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「2015年新春祭りレポート」

商工会恒例の新春祭り。今回も大盛況のうちに
終幕いたしました。大勢の皆様にご来場頂き、誠
にありがとうございました。 P.17〜

「特別寄稿 『ペギーさんとの半世紀 
～東京、ワシントン、パリ、戦後の日米を語る友情物語～』」

ワシントン日米協会会長ブリアーご夫妻と親交
の深い、ギメ東洋美術館館長付顧問の尾本圭子
様。ご夫妻と日本の深い係り合いの起点、また
半世紀の時を経ても未だ衰えることないペギーさ
んとの友情についてご寄稿頂きました。P.2〜

2015年 No. 4701・2月合併号

新連載情報！

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

愛川耀様の連載第五弾は「ワシントニアン・イン・ラブ」。今シリー

ズもどのような物語りの展開となるか楽しみです。P.40 〜

「ワシントン自転車散歩」

フライフィッシングでお馴染みの、釣熊様による
連載第二弾。立春も過ぎ本当の春が待ち遠しい
ワシントンですが、アウトドアの遊びが楽しめる
季節が近づいていますね。バイカーではない方
もこの機会に「自転車散歩」に挑戦してみてはい
かがでしょう。P.36 〜

「森守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

新企画、フジテレビ森守弥子様によるインタビューシリーズ。初
回を飾るのはMIGA長官の本田桂子様です。今後もワシントンな
らではの「この人」に乞うご期待！ P.22〜

http://www.jcaw.org
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特別寄稿

ペギーさんとの半世紀 
～東京、ワシントン、パリ、戦後の日米を語る友情物語～

尾本 圭子
長年、日米関係に貢献されている、ワシントン日米協会名誉会長ビル・ブリアー氏と、ペギー・ブリアー夫人と親交の深

い、ギメ東洋美術館館長付顧問尾本圭子先生に、お二人が日本と係るようになった原点そして半世紀にわたる友情に

ついて、特別にご寄稿いただきました。尾本圭子先生の略歴は後述参照。

【出会い】

日本がようやく「戦後」を脱し国際

社会に復帰し、経済的にも発展し

ようとする1960年代に大学を終え

た世代の私たちにとって、海外へ

の関心はとても大きなものがあり、

英米文学科を修了したばかりであ

った私にとってはペギーとの出会

いは日本に居ながらにしてこの上

ない海外への窓となり、その後の

私の人生にも大きな意味をもつこ

ととなったように思う。彼女との出

会いは、父が働いていた三井金属

鉱業の坂本興ニ氏がニューヨーク

研修を終えて戻られた時に、アメリ

カで知り合ったチャールズ・フレン

チ一家が日本を訪れ、そのお嬢さ

んのペギーが一年間日本に滞在

するのでお友達になってはいかがでしょうかとの親切なご提案をして下さったことに喜んで飛びつ

いたことからであった。当時英文科を出たとはいっても英語を実際に使う場も少なく読み書きくらい

であった我々の世代にはまず実際に話す機会があるということは、またとない嬉しいことであった。

実際お会いしてみると、さすがクリーブランドの上流階級のお嬢様で、マウント・ホーリヨーク大学

というこれもまたアメリカの上流女子大学出身というだけに、彼女の話し方はきれいな上品な英語

で、その表現や発音など心地よく、すぐそれに魅せられたのであった。私の方は最初単純な英会話

しか出来なかったのであるが、彼女の言葉を聞いてああこういうときはこういうのだと実地の表現や

言い回しを覚え、それを真似したりして次第に話せるようになっていったように覚えている。そして彼

女は大変な美人である上にその人柄の優しさも並大抵のものでなく、きめの細やかな配慮など、お

付き合いしていて心地よいばかりであった。私の父母もすぐに彼女のとりこになり、私は彼女という
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友人が出来たことが嬉しくて、お盆やお正月には父母の郷里である千葉県の大多喜町や市原市の

八幡宿の家にもよく連れてゆき、親族の大勢の集まりでは彼女はすっかり家族の一員のようになっ

てしまったのであった。私の東京女子大学の友人グループにも紹介し、一緒にスキーにも行くなど

全くそのグループの一員となってしまい、今でも毎回の来日の折には必ず「女子大グループ」との

集まりを大事に予定に入れてくれるのである。

【圭子のアメリカ旅行】

ペギーの最初の日本滞在は一

年であったが、せっかくなら日本語

を習ったらどうかと私が提案して、

渋谷の有名な長沼スクール1の申

し込みの手続きをしてあげた。そ

こでやはり日本語を勉強に来てい

たビル・ブリアーさんに出会ってか

らは時々ビルも一緒に私の家に遊

びにくるようになり、彼は日本の政

治経済についてなど財界にいた父

に話を熱心に聴きにくるようにな

った。その熱心な姿をみて父は彼

が国務省に入り外交官になった際

に、彼はいずれ公使にはなるねと

予言もするほどで、事実それは当

たったのであった。ペギーは帰国

後、父の紹介でニューヨークの三

井物産の支店で働くようになった

が、ビルが国務省の試験を受けて外交官となり、横浜領事館に赴任することになったことで、二人

は結婚して日本に戻ってきたのであった。それは我々にとっては何とも嬉しいことであった。そして

彼らの最初の休暇のときに何と私に一緒にアメリカへ来ないかと誘ってくれた。1963年のことで、

旅行のためのドルを入手するのは難しかったが、父の友人のはからいで私は2ヶ月のアメリカ旅行

をすることになった。

私にとっては勿論初めての外国旅行であり、それは強烈な体験であった。まずビルのロスアンジ

ェルスの母上のお宅に泊めていただき、ハリウッドなどのビルの友人たちの豪華な家々に招かれ

たり、ディズニーランドなどへ案内していただいた。そこからクリーブランドまでドライブで、グランド

キャニヨンやナバホインディアンの村やコロラドなどをめぐり、道中ペギーの親戚宅にも泊めてもら

ったりしての大陸横断を体験したのであった。クリーブランドでは彼女の実家のすばらしい邸宅にし

ばらく泊まり、彼女のご両親や姉妹や友人たちとの50人もの大パーティや、広大な庭園での乗馬

の体験など、忘れられない滞在をさせていただいた。そのようなペギーの家での「おもてなし」にあ

1   1948年に開設した日本最古の日本語学校のひとつ。現在も渋谷にキャンパスを持つ。初代長沼直兄の長沼リーダーズ(教科
書)は、ドナルドキーン氏ほか、日本研究家に広く使われたことは、同氏の最近の著書「わたしの日本語修行」に解説されている。今

もなお数多くの米国人親日リーダーを輩出している。http://www.naganuma-school.ac.jp/

http://www.naganuma-school.ac.jp/
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ずかり、彼女の友人の家にも招かれるなど、とてもふつうの観光旅行では味わうことのできないアメ

リカ人の生活に接してただ驚くばかりであったが、一方ペギーの人となりの源泉を知ることにもなっ

た。それは特にお父上のチャールズ・フレンチ氏が来日した理由でもあった日本の清里村のセンタ

ー創立に応援するなど、教会を通して人道支援のようなことをなさっていたりという、ただ富に満足

してはいないご家庭の雰囲気だった2。

その後、一人旅になっても、彼女の妹のジェインがボストンまで運転してくれたり、ボストンではペ

ギーの友人宅に泊めていただいたりと、ペギーはこまごまと手配をしてくれたのであった。

ボストンにはイエール大学に留学していた女子大時

代の友人で、現在城西大学の理事長をしていられる水

田宗子さんが車で迎えにきてくれ、黒人問題に関心の

深かった彼女と南下してワシントンのキング牧師の有名

な演説のデモに参加したり、南部で黒人問題の調査に

も立ち会うというような体験までしたり、また別の友人と

メキシコを巡るという、2ヶ月の大旅行をすることが出来

た。ペギーとビルのいたれりつくせりのお陰で、私にとっ

てはアメリカの生活の奥深くを知ることになったという満

足感で満たされた旅となったのである。もう半世紀前の

こととはいえ、あまりにも豊富な体験で今でも昨日のように思い起こされる。そうした経験や覚えた

英語は、その翌年のオリンピックの陸上競技会場でのコンパニオンとして手伝うことにも大いに役

に立つことにもなった。

【其の後パリへいった私】

日本の政治が専門のビル・ブリアーと結婚したペギーはビルの東京のアメリカ大使館勤務や札幌

領事など数度にわたって長年日本に滞在したのであったが、その都度彼らのアメリカ外交官の素

敵な宿舎に招いていただき、彼らの多くの日本やアメリカの友人とも出会うことにもなった。ビルと

ペギーとの能登半島めぐりや、白馬村にスキーにいっては、民宿のコタツの回りに皆で雑魚寝をし

たことなどが思い出される。札幌領事館にも泊めてもらうこともあった。東京では彼らに誘われてN
響の定期音楽会や、展覧会など東京の文化を共に楽しんだこともなつかしい。私がパリへ留学し、

その後ギメ美術館に勤務してからは、たまに私が帰国するとき以外なかなか会えなくなってしまっ

たのであるが、私の父母や親族や女子大の友人たちとのお付き合いはずっと親密に続けてくれて

いたようであった。私の帰国時には皆を自宅に招いてくれたり、ビルが駐日米公使になっていた時

にはすばらしい東京のアメリカ公使邸に尾本一族30名あまりもバーベキューに招いてくれて、その

プールでは年老いた私の両親までが泳いだりもした。また彼らは大多喜町の秋祭りには必ずやっ

てきて、ビルや息子のチャールズはお神輿をかつぎ、町の人たちとの酒盛りに興じすぎて東京へ帰

宅するのが大変であったそうである。毎年のお正月には子供たちと皆で大多喜の尾本一族の集ま

りに参加するのを楽しみにしてくれていた。このように日本にすっかり溶け込んだ外国人一家は当

時あまりなかったのではないかと思えるのである。

2   数年前に八ヶ岳の平山郁夫シルクロード美術館に招かれて、そのあたりをご案内していただいた時に見つけたのであるが、清
里のポール・ラッシュ牧師の記念館にはチャールズ・フレンチ氏の写真が協力者として展示してあり、ペギーとビルの結婚式につい
ての記事も保存されていた。
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【ペギーたちから教わったこと】

ペギーとその一家との親戚づきあいのような交流はもう

半世紀に及ぶもので、とても語りつくせないのであるが、

ペギーたちのお陰で私たちにとってアメリカというものが

身近なものになったことは確かである。そしてこの交流は

今では次世代に引き継がれている。ペギーと私の古希の

祝いには双方の次世代も集まってくれたのであった。

ペギーが初来日した頃はまだ日本の生活様式がアメリ

カのそれとはかなり異なっていたにもかかわらず、彼女は

深く日本の中に溶け込んで、我々と心も通じ合うことが出

来たのも今から考えるとペギーの人柄そのものからきて

いるのだと思える。そのことが若かった私にとってはその

後外国人との交流において大きな助けになったように思

える。彼女と接していると、もう外国人という意識はなく、

基本的には同じ人間なのだという確信をもてたことで、そ

の後どのような外国人と接触するときにもそれは役に立った。私にとってはペギーという外国人に最

初に接することが出来たことは貴重なことであったと今振り返ってみると思えるのである。

またもうひとつペギーによって教えられたことがあった。それは日本の生活様式や伝統文化など

の再認識である。彼女はたとえば日本のあらゆることに関心が高く、われわれが忘れていたものな

どの価値をあらためて教えてくれた。彼女は日本の絣がとても素敵だといってそれでスカートを作っ

てもらい、それをとても得意になって着ていた。美人のスタイルのよい彼女が着ているとまたそれが

素敵だったのである。我々にとっては古臭い日常的なものでも彼女が関心をもつことでその良さを

再認識させられるのであった。実は私の家族環境はごく日本の和の世界で、父の家は江戸時代か

らの呉服屋、祖母の実家は造り酒屋、母の実家は醤油製造業であったので、かえって別の世界へ

の憧れや関心が強く、ましてや戦後の我々若い世代は欧米の文化へあこがれから日本のものは古

く、我々若い世代はそれを近代化しなくてはならない、むしろ捨てなくてはならないという意識が大き

くあったのであるが、ペギーがそうした日本古来の伝統文化に対して貪欲ともいえる関心をもってく

れたことで、日本的なものの価値を見直すことにもなった。それは後にパリのギメ東洋美術館で働

くことになった私にとってフランス人の日本文化への関心のありかたを理解する上で役立ったように

思える。そうした私の人生の原点のようなものが、ペギーそしてビルとの我々青春時代の出会いに

あったのである。

パリでの仕事が忙しく、休暇は日本の親に会いにゆくのが精一杯であった私に、あるときペギー

が圭子は40年もアメリカへ来ていないといわれてはっとし、ワシントンに居を構えたペギーたちの家

を訪れたのであった。彼らの立派な住まいや日本間を見て、彼らが日米間の交流に貢献してきた

様子が伝わってきた。彼らもパリを訪れてくれたが、昨年は、ギメ美術館3やルーヴル美術館を訪れ

たり、ヴェルサイユやジヴェルニーを一緒に歩き回り、お互いにまだ健康で、このように半世紀にわ

たっての友情を持ち続けられたことの幸せをつくづく味わったことであった。

3   実業家エミール・ギメによってリヨンに創設されたが、その後パリに移され国立となり、東洋学、特に宗教研究に関心を寄せたギ
メ自らがアジア各地を訪れ収集した遺物や美術品などの名品を展示した。1945年には、ルーヴル美術館の東洋部のコレクション全
体がギメ美術館に移された。以来、ルーヴル美術館の東洋部の役割を果たしており、アジア以外で最大の東洋美術コレクションを誇
っている。アンコール美術品の所蔵においては質と量ともに世界有数の美術館である。
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尾本圭子（おもと・けいこ）略歴

