして観賞している一時だけ

でも、私がローマの休日で経験したように、その場所に

連れて行って同じ感動を味合わせてくれるのが「いい映

画」なのだと私は思う。映画は単調な日々の生活から現

実逃避させてくれるエンターテーメント。これからもぐ～

んと心に迫ってくるような、生々しくて面白い、共感でき

る映画を私は観て行きたいと思う。

そこで、次のキーワードは、「共感」。

ジョージタウン大学キーブリッジから撮影

イラスト： Yoshikazu Egawa
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今月の書評
「自己アウトソーシング」
アーリー・ラッセル・ホックシルド
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

筆者が在住するワシントンでは日中、乳児や幼児（その多く

は白人）のベビーカーをナニー（ヒスパニックや黒人）が押して

いる姿を見かける。フルタイムで働く母親たちは、ナニーや保

育園に頼らなければ、仕事を続けることはできない。働く女性

は1900年には13％だったのが、1970年には28％、2010年

には約50％に達した。そして、18歳以下の子供を持つ母親の

70％が働いている。

独身の友人の中にはデート・サイトの利用者もいる。自身の

職場や友人のネットワークを通じても、パートナーに出会えな

い場合の手段である。彼らが「ラブ・コーチ」を雇ったという話

は聞いたことはないが、「ラブ・コーチ」は「ラブ・ライフのCEO
になるように」訓練してくれるらしい。

コーチはデート・サイトで多くの反応を得て、「ソウルメート」

との出会いのチャンスを増やすために、魅力的な自己紹介の

書き方を伝授してくれる。本当の自分の姿を少しだけ見せて、

他者との差別化を図ることで、興味を惹くのがコツらしい。自

分をデート市場で魅力的なブランド化して、マーケティングす

るためのヒントを与えてくれるのだ。

かつて家庭は市場経済や金銭的な計算より、家族同士の絆や愛情が優先される場であった。し

かし、近年、愛する対象や友人を探したり、代理出産やら子育て、年老いた親の世話まで、個人サ

ービスが私生活に取り入れられつつある。それは仕事に忙しくて、お金はあっても、時間がない、ま

たは自分の相談相手になってくれる友人を必要としても、その友人の相談に乗る精神的余裕がなく

一方的な「友情」を求めるといった、価値観が変わりつつあるアメリカ人のニーズの反映である。

著者はカリフルニア大学バークレー校の社会学名誉教授で、数百人からのヒアリングに基づき本

書を記した。個人サービスの台頭は70年代以降、市場の力が米国民の生活を支配するようになっ

てから顕著になってきたそうだ。コミュニティーや政府が果たしていた役割が市場に任せられるよう

になったためだ。

あらゆる個人的なニーズに対応できるように多種多様なサービスが存在する。レンタル・フレンド

は食事や映画、旅行に同行してくれる。レンタル・グランマはイタリア系、黒人、メキシカンなど自分

のエスニシティーに合わせて選択できるし、伝統的な料理を教えてくれ、家族を囲んだディナーに同

「自己アウトソーシング」
アーリー・ラッセル・ホックシルド（メトロポ
リタン・ブックス）
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イラスト： Emi Kikuchi

