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「帰任にあたって」 

この3月で日本に帰任されました北米日産自動車会社の吉田誠
様。アメリカでの4年間を振り返って頂きました。 P.11

「ポトマック河岸逍遥」

先月号に引き続き、国防大学訪問研究員の萬浪
様にご教授頂きます。今回は日米の軍事に関わ
る歴史についてご執筆頂きました。 P.13

「募金活動の模様」 

東北関東大震災の義援金を募る活動が多くの方々によって行わ
れています。今回はCoalition of APA Organization(P.5) 及びス
ワンソンさん・木内さん(P.9)の活動模様をお届け致します。

「ディスカバー・ウエストバージニア」 

米国ウエストバージニア州政府日本代表事務所、通商・総務担
当の村山敦子様にウエストバージニアの魅力や見どころを詳しく
ご紹介頂きました。 P.20

「ワシントン　スポーツ三昧　その1：テニス編」 

インテレッセインターナショナルの渡邉聖子様にテ
ニスを通じての出会いや友情、またテニスの醍醐
味や夢についてご執筆頂きました。 P.23

「大震災から復興に向けて自分ができること」 

ご自身も阪神大震災を体験されたNEXCO-West 
USA, Inc.,Vise Presidentの松本正人様。復興に
必要不可欠である「インフラ復興」の取り組みや支
援についてご執筆頂きました。 P.3

 

「ポーランドの中のアメリカ、アメリカの中のポーランド」 

ポーランド大使館にお勤めの神尾信光様の前任
地はここワシントンDC。一日本人の観点から米国
とポーランドの関係や相似点についてご執筆頂き
ました。 P.17
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ワシントン日本商工会メンバーの皆様へ

この度の東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申
し上げますとともに、お亡くなりになられた多くの方々とご遺族の皆様に対し
謹んでお悔やみ申し上げます。

祖国を遠く離れているワシントン日本商工会メンバーにできる事として、当
地の団体や個人の方と連携して義援金を集めておりますが、物心両面から
ご協力頂いている皆様に対しこの場をお借り致しまして深く御礼申し上げま
す。

同時に、支援の手を差し伸べて頂きました米国政府を始めとする多くの国
々や草の根レベルで活動して下さっている世界各国の皆様に敬意を表すと
共に、心より感謝の意を表する次第です。

オバマ大統領は日本に対するお見舞いのメッセージの中で「日本人の強靭
さと英知を思えば、日本が再建を果たすことは間違いないだろう。そして日本
は以前にも増して強くなるだろう」と日本を激励してくれましたが、文字通りこ
のような国難の時こそ我々はお互いに手に手を取り協力し合って物理的・精
神的ショックを乗り越えていかねばなりません。

危機的な状況下における日本人のFortitude（不屈の精神）・Resilience（回
復力）・Civility（礼儀正しさ）などを複数の海外メディアが驚嘆して報道してい
ますが、実際に自己犠牲をものともせず災害復旧に尽力している同胞の姿を
目の当たりにして我々は時に涙すると共に大いに誇りを感じました。

当面の間、日本では災害の後遺症と混乱の中で不安・不便な生活が続くと
思いますが祖国は必ず立ち直ります。

皆様引き続きご協力・ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

ワシントン日本商工会・理事一同
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このたびの東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々
のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまに心からお見
舞い申し上げます。

今回の震災のニュースは、こちらワシントンDCでも「JAPAN IN 
CRISIS」として連日報道されており、ニュースにて悲惨な映像や悲観的
なコメントを見聞きするたびに心が痛む思いです。

巨大地震と原発事故という未曽有の危機に直面している日本に対し、
こちらワシントンDCでも多くの方から日本に対するSympathyの声を多
く聞きます。先日もレストランにて見知らぬ人から「日本にお金を寄付し
たいのだけれど、良い団体を紹介してもらえないか」と声をかけられまし
た。募金先としては、米国赤十字社（Red Cross）などがすぐに頭に浮かびますが、「Red Cross以
外に募金をしたい。確実に被災者の役に立つところに、直接食料と毛布を届けたい」などという声も
多く聞きます。みなさん、被災者に対する気持ちを何とか形にしたい思いはありますが、実際には、
その受皿を用意し有効に使う仕組みの構築が追いつかないのが現状ではないでしょうか。

私自身は、神戸市灘区にて16年前の阪神大震災で震度6強を体験し、その後、数年間にわたっ
て、耐震工学を専門とする土木技術者の一人として神戸の街の復興を見届けてきました。阪神大
震災の時には、最終的に被災した市民にいくらかの見舞金が支給されましたが、多くの被災者が
おられる中で被災者一人ひとりが受け取れる見舞金の金額は限られており、家や仕事を失った方
々にとっては恒久的な支援になり得ないのが現状です。一般に、被災地では、人命救助 → 行方
不明者の捜索　→　水と食料品と毛布などの確保　→ 避難所の環境整備（トイレ・風呂・暖房の確
保、衛生状態の回復） →　水道・電気・ガスの復旧という段階を経て、応急復旧から本復旧へと徐
々に移行していきます。その後、住居を失った方々への仮設住宅の供給が始まりますが、ここまで
きてひと段落してしまえば、もはや被災地の様子はマスコミに取り上げられることもほとんどなくな
り、他の地域に住む人々にとっては震災の記憶は徐々に風化してしまいます。

しかし、被災地の本当の「復興」は、道路や鉄道が復旧し、瓦礫を処分して街が息を吹き返し、仮
設住宅から脱出して経済活動を再開し、経済が立ち直ってはじめて完結するものです。神戸でも、
鉄道が復旧するまで三ヶ月、高速道路は一年以上かかりましたが、実は経済的支援が最も必要な
のはこのインフラ復興と経済復興の段階ではないかと思います。

そこで、被災地の中長期的な復興に欠かせない「インフラの復興」を支援するための枠組みが構
築できないものかと考えました。私は、今年から国際道路連盟（International Road Federation: 
IRF）の理事に就任することになり、道路業界では国際的にも発言力を持つ立場になりまし
た。2011年3月21日（月）に理事会が開催され、他の理事からも日本に対するSympathyのお気持
ちをたくさん頂きました。理事会の場で、私が日本の状況などを説明し、IRFのPresidentから、日本
のインフラの復興や今後防災をテーマとして留学する学生への支援を目的とした基金を設立するこ
とを提案して頂き、全会一致で承認されました。これまで、日本は社団法人日本道路協会を通じ、
長年にわたって国際道路連盟の活動に大きく貢献してきており、今回の基金設立の提案は、これ
までお世話になった日本への恩返しの意味が込められています。世界の道路関係者の温かい気

「大震災からの復興に向けて自分ができること」

NEXCO-West USA, Inc.
Vice President, Masato Matsumoto （松本正人）
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持ちに、胸が熱くなる思いでした。

また、このインフラ関係基金の設立以外にも、アメリカに駐在している日本人の一人として、他に
何かできることはないかと考えてみました。今回の震災の特徴の一つは、大津波によって街のほと
んどが水没してしまった地区があることだと思います。一度水没した街は、その後、水が引いても元
の状態で使える建物や設備はほとんどなく、街の復興は困難を極めると思われます。ハリケーン・
カトリーナで被災したニューオーリンズの街でも、堤防が決壊して街のほとんどが水没するという被
害を受け、完全復興に向けた取り組みが現在でも続いていると聞きますが、復興に向けて技術面、
財政面、ボランティアを含めた支援組織体制でどのような取り組みがされてきたのかを調べること
で、短期的な危機を乗り越えた後の日本の復興に寄与できるのではないかと考えました。もちろ
ん、お金や物資を出すことも必要であり貢献の一つの形ですが、それ以外にも自分にできることが
ないかを考え、行動に移していきたいと思います。一人ひとりができることは小さいですが、みんな
でできることを探して行動に移すことで、やがては大きな影響を及ぼすことができるのではないでし
ょうか。そして、今回の震災に力を合わせて立ち向かうことを通じて、日本人が本来持っていた「秩
序を守る。誇りを持つ。助け合う。忍耐強くやりぬく」という素晴らしい国民性を、世界に向けて発信
できれば良いと思います。被災地の一日も早い復興に向けて、日本人一人ひとりが自分にできるこ
とを考え、力を合わせて困難に立ち向かっていきましょう。

イラスト：　石田紀治くん　7歳
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Dear Friends who participated in CAPAO Pan-Asian “Hope for Japan” Fundraiser,
 
Less than 10 days ago, after being horrified and 
dismayed by the tragedy that was happening in 
Japan because of the earthquake, tsunami, and 
the subsequent nuclear reactor situation, a group 
of us were wondering what we could do to help 
the Japanese people in their time of need. Ms. 
Kaoru Chikushi, a graduate student in the Masters 
Program in Public Policy at the University of 
Maryland contacted me and said, “We have to do 
something about this! It’s too unbearable unless 
we can help somehow.” I was feeling the same 
way, and while I was talking with Kaoru, Mr. Haipei 
Shue called in to express his worries about whether 
my own family was affected. I told him that so far I had friends who were deeply worried (I had 
been talking with one on skype when the earthquake had hit) but that my extended family was 
accounted for and that Kaoru was still looking for her father (he returned home from travel after 
three days of being unable to communicate with his family because of the transportation and 
cellular disruptions). Haipei soon remarked he wanted to do something with us to help in any way. 
 
A few hours later, Kaoru and I met with Ms. Natsumi Ajiki, another Japanese student and 
we all decided to do something.  During our meeting, I also called Mr. Warren Minami and 
asked him his thoughts about the importance of providing relief. He was very supportive, 
and I followed up by contacting Mr. John Tobe at the Embassy of Japan to express our 
interest in starting a fundraising effort to help the victims of the earthquake and tsunami. 
 
The four of us then proceeded to contact many of our friends, colleagues, and ssociates, 
and we asked each of you to join us in a planning meeting that was held on March 16, 2011 
at Chinatown Garden Restaurant in Chinatown, Washington, DC. 27 individuals, representi
ng many organizations, showed up to the meeting and out of this surge of energy, concern, 
compassion, and interest, we decided to launch a pan-Asian fundraiser within the next ten 
days.

Ten days later, on March 26, 2011, at China Garden Restaurant in Rosslyn, Virginia, we held 
the pan-Asian fundraiser called “Hope for Japan” with the belief that roughly 200 people 
would attend the event. A miracle of dedication from volunteers, donors, program participants, 
students, and government leaders led to a turnout of over 365 individuals attending a program 

「CAPAO Pan-Asian “Hope for Japan” Fundraiser」
Director and Associate Professor
Asian American Studies Program

University of Maryland
Larry Hajime Shinagawa, PhD
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that lasted from 6 to 9:30 pm. The program’s theme 
was “Hope for Japan” -- a pan-Asian fundraiser 
to help the people of Japan in their time of need. 
We wanted to make sure that there was ample 
coverage of the event so over 20 reporters came to 
cover the event, and, as a result, coverage on this 
was covered by crews from Japan, China, Korea, 
France, and the United States. In the United States, 
for example, National Public Radio reported about 
the importance and significance of the fundraiser 
and emphasized the pan-Asian aspect of 
our event. Similarly, Mr. Jay Chen of Asian 
Fortune decided to cover the story as a lead article for the next issue of what is considered the 
largest Asian Pacific American newspaper in this region. Jiji Press of Japan covered the event 
and broadcast the news to the people of Japan. Several Chinese television crews, including 
Phoenix Television, broadcast parts of the program and interviewed several of us about the 
event. Their television broadcasts were shown throughout China and Asia, including in Japan. 
 
We were also blessed by the participation of over 35 different Asian Pacific American 
organizations who represented the wide diversity of experience among our communities. 
Moreover, we received platinum sponsorship from several major Japanese and Chinese 
corporations that showed that the corporate community was deeply concerned and caring 
of the people of Japan. Several representatives from the Governor’s Office of Maryland, 
Mayor’s Office of Washington DC, and congressional representatives also came to support 
our event.
 
I think for many of us who were part of the planning 
committee, we benefited from the able helming 
by the co-emcees, Ms. Kaoru Chikushi and Mr. 
Phil Tajitsu Nash. Throughout the evening, they 
were a class act and introduced the rest of the 
program with aplomb. Following a moment 
of silence recognizing the victims and survivors 
of the Japanese earthquake and tsunami, the 
program began with a short word from Haipei, 
Kaoru, and me.
 
One of the high points of the evening was a very 
moving speech by Mr. Hideo Suzuki, Minister and Head of Chancery, of the Embassy of Japan 
in the United States. He expressed the urgent situation in Japan and the need to provide 
assistance to the people in Japan.  This was followed by a video powerpoint presentation 
by the Asian American Student Union (AASU) of the University of Maryland of both the 
devastation brought on by the earthquake and tsunami, and the people-to-people efforts that 
were underway to provide relief.