東京女子大学文学部英米文学科卒業、パリ･ソルボンヌ大学（第４大学）仏文学科学士号及び修士号
取得。1977年より、フランス国立ギメ東洋美術館図書館司書、定年後、研究員を経て2008年よりギメ
東洋美術館館長付顧問。

著書

• Quand le Japon s’ouvrit au monde (Découvertes Gallimard 99), Paris, Éditions Gallimard, 
Réunion des Musées nationaux, 1991． (Francis Macouinとの共著)

• 『日本の開国 エミール･ギメ あるフランス人の見た明治』（知の再発見双書54）大阪、創元社、1996。 
（フランシス・マクワンとの共著・翻訳）

• Van Gogh, pèlerinages japonais à Auvers, Moulin de Suillyzeau, Éditions Findakly ; Paris, 
Musée Guimet, 2009．

• 『フェリックス・レガメー日本関連著作集成　別冊日本語解説』, 東京、エディション・シナプス、2010

主要論文

• 「エミール･ギメとギメ東洋美術館」、『ふらんす手帖』9号、東京、ふらんす手帖編集部、1980
• 「ギメとレガメーの日本旅行（1876年）」、『ジャポニスムの時代 19世紀後半の日本とフランス 第二

回日本研究日仏会議』、東京、日仏美術学会、1983
• ‘L’Imprimerie de l’époque Edo (1603-1868), l’épanouissement de la xylographie dans les 

livres illustrés’ Le livre et l’imprimerie en Extrême-Orient et en Asie du sud, Bordeaux, Société 
des Bibliophiles de Guyenne, 1986

• ‘Dans le Japon de l’ère Meiji’ , D’outremer et d’Orient mystique : les itinéraires d’Émile Guimet, 
Moulin de Suillyzeau, Éditions Findakly, 2001

主な翻訳

• ジャン＝フランソワ・ジャリージュ、秋山光和監修、ジャック・ジエス編集『西域美術　ギメ美術館ペリ
オ・コレクション』2巻、東京、講談社、1994-1995（共訳）

担当の展覧会

• 「蘇るパリ万博と立体マンダラ展　エミール・ギメが見た日本のほとけ信仰」東京、尼崎、西武百貨
店 1989

• Hirayama Ikuo Sur la Route de la Soie （平山郁夫シルクロード展）、パリ、ギメ東洋美術館、1991

ギメ別館の茶室前で、武者小路千
家の千宗屋先生によるお茶事のあ
と先生方とご一緒に。

創立者エミール・ギメが明治9年、
日本に行って収集した仏像類の展
示の前で。団十郎夫人、お嬢さん
の市川ぼたんさん、オルセー美術
館の名誉キュレーターのジュヌヴィ
エーヴ・ラカンブル夫人らとともに。

ギメ美術館のご自身の研究室で。

Background Design by MC-Designs
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堂ノ脇会長からのご挨拶

堂ノ脇 伸
VP & General Manager Washington Office,  

Sumitomo Corporation of Americas

皆さま、新年明けましておめでとうございます。

平素よりワシントン日本商工会の活動をご支援いただきまして、誠に有難うございます。

さて、2014年は国際社会では安全保障を巡って想定

外の事象が起こる極めて「予測不能」な年でありました。

新しい年もフランスでの痛ましい事件で幕をあけ、平和

を巡っては世の中は引き続き混沌とした状況にありま

す。経済面では、原油価格をはじめとする資源価格が

下落基調にあり、企業活動に従事する我々にとっても少

なからぬ影響を与えています。

一方日米関係に目を転じれば、米国経済は昨今の雇

用統計等の経済指標からも確認される通り、リーマンシ

ョック後の低迷期から着実に回復基調にあり、また日本経済もアベノミクス効果によって長らく続い

たデフレ環境から徐々に脱しつつあるようです。そして両国間の交流は戦後70年という節目の年に

あって政治・経済・文化等のあらゆる面において相互理解が従来以上に進み、極めて安定した関

係が構築できているものと見受けられます。これもひとえに両国の各界における先人達のたゆまぬ

努力によるものと感謝をし、また我々自身もこの友好関係を次の世代に継承していくべく、民間レベ

ルにおいても様々な活動を通じて両国の更なる相互理解と友好の強化に努めていかねばならない

と思う次第です。

米国の首都で活動をする当ワシントン日本商工会も、より一層様々な活動を通じて日米関係向

上の架け橋になりたいと願っております。当会は100社を超える会員企業と多くの個人会員の皆さ

まによって支えられており、日米間の経済・ビジネス関係の強化促進と向上を目指す他、教育や慈

善活動といった地域協力を通じて両国関係の深化への貢献推進にも従事しております。昨年もワ

シントン日本商工会財団との協働の下で当地の30を超える現地校に対して日本語教育支援を目

的としたグラントを実施し、また各校で日本語教育に従事する先生方をお招きしてのシンポジウム

を開催致しました。加えて当地で毎年春に開催される桜祭りなどに対する支援などを継続しており

ます。更に毎年１月に当会と商工会財団の共催によって開催される新春祭りや、在米日本大使館

と日本大使館広報センターの協力を得ながら上映されるJ-Filmを通じて日本文化や日本のソフトパ

ワーの発信にも努めております。地道ながらもこのような活動を今後共継続していくことで日米の

相互理解の一助とすべく、努めて参る所存です。
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一方、会員同士の親睦を図る目的では著名講師を招いての研修会やご家族も参加頂けるテニ

ス、ボウリング、ソフトボールやゴルフなどのスポーツイベント、更にはネットワーキングイベントなど

を随時開催の予定であり、当地で活躍をされる皆さまに対して少しでも良い環境を提供できるよう

努力をして参る所存です。各種行事の開催予定や活動報告等につきましては、当会報の他、ホー

ムページにてもご確認を頂けますので、是非ご覧頂くと共に、皆さまの積極的なご参加をお待ちし

ております。

上述した通り、戦後70年という節目を迎えた日米両国の絆は大変強固なものになっています。そ

してその絆を更に強くしていく過程において、今後我々ワシントン日本商工会に求められる役割も

益々高まっていくものと思われます。このような期待にしっかりと応えるべく、理事一同引き続き頑

張って参る所存ですので、会員の皆さまには是非これからも温かいご支援とご協力を頂きたく、お

願いを申し上げる次第です。

最後になりましたが、皆さまの本年のご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

明けましておめでとうございます
昨年中は大変お世話になり
誠にありがとうございました
本年も引き続きJCAWを
宜しくお願い致します

平成27年

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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去る1月15日（木）、2015年度ワシントン日本商工会

の年次総会がワシントン市内、コンベンション・センター

近くに新装開店したホテル　｢マリオット・マルキス・ワシ

ントンDC｣で開催されました。当日の様子を報告させて

頂きます。

まず総会冒頭におきまして、議長役を務めました幹事

から、本総会の案内を通知した時点での当会会員は法

人会員101社、個人会員121名であったこと、その内、

委任状による参加を含めて、法人会員56社、個人会員

22名のご出席により総会議決定足数を満たし年次総会が有効に成立した旨の報告を行いました。

引き続いて以下各議案の審議が行われました。

• 第1号議案：柳原会長（当時）より2014年度の事業内容が報告され、承認されました。

• 第2号議案：直木財務理事より2014年度の会計報告が行われ、承認されました。尚議場より

会計報告でやや分かりづらい点があるというご意見がありました。当会は現金主義会計（収益

と費用が現金の受け渡し時点で認識する会計原則）を採用しているので、特に年初と年度末

の収支について、より丁寧な説明を心がける旨、幹事より説明を致しました。

• 第3号議案：2014年1月の総会以降に退任した理事3名の後任として、理事会推薦で就任した

大貫理事・井口理事・山口理事が追認されました。また今回の総会を以って退任する理事3名

の後任として、理事会より一色良太氏・須内康史氏・大山みこ氏が推薦され、承認されました。

上記3議案審議の後に総会は一旦休憩となりました。その間に開催された臨時理事会に於いて

新体制が決定し、再開した総会後半の部の冒頭で、各理事の役割りが以下の通り披露されまし

た。

会長：堂ノ脇理事（新）、　幹事：秋山理事、　財務：直木理事、総務担当：丹羽理事、

地域協力担当：花井理事、一色理事（新）、

日本語教育支援担当：今村理事、黒川理事（新）、　会員担当：井口理事、

広報・渉外担当：坂元理事、篠崎理事、　研修担当：大貫理事、山口理事、

企画担当：栗林理事、須内理事（新）、大山理事（新）

（備考：理事の担当分野の中で、従来の“広報”と“特命”を大括りして本年より｢広報・

渉外｣に、また“企画/行事”と“企画/スポーツ”を大括りして｢企画｣とした。）

上述新体制の報告に続いて以下の議題が審議されました。

• 第4号議題：堂ノ脇新会長より2015年度における運営方針案について説明があり承認されま

した。　　

2015年度年次総会の報告

幹事　秋山 勇
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• 第5号議題：直木財務理事より2015年度予算案について説明があり、承認されました。議場よ

り、研修や会員ネットワーキングイベント等について、前年同様に会員企業の支援・協力を仰

ぎ、引き続き支出の抑制に努力願いたいという要望が呈され、理事一同鋭意努力する旨の説

明がありました。

• 第6号議題：特にご質問はありませんでしたが、出席された会員の方より、女性理事数が減少

傾向にあることを受け、より積極的な女性理事の登用など、理事会として女性の更なる参画を

推進して欲しいとのご意見が呈されました。

以上を以って全ての議案が滞りなく審議・承認され、総会は無事閉会となりました。大変寒い中に

も拘らず総会にご出席くださいました会員の皆様、また会合の運営に協力くださった皆様に、この

誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。ワシントン日本商工会は本年度も色々な企画で会員の皆

様の親睦や地域への貢献を図って参りたいと思います。引き続き皆様の積極的なご参加、並びに

温かいご支援を宜しくお願いいたします。

以上

2015年ワシントン日本商工会理事

会長　堂ノ脇 伸（新任）

幹事　秋山 勇

財務　直木 敬陽

総務　丹羽 章裕

地域協力　花井 伸敏

地域協力　一色 良太（新任）

日本語教育支援　今村 卓

日本語教育支援　黒川 健（総務担当理事から異動）

会員　井口 徹夫

広報・渉外　坂元 尚文

広報・渉外　篠崎 眞睦

研修　大貫 崇雄

研修　山口 雅彦

企画　栗林 顕

企画　須内　康史 （新任）

企画　大山　みこ （新任）
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総会に引き続き正午より同ホテルUniv. of DC/Catholic 
Univ.Roomにて新年会が開催され、ご来賓と当会会員

の皆様を併せ総勢106名のご参加を頂きました。

新年会の冒頭では、総会で新しく商工会会長に就任し

た堂ノ脇会長が司会／進行役の丹羽理事の紹介で壇

上に立ち、お集まりの皆様への新年のご挨拶を申し上

げました。これに続き、ご来賓を代表して佐々江賢一郎

特命全権大使よりご挨拶を賜りました。ご出席頂いた日

本大使館の皆様のご紹介に続いて、泉裕泰特命全権公

使による乾杯のご発声の後に昼食を取りながらのご歓

談に入りました。

お食事の途中で、幹事より2015年度の新体制と理事

の紹介を行った後、午前中の総会を以って任期を終え

て退任されたボーク前理事、べネフィールド前理事、柳

原前会長よりご挨拶を頂きました。

メインコースの後、デザートをご賞味頂きながら、読売

新聞アメリカ総局長の飯塚恵子様から「2015年の日本

の行方」と題してご講演を頂きました。政治部記者として

の豊富な取材経験に基づいた鋭い切り口からの今後の

日本の政治/政策/政局の展望についてお話頂き、日本

を離れて過ごす会員にとって貴重な情報を得ることがで

きました。質疑応答の時間を経て、予定時間を若干超

過しながらも丹羽理事の閉会宣言を以って今年の新年

会はお開きとなりました。ワシントン日本商工会では本

年度も会員の皆様にご参加を頂ける色々な企画を実行

して参りたいと思います。引き続き皆様の積極的なご参

加、並びに温かいご支援を宜しくお願いいたします。

以上

2015年新年会のご報告

理事　黒川　健
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地域協力　一色　良太（2015年1月～）
Group Vice President 
Toyota Motor North America, Inc. 