席してくれる。ウェディング・プランナーは「想い出」作りを演出するプロである。夫婦仲が険悪になっ

たら、結婚カウンセリングに行けばよい。ユング、クリスチャン、ニューエージ等、色々なアプローチ

を選択できる。また不倫など不仲の原因や、人種、職業からも専門家を特定できる。ケアテーカー

は老人ホームや病院にいる高齢の親を訪問してくれる。

子供向けのサービスも多様だ。3歳くらいになると、バースデー・パーティーに専門家が雇われ

る。パーティー・オーガナイザーは道化師を雇い、さまざまなゲームなどを用意することで、すぐに

飽きてしまう子供たちに次々に刺激を与え、親たちが子供の面を見なくてもよいように工夫する。子

供にふさわしいサマー・キャンプを探したり、自転車の乗り方を訓練したりといった、従来は親が果

たしていた役割も外注できる。なかでも行き過ぎと思われるサービスの中には、トイレ・トレーニング

を代行したり、指しゃぶりを止めさせるサービスもある。

子育てには忍耐を要するが、素早く決断を下し、結果を重視する役職などについている親にとっ

ては、お金で解決してしまった方が楽なのだ。しかし、サービス市場の専門的知識に依存すること

は、自身の自信や友人・家族の能力に対する信頼の喪失につながる。またサービスを提供してくれ

る市場が、私生活上、自力でこなすべき役割に対する判断基準を左右している。忙しい中、私生活

を保持するためにアウトソーシングすることが、逆に私生活への脅威となっているのだ。

（NEW LEADER 2012年9月号より転載）
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〜前回までのあらすじ〜　ワシントンに駐在する新庄透は若い黒木アリサに惹かれ彼女のアパートで一夜を過ごした。
妻の幸子がやって来て単身赴任ではなくなった透は久し振りに逢ったアリサから妊娠したと告げられて狼狽し、決意を
固めた。

　
「お腹の子供のことだけれど、俺は責任を取るよ」

透はアリサの眼を見ながら精一杯の誠意を込めてそう言った。彼女と子供を取る決意をしたのだ
から、今になってその決意を翻してはならないはずだ。

もう後戻りはできない。透の首筋にひやりと秋の風が吹き付ける。

アリサは熱い眼差しで透を見返すと、次の瞬間にはマドンナのごとき笑みを浮かべた。

「新庄さんってすごくイイ人ですね」

「イイ人って当たり前だろう。男として、当然だ」

透が断言すると、不意に彼女の眼に涙が煌めいた。強がっていた顔が涙に崩れ、アリサは透の
胸に抱き付くと声を上げて子供のように泣き出したのだった。

透は彼女をしっかり抱き締める。一人で悩んでいたに違いないアリサが不憫で、そして愛しくて、
思わず腕に力が籠った。他のことなどどうでもいい。もう彼女を手放したりしない。これから一生守っ
てやるのだ。

アリサを抱き締めながらも、透は既視感に捉われる。前にこれとそっくりの場面があったはずだ。
そう、幸子を抱き締めて、これから一生彼女の傍にいる、と約束したはずだ。もう絶対君を手放さな
い、と。

しばらく透の胸で泣きじゃくっていたアリサは、鼻を啜りながら顔を上げた。

「ゴメンナサイ、恥ずかしいところをお見せしちゃって」

「いいじゃないか。泣きたいだけ泣いてくれよ」

「もう大丈夫です」

アリサは指先で涙を拭うと笑顔を見せ、そして告げたのだった。

「でもお腹の子供、あなたの子供じゃありません」

頭を鈍器でガツンと殴られたような衝撃だ。いったい何だ、それ？

愕きのあまり透が言葉を喪っていると、アリサが申し訳なさそうな顔をした。

「ボーイフレンドの子供なんです」

新たな衝撃に、透は言葉も出ない。考えをまとめなくてはと思うのだが混乱の極致だ。

「しかし・・」

アリサは透の手を握り締めると、声に笑いを滲ませて語った。

「新庄さんたら、せっかくうちへ遊びに来たのにあの晩バタンキューと寝込んじゃったじゃないですか」

ということは、彼女を抱いていないということ？

困惑した透の胸の裡の問いに答えるかに、アリサが頷いた。

連載小説「ワシントン・スクランブル」

〜第九話　サンクスギビング〜

愛川 耀

＊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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「中絶しよう、って彼が言ったんです。それで私、頭に来ちゃって。そうしたら新庄さんが店に訪ね
ていらっしゃったから、ついこぼしてしまったの」

本来だったら騙されたことを怒るべきかもしれないが、透はアリサでなくそのボーイフレンドに怒り
の矛先を向けた。

「そんなヒドイ話ってないぜ。そんな男とは別れてしまえよ」

アリサは首を横に振った。別れられない、と彼女は言っているのだ。

「じゃあ・・」と透は言葉を継ぐ。

「じゃあ、俺がそのボーイフレンドに話をつけてやるよ。子供はちゃんと育てろ、ってね」

アリサは美しい瞳に再び涙を湛えると、透の首にギュッと抱き付いた。

「で、どうしたんだ、その後」

大笑いした後、篠原が透に尋ねた。

感謝祭は四連休なので男四人、ゴルフ合宿でマートル
ビーチに来ている。三日間で五ラウンドを終え、明日は
もう一ラウンドしてからワシントンへ帰る予定だ。もともと
は単身赴任者仲間で、との話だったが、透は幸子を置
いて来たのでいささか後ろめたい。