Nothing is more meaningful for all of us than to here from individuals who have seen the 
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devastation and suffering from those who are trying to help. We were honored by the presence 
of Mr. Rex Strickland, a member of the Fairfax County Urban Search and Rescue Team. 
Himself Japanese American, his story was a moving testament to how severe the disaster 
had been and how important it was to continue to provide relief there.
 
Following a wonderful traditional dance 
performance by Ms. Onoe Ryu, Mr. Tomohiko 
Makino presented a very illustrative and factually 
based powerpoint presentation that highlighted 
the intensity of the earthquake, the severity of 
the tsunami, the health effects following them, 
the relief efforts from different countries in Japan, 
and the dangers of nuclear radiation. I think all 
of us became more informed about the situation 
in Japan and how it has become not only a issue 
for Japan, but one that is truly a global and shared 
matter of concern and caring.
 
As the program finished, Ms. Mari Kuraishi, President and Founder of Global Giving Foundation, 
discussed how giving that night would lead toward direct services and direct relief in Japan. 
As our giving partner for the fundraiser, we are very happy to work with her in making sure 
that the funds are directed toward the needs of Japanese directly affected by the earthquake, 
tsunami, and radiation situation.
 
Throughout the evening, we recognized our community members and fundraising 
supporters. We were also blessed by the capable and superb job that Ms. Kristine 
Minami had done in organizing not only a silent auction but a raffle. Through her efforts, 
almost $3,000 had been raised. We thank the sponsors of the auction who were so 
giving of their auction items -- Bretton Woods Country Club, HIRO, Kiyo Jean Kariya, Dr. 
Warren and Carol Minami, Dr. W.R. Niedzwiecki, Chiaki, Hana Japanese Restaurant, 
Dr. Robert Laughlin, Meiwah Restaurant, Kristine Minami and John Conger, Momo Tari 
Sushi, Dr. Raymond and Mary Murakami, Stephanie Pueleio, Sushi-Ko Restaurant, and Aaron 
Whittier. Your support was very much appreciated by all of us!
 
The evening ended with great energy an 
enthusiasm. So how much was raised in the 
evening?
 
$26,355 that evening. 
$18,161 was generated online. 
 
Total funds generated: 
$44,516

There are still a few donations that are still coming 
in, so that figure may change in the next couple of 
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days and increase. Moreover, the Japanese American Student Association of the University 
of Maryland has decided to donate all of its proceeds for its Taste of Japan event at the 
University of Maryland toward the “Global Giving Japanese Relief Fund.” The event will be on 
April 30th and we hope to raise thousands of additional dollars at that event as well.
 
Before I close, I want to thank all of you on the 
planning committee that spent so much time 
to make sure the word went out. There are too 
many people to acknowledge, but each of you 
-- Gale, Jim, Stan, Jeffrey, Jennifer, Jason, 
Ying, Natsumi, Kaoru, Jessica, Steve, Tina, 
Xinqian, Natsumi, Pauli, Kozue, Echo, Vivian, 
Kristine, Warren, Haipei, Jack, Kimberly, Steve, 
Song, Hayato, Jenny, Michael, Cristian, Hsuan, 
Ted, Alex, Hank, Liqun, Jay, Mary, Gloria, 
Christine, Phil, Rex, Makino, Ryota, Mutsuo, Mari, 
Bennett, Mike, David, Jane, Camilla, Kin, Shi, 
Helen, Vivian, Christina, Khalid, David, Christine, Andy, Kimberly, Diane, Deepa, Hsuan, Jay, 
Steve, Hoan, Saki, Jeanelle, Casey, Ichiro, and Pineapple -- have made an enormous 
difference.
 
As all of us recognize, the most important thing that we could do is to show to the Japanese 
people that we are deeply concerned about them and want to help out. We know the funds 
can help in direct relief efforts, but also know that the pan-Asian effort is very symbolic in that 
we all can work together from Asia and among Asian Pacific Americans -- when we are united 
in such an important cause.
 
On behalf of all of us involved in the Coalition of Asian Pacific Americans for Japanese 
Earthquake and Tsunami Relief, we deeply appreciate your help and assistance.
 
Sincerely,
 
Larry Hajime Shinagawa, Kaoru Chikushi, Haipei Shue, Natsumi Ajiki 

東北関東大震災チャリティーイベント

Coalition of Asian Pacific American Organization
筑紫　薫（Kaoru Chikushi）

皆様

3月11日に発生した東北関東大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、
一日も早く復興を遂げられますことをお祈り申し上げます。
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この度、CAPAOは、3月25日（金）午後6時か
ら環アジア系アメリカ人の組織の合同により被災
者への義援金を募るディナーを開催いたしまし
た。9日間で企画したチャリティーイベントにも関
わらず、当日は全米で最大の会員規模を持ちま
す、OCA（Organization of Chinese America）、
CAPAL（Conference on Asian Pacific American 
Leadersh ip）、JACL（Japanese Amer ican 
Citizens League）に加え、約32のアジア系アメリカ
人組織からの代表者にお越しいただき、個人の参加
者も含め、合計で365名にお集まりいただきました。
　義捐金は合計で、$44,516集まりました。　

プログラムに関してですが、最初に日本大使館　総務公使　鈴木　秀生様よりお言葉をいただき
ました。その後、メリーランド大学の学生による復興支援のプレゼンテーション、先週被災地から戻
られたRex Strickland氏（a member of the Fairfax County Urban Search and Rescue Team）の
スピーチ、尾上流日本舞踊のお舞台、Johns Hopkins Universityに留学していらっしゃる牧野友彦
様に支援活動についてのプレゼンテーションをしていただきました。最後には、今回のチャリティー
イベントで集まりました寄付金の送り先でありますGlobal Giving創立者でありPresidentでいらっし
ゃる倉石真理様のご挨拶でプログラムが終わりました。　

最後になりましたが、私たちのグループ名、CAPAO（Coalition of Asian Pacific American 
Organization）をご紹介させていただきます。環アジア系アメリカ人が、団結して今回のようなチャリ
ティーイベントや社会的問題に取り組むことを目的として、Professor Larry Shinagawa（Universit
y of Maryland）、Mr. Haipei Shue、そして筑紫薫により3月16日につくられたグループです。お蔭
様で、25日には、DC近郊にいらっしゃる日本人の方
々、アジア系アメリカ人、在米アジア人、そしてアメリ
カ人が一同となって、地震により亡くなられた方、そ
して今も苦しみの中にいらっしゃる被災者の方々を
悼み祈りを捧げ、被災地、さらには日本の復興に向
けて話し合い、結束することができたと思います。

当日は、商工会のメンバーでいらっしゃる多くの方
々に、ご参加いただきました。ご多忙のところ、急な
お願いにも関わらず、お力添えいただきましたこと、
感謝申し上げます。季節の変わり目ですので、どう
ぞお身体大切にご活躍くださいませ。
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スワンソンさん・木内さん教会での募金活動

本会報でお世話になっております、ジェニファー・スワンソンさんとフードクリエ
ーターの木内由紀さんが教会にて募金活動をされました。大変ご苦労様です。
その模様の写真をお届け致します。お子さん達が描かれた絵にとても元気づけ
られます。がんばれ、日本！
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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：	　202-785-1303
Eメール:	info@carriganschool.com

Carrigan School
of Language & Business

イラスト：　石田さゆりちゃん　10歳

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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「帰任にあたって」

北米日産自動車会社 吉田誠

このたび3月末を持って日本に帰任することになりました日産自動車の吉田誠です。

昨年の6月の会報でも愚痴半分に書かせていただきましたが、当地滞在中はまさに激動の時でし
た。事務所縮小→閉鎖→在宅勤務と職場環境が大きく変わる中、日々の業務に忙殺されて商工会
の活動にほとんど貢献できませんでしたことをまずお詫びいたします。にもかかわらず、そんな小
生にこうして皆様にご挨拶の機会を与えていただきましたことをあわせて御礼申し上げます。

私は、2007年4月に赴任し、丸4年をDCで過ごしたことになります。その間に米国史上初の黒人
大統領の誕生があったことをはじめ、我々自動車業界においても、GMの破産申請という一つの時
代の区切り、弊社におきましても大きな方針転換であるEVの量販開始と、数々の歴史的な出来事
に遭遇した非常に刺激的な4年間となりました。そして帰国直前にはこの未曾有の震災が起こって
しまいました。

当然弊社も上記のようにコスト削減に努めるなど非常に厳しい業務環境の中で、曲がりなりにも4
年間の任期を全うできましたのは、ひとえに皆様の暖かいご指導、ご支援の賜物と本当に感謝して
おります。

今回、私がこの4年間心に留めて活動しておりました3つの言葉をご紹介し、お礼に替えさせて頂
きたいと思います。座右の銘というほどの大げさなものではないのですが、とても大事にしている言
葉

1. 練習は不可能を可能にす
2. Easy Go Lucky
3. A Friend In Need Is A Friend Indeed

の3つをご紹介させてください。

まず、「練習は不可能を可能にす」というのは大学の先達の言葉で、学生時代がむしゃらに何も
考えずに物事に取り組んでいた時代から私の拠り所になっている言葉です。事務所縮小に伴って
人員が着任時の7人体制から3人に減らされ、さらには事務所もなくなり在宅勤務という未知の世界
に放り込まれたこと。私にとっては、日々チャレンジの連続でした。否応なしに何でも屋稼業となっ
た私は、政府高官との折衝、社内役員への業務説明や提案をする傍ら、自宅の小型プリンターと
格闘し、インクトナーを何度となく交換して膨大な資料をプリントアウトし、政府への提出資料を箱詰
めしてFedExに慌てて持っていくことまで、本来の業務のみならずもろもろの雑事をこなさざるを得
ませんでした。たとえばFedExの作法一つとったって、普段やりつけていないものだから、はじめは
時間が相当かかる訳です。なんでこんなことまで自分がやらなければいけないのかと疑問に思い
つつ、でも何から何まで自分一人でやらねばならないという状況において、この言葉はいつも心で
つぶやいていた言葉でした。泥臭い体育会系の言葉で今の若い世代の方々には違和感を持たれ
るかもしれません。でも、今だからこそむしろ大事にしたい言葉だと思っています。

次に、「Easy Go Lucky」。いきなり英語で、しかも前言と相反するような言葉でありますが、これ
も“楽しむ”と訳し常日頃乱発していた言葉です。この時勢に適さない言葉かもしれません。

当地米国での生活を送るにつけ意味を実感した言葉でもあります。皆様もご存知の通り、アメリカ
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の人々は“楽しむ”のがとても上手です。スポーツを始めとするレジャーはもちろん、子育て、そして
もちろん仕事もとても楽しそうにしているのが印象的でした。私もこれにならい楽しく子育てを4年間
したおかげで、1歳で渡米した双子の息子は、英語も使いこなして一回りも二回りも大きく成長して
日本に帰国しました。さらに言えばアメリカ人は政治も良い意味で楽しんでいるという印象です。全
員が積極的に参加し、程度の差こそあれ老若男女、人種を超えて真剣にとりくんでいるのには感
動すら覚えました。多少演習過剰な部分はありますが、このダイナミズムはこの国の底力を感じさ
せるものでした。“楽しむ”、“Easy”の上手な使い方を4年間で体験できたのは本当に良い経験でし
た。

最後の言葉「A Friend in need is a friend indeed」が、この4年間一番で一番実感した言葉です。
不況、変化、復活、挑戦と様々な“In need”な状況にあった私にとって、皆様のご支援、ご指導、
そして親切な言葉一つがどれだけ私の助けになったかを言葉で表現するのは非常に難しいことで
す。よく言われることだとは思いますが、駐在時に“同じ釜の飯を食べた”人脈というのは、本当に
何を持ってしても替えがたい得がたいものだと“Indeed”に思います。皆様のご厚情に改めて感謝
する次第です。

今回の地震に際し、米国政府や国連、各国政府からの迅速なる各種支援、援助、また各国の諸
団体やスポーツ選手や芸能人、我々が業務で日々接する人々、街で会う人々、皆様からの日本へ
のメッセージを見るにつけ、この言葉を実感しています。

不謹慎な言い方かもしれませんが、皆様と日本で再会できますことを、そしてその瞬間を一緒に“
楽し”まさせて頂くことを切に願います。

今は、自分の無力さを嘆くのをやめ、空元気であろうが見栄であろうが本心であろうが、とにかく
笑顔で日本に元気を持ち帰りたいと思います。意志の前に不可能はない、と信じて帰ります。

良い人間関係に恵まれ充実した4年間でした。皆様に心より感謝しています。
ありがとうございました。そして頑張りましょう。

Illustration by Emi Kikuchi
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「ポトマック河岸逍遥」（日本とアメリカ、悠久の時間の流れ）