2015年1月より理事を拝命いたしました一色でございます。2014年5月

にトヨタ自動車の米国法人北米トヨタワシントン事務所に赴任いたしまし

た。

米国での生活は2度目。前回は家族でバージニアのマックリーンに住ん

でいました。初めての海外生活にあたふたするとともに、9.11やスナイパー事件もありました。今回

は妻と二人、メリーランド州ベセスダに住んでいます。刺激的な仕事環境はもちろん、ワシントン近

郊の素晴らしい自然を楽しんでいます。

DCに来て、多くの皆様にトヨタ車はもちろん、日本車をご愛顧いただいている様子を見、大変あり

がたく感じています。米国企業の一員として、消費者の皆様に一層愛される車、サービスを提供す

るとともに、米国に根付き、雇用を生む企業を目指しています。また、日本企業として日米関係がい

かに大切かを痛感しています。ワシントン日本商工会の仕事を通じて、日米の更なる相互理解に

貢献するとともに、多方面の方々とのネットワークを広げていきたいと思っております。

商工会では、地域協力理事として微力ながら皆様のお役にたてるよう努力してまいります。ご指

導の程、よろしくお願いいたします。

ワシントン日本商工会 新任理事のご挨拶

新任理事メンバーのご紹介を致します。新たに会長に就任した堂ノ脇会長を筆頭に個性豊かな理

事たちが、ワシントンという地の利を活かし、全米のほかの日本商工会に負けずにユニークでわく

わくするような日米交流の場を提供することを目指し、奔走して参ります。会員の皆様とご一緒に今

後もワシントン商工会を盛り立てていきたいと思っておりますので、ご指導ご支援を宜しくお願い致

します。

会長　堂ノ脇 伸（2015年1月～） 
VP & General Manager Washington Office,  
Sumitomo Corporation of Americas

2015年1月より会長を拝命した堂ノ脇です。ワシントンには2012年5月に

赴任し、商工会では2013年1月より広報担当理事、同年8月よりスポーツ

担当理事を務めて参りました。なにぶん不慣れな会長職ですが、会員の

皆さまのお力を借りまして当商工会の発展に尽力して参りたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い致します。ワシントンには父親の仕事の関係で

今を遡ること40年以上前に2年間住んでおりました。今は地下鉄も開通し、当時とは随分様子の変

わったベセスダで妻と犬2匹と共に暮らしております。幼少時と、ニューヨーク、イスタンブールでの

駐在を加えて海外生活は通算17年以上に及びますが、メンタリティは極めて普通の日本人です。
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企画　須内 康史（2015年1月～）
Chief Representative, Representative Office in Washington DC
Japan Bank for International Cooperation

2015年1月より理事を拝命致しました須内（すのうち）でございま

す。2012年11月に国際協力銀行（JBIC）ワシントン駐在員事務所に赴任

致しました。翌年4月に家族（妻、娘2人）も参りまして、メリーランド州ベセ

スダに4人で住んでおります。今回2度目のワシントンDC勤務で、前回は

1996年から1999年まで米州開発銀行に出向しておりました。その時にこ

ちらで生まれた長女が今回ワシントンに“里帰り”となり、不思議な巡り合わせを感じております。商

工会では、企画行事の担当理事として、微力ながら皆様に喜んでいただける行事を企画・開催する

べく努めて参りますと共に、商工会の行事を通じて会員の皆様の交流と日米相互理解を深めてい

くことに貢献したいと思っておりますので、ご指導の程よろしくお願い致します。

企画　大山 みこ（2015年1月～）

US Representative of KEIDANREN

この度、企画担当理事を拝命いたしました経団連の大山みこと申しま

す。2012年10月より、ワシントンに赴任しております。これまでは、日本の

経団連において、主に経済政策を担当し、直近では会長秘書を務めてお

りました。仕事柄、政府や政治との関わりが多かったので、まさに米国で

の政策決定が行われるこのワシントンの地で、連邦議会等とのネットワー

ク強化を念頭に活動できることは大変興味深いです。

また、赴任直後から、ゴルフをはじめ商工会の様々なイベントに参加させていただいたおかげで、

世代を超えたメンバーの皆さまとのご縁をいただき、こちらでの生活が公私ともに一気に拡がりまし

た。また、昨今、ゴルフ、テニス、ベースボール、バスケットをはじめ、日本人選手が世界のアリーナ

で活躍しております。是非、世界の共通言語である色々なスポーツや企画を通じて、メンバーの皆

さまの交流そして日米相互理解促進に資する機会を提供していけたらと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。
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1月の総会をもちまして、任期満了により会長を退任しました米国三菱商

事会社の柳原です。2012年6月に就任させて頂いて以来、約2年半の在

任期間でしたが、会長としての職務を大過なく全うすることができましたの

も、ひとえに商工会会員の皆様、理事の皆様、そして在アメリカ合衆国日

本国大使館をはじめとする関係機関の皆様の多大なるご理解とご協力に

よるものと、改めて心より御礼申し上げます。

多岐にわたる商工会の活動の中で、定期的に行われるスポーツイベン

トや研修会、会員親睦会等を通して、ワシントンでご活躍の多くの、様々

な分野の方々とお会いすることが出来、大変光栄に思っております。今年 

1月の新春祭りは、新たな場所で開催されたこともあり、例年以上に多くの方々にご参加頂き、まさ

に新春に相応しい賑わいとなりました。商工会の新春祭りがワシントンに定着しつつあることを実

感した次第です。また、毎年日米協会や全米桜祭り協会と協働で実施される桜祭りも、今ではワシ

ントンにおける日本の存在感を着実に高めるイベントとなっております。他にも、日系アメリカ人組

織との協業、ワシントン日本商工会財団にご協力頂きながら推進した日本語教育や文化交流の支

援、またそれを通じた地域社会への貢献等、商工会が多くの方々と一緒に取り組んでいる活動は、

確実に日米関係の深化に貢献できていると信じております。

私事ですが、丁度会長退任のタイミングと同時に社命により日本への帰任が決定致しました。今

年4月からは東京勤務となり、毎年楽しみにしていた桜祭りに参加できないのは非常に残念です

が、ワシントンの地を離れましても、日米関係のより一層の発展を心より願っております。最後に、

新しく就任されました堂ノ脇会長（住友商事）の下、新たな体制がスタートした商工会のより一層の

ご発展と、皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。

柳原会長退任のご挨拶

会長　柳原 恒彦
Senior Vice President and General Manager Washington Office

Mitsubishi Corporation (Americas)
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As the term of my board membership is drawing to a close, I would like 
to thank each of you for the help and support you have given me during 
the time I have served on the JCAW board.  I have thoroughly enjoyed 
every minute of time, and I am very grateful for the important lessons I 
have learned through this experience.

Of course, the JCAW is promoting business opportunities for its 
members, but perhaps even more importantly, JCAW is in a unique 
position to provide important support for the Japan-US relationship  
in general.

When I first started with the JCAW board in January 2011, Chairman Otsuji was working very 
hard every day trying to accommodate the much expanded role in which JCAW suddenly found 
itself,  including  the establishment of  the   JCAW Foundation (JCAWF), a non-profit 501(c)3 
corporation receiving donations for the 100th anniversary of the National Cherry Blossom 
Festival and related projects.

Since that time, my JCAW role has been to support the NCBF in corporation with JCAWF, those 
projects, and donors, and to help lay the groundwork for a more solid relationship between the 
JCAW and the Japanese American groups across the US.

Although three of the four 100th anniversary NCBF projects started at the time have been 
completed, the JCAW has decided to continue the project promoting the study of the Japanese 
language through JCAWF.  Probably because I believe that understanding another’s language 
is the key to understanding the culture, and because I have experience as a student of the 
Japanese language at the International Christian University (ICU), I very much support JCAW’s 
ongoing efforts to encourage Americans to learn Japanese.  It’s one step among many which 
will continue to bring our countries closer together.

As a result of becoming better acquainted with the various Japanese American groups here 
in the US, I have been impressed by the strong sense of community the Japanese Americans 
have created.  It has been a pleasure for me to spend time with individual representative as 
well as various groups, not only in DC but across the US seeking ways to strengthen the 
bond between the expatriate Japanese community and the Japanese Americans.   Through 

ベネフィールド理事退任のご挨拶

特命理事　ベネフィールド ステファニー
Stephanie Benefield

Benefield Ltd.
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consistent, regular interaction, the JCAW and the Japanese American groups can further 
objectives of mutual interest, providing another level of stability for the Japan-America alliance.

I appreciated all of our meetings and discussions, and found that the JCAW and JCAWF 
members listen to each other carefully and kindly, considering everyone’s thoughts and 
opinions.  It seems that this behavior naturally comes from Japan having an older and more 
refined culture, and gives Americans much to admire.

Thank you for your friendship.

ボーク理事退任のご挨拶

企画担当　ボーク 重子
Shigeko Bork mu project

社長

2014年12月末をもって理事を退任しましたボークです。在任中は3年間

に亘り商工会の新春まつりそしてJ-Filmの企画担当に携わらせて頂きまし

た。両企画とも多くの方々に日本を知って頂く事、また在米日本人の皆様

に当地で日本を感じて頂く事を念頭にして参りました。

新春まつりでは多くの商工会会員の方々がボランティアとしてまたお客さ

んとして参加してくださりイベントを盛り上げて下さいましたが、皆様のお陰

なくして新春まつりの成功はあり得なかった事、ここに深く感謝致します。

また新春まつり、そしてJ-filmを通じて多くの会員の皆様にお会いする機会

を得られた事、大変光栄でした。

この3年間は商工会理事の責務を通じまた商工会会員の皆様との交流を通して、20年前に後に

した日本の素晴らしさを毎日の様に感じる事が出来た時間でもあったのです。貴重な経験をさせて

頂きありがとうございました。

本当に多くの方々に助けて頂いた3年間でしたが、この場をお借りして理事の皆様、企画担当理

事の栗林さん、事務局の平井さん、ダーシーさん、そしてJ-Filmでご一緒させて頂いた大使館の方

々にお礼を申し上げたいと思います。

私はDC永住組ですので会員の皆様とお会いする機会もあることと思います。その時を楽しみに

しております。

最後となりましたが、皆様のさらなるご健勝•ご活躍をお祈りしています。
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2015年新春祭りレポート

企画担当　ボーク 重子

沢山の商工会会員の皆様からのご協力のお陰で、今

年も素晴らしい新春祭りで新しい年をスタートする事が

出来ました。本当に有り難うございます。

今回の新春まつりはより広い会場でゆったりとお祭り

を楽しんで頂きたいとの思いから会場を動物園近くのマ

リオットホテルに移しての開催となりました。200名近い

ボランティアの皆様と多くのパフォーマーの方々、そし

て前売りをご購入頂いたお客様に当日券のお客様と、

なんと1,800人を超える方々にご参加頂く事が出来まし

た。新春祭り史上最高の大盛況となったことをご報告致

します。

1月25日のお祭り当日は前日のみぞれまじりのお天

気が嘘のように晴れ渡り、Miyako Taikoのオープニング

演奏とともに佐々江大使ご夫妻がご到着され、大使から

開会のお言葉を頂き無事お祭りがスタートしました。そ

の後はハンター先生の国歌斉唱、海平さんの獅子舞、

グレートフォールズ小学校とワシントン日本語学校のコ

ーラス、静美こども舞踏団、JET、琉球太鼓、ジャパニー

ズ•コーラル•ソサエティ•オブ•ワシントンとジャパニーズ•チ

ルドレンズ•コーラス•オブ•ワシントンと素晴らしいパフォー

マンスが続き、そしてトリを飾ったのはなんと大使館と商

工会のメンバーから成るJBEバンド！今年も皆さんの元

気溢れる演技を堪能させて頂きました。ありがとうござい

ます。

そして毎年息の合った司会ぶりがお見事な商工会事

務局の平井さんと、ニューヨークから駆けつけてくださっ

た元ワシントニアンのリッキーさんが今年もお祭りを盛り

上げて下さいました。

パフォーマンスの合間には昔ながらの福笑いや剣玉

などのゲームに挑戦したり、折り紙やカルタそして今年

初登場の「太鼓の達人」に挑戦したり駄菓子を選んだり

おみくじを引いてみたり、餅つき実演で実際に杵を持っ
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て餅つきを体験したり、そしてお腹が空いたらたこ焼き、おでんにお弁当を買いに列に並んだりと楽

