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矢部 愼一 会長 

今から 9年前の今日、2011年3月11日（金）午後2時46分にマグニチュ

ード 9 の大地震、東日本大震災が起こりました。死者、行方不明者は 22,000

人以上、現在でも避難生活を続けている方は 47,000 人だそうです。福島第

一原発では事故が発生し、いまだに被災した発電所では汚染水など解決し

ていない問題が山積みです。 

 当時私は倫理法人会の会長をしていましたが、この会は毎週水曜日の朝

がセミナーの日です。地震の起こった日は金曜日で、翌週の水曜日のセミナ

ー講師が鎌ヶ谷市から来てくれたのですが、車のガソリンがなく、何と前日 4

時間もガソリンスタンドに並んで来てくれました。とても感激し感謝したことが思い出されます。 

 又、5 月下旬に大里綜合管理の野老社長の案内で宮城～岩手までの被災地に行きましたが、船がビルの上に

あったり、線路（レール）が飴の様になっていたりして想像を絶する様な光景に出合いました。特に感じたことは

避難所に行った時、海水と生活排水の混ざった臭いかとても不快に感じたことでした。又、ハエがかなり大きくて

驚いたことも思い出されます。それから仙台市の手前の名取市でのことですが、広い草原に丸太の杭が等間隔

に立っていました。何かと思って地元の方に尋ねると、何と津波で亡くなられた方の一時埋葬所なんだそうです。

すぐ火葬が出来ないので止むを得ない処置なんだそうです。改めて津波のこわさを実感させられました。令和

になって昨今、台風やコロナウイルス騒ぎで忘れかけている東日本大震災ですが、二度と起こってはならない大

災害です。普段から備蓄等の準備をしていつ大災害が襲って来ても対応出来る様に心掛けましょう。 

 

大網白里市国際交流協会 

平井 杏 様 

 

皆様こんにちは。お招きいただきありがとうございます。 

又、20周年記念おめでとうございます。 

私は平井杏と申します。杏（ANN）はアメリカの名前で正式な法律の名前

です。現在アメリカ国籍を持っております。日本式、に言えば、「どこの馬

の骨ともわからない」と思いますので、簡単に自己紹介を致します。 

今日はアメリカの私が体験した生活、アメリカの話をしたいと思います。 

先ず自己紹介です。高知県佐

川町で生まれました。母方の祖

父が探偵小説界では有名な森下雨村（モリシタ ウソン）と言います。博

文館編集長時代に売れない作家であった江戸川乱歩を自分が初めて

出版した『新青年』というミステリー雑誌に掲載したことから江戸川乱歩

が世に出ました。その後、横溝正史や若手のミステリー作家を育て、そ

の当時延原謙おもに日本のミステリーの翻訳、江戸川乱歩やコナン・ド

イルなど海外の探偵小説の翻訳を主にしていた時代です。森下雨村

は探偵小説界の育ての親みたいなものです。死後50年～60年経っています。私の母は長女だったため、私は

この祖父の家で育ちました。高校は神戸市の芦屋甲南女子高等学校、現在の小池都知事の卒業した同じ高校で

す。小池さんは私の後輩になります。高校卒業後に夢でありましたアメリカに留学をします。アメリカに 3 年の予

定で行きました。カレッジで職業的な技術を身につける学校に行きました。そこで領事館や外資系の女性秘書の

仕事を目指しアメリカに渡りました。学歴から言いますと、2年のカレッジを卒業してから 4 年生大学はカリフォル

ニア州立大学で専攻は日本語です。 
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①2020年ロータリー国際大会ホノルル 

大会中止のお知らせ 

  

新型コロナウイルス（COVID-19）による

脅威が続いていることを受け、2020年6

月 6～10 日に開催予定だったロータリ

ー国際大会が中止となりましたことを

お知らせいたします。  

 

②再度＜インターシティ・ミーティング＞

ご案内 

 

第7グループ  

ガバナー補佐 堤 様より 

 

新型コロナウイルス感染予防の為、3 月

17日開催中止の IMを、5月28日に延期

し開催いたしたくご案内を申し上げます。 

 

開催日時：２０２０年５月２８日（木） 

登録開始 １３：３０ 

開会点鐘 １４：００ 

閉会点鐘 １６：４０ 

懇 親 会 １７：００ 

会   場 エストーレホテルアンドテニス

クラブ 

TEL 0475-55-1111 

登 録 料 1会員 ５，０００円（全員登録） 

 

*次期会長・幹事を紹介いたしますので、

ご出席をお願い致します。 

その際、次期ロータリー活動について、

ポープ等を一言お願いいたします。 

 

*当日は、クラブ例会用名札をご持参下さ

い。 

 

5/28開催予定のＩＭは中止となりました。 

 

 

 

 

奨学生氏名  
ヘランバ アーラッチゲー ディヌカ
ロシャーン ヘランバーラッチ 
 
性 別 男 
 
国 籍 スリランカ 
 
学校名 秀明大学 
 

支給期間 

2020年4月1日～2021年3月31日 

 