国防大学訪問研究員　萬浪 学

先月号に続きまして、お時間をいただき、ポトマック川の河岸を出発点として、国防や軍事の世界
を歩いてみましょう。

DC市内のポトマック川沿い、タイダルベイスン周
辺では、この時期、桜が咲き誇ります。この桜並木
が日本からアメリカに贈られたものであることは皆さ
んご存知のところと思いますが、寄贈年は、99年前
の1912年で、来年が寄贈100周年に当たります。

元々1910年に一度贈られたのですが、検疫に引
っかかり焼却処分されてしまいました。

この1910年は、1860年に日米修好通商条約が
締結されて50年の記念の年。さらに、同じ1860年に
は、この条約の批准書の交換のため、江戸幕府の
遣米使節がDCに来訪し、また、使節の随伴として、
幕府の軍艦「咸臨丸」が西海岸まで来ました。丁度、
昨年この3つのイベントの150周年記念行事が開催
されていたので、ご記憶の方も多いかと思います。

したがって、日本とアメリカとの軍事面での相互交流の始まりは、151年前までさかのぼれること
になります。

咸臨丸は、幕府軍艦奉行・木村摂津守の司令の
下、勝海舟を艦長に福沢諭吉やジョン万次郎を乗
せて、太平洋を横断し、日本とサンフランシスコの間
を往復しました。全長50m弱、排水量600トンと、後
にご紹介するペリー提督の旗艦サスケハナ号（全長
80m弱、排水量2,500t弱）と比べても大分小ぶりで
す。太平洋往復には同乗したアメリカ乗組員の手助
けもあったのですが、当時の大変さが想像されます。

しかしながら、幕府海軍の近代化の一歩としては
立派なもので、帆と櫂だけの和船と異なり、スクリュ
ーも備えた、洋式の艦船でした。何しろそれまでは、
最大の艦船である将軍御座船の天地丸でも100tくら
い(江戸時代初期から200年以上使用)、幕府が江戸
初期に大船建造禁止令を出したこともあり、太平の世では必要がなかったこともあり、幕末までの
200年余りは幕府も諸大名も、沿海航行が限度の船のみを持っていました。

それ以前は？戦国時代から江戸時代にかけては、大航海時代であり、商船は東南アジアのイ
ンドネシアやタイやフィリピンまで航海し（古いですが大河ドラマ「黄金の日々」の世界）、軍船もよ
り大きく、組織だった行動を行っていた時代（織田家と毛利家の木津川口の戦いなど）がありまし
た。この時期の軍船は、500～1,000tくらいはあったようです。江戸初期の将軍用の軍船安宅丸
は、1,500tだったとの推定もあります。

まんなみ

ポトマック川沿いの桜 (日本大使館HPより)

咸臨丸（サンフランシスコ総領事館HPより）
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先月号に続きまして、お時間をいただき、ポトマック川の河岸を出発点として、国防や軍事の世界
を歩いてみましょう。

DC市内のポトマック川沿い、タイダルベイスン周
辺では、この時期、桜が咲き誇ります。この桜並木
が日本からアメリカに贈られたものであることは皆さ
んご存知のところと思いますが、寄贈年は、99年前
の1912年で、来年が寄贈100周年に当たります。

元々1910年に一度贈られたのですが、検疫に引
っかかり焼却処分されてしまいました。

この1910年は、1860年に日米修好通商条約が
締結されて50年の記念の年。さらに、同じ1860年に
は、この条約の批准書の交換のため、江戸幕府の
遣米使節がDCに来訪し、また、使節の随伴として、
幕府の軍艦「咸臨丸」が西海岸まで来ました。丁度、
昨年この3つのイベントの150周年記念行事が開催
されていたので、ご記憶の方も多いかと思います。

したがって、日本とアメリカとの軍事面での相互交流の始まりは、151年前までさかのぼれること
になります。

咸臨丸は、幕府軍艦奉行・木村摂津守の司令の
下、勝海舟を艦長に福沢諭吉やジョン万次郎を乗
せて、太平洋を横断し、日本とサンフランシスコの間
を往復しました。全長50m弱、排水量600トンと、後
にご紹介するペリー提督の旗艦サスケハナ号（全長
80m弱、排水量2,500t弱）と比べても大分小ぶりで
す。太平洋往復には同乗したアメリカ乗組員の手助
けもあったのですが、当時の大変さが想像されます。

しかしながら、幕府海軍の近代化の一歩としては
立派なもので、帆と櫂だけの和船と異なり、スクリュ
ーも備えた、洋式の艦船でした。何しろそれまでは、
最大の艦船である将軍御座船の天地丸でも100tくら
い(江戸時代初期から200年以上使用)、幕府が江戸
初期に大船建造禁止令を出したこともあり、太平の世では必要がなかったこともあり、幕末までの
200年余りは幕府も諸大名も、沿海航行が限度の船のみを持っていました。

それ以前は？戦国時代から江戸時代にかけては、大航海時代であり、商船は東南アジアのイ
ンドネシアやタイやフィリピンまで航海し（古いですが大河ドラマ「黄金の日々」の世界）、軍船もよ
り大きく、組織だった行動を行っていた時代（織田家と毛利家の木津川口の戦いなど）がありまし
た。この時期の軍船は、500～1,000tくらいはあったようです。江戸初期の将軍用の軍船安宅丸
は、1,500tだったとの推定もあります。

さらに以前は？室町時代の遣明使、平安時代までの遣唐使、聖徳太子の遣隋使など遡っていけ
ますが、船の大きさは、100t位との説もそれ以上以下との説もあり、よくわからないようです。100
人位が乗り、中国大陸まで行けたことは確かです。また、古代国家の海上軍事力としての船の運
用も、朝鮮半島南西部にあった百済の応援で遠征した7世紀の白村江の戦い(1千隻で数万人が派
遣されたとの説もあり)くらいまでは遡れるのではないでしょうか。

陸と海に分けて、軍隊を論じるのは近代以降の軍隊を見ている人の悪い癖かもしれませんので、
軍事力全体の変遷を概観的に示すとすると、

• 日本の古代国家としての成立期に、中国から律令制度を導入し、隋唐・高句麗の存在など大
陸情勢の緊迫もあって、古代国家的な軍隊を急速に整備した時代（飛鳥時代～奈良時代～
平安時代前期）。

• 大陸情勢が和み、古代国家としての軍制が急速に消滅していく時代（平安時代）。
• 国内的な要因から、武士という勢力が出てきて、徐々に勢力を付けてきて、さらには武装勢力

同士で厳しく対立する時代（平安末期～鎌倉時代～室町・戦国時代）。
• 武力統一を経て、強固な国家体制を気づいたため、また、海外との接触の局限化（鎖国）もで

きたため、軍事力が急速に形式化していく時代。

と、軍事力の役割の大小に周期があるのではないかというのが、私の趣味としての分析です。
ただ、そのような周期が成立していたのも、19世紀までの海軍力も小さく、海を経由して陸軍を大

量に遠くまで派遣する能力も限られていて、海が外部からの進入を防ぐ壁の役割を果たしていたこ
ろまで。逆に、19世紀以降は、道としての海の役割が大きくなっていきます。海の道を利用して、人
や物を大量に、確実に運ぶようになり、また、海軍という軍事力を長期にわたって海上に維持でき
るようにもなってきます。後者の20世紀に入ってからの一例が、飛行機の基地1個分をまるまる洋
上に維持できる空母（航空母艦）です。

日本にとって、壁としての海の役割を変えたのが、ペリー来航をはじめとする、19世紀半ばでの
アメリカとの接触ではないでしょうか。即ち、国家としての日本の近代（明治維新）も、文化としての
近代（文明開化）も、そして軍隊を含む国力全体としての近代（富国強兵）も、これが契機です。当
然日本とアメリカの近代国家としての関係もここから始まります。

遡りすぎていた話が漸く日本の幕末まで戻りまし
た。では、アメリカの軍艦が初めて日本を訪れたの
はいつでしょう。

実は、1853年のペリー来航ではありません。
1846年に、ビッドル提督に率いられたビンセンス

号とコロンバス号が来訪したのが最初です。この点
は、昔も今もあまり広く知られていないようで、小説 
『坂の上の雲』の主人公の一人で日本海海戦時の
連合艦隊参謀・秋山真之の米国留学時の様子を描
いた『アメリカにおける秋山真之』という本にも、秋山
真之が米海軍の老将校を訪ねた際に、その老将か
ら、ビッドル艦隊の一員としての50年前の出来事を
聞かされて初めて知る様が描かれています。日本との通商開始を求めるために江戸湾（今の東京
湾）に来訪しましたが、幕府側に出島のある長崎に回るように主張され、メキシコとの米墨戦争の
開始もあってか、結局そのまま帰国してしまいました。

次に派遣されたのが、マシュー・ペリー提督率いる艦隊、1853年の黒船来航です。ビッドル艦隊
の教訓を踏まえて、旗艦サスケハナ号以下４隻と隻数を増やし、威嚇も交えて開国・通商の開始を

ビンセンス号・コロンバス号の江戸湾出航
(米海軍(戦史部)HPより)
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強く要求する方針であったようです。結果としては、ペリー艦隊は所期の目的を達成し、1854年に
再訪した際に、日米和親条約を締結することに成功しました。この条約に基づいて派遣されたハリ
ス駐日公使と幕府との交渉により、先述の日米修好通商条約が1860年に締結されることになりま
す。

ペリー提督の強硬姿勢により始まった日本とアメ
リカの外交関係ですが、アメリカ側の対日外交姿勢
は、市場の独占や植民地化を狙う帝国主義的なも
のではなく、純粋に通商を求め、また、文明化を進め
たいといった意図が強かったようです。

特に、文明化したいとの意図は、独立時に東海岸
の13州から構成されていたアメリカが、アメリカ大陸
の西へ西へと開拓地を広げて文明化していった実績
を基に、アメリカはそのような文明化の運命を負って
いるとの考え方（「明白な天命：Manifest Destiny」）
が広まっていたことの延長線上にあるようです。ちょうどペリー艦隊派遣時は、米墨戦争の結果、ア
メリカが米大陸西海岸を初めて領有し（その後1849年にカリフォルニアで金鉱が見つかり、ゴール
ドラッシュになります。これがアメフト・チーム「49ers」の由来でもあります）、太平洋岸に達したとき
でした。陸上の道の西端まで達した後は、海の道を西の端まで行って開拓してみようと考えたので
しょうか。

日米の関係は、1860年の一連の行事の後、少し静かになります。アメリカで、1861年から丸4
年、南北戦争が起こったためです（今年で勃発150年です）。南北戦争後も、アメリカでは、国内問
題に没頭し、海軍を急激に縮小したりしたため、太平洋での活動は低調になります。それだけが理
由ではなく、当時の欧米列強の力関係も見てのことでしょうが、明治維新後の日本が見習ったの
は、憲法や陸軍については、1870年に統一を果たしたドイツ（『坂の上の雲』に出てくるメッケル少
佐の来日など）、海軍についてはイギリスでした。ただし、アメリカは南北戦争後の数十年の間に急
速に経済が発達し、産業革命を迎え、世界一の経済大国の基盤が出来上がります。

再びアメリカが太平洋に目を向けるのは、19世紀末、スペインとの米西戦争の結果、スペインの
植民地フィリピンとグアムを占領した頃から。この頃、ハワイも併合しています。

1904～05年の日露戦争終結時に、アメリカのポーツマスで、講和条約が締結されたのも、時の
セオドア・ルーズベルト大統領が、太平洋西岸の各国の力関係に多大の関心を抱いていたのが背
景の一つ。セオドア・ルーズベルト大統領の外交は、西半球では、棍棒外交の名で知られ、南北ア
メリカ大陸の各国に対し積極的な外交姿勢をとりましたが、欧州列強のバランスを考慮した現実主
義者（リアリスト）でもありました。ぬいぐるみテディ・ベアの愛称は、同大統領の名前にちなんでつ
けられました。棍棒とぬいぐるみではイメージは中々あわないのですが、人気の高い大統領ではあ
りました。

その後任の大統領がタフト大統領。ポトマック川の桜並木の実現に尽力したのは、同大統領で日
本滞在歴もあるヘレン・タフト夫人とのこと。ようやく、桜並木の寄贈のところまで話が戻ってきまし
た。

日露戦争から暫くは、太平洋にロシアの影響力が消え、日本とアメリカが奇妙にバランスした時
期でした。1920年代にも、ワシントン海軍軍縮条約などからなるワシントン体制の下、苦労しながら
も良好な日米関係を保つ努力が続けられました。

その後、1930年代以降は、満州事変―国際連盟脱退―日中戦争―日米関係悪化・通商条約破
棄―日米開戦と進み、4年の戦争と6年の占領行政を経て、1951年に、日本の国際社会への復帰
と新たな日米関係決める、サンフランシスコ平和条約と旧日米安保条約(現安保条約は1960年に