しい企画が満載。商工会婦人部の皆さんがご尽力下さったお餅は今年も完売という大人気商品で

した。

会場には紅白幕がかけられ、そして壁には日本語継承センターと日本語学校の生徒さん達の新

年の雰囲気溢れる素敵な作品が飾られ、いらして下さった皆さんは会場に一歩足を踏み入れた途

端すっかり日本の雰囲気に包まれた事と思います。

私が企画理事になって3年。今回が最後の企画理事としての新春祭りということもあり、普段にも

増して気合いが入っていたような気がします。張り切りすぎて実行委員の皆様には何度も下見をお

願いしたりと大変お手数おかけ致しました。でもお付き合い下さり感謝しています。

それにしても3年間担当してみて感じた事は新春祭り

はそれぞれがそれぞれの役割を果たして終わりなので

はなく、運営する側と、ボランティアとして協力して下さ

る方々と、そして当日お客様として参加して下さる方々

が一体となって作り上げる素敵な時間なのだと言う事で

す。一緒に何かをするからこそ見えてくる日本がありま

す。そんな日本を体験する場が新春祭りなのですね。

双日の栗林さんと一緒に担当した最後の新春祭りの

感想は会場が広くなった分ゲームの種類や食事の場を

増やす事が出来たり、またベビーカーの持ち込みが可

能になったり、もっと多くのお客様に来て頂けたりと、今

までよりずっと安全で楽しみやすい環境を作る事が出来

たのではないか、という事。

反面ホテルの地下駐車場の数が大結婚式と重なり不

足した件は反省点であり、来年のお祭りには反映させた

いと思っています。

私はこれで新春祭り担当卒業ですが、これまで新春祭

りの運営にご尽力頂いた実行委員会の皆様、お手伝い

頂いたボランティアの皆様、パフォーマーの皆様、お祭

りにご参加頂いた皆様にこの場をお借りしてお礼を申し

上げます。本当に有り難うございました。

来年の新春祭りもお楽しみに！
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2014年度は、計7回の研修会を開催しました。研修の特徴は、2013年に引き続き、「参加者間で

より活発な議論を促進する」という観点から、「ラウンドテーブル方式」を主体としつつ、「セミナー・レ

クチャー方式」を併用しながら、新たな試みとして、文化施設の視察を取り入れたことです。

「ラウンドテーブル方式」は、「政治経済」から「社会文化」まで多岐に渡るテーマを取り扱いまし

た。具体的には、「英語での効果的なプレゼン方法を学ぶ」（講師：トニー・ケイポーン氏、2月）、

「Privacy and Data Security」（講師：カート・ウィマー弁護士、3月）、「腐敗行為防止」（講師：ステ

ィーブン・ファーゲル弁護士およびモナ・パテル弁護士、5月）、「Asia in Washington」（講師：ケン

ト・E・カルダー　ジョン・ホプキンス大学院教授、7月）等が挙げられます。いずれの研修にも多数の

方々が参加し、活発な議論が行われました。

また、「拡大版ラウンドテーブル方式」として、9月には佐々江信子・駐米特命全権大使夫人をお

招きし、日本大使館において「Women at Work、女性の社会進出」をテーマに女性の方々を主体と

したディスカッションを開催しました。同イベントには約50名程度の女性の方々が参加し、自らの実

体験を織り交ぜながら、活発なディスカッションが行われました。また、本イベントは、同月に東京で

開催された「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム （WAW！Tokyo 2014）」の関連行事にな

り、注目を集めました。

「セミナー ・レクチャー方式」については、9月に、JAXA宇宙飛行士の若田光一氏をお招きし、講

演会を開催しました。同講演会においては、若田飛行士が国際宇宙ステーション長期滞在中に実

施した数多くの宇宙実験、ロボティクス運用、システム運用、補給船の把持・係留作業、各種メンテ

2014年研修総括

研修理事　大貫／山口
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ナンス作業について、ご本人の身振り手振りを交えなが

ら直接お話しをいただきました。これに対して、参加者の

皆様方から熱心な質問が数多く出され、大変充実した

講演会を開催することができました。

「文化施設の視察」については、11月に、米国議会

図書館の見学会を開催いたしました。米国議会図書館

は、ジョン･アダムス大統領が首都をワシントンに移転す

る法案に署名した1800年に設立された、歴史のある施

設です。また、蔵書数、職員数では世界最大規模です。

参加者の方々には、トーマス・ジェファーソン館とアジア

部閲覧室をご視察いただきました。商工会としての施設

見学会は初めての試みでしたが、参加者の皆様方から

は大好評を博することができました。本年春には、再度

議会図書館の見学会を開催する予定です。

お蔭様で、2014年の研修会には数多くの会員の皆さ

まにご参加いただき、その数は延べ250人近くに達しま

した。実施にあたり、会場提供などご協力をいただきま

した企業に、この場をお借りして御礼申し上げます。商

工会の研修会は、会員様に対するベネフィットの一環として行っております。本年度以降も、皆さま

のニーズに配慮したテーマ・講師・視察先の選定を心がけていきたいと思います。その過程で、皆

さまのご意見を積極的に取り入れていきたいと考えておりますので、引き続きご支援を賜れますよ

うこの場を借りてお願い申し上げます（了）。
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広告募集のご案内
JCAW会報に広告を掲載しませんか？

JCAWでは、広告掲載の申し込みを承っております。 
JCAWは500名以上の会員からなり、ワシントン地域の
日本人社会に広く浸透しています。

是非、貴社の広告や宣伝にJCAW会報をご利用下さい。

会報の広告にリンクを設定する事により、クリック1回で、貴社
のウェブサイトやEメールアドレスにアクセスすることができま
す。年間契約でさらにお得になります。

JCAWウェブサイトのトップページには、バナー掲載など、各種
オプションを取り揃えております。

詳しくは、JCAW事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
Japan Commerce Assosiation of Washington, D.C., Inc.

1819 L Street N.W., B2, Washington, D.C. 20036
TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948 

Email: office@jcaw.org URL: www.jcaw.org

広告のイメージ図

料金体系（2013年11月からのレート）

ウェブサイトのバナーのイメージ図

広告掲載先 サイズ
商工会会員 非会員

月料金 年料金 月料金 年料金

会報※1

1/4ページ $50 $450 $70 $630

1/2ページ $100 $900 $120 $1,080

1ページ $200 $1,800 $240 $2,160

ウェブサイト※2 200px X 33px なし $300 なし $750

※1 会報広告 原稿制作費は当広告掲載料金に含まれません。原稿は広告主様にて手配願います。1年契約で1回割り引きとなります。
（会報は年10回発行）

※2 ウェブサイトのバナーは年間契約のみとさせていただきます。
（バナー作成を依頼する場合は、別途$50～対応いたします。お気軽にご相談ください。）
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新連載

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」
インタビュー第1弾！世界銀行グループMIGA長官の本田桂子さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

森守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」インタビュー第1回目は政治的リスクに対し保証を

提供する世界銀行グループのMIGA＝多数国間投資保証機関の6代目の長官として世界中を飛び

回っている本田桂子さんにお話をお伺いしました。

【本田桂子さん略歴】

長官として就任する前はマッキンゼー・アンド・カンパ

ニーのアジア部門で初の女性シニア・パートナーとして

金融機関を対象にコーポレートファイナンス、起業戦

略、事業振興などに関する助言などで活躍。またそれ以

前にはベイン・アンド・カンパニーやリーマン・ブラザーズ

でも勤務していました。一橋大学院国際起業戦略研究

科の客員准教授や早稲田大学客員教授を務めた経験

も。2013年7月から現職。夫と娘の3人家族。

Q.  現在ワシントンに本部がある世界銀行グループのMIGAの長官として活躍されていますが今の

仕事について教えて頂けますか？ 

A.  世界銀行グループで目指しているのは「貧困の撲滅」と「繁栄の共有」です。世銀グループの一

機関として1988年4月に設立されたMIGAでは130人の職員と共に、政治リスクの保証と債務保証

を手がけています。加盟国は181カ国ですが、保証対象国はそのうち発展途上国になります。民間

企業が国境を越えて発展途上国に投資をする際の、戦争や内乱、契約不履行、送金制限など政

治リスクや、債務を保証することで、途上国への直接投資を促しています。

またMIGAの長官としての仕事に加え、世界銀行グループ全体の経営会議チーム12人の1人とし

て世銀改革も手がけています。

 
Q.  そもそも、MIGAの長官にと言う話はどうやって来たのですか？

A. 2012年の末頃に東京でヘッドハンターから電話がかかってきました。娘がこの話を聞いて「これ

は私のDream Job（夢の仕事）だわ。お母さんがそういう世界の役に立つことをやってくれれば、認

知症になっても気持よくお世話ができるわ」と言ってくれました（笑）。当時、マッキンゼーでの仕事

にはとても満足していて毎日楽しく仕事をしていたのですが、娘の言葉が背中を押してくれました。

MIGA 本田桂子長官
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その後、2013年2月頃に世銀のキム総裁と何人かの役員と面接をし、「なぜMIGAに来たいの

か？ 本当にDCまで来る気があるのか？」と聞かれたのですが、娘の話をしたところキム総裁が興

味を示してくれて、面接中は娘の話を結構しましたね。楽しい面接でした。

Q.  面接の後、どれくらいで長官に決まったんですか？

A. 面接の数日後にはキム総裁から電話がかかってきて仕事をオファーされ、すごく驚きました。私

以外にも色んな人を面接していて候補が他にもたくさんいると思っていたのでまさか私に来るとは

思いませんでした。

Q.  仕事をオファーされた時に即答で決めたんですか？

A. それが即答はできなかったんです（笑）。ちょうどシンガポールに出張中だったんですが、その日

の夜、マッキンゼーのトップとバーで飲んでいた時に思い切って正直に相談してみたんです。すると

「我々にとっては不利益になることだけど、相談してくるってことはやりたいってことだろ？やりたい

なら応援してあげるよ」と言ってくれたので決心がつき、その２日後にはキム総裁に電話をして「や

ります！」と仕事を引き受けることにしました。

Q.  国際機関で働くのは初めてですよね？　実際にMIGAに来てまず感じたことは？

A.  ニーズが多様な国が一緒に何かをしようということなので、判断基準が多いのです。つまり各国

によってやりたいことが違います。MIGAで行うプロジェクトは全て、200人ほどがメンバーの世銀グ

ループの理事会を通さないといけないのですが、そういう人達と相談しながらどういうプロジェクトを

どこまでならやっていいかの折り合いをつけながら進めて行くのが難しさでもあり醍醐味でもありま

すね。案件によっては事前に回って根回しをすることもあります。

日本の企業では同じようなバックグラウンドで同じ価値観のある人を採用する傾向があり、仕事

をする上ではとても効率的です。一方、国際機関では多様なバックグラウンドの人を採用しないと

いけないので、そういう人達と物事を作り上げるのは効率は悪いのですが、色んな意見がでて、経

営判断の質があがることも多いのです。

Q.  海外出張はかなり多いと聞きましたが？　一番印象に残っている出張は？

A.  ほぼ毎月出張で海外に出ています。7割が本部のあ

るワシントンDCで仕事をして、3割は世界各国を回って

います。これまでケニア、コートジボワール、南アフリカ、

ナイジェリア、トルコ、カザフスタン、クロアチア、バングラ

デッシュ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、マレーシ

ア、イギリス、スイス、日本、韓国などに行きました。

一番印象に残っているのはコートジボワールへの出張

です。コートジボワールでは発電所や橋の建設に関わっ

たのですが、ダンカン首相と一緒にそうした現場に視察 コートジボワールにて
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に行った際、直接「内乱終結後の大変な時期にサポートしてくれて本当にありがとう」と言われたの

がとても嬉しかったです。底力のある国の一番苦しい時にいかにMIGAが支援できるかが一番重

要だと実感しました。

Q.  長官として、任期中に成し遂げたいことは？

A. 目標は3つあります。1つ目はMIGAが行っている債

務保証ビジネスはまだまだ伸びる可能性が高いので、こ

れを大きく伸ばして行きたいです。

2つ目は人材育成です。世銀はある程度できあがった

専門性の高い人を雇うため、あまり人を育てる文化がな

いんです。私の前職のマッキンゼー含め、多くの日本企

業は逆に新人を採用した後、訓練を重ねて人材育成を

して行きますよね。MIGAでもそういう人材育成の文化

を作って、今いる職員の可能性を引き出してあげたいで

す。

3つ目は今手がけている世銀改革をしっかり成し遂げることですね。

Q.  ちなみに、小さい頃はどんな子供でしたか？　将来は何になりたかったですか？

A.  熊本生まれで高校までずっと熊本の田舎で育ったんですが大志を持ったような子供ではなかっ

たです（笑）。ただ小さい頃から音楽が好きだったので、音楽のある生活をしたいな〜とか、母親は

学校の先生として働いていたので、自分も教師がいいかな、なんて考えていました。

音楽に関しては3歳からピアノを始め、14歳から声楽を続けていたのですが、高校3年生の17歳

の時に周囲の友人も将来のことを考え始める中、私もじっくり自分の将来を考えた時に「自分には

音楽で食べて行く才能はない」と気付いたので音楽をやめようと判断しました。そこから大学受験先

も変えたので高校の先生もびっくりしていました。（笑）

Q. 今までもマッキンゼーやベイン・アンド・カンパニー、リーマン・ブラザーズでも勤務されて来てい

ますが、そもそも金融の世界に進もうと思ったきっかけは？

A. 結局、お茶の水女子大学に進学したのですが4年生の時に友人がマッキンゼーのインターンの

面接に行くと言うので、私もマッキンゼーのことを知らないまま一緒に付いて行きました。結局友人

は落ちて、私が合格したのですが、マッキンゼーでのインターンがものすごく楽しかったんです。こう

いう仕事をしながら生活出来たらいいな、とその時思いました。

また就職活動の際は、当時はまだ機会均等法の前で、4大卒で下宿の女性はどこでも働ける状

況ではなかったので、面接をさせてくれそうだと言う会社に履歴書を出したところ、マッキンゼーのラ

イバルのベイン・アンド・カンパニーが最初に内定を出してくれたので就職を決めました。ただ当時、

ミャンマーでアウンサンスーチーさんと
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英語が一切話せなかったのでベイン・アンド・カンパニーからは英語学校に行くように言われ、内定