他の二人は明日のラウンドとワシントンまでの長距離
ドライブに備えてもう部屋に戻ったが、透は篠原と打ち
上げも兼ねてホテルのバーで一杯飲んでいた。

「どうしたも、何も。要するに俺は道化役だった、ってこ
とだ」

「で、そのアメリカ男に説教を垂れてやったわけか」

透はその場面を思い出して苦笑いをする。まさか彼女に惹かれている中年男として登場するわけ
にもいかないので、彼女の元上司として、男ならキチンとしろ、と言ってやったのだ。こういう時には
年長ということが多少は役立つ。

幸い彼女のボーイフレンドも子供を育てるという選択支を考えていなかったわけではないらしく、
アリサが中絶なんて言うなら日本へ帰って子供を産んで育てると宣言したこともあり、結局は彼も覚
悟を決めたようだった。

「でも、勉強になったよ」　

ビールを飲みながら透が溜息をつくと、何がだ、と篠原が尋ねた。

「俺はお前と違う、っていうことさ。最後の恋がしたい、なんて足掻いてみたわけだし、幸運にも素
敵な女性に巡り逢ったわけだが、しかし、こちらの覚悟が足りない。今の結婚を手放してまで他の
女に走りたい、っていう覚悟が、さ」

「新庄、いいか？その考え方が間違っているんだ。何も結婚と彼女を両天秤にかける必要はな
い。女房は女房、彼女は彼女だ。女に惚れる度に離婚していたんじゃ、身体が幾つあってももたん
ぞ」

確かに彼みたいに器用な男にはそれができるのかもしれないが、自分には無理だ、と透は悟る。
別に浮気に憧れているわけではない。常に本気でいたいのだ。

透はアリサの面影を、そして彼女の彼氏の澄んだ青い瞳を思い起こす。悪いヤツじゃない。ただ、
人生の行く先に怯えているだけだ。もし自分が若かったらあの男からアリサを奪い取りたいと思った
だろうか。それだけ本気だっただろうか。

「おい、明日は早いラウンドだから、もう寝ようぜ」

篠原に促されて二人はバーを離れた。
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深夜に家へ辿り着いてみると、休日だというのに幸子は留守だった。

暗い家に帰るのは馴れっこになっているが、玄関を開けた時にどこかよそよそしい空気を感じる。
ゴルフバッグと荷物を片付け、透はキッチンへ向かった。

コーヒーを淹れようとして、キッチンのカウンターに幸子からの書き置きがあるのに気づいた。

「クラスの仲間のところに泊るので、急用があったら携帯にお電話下さい」

こちらは合宿に出掛けていたので幸子の外出にとやかく言う資格はないが、それでも透は不機嫌
になった。帰って来た時にお帰りなさいと言う声が聞ける家庭を築くべきだった、と今になって後悔
する。これまでも出版社に勤務し締め切りに追われる幸子の方が帰宅が遅いことは多く、振り返っ
てみると夫婦でバラバラな人生を歩んでいたように感じる。

たぶん東京にいたらそれが不思議でも何でもなかったはずだが、ワシントンでの単身赴任を経
て、或る意味では考える時間を有り余るほど与えられ、今のままではいけないという気になってい
る。だが、どうしたらいいのか、答えが出ない。

透はコーヒーをマグカップに入れ、溜息を洩らした。今夜はゴルフ疲れもあり、たぶんぐっすり眠
れるであろうことだけが救いだ。

いつもと同じ月曜日だった。少なくとも透にはそう思えた。

それで、昼食を一緒に食べよう、と妻の幸子から携帯のメッセージを受け取った時にも、それじゃ
あジョージタウンで、と折り返して何気なく場所を指定したのだ。

ジョージタウンのキーブリッジに近いところ、ウィスコンシン通りの裏にヨーロッパ風のカフェ・レオ
ポルドがある。透がタクシーで到着すると、幸子は既に来ており中庭のテーブルで外人の女性と喋
り込んでいた。