ペリー艦隊の旗艦サスケハナ号
（米海軍（戦史部）HPより）
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改定のもの)が締結されました。これが60年前。

そして、話は日米関係の悠久の時間の流れへと戻
ります。近代国家としての日本は、まさしく黒船来航
というアメリカとの接触から始まり、アメリカも、独立
時点から近代国家ではありましたが、1776年独立か
らの235年の歴史の2/3は、日本と関係しつつ、過ご
してきました。日米関係については、両国が、自由と
民主主義という価値観を共有する、あるいは先進国
で経済大国であるという共通点を有することのみな
らず、太平洋という海の道でつながっていること、さ
らには、近代国家として長い歴史を共有しているとい
うことも、結びつきのもとではないでしょうか。

末尾ながら、先月この欄で、軍隊による人道支援
と災害救助活動のお話をご案内しました。勿論その
時点では、3月11日発生の東北地方太平洋沖地震
の被害を予想などできず、地震発生後、自衛隊も、ありがたいことに米軍も、被害者の皆さんの救
援と復旧に活動していますが、被害の大きさ、悲惨さにつきましては言葉もありません。改めまし
て、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被害を受けられた方へのお見舞いを申し
上げます。

 

日本救援に赴く米海軍揚陸艦エセックス（右）に
物資を補給する補給艦マシュー・ペリー（左）

（3月15日米国防省HPより）
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「ポーランドの中のアメリカ、アメリカの中のポーランド」

在ポーランド大使館　神尾 信光

前任地ワシントンDCから欧州のポーランドに赴任して早くも1年近くが経とうとしています。ポーラ
ンド勤務は今回で2回目。8年ぶりのポーランドは、経済成長ぶりが目覚ましく、ワルシャワの便利
さは前回とは比べものになりません。ポーランド・ウォッチャーとして長年ポーランドをフォローしてき
ましたが、自分の両国における生活経験を踏まえて、一日本人の観点からの最近のポーランド・米
国関係を鳥瞰してみました。

ワシントンを散策していると、ホワイトハウスの前
にコシチューシコの銅像が建っていることに気がつ
きます。彼はポーランドが三国分割の憂き目にあっ
た際に蜂起をおこしたリーダーとして、ポーランドで
は英雄として扱われていますが、彼は、アメリカ独立
戦争の際、ジョージ・ワシントンの副官として活躍し
た人物で、ワシントンDCでも奉られているということ
です。脱線しますが、コシチューシコという名前、色
々発音が各国で異なるようで、世界七大最高峰の一
つとされるオーストラリアの「コジオスコ山」（実際は
2,000メートル級で誰でも登頂可能）は、このコシチ
ューシコからとられています。一般的に、ポーランド
系の名前は発音しにくいのが定評で、英語圏の人が
ポーランド語の発音を正確にできなかったのでしょう
か、こういうカタカナ表記になっていますが、こうした例は枚挙に暇がありません。

米国からみれば、ポーランドは地理以上に遠い国と映っているのかもしれません。それでも最近
は、欧州の中で、ポーランドは存在感を高めています。EU内でも市場規模は独、仏、英、伊、西に
続く6番目で、EUのG6の一角を成すなど、着実に自信をつけています。更に、昨今の欧州を襲っ
た経済危機でも、ポーランドは唯一経済成長をプラスに維持した国として、その経済パフォーマンス
の高さは評価されています。こうした最近の自信からか、当地の米国人からも、ポーランド人はもう
我々（米国）の支援を必要としていないという感想をききます。

前回の自分のポーランド勤務の際（約10年前）、ポーランドにとって、ワルシャワ条約機構から抜
け出し、NATO加盟までのプロセスにおいて、米国は、無くてはならない同盟国であり、ポーランド
外交にとっての支柱という印象でした。今はどうでしょうか。ポーランドは既にEU加盟国であり、今
年後半（7月）からEU議長国になる予定で、EU内でも発言力を強めています。2年前までは、前ブッ
シュ政権とのミサイル防衛（MD）協定の協力により、二国間関係は強固という印象でしたが、オバ
マ政権が誕生してから、同協定は見直され、ポーランド政府は失望させられただけでなく、「ウィキリ
ークス」で、この見直しに至るレトリックまで暴かれ、米国としては甚だ居心地の悪い状態に陥って
しまいました。実際に、パトリオットは訓練用がポーランドに配備されたものの、実際の購入計画を
含む本件への関心はすでにどこかへ消えてしまいました。

米がロシアとの関係を「リセット」する中、ポーランドとロシアの関係も、昨年12月にメドヴェージェ

ホワイトハウスの前にあるコシチューシコの銅像
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フ露大統領のポーランド訪問を経て「リセット」されて
います。その数日後、昨年就任したコモロフスキ大
統領がオバマ大統領との会談のためワシントンを訪
問しましたが、あまり盛り上がらなかったとのことで
す。ポーランドは、米国の査証をまだ必要とする唯一
の中東欧諸国です。これにはややアンラッキーな経
緯があるのですが、ポーランド人にとっては、米国の
こうした二流民族扱いが我慢ならないという感情もど
こかにあります。更にポーランドの知識人らは、今の
米政権が、ロシアや中国との関係を良好にするあま
り、民主主義推進にあまり熱心ではないと見ている
節もあり、不満に感じているようです。10年前には、
「民主主義共同体（Community of Democracies）」
という国際機関がポーランドと米国主導で誕生し、昨
年はその10周年として、ポーランドの街クラクフで閣僚級会合が行われました。これには、クリント
ン国務長官も出席していますが、この組織の行方は、今後のポーランド・米国関係にとって大きな
試金石になりそうです。

最近のポーランド人のアメリカ人に対する世論調査では、以前は7割程度が好感情をもっていた
にもかかわらず、ここ10年間は一貫して低下傾向で、最近は5割程度まで低下するという結果もあ
り、ポーランド人の米国に対する関心の低下は客観的にも読み取れます。

さて、ワルシャワにいて、米国の存在感といえば、
米国大使館の大きさでしょうか。スタッフの数は、ロ
シアの大使館も凌ぐ規模で、他国の大使館を圧倒し
ています。他方、米国のビジネスがポーランド市場を
席捲しているかといえば、それほどではありません。
外国資本は欧州諸国が圧倒的で、自動車も、欧州
車が中心，次に日本車が目立ちます。米国車はそ
れほど多くはみかけません。スターバックスは最近
になってようやくワルシャワに3件出来ましたが、そ
の程度です。これが10年前であったら、米国生まれ
のブランドへのポーランド人の憧れはもっと強かった
かもしれません。やや米国ファーストフードへの蔑み
の意識もあってか、今、ワルシャワでは、米国生まれ
のファーストフードよりも、「SUSHI（日本の寿司とはやや似て非なるもの）」がブームです。

米国におけるポーランド人意識を知る上でちょっとおもしろい現象があります。一つは、米国にお
ける「ポーリッシュ・ジョーク」の存在でしょうか。日本人にはあまりこの感覚は分かりにくいのかもし
れませんが、米国にはポーランド系をからかう風潮が以前ありました。最近はあまり表立って聞か
なくなっているようですが、これは米国にのみ顕著な現象で、英国やフランスにもポーランド系は多
いですが、そういう蔑んだ見方はあまりありません。これには、米国に移民したポーランド系が、比
較的貧しく，読み書きも知らない農民であったのに対し，英国やフランスは，知識人が政治的な理
由で亡命した場所であったという背景があるとする専門家の見解もあります。ポーランド系米国人
にもこうした劣等感が少なからずあり，公に君はポーランド系だねと言ってしまうと、誤解を与える
可能性すらあります。たしか、テネシー・ウィリアムズの戯曲、「欲望という名の電車」に登場するス
タンリー・コワルスキは、主人公ブランチに「ポラック（ポーランド語ではポーランド人の意）」とわれ

大統領官邸前

ワルシャワ市内
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激高するシーンがありました。ちなみに、このコワルスキは、ポーランドではごく一般的な名前です
が、語尾によく「～スキー」がつく名前は、スペルでskiであれば大抵ポーランド系といっていいでしょ
う（女性の場合ska）。ちなみにこれがskyであればウクライナ・ロシア系でしょう。

米国におけるもう一つのポーランド系の特徴とし
て、ポーランド系米国人は、「法と正義」が好きとい
うことです。「法と正義」は、カチンスキ兄弟という双
子の政治家がつくった中道右派の政党です。ポーラ
ンド政党は，ともに中道右派の市民プラットフォーム
（PO）という政党（与党）と、現在カチンスキが党首を
務める「法と正義」（PiS）という野党が中心で、一般
的に欧州の在外ポーランド人には、POが支持され
ていますが、米国に限っては圧倒的にPiSが人気で
す。昨年のスモレンスクにおける大統領専用機墜落
事故後（4月10日），レフ・カチンスキ故大統領ら政府
高官が死亡し、繰り上げの大統領選挙の結果、コモ
ロフスキ大統領（PO）が誕生しましたが、米国での
在外投票においては、その対抗馬であったヤロスワフ・カチンスキPiS党首（故大統領の双子の兄）
に多くの票がいきました。

なんとなく、とりとめもなく、自分の頭に思い浮かぶ、ポーランドと米国との最近の関係をつづって
みました。もちろん、ポーランドの米国への関心、米国のポーランドへの関心が低下していると論じ
てはみましたが、これはあくまで相対的なものであって、一般的なポーランド・米国関係は今も良好
といえるでしょう。また5月にはオバマ大統領のポーランド訪問も予定されており、当地でも訪問熱
は次第に高まってくることでしょう。ポーランドが欧州回帰まっただ中、それ以外の地域については
やや関心が下がるのは自然な現象と言え、決して米国との関係だけではなく、日本など、他の非欧
州地域との関係でも同様に論じることができます。

機会があれば、是非、ポーランドと日本の関係に
ついてもつづってみたいですね。こちらについては、
なかなか美談が多く、日本とポーランドの関係を綴っ
た「善意の架け橋」という書籍もある位です。今回は
この辺で。

平成23年3月11日
ワルシャワにて

ワルシャワにて

ワルシャワ旧市街
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「ディスカバー・ウエストバージニア」

米国ウエストバージニア州政府日本代表事務所
 通商・総務担当　村山 敦子

日本においてウエストバージニアと聞いてすぐピンと来ら
れる方はかなりのアメリカ通であります。しかし、会員の皆
様におかれましてはウエストバージニアをご存知の方がほ
とんどかと思います。そこで、皆様にはウエストバージニア
をより身近に感じていただくべく、ウエストバージニアの一般
概要をご紹介しつつ、あまり知られていないウエストバージ
ニアをご紹介させていただきます。

　
「カントリー・ロード」の歌にあるウエストバージニア州は、

ワシントンDCから車で1時間半ほど内陸に入った自然豊か
な州です。州土の80%がアパラチア山脈にかかる「マウンテ
ンステート」です。

メープルを中心に紅葉樹林の雑木林が広がっており、10月には「まるでパレットをひっくり返した
ような」とたとえられるほど、色とりどりの鮮やかな紅葉が楽しめます。

州の広さは九州、四国、沖縄を足した
ほどで、人口は約188万人を有します。

州都圏には自動車・化学、北部は鉄
鋼・航空、南部からアパラチア山脈部
は石炭・天然ガス・林業・観光が盛んで
す。農業に関しては北東部にリンゴが少
しある程度です。

ウエストバージニアはDCエリアから観
光で来訪されるお客様が多く、1年中を
通してアウトドアスポーツが楽しめます。
中でもウエストバージニア州はスキーが
可能な南限で、特にスノーシューリゾー
トはミシシッピ川以東のスキーヤーの間
で人気トップリゾートにも選ばれていま
す。

私が実際試したスポーツで言えば、フ
ライフィッシングが面白かったです。フラ
イフィッシングのフライ（疑似餌）はその
川の生態系に合わせたものでないと魚
にそっぽを向かれてしまいます。地元の
ガイドさんに案内をしてもらうと、「ビート
ルが釣れるよ」と、見たこともないような
小さくて黒いフライを渡されました。それ
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は日本でいう、だんご虫に薄い羽をつけたような硬い物体でした。半信半疑で試してみると、着水
後10秒もすれば食いつくといった、食欲旺盛なバスやトラウト達に、手が疲れるほどでした。

　　　　　　
他州にはない施設でユニークな場所もあります。グリーンブ

ライヤーリゾートは、かつてはモナコ王妃や歴代のアメリカ大
統領が余暇を過ごしにやってきた名門リゾートの一つです。
昨年よりPGAツアー開催地にも返り咲きました。カジノが出来
たことでも話題になっております。