をもらってから大学卒業までの半年間は毎日朝から晩まで英語の特訓をしました。でもそんなに上

手にならなかったんですけどね（笑）。

Q.  大学卒業後、コンサルティング会社で働き始めてどうでしたか？

A.  家に帰るのが嫌だと思うほど、仕事をしているのが楽しくて仕方なかったです！(笑)。毎日会計

と財務を勉強してM&Aのための企業価値算定をしていたんですが、それが楽しかったのでこういう

仕事を今後して行きたいと決意しました。

ベインで2年半ほど働いた後、投資銀行でも働いてみたいと思ってリーマン・ブラザーズに転職し

ました。

Q.  そんな中、ウォートンスクールにMBA留学もされていますが、何故留学しようと思ったんです

か？　行ってどうでしたか？

A.  だいたい私の周辺にいる人はMBAを持っている人が多かったので、私も会計や財務を基礎か

ら勉強した方がいいと思い、ビジネススクールに留学をしようと決意しました。そしてフルブライトか

ら奨学金をもらえることが決まったので、転職して1年でリーマン・ブラザーズを退職して留学するこ

とにしました。

初めての海外生活でしたがカルチャーショックもあまりありませんでした。ただ英語がなかなか通

じなくて大変でした（笑）。例えばロースクールとビジネススクールのジョイントの不動産ファイナン

スの授業があったんですが、いつも一番前の席に座っている私に対して教授が毎回授業の最後に 

「桂子、分かったか？」と聞いて来るんです。私が「分かりました」と言うと教授が「じゃあ全員私の授

業を理解したね」と言ってました（笑）。それ程英語が当時はまだできなかった。

Q.  ビジネススクールを卒業後30歳の時にご結婚もなさり、マッキンゼーでバリバリ仕事をする傍

ら、お子さんも出産されていますが？

A. はい、35歳の時に出産しました。実はなかなか子供ができなかったので、一回諦めてソウルに2
年程駐在に出たんです。当時は夫は東京在住だったので、毎週金曜日の最終便で東京に戻り、週

末は夫と東京で過ごした後、月曜日の朝ソウルに戻ると言う生活を2年間続けました。その間にた

またま子供ができたんですが、ソウルのお客さんが私のことをすごく心配してくれて、お客さん主導

で妊娠7ヶ月目の頃に東京に再度転勤することになりました。

その後、3ヶ月半ほどの産休後仕事に復帰しました。と言うのも実は私の母も姑も働く女性なんで

すが、2人から「子育てのために1年休んでも子供にとってはそんなに変わらないけど、仕事は1年

休むとブランクになる。早めに仕事復帰した方がいい」とのアドバイスがあったからです。

また子供が生まれてから1年間はマッキンゼーの方も配慮してくれて、週4回の80％程度仕事を

するパートタイムにしてくれたのも助かりました。そして仕事している間はお給料を全部つぎ込んで

もいいからとベビーシッターを雇って乗り切りました（笑）。
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Q.  仕事と子育ての両立は大変だったのでは？

A.  育てをちゃんとしたとはとても言えないです。成功例だとは思ってないです（笑）。でも仕事も好

きで自分で選んでやっていたことだし、子供を生んだのも自分の選択だったので、両方とも楽しんで

やって来ました。女性には様々な選択肢がありますよね。働く選択肢もあれば働かない選択肢もあ

るし、子供を持つ、持たないも、結婚する、しないも全て自分の選択次第ですよね。そういう意味で

人から押し付けられたことではないので、大変だとは思いませんでした。

Q.  ちなみにオフは何をしてらっしゃるんですか？

A.  オペラが大好きなのでケネディーセンターによくオペラを観に行ったりしています。また声楽も好

きなのでたまに趣味として歌っています。最近、歌の先生にもついてお稽古をすることにしたところ

です。

Q.  ウーマノミクスで女性の登用の促進が言われていますが、後に続く若い日本人女性に対してア

ドバイスできることは？　また国際機関で働いてみたい人へのメッセージは？

A.  「ウーマノミクス＝保育園の供給」みたいになってますが、一番大事なのは働くと言うことを楽し

むことだと思うんです。楽しいことばかりではないけれど辛いことも含めて経験として受け入れて行

けば、結構毎日楽しくやって行けるのではないかと思います。

国際機関はジェネラリストではなくスペシャリストを求めています。ですから自分が行きたい国際

機関の専門性を力としてつけるように努力することが一番大事だと思います。

Q.  ありがとうございました!

森　守弥子（もり　すみこ）プロフィール

フジテレビ記者。慶応義塾大学卒、ハーバード大学院卒。ハーバード客員研

究員。

フジテレビで社会部（東京地検特捜部、文部省、科技庁、気象庁）、経済部 

（財務省、日銀、東証、自動車、流通、財界）の取材担当を経て、政治部で首

相官邸サブキャップ、野党キャップ、与党キャップを務めたほか、ワシントン

DC支局長などを歴任。
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ワシントン月報（第111回）

｢30年闘争記（1）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一

「うむ。ケン、それはいい選択だ（Ken、excellent 
choice）」パイプをくゆらせ、ゆったりとワインを飲

みながらジョン・アダムス弁護士はニヤリと笑みを

浮かべていった。180cmの身長に、80kgの体重

の大柄の体に髪がまだ十分あるが、さすがに白髪

が多く74歳の年齢は隠せない。スコットランド系の

性格の激しい白人弁護士だ。彼が｢いい選択だ｣と

言ったのは、パートナー3人によるランチで、私が

ソフトシェルクラブを頼んだときのことだ。ここは退

役軍人クラブのアーミー･ネイビー･クラブのレスト

ランである。ホワイトハウスから5分ほどのフェラガ

ット･スクェア公園に対面しているこのレストランは日本人の間ではほとんど知られていない。軍関

係者しか使えないから地味なのだろう。ジョンが「excellent choice」といって人をほめる時はご機嫌

な証拠だ。

大体軍人関係のレストランだから料理は決してうまいとはいえない。ランチやディナーのメニュー

も数はそう多くはない。但し、値段はリーズナブルだ。軍の援助があるのだろう。ジョンがこの地下

のレストランが好きなのは元軍人だからということもあろうが、何よりパイプが吸えるからである。一

階にあるメインのレストランではパイプやタバコは吸えないが、この地下のグリル･レストランだけは

パイプやタバコは自由に吸えるのだ。

ここで食べる時は、私にとっては食事はどうでもよかった。それより、早く議論を片付けて仕事に

戻りたい。74歳になるジョン・アダムス弁護士はもうきつい仕事はできないからこうしたランチを兼ね

たゆったりしたパートナーランチ会議は大好きなのだ。

だから適当に「ソフトシェルクラブ」と頼んでおいた。これは、メリーランド州の名産なのでこれを

頼んでおけば、まあそんなに外れはない。だから本当は特に「excellent choice」でも何でもないの

だ。

それより、早くも2杯目のワインを飲んでいるジョンの背中の壁に飾ってある真珠湾のポスター写

真が気になっていた。私がじっとそのポスター写真を見つめていると、ジョンもそれに気がついたよ

うだ。

「ケン、この写真はゼロ戦がアリゾナ艦船を撃沈した瞬間の有名な写真なんだ」

そういってワインをぐっと飲み干した。ペースの早いジョンを良く知っている年配のウエイトレスの

メアリーが、ぱっと駆けつけてそんなに飲んじゃだめよという顔付きで3杯目のワインをなみなみと

つぐ。これが遅れるとジョンの機嫌は悪い。
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「ああ、この写真は他でも見たことがある気がする」

「そう、これは有名な写真家の････何という名だったかな･･･」

ジョン・アダムス弁護士は朝鮮動乱で日本へ行って以来、日本が気に入って日本語をマスター

し、日本企業相手の法律事務所をワシントンDCに作り、成功した弁護士だ。日本にはこれまでの

30年間に毎年数ヶ月以上も滞在し、多くの日本人の友人を持つ。昔の友人の多くは軍人関係者な

ので、日米戦争の歴史に詳しい。しかし、私が気になったのはポスター写真そのものではなく、それ

に書いてあるキャッチ･フレーズだった。まず、決まり文句の「Remember Pearl Harbor（真珠湾を

忘れるな）」がある。

「ジョン、そのRemember Pearl Harborの下に何て書いてあるか気がついたか？」

「その下？そんなこと考えたこともなかったが…うん、Forget Hiroshima（広島の事は忘れろ）と書

いてあるな」

「それを読んでどう思う？」

「どう思うって？」

ジョンは、パイプを吸い、ワインをちびりとやり、気難しい顔になった。さっきの「excellent choice」

といった時とはまったく違う顔つきだ。

「まあ、アメリカの軍人は皆原爆投下のことは忘れたいと思っているんじゃないかな」

「ジョンもそうか？」

「自分？　さあねえ、あんまり考えたことはないからな」

こういって、煙を吐き出した。

「ジョンはここにいつも日本人クライアントを連れてくるのだろう？」

「ああ、ここは私が最も気に入っているレストランだ。ケンが選んだソフトシェルクラブはうまいぞ」

私は、苦笑せざるを得なかった。彼は私が何を言おうとしているのか分からないようだ。パートナ

ーのビリー･ウィルソンが割って入った。

「ケンのいうことは分かるな。自分も今まで気がつかなかったが、この文言は日本人にとってひど

いんじゃないか」

彼は約20年前の1984年に私より1ヶ月先に、我々のアダムス法律事務所に入った弁護士だ。ま

じめで実直で、酒、タバコ、コーヒー、コーラ等は一切手をつけない。クリスチャン・サイエンスという

宗教のせいもあるらしい。だから彼の好物の飲み物は、オレンジ･ジュースとか牛乳だ。彼のように

まともなアメリカ人なら私の言うことは直ぐ分かる。

ジョン・アダムス弁護士は日本語も喋るだけでなく結構読み書きもできる。そのジョンでさえ、

「Forget Hiroshima（広島の事は忘れろ）」の文言が我々日本人にどう響くかあまり気にしないよう

なのは驚くべきことだ。彼は毎週のように日本人客をこのレストランのこのテーブル（ほとんどジョン

専用になっている）に連れて来るが、今までの多くの日本人は、このパールハーバーの写真、そし

てそこに記載されている「Forget Hiroshima」を目にしてどう感じたのだろう。

こういったジョンを見ていると、彼は本当に日本が好きなのか、日本を理解しているのか疑問に思

わずにはいられない。

「さて、そんなことより今日のパートナー会議の課題だ」
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ジョンがパイプの煙をスパッと吐き出して言った。

話をそらしたいらしい。

ビリーが目配せをして、＜もうこの話しはしない方がいい。ジョンには分からないのだろう。時間の

無駄だ＞といって私を諭した。

私はやれやれと思いながら、メアリーおばさんが持ってきたソフトシェルクラブをつつきながら会

議の内容に入っていった。

まず、ビリーが口を切った。

「議題の1つにはクライアントの決定の方式だ。ここにある手紙は日本のヤスシマ法律事務所から

の新しい出願の依頼の手紙だ」

「ヤスシマ法律事務所？　これは私が20年以来知っている法律事務所だ」

ジョンが当然に自分のクライアントだ、とばかり断定した。

「しかし、ここ10年も仕事の依頼はない。それに手紙はDear Mr. Wilsonと、私宛てになっている」

温厚なビリーの顔に赤みがかる。我々弁護士にとっては、クライアントを持つか否かは収益配分

に重大な影響を与えるので死活問題にもなるのだ。

「同じような手紙がキノマタ法律事務所からDear Mr. Hattoriと書いて、私に宛てに来ている」

「キノマタ法律事務所も同じ昔の友人だ。我々の法律事務所では、一旦私のクライアントになれ

ば、それはずっと続くのだ」

アダムス弁護士の目がきっと鋭くなった。ワインやパイプを持つ手が怒りのせいか震えている。

「ドイツのラーン事務所からも私に仕事の依頼がきているが」ドイツ系弁護士のビリー・ウィルソン

がいう。「ああ、ラーン事務所は何年も前から何回も行っている。オクトーバ・フェストの時に一緒に

ビールを飲むのが楽しみなんだ」ジョンは問題にならないという言い方である。

「ジョンは確かに20数年前以来知っているかもしれない。しかしこれらの法律事務所からは過去

何年も何の仕事も来ていない。そして私やビリーが昨年これらの事務所を訪れた時、彼らが仕事を

頼みたいといって送られた件だ」

「彼らは私のクライアントだ。たまたま誰宛にこようとそれは変わらない！」

ジョンはやや興奮して、パイプの灰をいらいらして削り落とし、3杯目のワインを飲み干した。普段

は温厚なビリーが机をこぶしで叩きつけかねない剣幕で言った。

「ジョン、それじゃあ我々にはクライアントの発掘なんかできないじゃないか！」

「ここは私の事務所だ！ヤスシマ法律事務所も他の事務所も私が20数年来の付き合いのクライ

アントなのだ。たまたま、君らに手紙がいったとしても、明日にはまた私のところに手紙がくるかもし

れない！」

残念ながらジョンに手紙が来ることはもうない。日本の法律事務所や企業は、昔はバイリンガル

の白人弁護士ということで仕事を送ってきた。しかし、今はもう時代が違う。大体ジョンの日本語は

所詮外国人にしてはうまいという程度で、仕事に使えるほどのものではない。ジョン宛てに直接仕

事を送ってきたのは10数年前であり、もうほとんど働けなくなったジョンにそういうことはない。

しかし、ジョンはそれを認めたくないのだ。これこそ老害だ。

「メアリー、ワインだ！」

ワイン･グラスが空になっても直ぐにつぎに来ないメアリーをジョンがしかった。メアリーは慌ててテ

ーブルに来て、「ソーリー、ミスター･アダムス」と言いながらワインをなみなみとついだ。
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結局、パートナーのランチ会議は気まずい雰囲気で終わった。終わったというより私とビリーはさ