カウンセラー 石田 英世 会員 

日本語を教えるために日本語を勉強しました。今大網白里市の「楽しい日本語

教室」で外国人に日本語を教えております。ビジネスキャリアは約40年、本場ア

メリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドでその当時ガイドをしておりま

した。写真は若き日のわたくしです。 

制服がありまして手にはムチを持っています。後にかくれているので分かりませ

んが。ディズニーランドのアルバイトを皮切りに、日本ではあまりありませんが、

個人的な経営するローン 貸付会社、材木の卸業、アパートのマネジメント会社

で会計をしたり、工学機器会社で念願の社長秘書を長いこと勤めました。 

社長と一緒に英国のロンドン、フランス、日本にもよく出張で来ました。 

新宿のホテルにはよく泊まっています。その後カレッジで日本語の教授をやり

まして、そして最終的に締めくくりとして日産自動車北米本社で勤めました。 

この頃、かの有名なゴーンさんが社長でした。その後、10 年前に日本に移住し

て来て大網に家を建てております。なぜ日本生まれの私がアメリカ国籍なのかと言うと、ガンで亡くなりましたが

日系アメリカ人の主人と結婚しましたので国籍が取れました。主人が亡くなりましたので、現在の主人は元タミヤ

アメリカ（静岡のおもちゃの会社）の副社長をしておりました平井と再婚しております。現在私の家族は皆アメリカ

にいます。 

妹達がシヤトルとロスの近郊、娘家族がテキサスのヒューストンにいます。孫は 10才を先頭に 3人おります。 

アメリカは非常に大きな国です。50州あって日本の面積の約25倍あります。日本はカリフォルニア州にすっぽり

入る大きさです。東部と西部は 3時間の時差があります。西海岸から東海岸まで飛行機で飛びますと 5時間かか

り約6,400キロのフライトになります。人口は日本の 3倍、約3億3千万人位です。 

カリフォルニアは全米 1位の人口で 3,500万人、私が住んでいた所はロスとメキシコの国境に近いサンディエゴ

の中間、ロングビーチよりまだ南です。そこに 40 年以上住ん

でいました。アメリカの歴史は 1776 年に国になっていますか

ら 334年と若い国です。アメリカでの生活は人も大きければ家

も大きいです。日本でマンションと言うとアパートですが、アメ

リカではマンションに住んでいますと言うと写真の様なこういう

家に住んでいると思われます。これはアメリカの邸宅、マンシ

ョンです。サンフランシスコの少し南にありますパロアルトに

はスタンフォード大学があります。パロアルトはすてきな町で

す。ここに私の娘が大学病院の子ども病院に勤めておりまし

たので、この家を借りておりました。この敷地が 3000 坪位あって野生の鹿が走っていたり、小さい小川が流れて

いたり、本当にビックリするような家です。平屋です。大きいです。プールの上にゲストハウスがあり、私と主人が

行ったらそこに泊めてもらっていました。これがいわゆるアメリカのこの地域では小さい方です。とても大きな家

があり馬を飼っていても見えません。この娘の家も玄関まで 300 メートル位あります。カリフォルニアの私が住ん

でいたニューポートビーチ有名なリゾートがあります。とても素晴らしい良い町です。そこのコロナ・デル・マール

という私の卒業した高校があるパシフィック・ビュー・メモリアル・

パークという墓地です。 

個人的な話しになりますが、これは私の息子のお墓です。交通

事故で 18才という若さで亡くしております。アメリカの墓地は明る

くて墓石が公園のように広々としています。日本のような暗いイメ

ージはありません。この墓地には有名なジョン・ウェインのお墓

があります。1979年に亡くなっていますので72歳位で亡くなられ

ていると思いますが、本当にシンプルな一般の人のお墓と一緒

です。有名人のお墓のようには思えません。最近飛行機事故で亡くなられた元 NBA コービー・ブライアント、バ

スケットボール選手、娘さんと一緒に亡くなられていますが、この墓地に埋葬されたそうです。    

食生活は、アメリカの人の食べる量は多いです。日本では珍しい七面鳥ですが、毎年11月の第4木曜日に感謝

祭が行われ、全米でこの七面鳥を食べます。中に詰め物をしてオーブンの低温度で焼くので何時間もかかりま

す。アメリカは肉食、飽食のせいか心臓発作で亡くなる方が非常に

多いです。アメリカ人が太っている理由としては食べる量と炭酸入り

飲料を沢山飲みます。それ以外にスイーツを食べるという事で太る

のではないかと思います。生活は一般に訴訟の国です。交通事故

をしたら自分に非があれば必ず訴訟をされると思って下さい。日本

は謝る文化で非常に低姿勢ですが、アメリカの人ははっきり自分が

悪いと思わなければ謝りません。これだけ文化が違います。もしアメ

リカで事故をした場合は決して謝らないで下さい。謝る事によって

非を認めてしまうので訴訟を起されます。火災自動車、健康保険、

医療費が高いので、保険貧乏の国だと私は思います。貧しい人は保険代が払えないので自動車保険もかけな

いで走っているメキシコ人も多いので気を付けないと危ないです。アメリカは実力主義の国なので、女性であろ

うが、学歴があろうが無かろうか実力があれば企業の社長になれる、大統領になれる国だと思います。個人の自

由と権利を大事にします。文明社会なので物とパーワーに執着心があり、会社に勤め始めるとより大きな家を買

いたい、いい車を買いたいとポジションを上げていきます。アメリカの旦那様は日本人と違い、時間通り帰宅して

家族を大事にします。家に真っ直ぐ帰ります。良く働き良く楽しむ国民性だと思います。 

クラブよりお知らせ  

2020-2021受入米山奨学生  