しかし私が「これぞアメリカ」と感銘し、最も興味を持ったの
は「バンカー」ツアーと呼ばれる地下施設ツアーです。

バンカーとは、まだアメリカとソ連の冷戦時代に、第三次世
界大戦を想定して秘密裏に作られた地下施設です。大統領と
全議会とその家族が避難できるシェルターで、当時の大統領
だけが場所を知らされていました。「高圧電力　進入禁止」と書かれた分厚いドアを開け、案内され
たのは巨大な地下施設でした。

雑誌記者にスクープされたことが理由で、せっかくの施設がずいぶん高級な観光用アトラクション
に変わってしまいました。10年前に訪れた時は、宿泊客のみにUS35.00ドルでガイド付き案内をし
てもらえましたが、現在は宿泊しなくてもツアー参加が出来ると聞いています。

モスクワにも同じような施設があり、現在は一般開放していると報じられていました。冷戦終結の
象徴といえるでしょう。

食の観点からもユニークな素材を一つご紹介します。
Rampという植物をご存知でしょうか？イメージとしては北海道に生育する行者ニンニクに近いよ

うです。収穫時期は春で、今年は4月16日にRamp festivalが開かれます。
「Rampを食した後は翌日まで客人を招いてはいけない」とか「Rampを食べた子供は翌日学校に

登校してはいけない」など、ファニー・ローというサイトでウエストバージニア州法にありそうな話とし
て紹介されるほど、強烈な匂いを有する食べられる植物です。州内の市場や土産物店ではジャム
等の加工食品やスライス状の乾燥Rampが販売されていますので、ウエストバージニアにいらっし
ゃる際は一度お試しください。

文化的歴史ではアンナ・ジャービス女史による母の日の制定や、北米最初の物産展型道の駅
「TAMARACK」が作られたのもウエストバージニアということも意外と知られていない事実です。そ
して、ウエストバージニアが日本を大切な友人として注目していることも。ウエストバージニア州政
府は産業開発局国際部の海外出先機関として日本とドイツの二カ国にのみ駐在事務所を設けて
おります。

＜グリーンブライヤーホテル 正面玄関＞
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ウエストバージニア州に関するご質問やご相談などありましたら、DCからでも日本からでも、いつ
でもご連絡ください。州政府でしかお届けできないウエストバージニアをご提供いたします。

　

ウエストバージニア州政府日本代表事務所：www.westvirginia.or.jp
ウエストバージニア州産業開発局：http://www.wvcommerce.org/default.aspx
グリーンブライヤー・リゾート：http://www.greenbrier.com/ 
Ramp農場：http://www.rampfarm.com/
母の日大聖堂：http://www.mothersdayshrine.com/
TAMARACK：http://www.tamarackwv.com/

米国ウエストバージニア州政府　日本代表事務所
〒460-0003　名古屋市中区錦3-24-17　日本生命栄町ビル7Ｆ
電話：81-52-953-9798／FAX：81-52-953-9795
通商・総務担当　村山敦子　e-mail：murayama@westvirginia.or.jp

http://www.westvirginia.or.jp
http://www.wvcommerce.org/default.aspx
http://www.greenbrier.com/
http://www.rampfarm.com/
http://www.mothersdayshrine.com/
http://www.tamarackwv.com/
mailto:murayama%40westvirginia.or.jp?subject=
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「ワシントン　スポーツ三昧　その1：テニス編」

インテレッセ　インターナショナル　渡邉　聖子

2002年夏、アーリントンにある某パブリック・テニスコート。

英語は多少苦手だが、ひたすら未来だけを信じる20代半ば
の日本人女性が、クラスの帰り道、来る日も来る日もコートの金
網にかじりついて、地元のアメリカ人が楽しそうにプレーする様
子を飽きもせず、じっと眺めていた。

ある日、親切そうな地元のおじちゃんが気味悪がってか近寄
ってきて、

「君、毎日ここでボーとただ見てるだけだけど、テニスに興味
あるの？」

「うん・うん！？！」
「ラケットは持ってるの？」
「うん・うん！？！」
「じゃ、一緒に打とうか？ラケットを持って来たら？」
「本当に、いいんですか？！？今すぐ！？！」

と言うやいなや家にラケットを取りに走り、5分後には颯爽と私はテニスコートに立っていたのであ
る。

これが今にして思えば、私の渡米後2週間にして初めて米国でテニスにのめり込んだ記念すべき
瞬間であり、現在でも続く地元のおじちゃんテニス仲間との不思議な出会い・縁・フレンドシップの始
まりだった。実を言うと、もともと日本では大学時代に準体育会と言われるテニスサークルで真っ黒
焦げになり、無邪気な母からは“まるでゴキブリのようね”と言われる始末。うら若き乙女としては多
少気になる言葉ではあるが、おかまいなしに練習・試合・試合・練習・試合・・・・に明け暮れていた
程テニス好きだったのである。

大学卒業後は花の新入社員として日本で働いた時期もあり、何事にものめり込みやすい私は仕
事200％の猛烈生活の連続だった為、テニス・ラケットも何処にしまい込んだのかすっかり忘れて
しまっていた。しかしこれが当に虫の知らせと言うのだろか、アメリカの大学院に入学の為スーツケ
ース一つで渡米する際、もしやと思い洋服を減らして運命のテニス・ラケットとテニス・シューズを追
加、持参したのである。本当に神の手に導かれたような奇跡的選択だった。

企業から駐在でいらっしゃる方は、通常会社からもしくは前任者やお知り合いの誰かから、何がし
かのアメリカ生活開始のサポートを受けられると思う。私の場合、英語の得意な帰国子女でもなし、
家族も知り合いも一人も居ない。気が付けば言葉もよく分からない孤独な少女が一人、米国の首
都DCにポツーンと来てしまっていた。無謀にも会社も辞めたので、後戻りもできない。正直死ぬほ
ど不安で心細かった。それを辛うじて救ってくれたのが、奇跡のテニスとの異国での再会であり、親
切なおじちゃんテニス仲間との出会いだったわけである。
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アメリカにはパブリック・コートという日本では考えられない、無料で予約なしで使える便利な場所
がある。そこにたまたま集まった人同士が、誘い合わせてゲームを始められるという素敵なシステ
ムが存在すると知った時、しかもそれが、ホームステイ先の家から僅か1ブロックしか離れていない
所に位置しているのを渡米して初めて知って、私の暗かった心の中に当にパーッとバラの花が満
開となった。ここで暮らしていけるかもしれない！と初めて思えた瞬間でもある。

その日から毎日毎日、放課後になるとそのパブリック・コートに出没したものだから、英語は通じ
ないけれどテニスがとにかく大好きな“Japanese Girl”として、たちまちその界隈で有名人になって
しまった。アメリカ人のおじちゃん仲間からは一人だけ特殊な存在として受け入れてもらい、誕生日
はもとより、独立記念日、ハロウイーンに感謝祭、クリスマスまでも一緒に祝い、アメリカ文化を優し
く見せてくれ、時には授業で分からないことまで事細かに、おじちゃん皆が親切に教えてくれた。こ
のおじちゃん仲間には今でも感謝してもし切れないと心から思っている。

翌年には驚く事無かれ、そのコートでなんと“Seiko 
& Friendsテニストーナメント”が開催されてしまった
のである。その日コートに行ってみると、何と私の写
真を中心に皆の写真が入ったオリジナル・トーナメン
ト・フライアーが作られ、数カ所にそれが貼ってある
から驚きだ。30人を超える参加者が皆いつもは仲間
同士、フレンドリーなのに試合になると真剣で、本格
的にトロフィーまで用意されて大いに盛り上がった。
その後数年毎年そんな調子で、 パブリック・コートで
仲間と和気あいあいとプレーしながらアメリカ生活に
順応していったのである。

そんなある日、おじちゃんばかりのそのコートに初めて見る女性プレーヤーが颯爽と現れた。親
しみやすいその方は、親しげに「USTAというチームがあるんですけど、お入いりにならない？」と誘
ってくれた。当時私は「このつたない英語を理解してくれる人は誰でもウェルカム！お友達になって
ください〜！」という感覚だったので、USTAが何かも分からずにホイホイとついて行き、チームに入
ってしまったのだった。

車がないので、試合にはチームメートが交代で送り迎えしてく
れた。一本しかないラケットのガットが試合中に切れると、チー
ムメートがラケットを貸してくれた。英語が分からないので、ダ
ブルスパートナーとはジェスチャーでコミュニケーションをとった 
（それでもコミュニケーションが分かりづらかったのだろう、途中
からダブルスから外され、シングルスばかりさせられていた時
期もあった）。何から何までおんぶにだっこ状態で、周りの皆に
お世話になっていた。こんな状態だからこそ、私は試合に勝っ
て恩返ししないと捨てられてしまうわ！と必死だったのである。
この時から、熱いドラマチックなUSTA団体戦ライフに本格的に
足を踏み入れていた。

USTA（http://www.usta.com）とはUnited States Tennis 
Associationの略で社会人が誰でも参加でき、地域ごととに存
在する団体戦リーグである。すべてのメンバーが4.0, 4.5という

http://www.usta.com
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ように0.5ずつのスケールでランキングされるので、自分のレベルに合ったチームに入って同レベル
のチームと対抗戦ができるから楽しい。男女別の団体戦は春から夏、ミックスダブルスは秋から春
のシーズンだ。試合は1時間半のタイムマッチで、平日の夜や週末にあり、基本的に自分の都合に
合わせて参加できる。私の参加するNorthern VAとDCの女子チームは国際色豊か、年齢も職業も
全く異なるメンバーが揃っていて、全員がテニスに熱く、勝ちたい思いが強いのが良い。チームの
団結が強くなってくると、オフシーズンでも一緒に練習できる。2006年には、運良く全国大会まで勝
ち進み、チームでハワイまで試合しに行ったのは忘れられない思い出である。

その他、DC近郊では、ACTA（Arlington County Tennis Association）でも春と秋に団体リーグ戦
がある他個人リーグやトーナメントも開催していて、気軽に試合を楽しむ事もできる。

テニスはただ打つことも楽しいけれど、醍醐味は真
剣勝負の緊張感だと思っている。バスケットボール
やアメフトのように体格がものを言うスポーツと違っ
て、私のようにあまり背も高くない力も強くない女性
でも、戦略次第で特にダブルスだと、ごっつい相手に
勝てることもあるのが面白い。どんなにパワフルな
ショットを打たれても、ひたすら辛抱強く返すだけで
点が取れたりもする。敵の裏をかいて、自分の後衛
の前に出て行ってボレーをするふりして出なかったり 
（時に自分のパートナーさえ騙してしまいうまくいか
ない場合もあるが）、強く打つふりをしてドロップショ
ットをしたり、また相手の裏の裏を読もうとしたり、癖
を早く見抜こうとしたり、兎に角いろいろと頭をフル回転で使う。

惜しい試合で負けると悔しくて、楽しいはずの余暇の時間にむしゃくしゃしてしまう時もある。で
も、団体戦2勝2敗で最後に残っているのが自分のダブルス（これを勝つか負けるかがチームの勝
利にかかっている）というシチュエーション。接戦で第3セットタイブレーク。1−5ダウンから起死回
生、7−5で勝利！！！チーム皆が駆け寄って来て大喜び！というのを味わってしまうと、もうやめら
れない。チームメートの激戦を手に汗握って応援したり、1ポイント差で次の大会に進めたり進めな
かったりなど、ドラマには事欠かない。そうだ、スポーツこそがドラマなのだ！

自分がプレーするのではなく、観戦に興味がある方、DCでは、Legg Mason（http://www.
leggmasontennisclassic.com）が毎年真夏に実施されている。最近では、7月にWashington 
Kastlesというプロチームが参加するトーナメントを
DCのチャイナタウンで観戦することもできる。

何と言っても見逃せないのは四大大会の一つ、
ニューヨークのUSオープンである。私自身このよう
に長くDCに滞在するとは予想だにしていなかった
ので、今年見なかったらもう一生見ないかもしれな
いと思い、毎年続けて見に行った。一番のお勧め
はLabor Day Weekendの、約$60／日のGrounds 
Admission Ticketだ。この時期は決勝から1週間前
で、名選手があっちこっちのコートで熱戦を繰り広げ
ていて、一番大きなコート以外はどこでも、気に入っ

http://www.leggmasontennisclassic.com
http://www.leggmasontennisclassic.com
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た試合を選んで観戦できる。有名選手の練習も見られる。準決勝や決勝では、強い選手が歴史に
残るような試合をすることもあるが、チケットが何百ドルもする上、後ろの方の席で選手が豆粒のよ
うにしか見えず、その試合以外観戦する選択肢もないので、DCから遠出するには、私はリスクが
大きいと思ってしまう。また観戦のコツは、入場時の荷物検査の列が長いので、バッグは持たず、
ポケットにものをしまい込み、帽子、サングラス、上着などすべて身に付けて入場し、すぐにお土産
を一つ買い、付いて来るバッグにポケットから全部物を移すこと、食べ物が高いのでサンドイッチま
でポケットに入れて持参するなどである。