っさと切り上げてレストランを出たのだ。

ジョンは、一人になってもメアリーや年老いたウェイター達と話しながら飲み続けていた。彼らも常

連のジョンを、その理由だけで適当に付き合っているようだ。こうして、ジョンはランチに必ずワイン

一本をあける。

私とビリーはファラガット公園を抜けてオフィスに向かっていた。その公園には秋風が立ち始めて

いた。

しかし、私もビリーも気候の変化どころではなかった。

「ケン、ヤスシマやキノマタ法律事務所の仕事は明らかに我々に来たんだ。我々のクライアントだ

ぞ」

「ああ、数ヶ月前に日本に行ったときヤスシマ先生達も我々に送ると言っていた件だ」

「ヤスシマ先生はジョンのことをどう思っているんだ？」

「昔、ちょっと飲んだだけだといっていた。ジョンは日本に出張すると酒ばかり飲み歩いているの

で、最近は毛嫌いしているようだった」

「その上、ジョンの息子のジョニーも弁護士として事務所に入ってきたから、ちょっと始末に悪い」

アメリカの著名なローファームでは親子や親戚関係の弁護士を入れることは、nepotism（縁者び

いき）といってまず絶対に認めない。規律が崩れるからだ。しかし、小さいローファームで特にシニ

ア･パートナーが絶対的に権限を有しているとやりたいことができるのはどこかの国と同じだ。アダ

ムス、ウィルソン、服部法律事務所は弁護士27人がおり、特許取得件数は年1,200件位で、全米で

14位であり、特許関係では決して小さいローファームではない。アダムス弁護士は酒には目がなか

ったが、昔は仕事も猛烈なやり手だった。とにかく、今でも毎朝7時頃には出勤し、ファックスを全て

自らチェックする。最も最大の理由は新しいクライアントの仕事依頼を自分のものにするためだった

のだろう。アメリカ弁護士が誰も日本市場に目をつけなかった30年前から日本へ行き出し、日本語

をそれなりにマスターして、この法律事務所をboutique（専門的）に仕立て上げた。

事務所内では、絶対的コントロールを有しているから革新は難しい。

「ケン、これじゃあ我々の立場がない。何とかしなけりゃあいけないな」

普段は実直なビリーが厳しい顔つきでつぶやいた。

「まず、Partnership Agreementを検討する必要があるな」

「そうだ、そこから始めなきゃだめだ」

どこの法律事務所も必ず、Partnership Agreementを作ってサインして事務所を設立して運用す

る。つまり各パートナーは全てこのPartnership Agreementに拘束されるのだ。10年前に我々もサ

インしている。

我々はオフィスに戻ると古いPartnership Agreementを取り出して検討し始めた。

10年前にサインしたそのPartnership Agreementには、今見ると恐るべきことが記載されていた。

（続く）
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「ワシントンで気ままに映画を語る会」の会合に2回ほど参加させてもらったご縁から、この度本誌

に寄稿する機会を頂いた。とはいえ、実のところ「映画を語る」よりは「映画を語る映画通の人たち

の話を聞く」ことを主眼として会合に参加していた私は、正直このような場でご紹介できるような映

画に関する知識を持ち合わせていない。寄稿依頼を頂いて、はてどうしたものかと考えた挙げ句、

これを新しい映画を観る良い機会と捉え、これまで興味のあった映画を観てその感想を書くことに

した。

さて、私が受け継いだキーワードは、「紅の豚」から連

想された「ロマン」である。大空を翔るのが男のロマンだ

とするならば、女のロマンは・・・と考えたが、ロマンと言

えば浪漫飛行のイメージからどうしても離れられない。

そこで思い出したのが、ワシントンに来たばかりの頃に

足を運んだ航空宇宙博物館で見た真っ赤な飛行機。そ

の飛行機の持ち主が、女性として初の大西洋単独横断

飛行に成功した飛行士アメリア・イアハートである。可愛

らしい真っ赤な飛行機と、博物館の説明書きに「飛行士

としての業績だけではなく、1920年代後半〜30年代に

女性の職業人としてキャリアを切り開いたその生き方や

ファッションが注目され、アメリカ社会で国民的人気を博したヒロイン」と書かれていたのに興味を引

かれたことを思い出し、彼女を描いた映画「アメリア」を観ることにした。ヒラリー・スワンクが演じる

アメリアは、自然体で、カンザス訛りと思しき話し方と日に灼けた頬のそばかすがとてもチャーミン

グな女性である。

女性であるからといってやりたいことを諦めたり気負ったりすることなく、資金集めのためには広

告塔になるなど、やりたいことを貫くために女性であることが強みになる場合にはそれを利用し、そ

してファッションへのこだわりは常に忘れない。これは私が女性として社会で働いていく上で理想と

するキャリアウーマン像であるが、アメリアは、まさにこれを80年近く前のアメリカ社会で体現してい

た女性であった。彼女がその後のアメリカ女性の生き方に多大なインスピレーションを与えたという

のもうなずける。アメリアは、人生の最期の瞬間まで生涯を通じてロマンに生きた女性と言えよう。

アメリアがアメリカ社会で女性の社会進出の道を切り開いた代表的人物だとすれば、公民権運動

により黒人の地位向上に貢献した代表的人物がマーチン・ルーサー・キングJr牧師である。1月19
日のマーチン・ルーサー・キングJrズ・デーを前に、「Selma」を映画館に観に行った。

セルマの行進について予備知識が全くなかった私は、キング牧師と言えば、“I have a dream”の
演説で有名な公民権運動の指導者であり、その偉業を描いた映画だと思って映画館に向かった。

だが、見終わった後、これは単にキング牧師一人が主人公の映画なのではなく、アメリカの歴史を

ワシントンの映画好きによるリレー連載：第32回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう：『アメリカ』を感じる映画たち」

メッセンジャー

Lockheed Vega 5B, Amelia Earhart
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動かした数十万の「人々」の力を描いた映画であると思った。この

映画の中で、キング牧師は神様のような完全無欠の偉人ではなく、

家族との関係に悩み、運動を続けることで無実の一般市民が血を

流すことに心を痛めて迷い悩む、一人の人間として描かれている。

そのキング牧師を後押ししたのが、黒人が白人と平等な権利を持

つ社会を実現するため、白人官憲による理不尽な暴力にさらされ

ることも恐れずに、断固とした決意を持ってセルマの行進に参加し

た20万の人々（これらの人々には黒人だけでなく白人も含まれる）

である。その一人一人の人間としての圧倒的な力強さに、見ていて

鳥肌が立った。キング牧師がこれらの人々を動かしたのも事実で

あるが、これらの人々の決意と行動がキング牧師を突き動かした

のもまた事実と言えよう。

もう一つ、この映画の中で印象的だったのは、キング牧師の演説

の迫力である。言うまでもなくキング牧師は有名な演説の名手であ

るが、映画の中の演説シーンを見ていて、アメリカの歴史において

人の心を動かす演説というものがどれだけ重要な役割を果たして

きたかということを改めて実感した。キング牧師を演じたデヴィッド・オイェロウォは、キング牧師の

魂のこもった演説を見事に再現していたと思う。

この2つの映画を観て、アメリカという国が、アメリアやキング牧師、そしてセルマの行進に参加し

た人々のように、揺るぎない夢と信念を持って行動する人々によっていくつもの変革を遂げて進化

してきた国であるということを改めて感じた。

さて、冒頭、本稿執筆のために映画を観ることにしたと述べたが、「映画を語る会」の会合で話題

に上り、興味を引かれた映画がいくつかあった。会合でご紹介くださった方々からの完全な受売り

であることをご容赦頂きたいが、最後にそのうちの2本を紹介した

い。この2本もまた、それぞれ全く違った意味で、アメリカという国の

真価を感じることのできる映画であった。

一つ目が、ソニー・ピクチャーズへのサイバー攻撃を引き起こした

「The Interview」。「語る会」で話題に上った時には、内容は本当に

くだらないコメディ映画だと聞いていたが、ハリウッドが描く「一般の

アメリカ人から見た北朝鮮像」とはどんなものか見てみたいという

興味があった。実際に観てみると、本当に馬鹿馬鹿しくて低俗なジ

ョーク満載のドタバタ劇である。ただ、コメディ映画としては純粋に

面白く、系統で言えば「ハングオーバー」とかそういった類のザ・ハ

リウッド的エンターテイメント作品で、声を上げて笑ってしまった場

面もいくつかあった。不謹慎ではあるが、こんなにくだらない映画を

巡って現実に彼の国がサイバー攻撃を仕掛け、米国がそれに経済

制裁をもって対抗する事態に発展したのは、それ自体が喜劇のよ

うな話だと思えてしまう。

画像出典：  
http://en.wikipedia.org/wiki/The_
Interview_%282014_film%29

キング牧師記念碑

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Interview_%282014_film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Interview_%282014_film%29
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現実の世界でアメリカ政府は表現の自由に対する挑戦を許さない断固とした姿勢を示したが、こ

の映画の中身自体、表現の自由に対するアメリカの価値観を物語っていると思う。（※ここから先

は若干ネタバレになるので、これから観たい方は本パラは読み飛ばしてほしい。）金正恩国家主席

をインタビューする機会を得たTVショーの司会者とプロデューサーの2人は、CIAから金主席暗殺

のミッションを与えられて北朝鮮に乗り込むが、最終的に2人は暗殺ではなく生中継のTVインタビ

ューを通じて金主席の本性を暴き、北朝鮮国民の目を覚まさせるという作戦を選ぶ。仮に実際に北

朝鮮がこの映画の国内への影響を恐れてサイバー攻撃に出たという説が真実だとするならば、そ

れはまさにこの映画の筋書きの正しさを証明しているのではないか。そこまで考えると、実はこの

映画、コメディ映画の仮面をかぶった相当な社会派映画なのかもしれない。

「語る会」からの受売りのもう一本の映画が、「boyhood」。これ

は、小学校2年生の少年が大学に入学するまでの12年間にわたっ

て、少年の成長と彼を取り巻く家族の軌跡を描いた映画である。特

筆すべきは、これが全て同じキャストによって演じられていること。

つまり、この映画は実際に主人公役の少年が大人になるまで12年

間にわたって撮影された作品であり、その壮大な構想はアメリカ映

画の懐の深さを感じさせる。映画は、シングルマザーの母と姉と暮

らし、母と離婚して離れて暮らす父と定期的に会う日々を送る、現

代のアメリカではどこにでもありそうな家庭に育つ平凡な少年の日

々を淡々と描いており、特にドラマチックなストーリー展開があると

いうわけでもない。だが、とある家庭のホームビデオを観ているよう

な感覚で、場面が変わるごとに少年の身長が徐々に伸び髪型が変

わり声変わりして一人の青年になっていく様を見ていると、少年の

成長を見守るような気持ちになって、3時間近くの大作であるにもか

かわらず飽きることなく夢中で観た。

あくまでフィクション映画なので多少の脚色はあるにしても、外国

人の目からすると、現代アメリカでよくある家庭環境の中で育つ少

年が成長していく過程というのはこういうものか、こういう環境の中でこういう経験を経た若者達が

これからのアメリカ社会を背負っていく人々になるのかと、典型的なアメリカ人のバックグラウンドを

理解するという意味においても大変興味深い映画であった。

ここまで書いてきて、なんだか期せずしてアカデミー賞作品予想のような記事になってしまった

が、私が「語る会」の方々からの紹介でこれらの映画に興味を持って観たように、読者の皆さんにと

って、拙稿が少しでもここでご紹介した映画へと誘う契機となれば幸いである。

次回のテーマは、アメリア・イアハートやキング牧師に敬意を表し、「夢」でお願いしたい。

画像出典： 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Boyhood_%28film%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Boyhood_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Boyhood_%28film%29
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今月の書評
巨額の選挙資金を動かすスーパーPACの正体

「ビッグ・マネー」
フアン・コール
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「ビル・クリントンが民主党上院議員のために、ハリウッドの