「あなた、クラスで一緒のベッツィー。ここで偶然一緒になったの。彼がうちのハズよ」

そのベッツィーという女性は、はじめまして、と挨拶すると透が気まり悪くなるぐらいこちらの顔をじ
っと眺めた。幸子から大学院のクラスには新卒だけではなく就職経験のある年長者も多いと聞いて
いたが、三十代後半という歳恰好の女性だ。

彼女は少し躊躇いがちに透に尋ねた。

「どこかでお目にかかりました？」

まったくその記憶は無いので、いえ、と透は即答する。

外人女性が数人遣って来て、どうやらそのグループがベッツィーの待ち人らしく、彼らは揃ってレ
ストランの中に入っていった。

「彼女はボーイフレンドに浮気されて、今荒れているところなの。昨晩もさんざん聞かされちゃった
わ。なんでも相手は日本人の女の子なんですって。ワシントンって、日本人の学生って結構多いわ
よね」

幸子はメニューを見てマッシュルームのタルトを注文し、透はサーモンを頼んだ。

天気の良い日で太陽が燦々と降り注いでいるが、十一月ともなると戸外は少し冷える。

「ここ、ちょっと寒くないかい？」

「いいわよ。こっちの方が中よりムードがあるじゃない。ちょっとデートしている雰囲気」

幸子が中庭の噴水を眺めて嬉しそうに言った。確かにデートに違いなく、そういえば妻と一緒に外
出して洒落たレストランで食事することなど、もう何年もなかった。

「気に入ってもらえて嬉しいよ」

透は珍しく本音を吐いた。

今日は幸子が早めに帰れると言っていたのでそろそろオフィスを出ようかと考えていた矢先に、そ
の電話はかかって来た。幸子からだった。

「あなた、いったい全体どういうことなのか、ちゃんと説明してちょうだい！」
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今月の簡単レシピ：
「チョリソーのクリームトマトチャウダー」