最後に、DCで叶えたい大きな夢が一つあるので
紹介したい。実はDCでは毎年5月頃アジアの国対
抗の団体戦があり、例年、中国、ベトナム、タイ、韓
国、インドの5チームが参加する。過去に私はベトナ
ムチームの助っ人として何回か試合に出場した。他
の国のメンバーから、「なぜ日本チームはないの？
あなた以外の日本人は、みんな仕事に熱心だから
テニスそんなにしないんでしょ？」と言われている。
更に、よその国の助っ人として出させてもらったの
に、“MVP”だと言われ、チーム用の大きなトロフィー
までもらって来てしまい、はなはだ図々しい限りだ。

大きな夢とは、いつの年かTeam Japanを引っ張っ
て、正々堂々と正真正銘の日本人として出場することなのだ。ここで、日頃お世話になっている日
系企業の皆様にお願いです。テニスをされる方が駐在にいらっしゃる際には、駐在期間の早いうち
に是非私までご連絡下さい。そしてお仕事でお忙しいとは思いますが、練習の時間を少しだけお許
し頂き、Team Japan結成にご協力頂ければ、私のDCでの夢は全て叶います。

次回はスキー編です。お楽しみに。
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ワシントン月報（第75回）

｢日本は必ず復興する｣

米国弁護士　服部 健一

神は何故こうも日本に大災害や大試練をもたらすのだろうか。

関東大震災、2度の原爆、阪神・淡路大震災、そして今回の東日本大震災は超大地震に加えて
大津波、そしてその上に原子力発電所の大破壊…。

あまりに多すぎる。

そして、考えられる1つの答は、日本はこういう大
災害にもめげずに必ず復興してくる、世界に模範を
示せる…、神はそう考えて人類に自然が自然である
ことがいかに幸なのか、いかに普通の地球環境が
素晴らしいことか、静かな地球は奇跡の星であると
いうことを再確認させるためにあえて日本を選んで
いる…。そうとでも考えなければ承服しがたい大災
害である。

この考え方にそれなりの論理があるのは、世界の
ジャーナリズムが色々批判しながらも、一部は日本
なら大丈夫だ、また何とか復興するだろうと報道し、
また日本に住む外国人の一部も日本の冷静な対応、パニックや犯罪が少ない現象（全くないことは
ないが）で、この国は大丈夫だ、必ず何とかすると脱出を試みない者もかなりいることからも理解で
きる。

しかし、地震や津波は一応収まり、原発もとりあえずの高熱化はしのいだものの、本格的対処は
これからであり、まだ完全に修理する見通しが立っていないのでやっかいである。

そして、アメリカから専門家チームが派遣されるらしいが、果たしてアメリカの専門家チームが日
本の専門家チームより優秀か私は若干疑問を持っている。はやぶさがあれだけ苦労したことは、最
も重要な部品であるリアクションホイールという一種のジャイロをアメリカ部品を使っていたことにあ
ったことは以前の記事で記載したことである。

福島の第1、そして第2原発はGE社が絡んでいるので、それなりの期待はできるかもしれない
が、今のアメリカの製造業の酷さをみると、果たしてアメリカ専門家チームがよいのか全くわからな
い。大体外国の専門家は軽率なところがあり、国際原子力機関（IAEA）も来日早々に福島県内の
牛乳と茨城県内のホウレンソウから放射性物質が検出されたことから、「厚生労働省は福島県産
の全ての食料品の販売停止を命じた」と誤報を世界に流してしまった。

こういう軽率な誤報は世界にパニックをもたらすだけであり、迷惑千万といえる。そして、これに関
連して気になることは、「日本は真の情報を隠しているのではないか」という内外のジャーナリズム

日本復興！
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の推測的報道である。大体、これだけの大事故で「真の情報」というようなものは、そう簡単にわか
るものではない。というより、本当の「真の情報」は、全てが終わったしばらく経った後に判明するこ
とがほとんどなのだ。災害や原発事故をめぐる情報は、ありとあらゆるものがあることは疑いの余
地もない。災害地や原発内部にさえ近づけない状態で「真の情報」を特定することは不可能なはず
である。

政府関係者も、東京電力・日立･東芝の企業グループも、自衛隊も、警視庁も、消防庁も現場で
生きるか死ぬかの環境で戦っている。彼らのほとんどは志願者である。これほどの高放射能の中
で働くことを上司は簡単に「お前行け」とは命令できないからだろう。但し、自衛隊の特殊科学部隊
は耐放射能がしっかりしているので、任務として働いているようだ。自衛隊がこれほど頼もしくみえ
ることはなかったろう。これで日本人ももう少し自衛隊、そして防衛のことを真剣に考えることが期待
される。

とにかく、こういう決死隊ともいえる部隊が分厚い完全防護服と手袋を身につけて、真っ暗闇の中
で懐中電灯を使って働き、手探りで作業を続ける状態では、情報入手や分析より、とにかく最悪の
事態を防ぐ事が優先されるべきである。

入手した全ての情報を流せば、確かに隠したとみられることは防げるが、情報は1人歩きするの
で、余計パニックをもたらすことがあり得るので、それは良くない。現場で体を張って必死に防いで
いるプロにある程度任せ、修理可能な状態になってこそ「真の情報」が見えてくるのではないか。そ
して日本にいる外国人識者の一部には、そういう落ち着いた対応が見えるからこそ、「日本は大丈
夫だ」というのであろう。

こうした中で、上記した企業グループの志願技術隊は内外から「フクシマ50勇士」として感動的評
価を与えつつある。彼らは日本を原発の危機から救える者は、福島原発を設計し、技術に詳しい自
分たちしかいないという使命感を持っている。

日本人はやはり危機になると結束力と魂を発揮する。

対照的なのは中国で、彼らは日本から来た全日空の航空貨物便を「放射線量が高い」という理由
で日本へそのままUターンさせた。しかも、放射線量が高いというデータを示さず、日本の要求に対
して無視するという暴挙である。

世界中が日本を助けようと動いている中で、中国の役人は自分の国の安全性しか考えない行動
をとっている。この国は今や自分の国さえよければよく、問題があれば経済制裁や軍事力で押さえ
つければよい、と考えているようだ。

特に日本に対しては、それが強い。

尖閣列島の海底には石油のみならず、レアメタル等の資源が豊富であるが、万が一、日本がそ
れに手をつけると経済制裁だけでなく、軍事行動にでることは容易に考えられる。これに対し、今の
日本は何もできないので世界の笑いものになるのではないか。

だが、こういう高慢で独断的な一党体制の国が長続きするわけがない。

中国の内部は一触即発の状況で、いつでもクーデターが生じる要因を持っている国である。中国
人民自身による大災害がいつでもあり得る国だ。
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但し、その中国でさえ「フクシマ50勇士」に感動したり、中国人研修生20名を先に非難させ、自ら
は行方不明になった日本人に感謝したというニュースが出ているので、一部の中国人民にも心は
あるのだろうが、果たしてこれがどこまで中国の地方（反日感情が異常に強い）まで、伝わっている
かはわからない。

非常識といえば、日本が外国投資を引き上げて円高なる事を見越して、円を買いまくる外国投資
家は酷いものだ。要するに、金になるなら火事場泥棒も当たり前という人間である。

石原都知事は本当はこういう連中を「我欲」に走る金の亡者と呼びたかったに違いない。

話がそれてしまったが、悲惨一方のニュースの中にも奇跡の救出が次々に出てきた。真っ暗闇
の小学校の保健室の中で見知らぬ人が名前もあかさず手伝って赤子が生まれるのを助けたという
明るいニュースは、正に日本人の「我欲」のないチームワークと精神力を示すものである。

第二次世界大戦で、約300万人の兵士と民間人が死に（但し、ソ連約2,000万人、中国約1,100
万人、Wikipedia：World War II casualtiesより）、日本中が焼け野原になったときでさえ、瞬く間に
復活した国である。日本は今回も必ずこの未曾有の大試練を克服し、再び世界に奇跡的復興を示
せる国民であり、国であると信じている。

その理由の1つは、原発復興作業にみられる日本人の計画性の緻密さと安全性の高さである。

「フクシマ50勇士」の作業員は、防護服に放射線探知機を付け、一定値に達するとさっと身を引
き、近くに待機しているマイクロバスに乗って、新しい作業員と入れ替わるという細心の注意で安全
を確認しながら働いている。今のところ、少なくとも被爆による作業員の犠牲者は出ていないようで
ある。

この作業は、チェルノブイリの事故（広島に投下された原爆の400倍の放射性汚染）の後処理
で80万人が動員され、放射線で6万人が死に、16万5,000人が汚染で障害を負った（Wikipedia: 
Liquidator (Chernobyl)より）という理不尽な作業とは桁違いに異なる作業である。

こうした超安全な基準を適用しているため、一見すると進行は遅いように感じるかもしれないが、
人命を重視する作業には必須の条件ともいえる。

ジャーナリズムは推測的センセーショナルな情報よりも、こうした地道な努力を十分に流すべきで
ある（但し、新聞等をよく読むとこうした記事はあることはあるが）。

日本が優れているのは、人権を無視するような人海戦術に頼らず、パニックに陥らず、着実に計
画的に作業を進める点にある。

だからこそ私は必ず日本が復興すると信じている。
(つづく)
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ワシントンソーシャルライフ：

「生まれ故郷を襲った東北関東大震災」
Shigeko Bork mu project

シゲコ ボーク

ワシントンナショナルオペラの「蝶々夫人」を見ながら、黒子が舞台を行き来し、正座するオペラシ
ンガーの実に日本的な立ち居振る舞いを見て、日本を想いノスタルジックな気分に浸っていた3月
初旬に時間が戻ればいいのになあ、と思っています。電車も電気も途絶えることなく、福島の実家
に電話をすれば間違いなくつながり当たり前のように両親の元気な声が聞こえ、スーパーに食料
はあふれ、活気を浴びた町を人々が忙しそうに闊歩する、何もかもが平和で秩序だっていた日本
が、一瞬でこれほど遠くになってしまうなんて。

3月11日の朝、いつもどおりに起きていつもどおり
に娘の朝食を用意し、コーヒーをセットしてテレビを
つけたら、「Northeast, Japan, Tsunami, M8.9」とい
う単語が耳に飛び込んで来ました。東北とNortheast 
Japanが結びつくのにしばらく時間がかかって、それ
から映像を見たらなんと私の実家のある福島が全米
ネットワークのToday’s Showに映っているではあり
ませんか!　

巨大地震の詳細を聞くのももどかしく、すぐに両親
に電話をしましたが、不通。ここで初めて、津波で流
された町も瓦礫の山と化した町も「現実なんだ」とい
う恐怖が襲ってきました。ソーシャルネットワークなど
聞いたことすらない70代の両親ですから、とにかく頼りは携帯と自宅の電話だけです。

結局無事を確認できたのは10時間後でした。10,000人近い行方不明者がでている宮城県の仙
台に住む親戚とは連絡が取れず、「もしかして津波に巻き込まれたのかも」と思い始めた3日後に
やっと連絡が取れました。福島原発付近の南相馬に住む親戚は、原発から30km圏内なので非難
することを決めたそうです。津波で町がすっかり流されてしまった海岸付近に住む友人とは、一週
間が経った今、まだ連絡が取れていません。

最大被災地のひとつである私の生まれ故郷福島は何処も断水が続き水の確保が難しく、スーパ
ーに行っても何百人も並んでいる状態で、食料の確保もままならないとのことです。そんな状況下、
私の両親もとうとう福島を後にし、避難することになりました。小学校の修学旅行で行った松島や父
の大好きな気仙沼のかまぼこ、昨年の夏に娘と行った南相馬の町、「また行こうね」と言える日がく
るのはいつでしょうか。

CNNから聞こえてくる慣れ親しんだ朴訥とした東北弁を聞くたびに、親兄弟そして子供を捜す人
々の姿を見るたびにその希望と絶望を感じ、そしてすっかり姿を変えてしまった故郷を思い、涙が
止まりません。

友人知人など「知った顔はないか」と昼夜CNNの前に座り込み、一刻も早くスーツケースに食べ
物と水を詰めて日本に行きたいという気持ちで一杯です。

HELP JAPAN!
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そういえばCNNの放送を見ていて思ったことがあります。それはたまたま日本にいて被災した外
国人のコメントが一応に「このような予想不可能な大惨事に直面しても、日本人は慌てずに、一致
団結し、静かな威厳と統率力、組織力で対応していた」ということに終始しているということです。日
本人として誇りに思った瞬間です。日本人の美徳は必ずやこの最悪の事態からの復興の大きな力
になる事と思います。世界中が「日本は必ずやこの危機から立ち上がる」と信じています。