リベラル・エリートから100万ドル以上の献金を集めています。

対抗するために献金してください。」（共和党全国委員会）。こ

んなメッセージが、連日のように共和・民主両党の全国委員

会、上下院選挙委員会から発信される。だが、これらの組織

の選挙活動より、近年、巨額の選挙資金を動かし、影響を及

ぼしているのがスーパーPAC（政治行動委員会）だ。

2010年、米連邦最高裁は、政府が企業や労働組合による

政治献金を規制するのは、言論の自由などを認めた憲法修

正条項第一条違反であると判決を下した。このいわゆる「シテ

ィズンズ・ユナイテッド判決」を契機に、無制限に政治広告に資

金を使えるスーパーPACが誕生した。

その結果、2012年共和党大統領予備選挙で、一握りの富

豪がニュート・ギングリッチ元下院議長やリック・サントラム元

上院議員などの候補に献金し続け、ミット・ロムニー元マサチ

ューセッツ州知事が、共和党大統領候補任命のために充分な

票を獲得するのに時間がかかったことは記憶に新しい。

2012年大統領選で、候補、政党、団体が費やした選挙資金

は70億ドル。うちスーパーPAC等のは25億ドルで、両政党が費やした16億ドルを超えた。両政党よ

り外部組織の資金が多かったのは初めてだったが、今後この傾向が強まるだろう。オバマ大統領と

ロムニー候補に3億7,000万寄付した小口の献金者は567万人。これに対してスーパーPACが4億

7,100万ドルを集めるのに、100人しか必要としなかった。

2008年の大統領選ではグラスルーツの小口献金者からの支持を集めたことで注目されたオバマ

も、2010年最高裁判決後の2012年大統領選では自らもスーパーPACへの献金を集めることにな

った。

スーパーPACは献金者名を明らかにしなくてもよい。この闇の巨額の選挙資金の動きを解明しよ

うと試みたのが、本書である。著者ヴォーゲルはワシントニアン必読の『ポリティコ』の記者で、部外

者立ち入り禁止のスーパーPACの組織集会があるホテルなどにもぐりこみ、出席者たちの雑談な

どをヒントに取材活動を行った。

「ビッグ・マネー」
ケネス・ヴォーゲル　（パブリック・アフェ
アーズ社）
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Illustration by Emi Kikuchi

ケイトー研究所創設者チャールズ・コークと弟デイヴィッドはリバタリアンだが、ティーパーティーと

関係がある反政府的な共和党派閥の一派として、そのスーパーPACは1億7,900万ドルの影響力

を発揮した。一方、元ブッシュ首席補佐官カール・ローヴのスーパーPACは、エスタブリッシュメント

派として、選挙に勝てないティーパーティー候補などを予備選から締め出そうと動き、コーク兄弟と

対決した。共和党は「財政保守」、「主流ビジネス派」、「社会保守」の分裂が続いている。一方、民

主党も「社会リベラル」と「ビジネス寄り」という分裂がある。

さて、これらの巨額のスーパーPACの選挙資金はどこに消えたのか。一番、儲けたのは選挙コン

サルタントたちで、その上位5社には13億ドルが支払われた。ローブの組織は1億7,500万ドル費や

したが、実際に当選した候補は6.6％で、スーパーPACの費用対効果はかなり疑問である。

オバマは2010年の一般教書で「シティズンズ・ユナイテッド判決」を批判し、200人が大統領を決

める可能性が生まれてしまったと警告を発し、その改革には憲法修正しかないと考えている。

しかし、それが成立する可能性はほぼゼロだ。今後も一部の富豪が巨大な政治力を発揮する環

境が続くことになりそうだ。

（NEW LEADER 2014年10月号より転載）
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新連載

「ワシントン自転車散歩」：第1回準備編

釣熊

釣りに続いて自転車の記事、「仕事しないで遊んでばかりだろ！」という声が聞こえてきそうです

が、その通り。「平日は土日を盛り上げるためにある」をモットーに毎日「今週末は何しよう」と考え

ている釣熊です。

ワシントン周辺は自転車道が良く整備され、長距離でも意外に楽に走る事ができます。ご家族と

一緒に楽しめるので奥様の受けもよいでしょう。とはいえ釣熊の自転車歴は一年足らず、本格的に

楽しんでいらっしゃる方からすれば稚拙な記事になるかと思いますが、そこは笑ってお見逃しくださ

いませ。

【自転車について】

自転車は身長、股下など体の大きさに合わせてフレームサイズを選ぶ必要があります。後々メン

テナンスも必要なのでご自宅近く（できれば自転車で行ける範囲）の専門店での購入をお勧めしま

す。

【ロードバイク】

コンペティティブやエンデュランスカテゴリーのロードレーサーは舗装路を速く走る事に特化した自

転車で、700×25c1という大径（27インチ相当）で細いスリックタイヤ、外装20段程度の変速機、前傾

姿勢を取る事ができるドロップハンドルを装備、アルミやカーボン製フレームなど軽量パーツの採用

で重量は7kg-10kgに抑えられています。サンデーライダーでも平坦地ならば20mph以上で巡航し

ています。

釣熊は未舗装路も走れるシクロクロスバイクに乗っています。多段外装変速機、軽量素材フレー

ム、ドロップハンドルとロードレーサー的な仕様ですが、若干アップライトなポジション、700×33c程

度と太めで泥濘地でのグリップに優れるブロックタイヤ、泥の詰まりにくい構造のブレーキを持つこ

1   タイヤ・ホイールのサイズ表記方法はETRO基準、インチ表示、フランス系表示3種類があります。700（タイヤ外径mm）×25ｃ（タ
イヤ幅mm）はフランス式表記です。詳しくはこちらをご参照ください。http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_size.html

ロードレーサー シクロクロスバイク クロスバイク

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_size.html
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とが特徴です。ロードレーサーより巡航速度が若干低く、一般中年では平坦地で15-17mphというと

ころです。

クロスバイク、ハイブリッドバイクなどと呼ばれるバイクは、快適なアップライトポジションが特徴で

す。アルミフレームやカーボンフレームなどロードバイク並スペックのバイクもありますが、様々な路

面に対応できるようにタイヤはやや太め（700×30c〜45c）で、変速機やブレーキなどのパーツはロ

ードレーサーより性能を抑えたものが使われています。ワシントン周辺のサイクリングならば十分な

性能です。

エンデュランス系ロードレーサーに泥よけや荷台を装備したような外観のバイクはランドナー（仏

語：Randonneur）あるいはツーリングと呼ばれる長期自転車旅行用のもので、もちろんデイトリップ

にも使えます。トライアスロンやタイムトライアルなど特別な競技用のバイクはサイクリング用途に

は不向きです。

【マウンテンバイク】

未舗装路を走る事に特化した自転車で、前後サスペンション

と悪条件でも制動力が強いブレーキを装備するモデルが多い

ようです。クロスカントリーバイクやトレールランバイクと呼ばれ

るものはアルミやカーボンなど軽量素材のフレームと外装20段

程度の変速機を備え、長距離のライディングや上り坂も苦にし

ないので未舗装路主体のサイクリングに最適です。一方でギア

比はロードバイクより低めに設定されており、さらに29×2.2サイ

ズという路面抵抗が大きい太いタイヤを履くため舗装路ではロ

ードバイク程のスピードが出せません。ダウンヒルバイクは特殊

な競技用車両で、一般的なサイクリングには不向きです。

【フォールディングバイク】

工具なしでフレーム、ハンド

ルを折り畳む事ができ、自動

車への積載性に優れていま

す。ロードレーサーやマウンテ

ンバイクのフォールディングバ

イクも存在し、多くのファンを

集めています。

アルミフレームと16〜20イン

チ小径ホイールの組み合わせ

が一般的ですが、強度を確保

しながら折りたたみ機能をもたせているためコンパクトな割には重たく、コンベンショナルな自転車

に比べてスピードが出ない、不整路や低速で安定性に欠けるなどの欠点があります。性格に合わ

せ3〜10段の変速機を装備し、小径車の欠点を補うために30段もの変速機を備えたハイパフォー

マンスモデルも存在します。車と組みあわせることで飛躍的に行動範囲が広がります。

フォールディングバイク（20インチ径ホイール）

マウンテンバイク

ロードレーサー

ロードレーサー

ロードレーサー
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【保険】

アメリカは訴訟社会でかつ盗難も多いので自衛のため保険に入る事をお勧めします。保険は他

人対する損害（怪我をさせた、自転車を壊した）に対する補償と、自分の損害（傷害・盗難・破損）に

対する保証の組み合わせになっています。Home Owner Insuranceや自動車保険などがカバーす

る場合もあるので、お手元の保険約款を確認されて必要に応じて加入すれば良いでしょう。

【服装】

安全のため、手袋とヘルメットは着用しましょう。なお、Washington DC、Maryland州では16歳以

下、Virginia州では14歳以下はヘルメット着用が義務づけです。

自転車に乗るときはサドルで擦れるのを防ぐため下着を着けません。専用ウエアはそれを考慮し

た作りになっています。ロードバイク用ジャージとサイクルパンツは発汗性に優れ、ばたつかないの

で良いのですが、体の線がくっきりと出てしまいます。釣熊は気恥ずかしいので暖かい季節は撥水

発汗素材のクロスカントリーランニング用ジャージと、マウンテンバイク用のショートパンツ、冬場は

サイクリングタイツに短パンを着ています。長いズボンを履く場合は裾がギアに巻き込まれるので、

ベルトで止めるなど工夫してください。

靴は履き慣れた運動靴で十分で、ペダルを固定するクリート付きのサイクリングシューズは立ち

ゴケしない自信がついてからにしましょう（釣熊はまだ使っていません）。

【装備品・携行品】

前照灯と後尾灯（リフレクター）は自転車購入時に揃えてください。ボトルホルダーとボトルも付け

ておいた方が良いと思います。

サイクルコンピューターは速度や走行距離をリアルタイムで表示し、またパソコン上に走行記録を

残すことができます。サイクルコンピュータアプリを入れたスマートフォンはナビも兼用できて便利で

す(但し、電池の消耗は進みます)。
ある程度距離を走る場合にはトラブルに備えて携帯ポンプ、

携帯工具、交換用タイヤチューブ、ワイヤーケーブルの鍵など

も必要になります。これらはデイパックに入れて背負うか、サド

ルバッグなど自転車用バッグで持ち運びます。

調整程度のメンテナンスは携帯工具で事足りますが、保管

用スタンド（ロードサイクルやマウンテンバイクにはスタンドが

付きません）、フロアポンプ（ゲージ付）はそろえる必要があり

ます。バルブ（空気を入れる部分）には、英式バルブ（Dunlop 
valve）、仏式バルブ（Presta valve）、米式バルブ（Schrader 
valve）の3種類があります。英式は日本のママチャリなどに使

われているもので、ロードバイクでは仏式、マウンテンバイクで

は米式が一般的です2。

2   空気入れ側のチャック（バルブに固定する部分）もバルブによって異なり、ポンプには米式と仏式のアダプターが付属していま
す。空気の入れ方も異なり、米式バルブはチャックを固定するヘッドをバルブステムにねじ込んで固定するだけですが、仏式バルブ
ではまずトップスクリューを緩め、押しこんで固着を緩めてからバルブステムに固定します。適正空気圧はタイヤのサイドウォールに
記載されています。詳しくは下記をご参照ください。

http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20050806-Air-pump-hand/20050808-Air-pump-hand.html

米式バルブ（左）と仏式バルブ(右)
Source: German Wikipedia

http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20050806-Air-pump-hand/20050808-Air-pump-hand.html
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次回以降、ワシントン周辺のサイクリングルートをご紹介します。高校時代陸上競技部の幽霊部

員であったというのが唯一のアスリート経験である釣熊が実際に走ったルートですので、普通の人

でも楽しめると思います。表示の距離はGoogle Mapを参考にしているので実際の距離と異なる場

合があります。また、トレール整備などで状況が変わっている場合もあるのでその点ご了承くださ

い。

釣熊自己紹介：釣りの足にフォールディングバイクを購入、さらにロードレーサーに乗り始めた娘

に触発され、昨年シクロクロスバイクを入手しワシントン周辺を走っています。シーズン中の天気の

良い週末は釣りに行くか自転車に乗るかが悩みの種です。このたびブログ開設しました。（http://
tsurikumajcaw.blogspot.com/）釣行記や自転車散歩の記事ををアップしていきますので気が向い

たら遊びに来てください。ご質問なども歓迎いたします。

HAPPY VALENTINE’S DAY!