フードクリエイター　木内 由紀

ぐっと寒くなってきましたね、セントラルヒーティングで家の中は温かく、家から車移動…というスタ

イルのここでは、ついつい薄着で慌てて出かけ、冷えてブルブル帰宅…、なんて事もしばしば…。

そんな日の食事にはスープが欠かせない…野菜も、お肉やお魚もスープに込めて一緒に頂いて

しまえば、美味しさいっぱい体の中からポカポカな冬のお助けメニューですね。

今回はスペインのソーセージチョリソーとクラム缶を使って、とっても簡単なのに味わい深く、更に

野菜も一度に摂取できてしまうスープをご紹介します。

クリーミーなトマト風味を少し濃厚スープに仕上げ、パスタやライスと共に頂いてもらえるようなレ

シピにしました、私はチーズ入りラビオリと頂くのが気に入っています。

レシピ以外にもお好みの野菜を加え、体の芯から温まって深い眠りに入ってくださいね。

チョリソーのクリームトマトチャウダー（4人分）

≪材料≫

・玉ねぎ（1cm角）：：1/2個（150g）

・チョリソーソーセージ（Chorizo）（5mmの半月切り）：：1本

（90g）

・にんにくすりおろし：：2かけ分

・にんじん（5mm角）：：100g
・セロリ（5mmに切る）：：100g
・牛乳：：130ｃｃ

[a]
・カットトマト缶：：1缶（410ｇ）

・クラム缶：：1缶（クラムジュース含み180g）

・砂糖：：大さじ1
・中華だし（又はチキンブイヨン）：：小さじ2

・パスタやラビオリ、ライスなど：：お好みで

≪作り方≫

【1】鍋に油（分量外）を熱し、たまねぎを炒め、透き通ってきたらチョリソーも加え炒め、チョリソーか

ら油が出てきた頃、にんにくも加え中火で炒めます。

【2】にんにくの良い香りがしてきたらにんじん、セロリと順に加え火を通し、全体が油になじんだ頃

[a]を加えます。



JCAW Copyright © 2012 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。 

20

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2012年11月号

〜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/

【3】ブツブツと煮立ってきたら弱火~中火にし野菜がやわらかくなるまで5分程度煮込み、牛乳も加

え沸騰直前まで温めたら出来上がり。お好みのパスタやライスと一緒にどうぞ。

≪ポイント≫

●スープだけで頂く場合はブイヨンを半分～程度に調整し味見をしながら仕上げて下さい。牛乳の

半量を生クリームに代えると更に濃厚なスープに、お好みでどうぞ。

●チョリソーソーセージ（Chorizo）は、スペインの豚肉ソーセージで、にんにくやパプリカがブレンドさ

れ発色も香りも良く味わい深い風味を演出してくれます、スペインでは味のベースに使われる事も

多いようです。チョリソーが手に入らない場合は、手軽に買える豚肉のソーセージで代用でもokで

す。

●クラム缶はアメリカのスーパー、イタリアンのコーナーに並んでいます。

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⑱」

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:
PAST TIME: There are several ways to talk about actions that happened in the past.
1. SIMPLE PAST is used when we know the specific time that something happened. （過去

にありました。いつあったか、はっきり分かります。）

a) I went to New York City last month.  I attended university in the 1990s. 
2. PRESENT PERFECT is used to talk about the past when we do not know the specific time 

something has happened.  Also we use PRESENT PERFECT in these situations:
b) Action happened before now, we do not know the time.（したことがあります。）

Ex: I have read that book. I have seen that movie.
c) Action happened many times in the past.（Key word: TIMES）（何回か以前にやりまし

た。今はやっていません。）

Ex: I have visited Kyoto many times. I have eaten FUGU twice.
d) Action started in the past and continues until now. （Key words: for, since, how long?）

（以前からはじまって、今も続いています。）

Ex: I have taught English at Japan America Society for over 3 years.（and I am still 
teaching there now.） I have had a puppy since October.（and I still have her now.）

Practice your knowledge and state which rule applies.
1. I ___________________ the bank customer support center yesterday. （contact）
2. I ____________________ the same support center many times. （call）
3. Their service ______________________ horrible when I called. （be）

4. I ___________________________ bad service before, but never like this! 
（experience）

5. I ______________________ again 20 minutes ago. （try）

6. I’m still on the phone now. I _______________________ for 20 minutes. （wait）

Answers: 1- contacted （1a）, 2- have called （2b）, 3- was （1a）, 4- have experienced （2a）, 5- tried （1a） 6- have 
waited （2c）

http://www.us-japan.org/dc/pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf
http://www.us-japan.org/dc/pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf
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11月号編集後記

商工会会報10月号を発行してからの1か月、ハリケーン・

サンディーが米東海岸に来襲し未曾有の被害をもたらしま

した。また、その直後となった4年に一度の大統領選では、

オバマ大統領の再選という結果になりました。振り返ってみ

れば、米国歴史に残る大事件が集中した密度の高い月と

なりました。サンディーはニュージャージーやニューヨーク地区が最も深刻な被

害を受けたようですが、ワシントン地区でも強風や洪水、停電等により、被害を

受け不便を強いられた方もいらっしゃるものと思います。心より、お見舞い申し

上げます。大統領選の結果については、本会報読者も、様々な思いを持たれて

いるものと存じますが、共通の思いとして、直前まで続いた選挙宣伝のニュース

がやっと終わり、安堵している読者も多かろうと存じます。

11月号では、特集として、今般商工会理事に就任された秋山氏からの会員皆

様へのご挨拶、中世日本史を通じて現在の日本を世界に発信されている北川

智子様の講演報告、そして、園田前理事の日米関係への思いを投稿いただき

ました。また、服部弁護士には、最近のメディアによる悲観的な報道の陰に隠

れている日本の底力をご紹介いただきました。自然と政治の「嵐」のあとのひと

時に、じっくりとお読みいただければ幸いです。

伊藤・花井
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