多くの人が自分の命をかけて救助、復旧作業にあたっています。遠く離れたアメリカから、とにか
く被災者の皆さんどうかがんばって下さい、と毎日祈っております。

イラスト：　石田小雪ちゃん　5歳
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国や宗教は違っても永遠のテーマ

演劇『The Chosen』（2011年）

米国弁護士　長野 さわか

ワシントンDCで60年に亘り演劇界を担ってきたアリーナ・ステージは去年夏改築工事が終わ
り、再びオープンした。グローブ座のような円筒形とまではいかないが、正方形の劇場で、客席
（683席）が中央に位置した舞台を四方から囲む形となっている。制作はTheater J。普段はJewish 
Community Centerの張り出し舞台（客席240席）でのプロダクションだが、劇団初のアリーナでの
制作は演出家、役者にとって大挑戦となった。何しろ四方八方から観客に囲まれているのであるか
ら。原作は同題のChaim Potokの小説（1967年）。

【あらすじ】

舞台は1940年代のニューヨーク・ブルックリンのウィリアムズバーグ（ユダヤ人居住区）。第二次
世界大戦が終息にむかい、ルーズベルト大統領の死、ヨーロッパではユダヤ人大虐殺、そしてイス
ラエル建国と激動の時代を迎えていた。

物語はユダヤ系アメリカ人のダニー（15歳）（Joshua Morgan）とルーヴェン（15歳）（Derek Kahn 
Thomson）が野球の試合（当時最もアメリカを代表するスポーツ）で対決するところから幕が上が
る。ダニーのチームはハシディックというユダヤ教の中で最も厳格な規律を持つ会派。ニューヨーク
市で見かけるあの長いもみあげに黒い帽子、黒装束のあの人々だ。ルーヴェンのチームはオーソ
ドックス（正統派）。ハシディックから見れば「不信心者」だ。野球の試合は、野次の飛ばしあいから
ついに「聖戦」へと発展する。打席に立ったダニーは投手ルーヴェンの顔目掛けてライナーの強い
当たり。打球に当たって目を怪我したルーヴェンは、即救急車で運ばれ、入院。

ダニーは怪我をしたルーヴェンを見舞い、謝罪しようとするが、なかなか受け入れられない。だ
が、お互い宗教上の偏見はあるものの、次第に心が通い始め、ダニーは「君らのチームが強いと
聞いて、不信心者の君をなんとしても倒したかった。」と告白。ダニーはラバイ（ユダヤ教の宗教指
導者）である父親に勝利をすると約束したことで多大なプレッシャーを感じていたのであった。

終戦後、アメリカに移民したユダヤ人の間でシオニズム（イスラエル建国）運動が活発化した。大
学教授であるルーヴェンの父は、運動の中心的人物となる。一方、ハシディック・ラバイのダニーの
父は非宗教的・政治的な運動の結果としてのイスラエル建国には断固反対の立場をとっていた。
父親のシオニズムの立場が対立したことで2人は絶交させられる。そして、イスラエル建国が現実
のものとなり、大学卒業を目前にした2人は再会。仲直りをする。ラバイの父の後継ぎをすることに
なっていたダニーは学問に目覚め、大学院へ進学。一方、大学教授の後継ぎを約束していたルー
ヴェンはダニーのラバイの父の感化もあり、ラバイを目指すことを決意する…。

【普遍的テーマ】

「The Chosen」というと選民思想を連想してしまうが、この芝居はユダヤ人だけに向けられたもの
ではない。同じ宗教でも会派によって異なる信条的対立、友情、父子の繋がり等、普遍的テーマに
満ちている。親の後継ぎというレールが敷かれていながら、敢えて未知の難しい道を選択する…。
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青春時代には、誰でも一度は遭遇したことのあるチャレンジに幅広い観客の共感を得ること確実で
あろう。

【アメリカのユダヤ人】

私の職場はユダヤ系アメリカ人が多い。私が観察する限り、ユダヤ教はキリスト教と違って、信
仰、教義そのもの以上に、その前提としての行為、行動の実践と学究を重視する「規律」の多い宗
教である。規律を全て覚えるだけでも至難の技であるのだが、2世紀ごろから家族やユダヤ人同士
で教典につき議論に議論を重ねてきたという。ロースクール在学中に学んだ数多くの中で一番印象
に残っているのは、法律を学ぶということは暗記ではない、ということだった。どれ程法律が自分の
クライアントに不利な場合でも、いかに裁判官を説得するような議論ができるかを身に付ける、とい
うことだ。そして、クラスメイトのユダヤ人はすこぶる「議論の達人」であった。道端に落ちている犬
の糞についてでも、議論が始まったら止まらない光景をよく目のあたりにしたものである。

最後、TVミニシリーズ『エンジェルス・イン・アメリカ』（Angels in America）に登場するエイズで死
にゆくユダヤ系弁護士ロイ・コーン（アル・パチーノ）のセリフでしめくくりたい。

世の中には法律を作る人間と法律に従う人間がいる。ア
メリカでは法律が宗教と化した。だから弁護士は大祭司
である。誰かを訴えるがよい。魂が癒されるであろう。
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今月の書評
「Decision Points」
George W. Bush
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

ブッシュ前大統領の回想録の原題は『Decision Points』
で、40歳の時の禁酒、2003年のイラク侵攻等、いかに自分
が決断してきたかを中心に描いた回想録である。ゴーストラ
イターは大統領時代のスピーチライターで、文章はブッシュ
の口調のようにくだけている。思慮深く、理性があり、オープ
ン、忠誠心が篤く、信頼でき、愛国心が強い人物としてのイメ
ージを強調している。しかし、この回想録は決して内省的で
はない。

功績だけ羅列しても信憑性はないから、当然ながら、イラ
クから大量破壊兵器が発見されなかったこと、ハリケーン・カ
トリーナの対応などの失敗は認めている。しかし、後悔という
文字はブッシュの辞書には存在しない。したがって、イラクに
民主主義をもたらしたと大満足している。そこには日々、テロ
の被害者となっている多数のイラク国民や機能しない政府と
いった現実を直視することは避けている。そして「ドイツ、日
本、韓国が戦争による荒廃から復興し、民主主義が安定す
るまでに何年もかかり、米軍駐留を要したことを学んでいた
から、イラクの民主主義も成功すると自信があった」と記して
いる。この三カ国とイラクの相違点には簡単にしか触れてお
らず、ブッシュは徹底的な楽観主義者である。

「私は決断者」というのがブッシュの常套句だったが、ブッシュ政権の老獪なベテラン、ラムズフェ
ルド国防長官やチェイニー副大統領に決断を迫られ、振り回されたという印象は残る。2003年半ば
にチェイニーが再選出馬を辞退すると申し出たため、ブッシュと側近たちがビル・フリスト上院院内
総務（当時）を副大統領候補にすることを真剣に検討したが、結局、チェイニーを再び選んだブッシ
ュの思考過程が明らかにされている。チェイニーの辞退を受け入れることで、チェイニーがホワイト
ハウスを取り仕切っていたという印象をぬぐえるとは思った。しかし、その存在が政治的にマイナス
でも、チェイニーの率直な意見を尊重し、信頼していたことから、二期目も続投するように要請した
という。通常、二期目には副大統領が次期大統領予備選に出馬し、大統領との利害が必ずしも一
致しなくなるが、チェイニーにはその可能性がなかったことが大きな要因だったのではないか。

2008年の共和党大統領候補となったジョン・マッケインとは、2000年の共和党大統領予備選挙
で激しく戦い、しばらく複雑な関係にあった。2008年夏に起きた金融危機は、マッケインがカムバッ
クする最高のチャンスだったと指摘している。有権者は危機に面しているときには、若さやカリスマ
より、経験と判断力を重視するからだ。したがって、マッケインがホワイトハウスでの金融危機対策
会議開催を求めたとき、ブッシュはアドバイザーたちの反対を押し切って緊急会議を招集した。そこ
でオバマは財務長官と常時、連絡をとり、救済案をまとめる用意があると発言する。一方、マッケイ
ンが何も有意義な発言はしなかったことを、不可解だとブッシュは記している。

『Decision Pooints』
ジョージ・W・ブッシュ（Crown社）
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父同様、個人的関係に基づく外交を重視したブッシュは、ブレア英首相との相性が良い反面、シ
ラク大統領やシュレーダー首相とは信頼関係が築けなかったことに言及している。また、プーティ
ン大統領との複雑な関係についても触れている。小泉首相についてはエルビス・プレスリー邸を訪
問したときの写真が掲載されているが、それ以外には「真珠湾攻撃した国の首相、小泉純一郎が
9・11同時多発テロを『アメリカだけでなく、自由と民主主義に対する攻撃だ』と述べた」、「両親同士
が第二次戦争で戦ったのに、小泉は真っ先に支援をオファーした」と記しているくらいだ。自衛隊の
イラク派遣にも触れられていないし、中国や北朝鮮関連でも登場しない。江沢民や胡錦濤との関係
の方が詳細に描かれている。

本回想録は、歴史家たちがその業績を分析する前に、本人が名声を築こうとする試みである。

（NEW LEADER 2010年12月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第三話　当惑〜

愛川 耀

* 愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。ブログはhttp://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome 小説に登場する場所名・店名等以外は
すべてフィクションです。

突然のことに叶子が呆気に取られていると、健は叶子を腕の中に捉えたままこちらを真面目な顔
で見つめ、それから諦めたみたいに苦笑した。 

「どうも、こういうのダメなんだな」 

「こういうのって？」 

「こうして、・・女性に迫ることが、さ」 

健の言い方が可笑しくて叶子は笑った。 

「笑うことはないだろう」と彼がつられて笑い、誰もいないボードウォークの片隅で二人はしばし何
が可笑しかったのか忘れるまで笑い合った。 

「福永さんって面白いのね。会議ではアメリカ人みたいに歯に衣着せず遠慮なく発言するくせに、
女性は苦手なんだ」 

「まったく苦手ってことでもないさ。こうして君を上手くデートに誘い出した」 

君。男にそう呼ばれると何故か親密度が増した気がする。榊原さんでも叶子さんでも、あなた、で
もなく、君。 

「これはデートじゃないわ。ケーキの弁償代のディナーよ」 

叶子は軽口を叩く。たぶんこの男とはこうして他愛の無いジャイブを交わし戯れるのが一番いい
のかもしれない。 

「それなら、次はコートの弁償ということにするかな」 

「コートは高いわよ。せっかくの新品のコートが雪解けの水ですっかり汚れてしまったし」 

末当はダウンのコートは表がポリエステルなのでクリーニングで滲み一つ残らず綺麗になったの
だけれど、叶子は大袈裟にそう嘆いてみせた。 

「じゃあ、・・前払いしておこう」 

そして、あっと言う間に健に唇を奪われていた。 

由緒あるジェファーソンホテルは最近全面的に改装されたそうで、クラシックな玄関ホールの正
面、黒い鉄柵の奥に白壁に黒白チェッカー模様の床という洒落たサンルーム・レストランがある。待
ち合わせに遅れていたので叶子は左手にあるエントランスへと急いだ。今日は相沢美恵が付属高
校のもう一人の同級生だという森麗佳を誘ったので皆でブランチをすることになっている。麗佳に会
うのは高校を卒業してから初めてだった。 

白いクロスがかった奥の丸テーブルで美恵が手を振っていた。 

「叶子、遅いわよ。弁護士やっているくせにいつも時間にルーズなんだから」 

「いつも、はないじゃない。歩いて来たら結構遠かったのよ」 

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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美恵の隣に妖艶と呼べる美人が座っており、彼女がクラスメートだった麗佳ということだが、どうに
も高校時代の面影を思い浮かべられない。 

「たぶん、このカーリーな髪のせいかしら。あの頃はショートカットだったの」 

麗佳は指輪を幾つも付けた細い指で少し茶に染められ美しくカールされた長い髪を掻きあげた。
途端に、ボーイッシュで痩せぎすだった大人しい女子高生の姿が叶子の瞼に浮かんだ。叶子達が
バレー部で体育館通いをしていた当時、彼女の姿はいつも図書館で見かけたような気がする。先
ずはシャンパン入りのミモザで乾杯し、叶子は前に美恵に教えられたここのクラブケーキを、他の
二人はサーモンとキッシュを注文し、女同士のお喋りが始まった。 

麗佳は大学卒業後IT関連の会社に入社したが、そこを三年で辞めてスウェーデンへ行ったとい
う。なぜスウェーデンなのかと尋ねると、理由は無かったの、と答えにならない答えが戻って来た。
いずれにせよ、その後ニューヨークに移り住み二年前にワシントンへ来て自分のコンサルタント会
社を興したという。 