JCAW

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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ワシントンは美しい街だと思う。

ケネディーセンターのテラスから、紅葉が晩秋の陽光
に煌めくルーズベルト島、そしてジョージタウン大学のシ
ンボル、ゴシック様式の尖塔を見渡して、永井真弓は感
動の溜息を洩らした。由緒あるヨーロッパの都市を想わ
せる、絵になる景観だ。

センターに視線を戻すと、カップルで睦まじくテラスに
集う人々が眼に入り、真弓はもう一度溜息をついた。一
人でオペラを聴きに来たことが、急にわびしく感じられ
る。

ワシントン駐在になった夫、敏志とともにこの街にやっ
て来たのは九月、ちょうど三十五歳の誕生日を迎えた日だった。内外の出張が多い夫は家を留守
にすることが多く、片言の英語での買い物や右側通行の運転にまだ馴れない真弓には、毎日戸惑
うことばかりだ。

ワシントンナショナルオペラが「ラ・ボエーム」を公演すると聞き、チケットを購入し楽しみにしてい
たところ、アトランタへの出張が入った夫は来られなくなってしまった。一人で突っ立っているのが不
意に気恥ずかしくなり、真弓は賑やかな人々から逃げるように、広大なテラスをジョージタウンの方
角に向けて歩き出した。十一月の風は冷たく、煽られた髪が眼にかかる。

髪を掻きあげて再び前方を眺めた時、テラスの右端に、その男がいた。

派手なオレンジ色のダウンを着て背がひょろりと高い男は、申し合わせたようにこちらを振り向い
た。東アジア系の顔つきの若い男で、日本人かもしれない。いや、ワシントンには日本人が少ない
と聞いているから、韓国人か中国人だろうか。その男から眼が離せなくなったのは、彼が甘いマス
クに笑みに似た表情を浮かべたからだった。

引き返すべきではないだろうか、と真弓は一瞬迷う。これではまるで彼に向かって歩み寄ってい
ると誤解されかねない。しかし男はジョージタウンが一番良く見晴らせるテラスの最端に陣取ってお
り、自分はそこへ向かおうとしているだけ。彼がいようと、いまいと。

男まで数メートルのところで真弓は立ち止まり、バッグからデジカメを取り出しジョージタウンの方
角に向けた。レンズを望遠にして、ジョージタウン大学の時計塔に焦点を合わせる。男がこちらを眺
めているらしいことが気配でわかり、鼓動が不必要に速まった。

何か言葉をかけるべきだろうか。シャッターを切りながら、真弓が定番の英語の挨拶を胸の中で
練習していたところ、思いがけず日本語が耳に飛び込んできた。

「晩秋のジョージタウンって、綺麗ですよね」

新連載

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第一話　オペラな午後〜

愛川 耀

＊愛川耀（ペンネーム）は恋愛小説作家。ワシントン生活を綴るフォトブログ（料理レシピ付き）を好評連載中（http://blogs.yahoo.
co.jp/aikawaakihome）。『DRESSシャンパン色の恋』(幻冬舎)及び『乱舞・あなたの腕の中で』（ディスカヴァー・トゥエンティーワン
社）を出版。『絆』『皇居端恋物語』『LOVE電撃結婚』『あの夏』『マイ・シンデレラ』を電子出版（ブログで公開中）。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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戸惑って、真弓がカメラから顔を上げると、男はニヤリと微笑んだ。髪に半ば隠れた涼しげな瞳
が、いやに魅惑的な男だ。

「・・綺麗、ですね」

合槌を打ちながら、真弓は眼を逸らしてポトマック河の静謐な煌めきを見つめた。落ち着け、と自
分に言い聞かせながら。

男が再び口を開いた。

「オペラを観に来たんですか？」

「そうです」と応えながら、一人で？　と問われなかったことに安堵する。主人が急用で来られなく
なったので、と付け加えるべきだろうか。でもそんな言い訳を、この赤の他人の前でする必要はない
はず。

「ラ・ボエーム、オペラの名作ですよね」

並んでポトマック河を眺めながら男が吐き、真弓がうなずくと、彼が苦笑した。

「とか言って、実は僕、オペラって初めてなんです。行けなくなったとかで友人からチケットを譲っ
てもらったから、じゃあオペラなるものを一度観賞してみようか、と思って」

男の笑顔につられて真弓も微笑した。幼児教育を専攻した音大時代には声楽も学び、新婚旅行
で訪れたニューヨークでメトロポリタンのオペラを観たりしたが、ずい分昔のことだ。

「実は私も、オペラはすごく久し振りなんです」

喋りながら、この若い男は学生に違いない、と真弓は判断した。そういえば、音大時代に憧れて
いた指揮科の先輩に面影が良く似ている。

テラスに集っていた観客達がセンター内に戻る姿が見え、どうやら開演時間が近いようだった。並
んでオペラハウスに向かいながら、男に尋ねられた。

「僕は一番後ろの安席なんですけれど、どちらの席ですか？」

ふと、彼を誘ってみたくなった。敏志が予約してくれたのはオーケストラの前から九列目の席で、
せっかくの高いチケットを無駄にする必要はないではないか。

「あの、・・友人が来られなくなったので、もしよかったらこのチケット、前の方の席ですので、お使
いになります？」

真弓がバッグからチケットを二枚取り出して一枚を差し出すと、男は嬉しそうに瞳を輝やかせた。

「本当に、いいんですか？」

もちろん、と真弓は彼にチケットを手渡した。

混み合う人々を縫って席に向かいながら、背の高い彼が寄り添ってエスコートしてくれる。さり気
なく腰に回された男の腕を感じて、真弓の胸が思わずときめいた。

席に着くと、男が自己紹介をした。三田村翔。勤めていたIT会社を辞めて自費留学し、ジョージタ
ウン大学の経営大学院で学んでいるとのことだった。

たぶん、私より十歳以上、若い。

真弓は脳裏にしっかりとその事実を刻みつける。問われて名前だけ告げてから、真弓はプログラ
ムを捲りオペラ初心者の翔に教えた。

「第一幕で歌われる、私の名はミミ、っていう曲が有名なの。本名は違うけれど、みんなが私をそ
う呼ぶ、っていう歌」

「じゃ、僕は真弓さんのことをミミって呼ぼうかな」

見知らぬ男に突然ファーストネームで呼ばれ、真弓の心臓が思わずどきりと音を立てた。見上げ
ると、真紅の天井には豪華なシャンデリア。照明が消えオーケストラが序曲を奏ではじめ、オペラの
幕が開くと共に、真弓は幻想的な恋の世界に魅せられていた。

「それで、どうしたってわけ？」
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久し振りに逢った金子彩花に尋ねられ、真弓は口ごもった。

彩花とはボランティアで参加した有志オーケストラの後援会で知り合った。アメリカ人の夫がいる
彼女は在米十数年になるそうで、不動産斡旋の仕事をしている。五歳ほど年上で、ワシントンに来
て間もない真弓にとっては、いろいろ教えてもらえるし、友達付き合いができる唯一の知人だ。

「どうした、って、それだけです。ドタキャンした主人の代わりに素敵なイケメンの彼と一緒にオペラ
を観て、大いに楽しかった、っていう話」

カフェ・ポールに集う若者達を眺め渡して、真弓は軽い溜息をついた。確かにそれだけで、それも
去年の話なのに、まだ彼のことを度々思い返したりする。幕間に彼がシャンパンを奢ってくれて二
人でオペラの感動を囁き合ったことや、終演後メトロ駅まで律儀に見送ってくれた彼が手を差し出し
て、さようならの握手をしてくれたこと。

「相手は学生なんでしょ？　それに真弓ちゃんは人妻なんだから、ま、それぐらいにしておいた方
がいいかもね。なんか高校生の初恋みたいで、ちょっと可愛いけどね」

彩花にからかわれて真弓は苦笑した。確かに結婚十年、三十代も半ばを越えたアラフォーの女
が若い男にのぼせるのは、大人げなくて滑稽かもしれない。

しかしそう考えたとたん、真弓は自分が翔に惹かれていることを悟ったのだった。

週末のジョージタウンには人々が溢れている。ショー
ウィンドウにはバレンタインのディスプレー、赤いハート
型のボックスやチョコレート、真紅のバラの花が眼につ
く。

ブティックを眺めて歩きながら、思わず溜息がこぼれそ
うになる。

夫の敏志はこの週末も出張だそうで、どうやらバレン
タインの日など忘れているらしい。隣に住むレイチェルに
よると、アメリカではバレンタインにご主人が奥さんに愛
の証としてチョコやバラの花を贈るとのこと、羨ましい限
りだ。

しかし考えてみると、もともと友達付き合いに始まりノリで結婚した自分達には熱愛の日々などな
かったわけで、今更愛だの何だのと言われたところで、かえって面倒臭いだけかもしれない。

カフェに描かれた赤いハートから眼を逸らしたところ、走る車の間を縫って通りの向かい側から近
づいて来る男の姿が眼に飛び込んだ。オレンジ色のダウンを羽織った翔だった。

「やっぱり、真弓さんだ。あなたじゃないかな、と察しをつけて道を渡って来たんです」

息を弾ませながらそう言うと、翔は愉しそうに問いかけてきた。

「今日は、待ち合わせか何かですか？」

「いえ、別に。ただ、ブラブラと・・」

「じゃ、映画を観に行きませんか？」

「映画？」

真弓が突然の誘いに驚くと、翔が笑った。

「高尚なオペラは行くけれど、シネマはいや、ってこと？」

「そういうわけじゃ・・。ええ、行きましょう！」

忘れられない彼氏に偶然再会できた嬉しさが、遅ればせながら胸に込み上げてくる。そして、そ
の彼に映画に誘われたのだ。まるで恋愛ドラマのような展開。

いや、自分は三十路の人妻で女子学生ではないのだから、浮足立ったりしてはダメなはず。

そう自分に言い聞かせながらも、真弓は微笑を抑えることができなかった。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（40）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #3

Students of English who have lived in an English speaking country for over 3-5 years have 
usually mastered English communication, grammar and conversation.  However, everyone 
needs more vocabulary.  I teach Japanese elementary, middle, high school and university 
kids, as well as adults.  Everyone could expand his/her use of English vocabulary.  Even 
native English speakers like myself could spend some time learning new words and how to 
use them.

Synonyms for nice – everyone uses the word “nice” and wants to be more specific. He is a 
nice guy! Here are some alternatives words to use when you would like to express “bad.”  Of 
course each word has its own connotations and nuances.  I will try to explain a few.  Please 
try to use these this week in your communications.

1. Friendly – applies to a person who is kind and like a friend.
The new representative from XYZ Company is very friendly.  I’m sure he will be easy to 
work with. 

2. Admirable – inspiring approval or excellent
Her many years of work with the charity is admirable. 

3. Considerate – showing regard for another’s feelings
The doorman is so considerate; he holds the door for everyone, including delivery 
persons.

4. Delightful – giving great pleasure
“The dinner was delightful!  Thank you for inviting me!”

5. Favorable – something that has approval or support
His favorable approval ratings make him a sure winner.

6. Inviting – attractive (usually a place)
The new restaurant has an inviting atmosphere.

7. Gracious – pleasantly kind (usually as person)
The minister’s wife was so gracious that everyone was immediately at ease.

8. Helpful – giving aid 
Your advice about schools was so helpful that we made our choice easily.
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9. Pleasant – pleasing, agreeable (person or place)
The new director is not pleasant, making everyone feel uncomfortable.

10. Polite – showing good manners
The 12-year-old boy was so polite that I had to smile. 

Practice:
1. My grandmother taught me to be __________________ to everyone by exhibiting good 

manners.

2. The atmosphere at the new movie theater is so calm and ____________________ that 
when the movie finished, no one got up to leave. 

3. It’s ___________________________ that she graduated from university at 21, and 
founded her own company at 30. 

4. The police officer was so _______________________ when my iPhone was stolen that 
the police were able to recover it that very day.

5. Having a ______________________ teacher makes the students feel at ease and 
enjoy the class.

1. polite, 2. pleasant/inviting, 3. admirable, 4. helpful, 5. friendly

〜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、“頻出テーマで はじめてのTOEFLテスト 完全攻略”(高橋書

店：Jennifer Swanson/四軒家 忍 (著))を出版、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。

http://about.me/jenniferswanson

日米協会英語レッスンでは第19期生徒を募集中です。

詳しくは：http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151

http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベース
でご覧いただいておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプ
リンターで印刷した会報を郵送いたします。料金・お支払い方法等の詳細をご案
内いたしますので、ご希望の際は、下記までご連絡願います。

ワシントン日本商工会事務局
TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  Email: office@jcaw.org

1 ・ 2月合併号　編集後記

ついこの間新しい年を迎えたかと思えばもう一か月が過ぎ

ようとしています。寒い日が続きますが皆様いかがお過ごし

でしょうか。

新年早々新年会と新春祭りという商工会2大イベントが開

催されるので、商工会のメンバーはお正月気分も一気に吹き飛んでしまいま

す。とりわけ今年はこれらのイベントを、新会場で、商工会新会長を迎えて行

うという「新物尽くし」の年になりました。イベント実施にご協力いただきました

皆様、ご参加いただきました皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げます。

広報は引き続き篠崎、坂元が担当致します。今月の巻頭記事には、フラン

ス・ギメ東洋美術館付顧問尾本圭子先生よりワシントン日米協会名誉会長ビ

ル・ブリアー氏とペギー・ブリアー婦人との半世紀に及ぶ親交について特別に

ご寄稿いただきました。報道のプロ森様のインタビュー記事、恋愛小説家とし

て精力的に執筆活動を続けられている愛川様の新恋愛小説、遊びに全力投

球の釣熊様の自転車の記事と3本の新連載も始まります。もちろんレギュラー

執筆陣の筆も絶好調、今年も皆様に楽しく読んで頂ける会報づくりを目指して

まいります。

最後になりましたが本年が皆様にとって良い年となりますよう、お祈り申し上

げます。

坂元・篠崎

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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