「別にワシントンである必要もなかったのだけれど、元の旦那がニューヨークにいるからちょっと南
下したのよ。ここは政府関連の仕事もあるし、一応ITのダラスコリドーもあって情報が豊富だし」そう
言うと麗佳は外人みたいに片目を瞑ってみせた。 

どうやら彼女はそのアメリカ人との離婚で巨額の慰謝料を手にしたらしい。 

「アメリカでは結婚する時に契約書を交わすけれど、同時彼はまだ一文無しだったから契約書の
話なんて出なかった。私が彼の起業を助けたようなものだからたっぷり頂いても文句は無いはずだ
わ。まあ、私が再婚する時は、相手に契約書にサインさせるけれど」 

ミモザのグラスを軽く揺すって泡を立てながら麗佳は笑った。 

「そんなに慰謝料がもらえるんだったら私も今の主人と別れたいところだけれど、その当てはまっ
たく無いし。それにしても契約書とか、やっぱり外国人は違うわね」 

美恵が半ば冗談、半ば末気の素振りでそう言うと、麗佳は真面目な顔になった。 

「でも、離婚しないところが日末人の亭主族の美点でもあるわよ。アメリカの男は妻を愛していな
いと気づいたらすぐ離婚。ワイフ族も同じ。愛せなくなった男とは暮らせない、となるわけ。子供がい
ても簡単に離婚してしまうぐらい、みんな自分の幸せしか考えない」 

親が離婚して子供が一日置きに父親と母親の元で過ごすことになった模様を滑稽に描いたアメリ
カ映画をふと思い起こす。 

「こっちの離婚の原因って、他に好きな人ができたから、ということが多いのかしら」 

叶子が尋ねると、麗佳はこちらを振り向いた。 

「いろいろね。浮気が原因の人もいるし、うちの旦那みたいに、他に誰かもっと伴侶に適した女性
がいるはずだ、みたいなのもあるわ」 

「へえっ！」麗佳の答えに美恵が大きな瞳を更に丸くする。「そういう自分勝手ってたまらないわ
ね。ちゃんと結婚にコミットしたのだから、その誓いを守ってもらわなくちゃ」 

「美恵みたいな人は日末人と結婚すべきよ」麗佳は淡々とした声を出した。 

「で、もう男性はコリゴリとか思うわけ？」 

叶子が尋ねると、麗佳はサーモンをナイフとフォークで優雅に切っていた手を止めた。 

「その反対よ。私も誰かいい人を見つけてやろう、と闘志に燃えているわ。振り返ってみれば、彼
は私の宿命の相手ではなかったということでしょう？生涯で一度の恋、と呼べる恋をしないで死ぬ
わけにはいかないじゃない」 
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軽口のような話し降りだったけれど叶子には麗佳が末気でそう考えているらしいことがわかった。
「生涯で一度の恋」良一に出逢った時に果たしてそんな風に感じただろうかと胸に問うと、答えは否
だ。当時は若かったし口説かれて愛着を感じはじめ、それで自分で恋を創作しただけであるように
思える。彼には妻がいて自由に逢えないという恋の障害がなかったら、関係はとっくの昔に終わっ
ていた気がする。 

「どうしたの、叶子、いやに真剣な顔して。あっ、そういえばピザマンの君はどうした？」 美恵に訊
かれて叶子は曖昧な微笑を拵える。健と会議で再会したところまでは美恵に電話で喋った憶えが
あるが、一緒に夕食デートをしたことは伝えていないし、キスされたことは無論内緒だ。そこまで考
えて、叶子は「生涯で一度の恋」との麗佳の言葉を聞いた時に健の顔を思い浮かべなった自分に
失望した。やっぱりこれは遊びなのだ。凍てつく寒い冬の日にしっかり抱きしめて暖めてくれる男の
熱いキス。ただそれだけのこと。 

あのボードウォークの散歩以来、健には逢っていない。タイの火力発電プロジェクトはタイ電力公
社との売電契約がまだ煮詰まらず、法務アドヴァイザーのこちらは忙しいが、融資側を招いて契約
条項を交渉する段階には至っていないので国際投融資公社と仕事で顔を合わす機会はない。健
はフィリピンのマニラにしばらく出張するとのことで次回のディナーはその後で、と約束してあった。 

ひょっとして彼からメールでも来ているだろうかと叶子が深夜に自宅でパソコンを開けると、思い
がけず良一からのメールが届いていた。昨年九月にワシントンへ赴任して以来良一は何度かメー
ルを寄越して来たが、こちらは忙しさもあり数回に一度往信するぐらいだった。いや東京を発つ前
に、これで終わりにしましょう、と伝えたつもりで、末当は返信すべきではなかったのだけれど、初め
ての赴任地で心細いことも多く、彼のメールが嬉しくもあったので時おり返事を書いていた。 

「来月たぶんニューヨークへ出張することになる。叶子に是非逢いたいから週未を挟むようにする
よ。来てくれるね。良一」 

彼のメールにはニューヨーク出張の予定日と宿泊するホテルのアドレスや電話番号が書かれて
おり、急に来ると言われても困る、と咄嗟に反応してから、叶子は自分がまだ前と同じように彼の誘
いに乗りかねない女であるらしいことに気づいた。東京にいる時にはまるで愛人か何かみたいに当
日誘いの電話を掛けてきたような男が三週間の余裕をもって連絡してきたということは進歩なのだ
ろうか。そう考えて、叶子は苦笑いする。 

用件だけの短い文面を眺めながら叶子は自分の胸に尋ねた。彼に逢いたいのか、と。 

パソコンの眩しいスクリーンから眼を逸らし何気なく部屋を眺めると、先ほどベッドの上に脱ぎ捨
てたダウンのコートが淡い部屋の照明に白く朧げに浮き上がって見えた。眼を閉じるとジョージタウ
ンでばったり出逢った黒づくめの健の面影が瞼の裏に浮かび、それがこの前タバナス・レストランで
向かい側に座ってこちらを見つめていた面影にダブる。そして魂を優しく揺す振り降参させるみたい
な甘いキス。二度と恋になど陥ちないと誓ったはずなのにそんな誓いを難なく崩し去りあっという間
に心に忍び込んで来た男だ。 

叶子は目を開けるとパソコンで返信を打った。「忙しいのでニューヨークへ行ってお逢いする暇は
ありません。叶子」もう一度読み返してから、叶子、という箇所を消して発信する。これで良一にはこ
ちらの意図がわかるに違いない。 

その数日後の週未、叶子はファッション・センターを訪れていた。中央に広大な吹き抜けがある四
階建てのショッピング・モールにはロクシタンの店があり、お気に入りのシャンプーが空になったの
で買いに来たわけだが、ついでに春物が並ぶブティックを覗くことにする。角まで歩いてエスカレー
ターに乗ろうとして、叶子の脚が凍りついた。 

エスカレーターに健がいたからだ。それも、女性としっかり腕を組んで。
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今月の簡単レシピ：
「カレーエッグパン」

フードクリエイター　木内 由紀

東北地方太平洋沖地震で被災された方々に対し心より見舞い申し上げますと共にお亡くなりにな
られた方のご冥福をお祈り致します。

又直接被災された方は勿論の事、二次災害に合われて今でも困難な生活を送られている方々
が、一日も早く普段の生活に戻れますよう心より願っております。

このような大きな天災にも正面から立ち向かい、皆が力を合わせて母国日本が復興から立ちあ
がろうとしている姿を、こちらでも日々目にしております。

遠く離れたアメリカからでは、募金活動や節レシピを考える事くらいしかできませんが、微力なが
ら今できる事をこちらで一生懸命実行していく所存ですのでこれかも宜しくお願い致します。

さて、日本でもちらほらと街がピンク色に染まり、みなさんの心がその桜色に少しでも癒されてい
ることを願っているのですが、ワシントンでも日本同様の美しい桜並木を眺める事ができます。

ファーストフードやスナック類などで空腹は手軽に満たされるご時世ですが、日本風に「桜並木の
下で手作り弁当」の光景を思い出し、手軽なお弁当片手に出かけてみてはいかがでしょうか？

今回は子供から大人まで大人気のカレーパン風にアレンジした卵で作るカレーパンの具をご紹
介します。パン屋さんで売っている日本のカレーパンに負けないくらい美味しい具が、家庭で手軽
に出来ますよ。

カレーエッグパン【テーブルロール8個分程度】

≪材料≫
・ゆで卵：：3個
・スライスベーコン：：1枚（25g程度）
・にんにくすりおろし：：1/2かけ
・カレー粉：：小さじ1/2
・醤油：：小さじ1/2

[a]
・ケチャップ：：小さじ2
・オイスターソース：：小さじ1
・蜂蜜：：小さじ1/2

≪作り方≫
【1】フライパンに少量の油と5ｍｍ角に切ったベーコンを加え、ベ
ーコンから脂が出てきたらにんにく、カレー粉を加え炒めます。
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【2】良い香りがしてきたら、[a]を加え全体をグルリと混ぜ一呼吸おいてから火を止めます。

【3】（2）のフライパンにゆで卵を細かくくずし混ぜ、醤油も混ぜ合わせ、塩やブラックペッパーなどで
味を調え出来上がり。

お好みのパンにトマトやレタス、きゅうりなどお好みの具と一緒にサンドして、頂きましょう。
前日に作っておき、冷蔵庫保存も可能です。

≪アレンジ≫
刻んだパクチーやセロリ、ナッツ類などお好みで加えると、いっ

そう美味しく頂けます。
また、具は味見をして「少しこいかなー？」くらいがサンドウィッ

チを美味しくいただけるポイントです。

オイスターソースは日本でもお馴染みのこちら〈李錦記〉を長年
愛用しています。

塩加減もちょうど良く、オイスターのコクがあってとっても気に入
っています。

韓国系スーパーや近所のグロッサリーストアーにも置いてあり
ます。

〜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/

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②」

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

Last month, we studied the difference between WILL and BE GOING TO when using the 
Future Tense.  I hope you have been able to use BE GOING TO for all future plans/intentions 
that are already decided.  Most non-native speakers of English overuse WILL when talking 
about the future.  In addition, there are several other ways to talk about the future in English.

Future Tense, Part 2 – Present Progressive and Simple Present

The Present Progressive and Simple Present tenses can both be used to express future 
time. Based on our feeling about the future event, American people use these two tenses 
without thinking which is appropriate to a certain situation.  Non-native speakers of English 
must learn the rules and apply them carefully to make themselves fully understood.

Present Progressive to Express the Future
1. Describes definite plans for the future, plans that were made before the moment of 

speaking.  A future time word is usually used. TOM IS GOING TO COME TO THE 
PARTY TOMORROW.

2. We cannot use the Present Progressive for PREDICTIONS about the future.  YOU’RE 
GOING TO LAUGH WHEN YOU HEAR THE JOKE. (Incorrect: You are laughing when 
you hear the joke.)

Simple Present to Express the Future
1. Describes future time that is on a definite schedule or timetable. MY PLANE ARRIVES 

TOMORROW AT 12:20.
2. Many verbs cannot be used to in the simple present to express future time.  (Incorrect: 

I WEAR MY DRESS TO THE PARTY NEXT WEEK.)

Try to decide which expression is better in the following examples (there may be more than 
one answer):

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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4月号編集後記

3月号会報を発行してから間も無く,今回の災害が当に突然日本で発生しました。 

最初は大きな地震が東京を襲ったというニュースが個人ベースで伝わって来ました
が、その後は次々に驚くような映像を様々なメディアを通じて目の当たりにし、これが祖
国日本なのかとしばらくは俄かに信じられなかったものです。 

あの日から既に1ヶ月弱の時間が過ぎましたが、復旧作業が着々と進む一方で原発
の問題が相変わらず心配である事に変わりなく、当分の間様々な意味で世界が注目す
る大災害であり続けるのかもしれません。 

今月号の発行準備をする為にボランティアの方々の意見を聞く機会を作りました。若
い方、主婦の方などからも意見を取り入れ、広い視野で会報の有り方を見直してみたか
ったからです。 

勿論今回は災害をテーマとした題材の記事を集めようという意見が有る一方で、日本
人が元気が出るようなテーマも欲しいという意見もあり、それなりにバランス取れた内容
になるよう気を配ったつもりです。 

いずれにしても、早く日本が今の状態から立ち直る事を祈る気持ちに変わりはありま
せん。 会報を通じてこの気持ちが少しでもシェアできればと心より願っております。

伊藤、為村

1. The meeting ___________ at 9:00 tomorrow morning. (start)
2. I ___________ the baseball game at my friend’s house tomorrow. (watch)
3. His plane ____________ at 10:30 next Wednesday. (leave)

Answers: 1. is going to start, starts, is starting 2. am watching, am going to watch 3. leaves, is 
going to leave, is leaving
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