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～「七飯町海外交流派遣研修 2016」報告書～ 

引率職員(団長) 農業委員会事務局長 田中
た な か

 正彦
まさひこ

 

 

初日【渡米】〔成田からボストンへ〕  

忍耐の時間を想像し覚悟はしていたが、最後尾の座席部分が訪問団の座席で安

堵しました。北極圏上空、オーロラを初めて見ることができました。また、アラ

スカ上空を飛行中、凍ったユーコン川や単

調だがほぼ手付かずの自然が残されている

山脈等を眼下に見ながら一路ボストンへ。  

ボストンローガン空港到着、鬼門の入国

審査。質問内容を想定し、文書を作成して

審査官へ見せたら一言も発する事無く審査

終了となりました。ゲートを出ると、歓迎

の横断幕を持ったコンコードの皆さんによ

る出迎えを受け、感動と安心感を得ること

ができました。  

その後、コンコードカーライル高校のス

クールバスに乗り、ボストン市街を横目に

一路コンコードへ向かいました。カーライル高校到着後、ホストファミリーとの

対面式が行われましたが、それぞれ対面紹介がされる中、私は最後まで紹介され

ることなく対面式が終了するというハプニング？がありました。  

対面式が終了すると、私のホストファミリーのトム・ジョンソンさんが、私の

もとへ駆け寄ってきてくれました。パーテ

ィーもそこそこに、私の長旅の疲労を心配

してか、早々にトムさん宅へと車で向かっ

てくれました。  

コンコードの街中は、アメリカの道路の

イメージとは違い、カーブが非常に多い道

路という印象でした。また、車窓からは、

暗くてあまりわかりませんでしたが、緑が

多い所であるということはわかりました。  

トムさん宅は、市街地より車で 15 分位の

閑静な場所で、オーガニック（化学肥料や

農薬を使用しない）によりラズベリーを栽培、6 次加工している農家さんで、居宅

は日本の平均的な平屋建ての 3 倍位の広さでした。息子のネヴン君〔11 歳〕と娘

のキラちゃん〔15 歳〕と対面、個々へのお土産を渡しました。トムさんが数年前

に来日した際に撮ったという写真を見ながら、私は、電子手帳を傍らに片言の英

語で会話をしました。その後奥さんのダニエラさんが帰宅し、ダニエラさんにも

トムさん 

ダニエラさん 
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お土産を手渡し挨拶した後も、トムさんとの会話が弾みました。  

 

2 日目  

2 時 30 分に目覚めました。この時期の私の平均

睡眠時間は 4 時間半なので、時差ボケなのかどう

かは不明です。夜明けとともに野鳥達が動き出し

てきたので、初バードウォッチングを楽しみまし

た。  

その後、初日の行程である、コンコードタウン

ハウスを表敬訪問しました。タウンハウスでは、

大統領選挙他の期日前投票が実施されており、

頻繁に人の出入りがありました。アメリカは毎

年 11 月が選挙月で、何らかの選挙が必ず行われ

ています。選挙の様子を見学していると、選挙事務の担当者が記念にマサチュー

セッツ州の選挙の説明書をくれました。  

表敬訪問では、訪問団代表として、私のコンコードの街並に対する感想等を述

べさせていただきました。歓談中、偶然タウン

ハウスを訪れていた「不二家のペコちゃん」の

モデルになったというジャネットさんに対面す

ることが出来、記念写真を撮りました。その後、

タウンハウス周辺のモニュメントスクエア等の

案内をしていただきました。フリーメイソン・

ロッジが中心街にあったことに個人的には大興

奮でした。その後、コンコードカーライル高校

へ行き、校長先生を始めとした学校関係者との

昼食会となりました。昼食会では、プレゼント

交換や意見交換会が行われ、昼食後は校舎見学

をしました。  

校舎建て替えの経緯や、空調を工夫して省エネかつ資源保護を意識した建築構

造の説明を受け、また、多種多様な実技室や

生徒へのカウンセリング室やヒーリング室、

ステージ付の大ホール、地元住民も使用でき

るケーブルテレビ局の放送スタジオなど設備

が非常に充実しており、生徒達にとって最上

級の教育環境が整備されていました。  

 夕食は、トムさんの義父と家族、私の 6 人

で、鹿肉のステーキをメインディッシュに豪

華な食事となりました。鹿肉の味はエゾシカ

肉とは違いとても美味しいものでした。また、

義父の持参したスコッチウイスキーをご馳走

「不二家のペコちゃんのモデ

ル」ジャネットさん 

フリーメイソン・ロッジ 

選挙の説明書 
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になりました。私は、お返しに日本から持参した日本酒とはこだてワイン（コン

コード）をふるまいました。  

 

3 日目  

この日の朝食で生まれて初めてオートミールを食べました。  

その後、タウンハウスへ向かいました。この日行われる意見交換会のため、ボ

ストン日本協会理事の森田喜代子氏が通訳

として来て下さいました。その後、コンコ

ード町のタウンマネージャーであるクリス

トファー・ウィーラン氏と最高情報責任者

であるマーク・ハウエル氏の両氏と、大人

の派遣者数名と私で、コンコードと七飯町

の街づくりについての意見交換をしました。 

コンコード町は基本ゾーニング（工業・

農業・住宅を推進する地区と自然を積極的

に保護する地区等に分けること）を設定し

ているが、日本とは違い、あまり厳しい規

制はしていないとのことでした。なお、自

然を積極的に保護する地区については、土地を取得するための寄付を NPO 団体が

募り、積極的に土地を買取し開発の手から守っているそうです。  

 次に、オーガニック農法により野菜等を栽培し、直売しているオクトーバー農

場を見学しました。1 商品につき数種類の品種を取り揃えており、最終の収穫時期

ということもあり、多くの陳列された野菜を見ることが出来ました。  

 続いて視察したバレッツミル農場は、女性 3 人が営む会員制のオーガニック農

場で、1 年に 660 ドルで野菜を優先的に購入できるシステムを導入していました。

また、この農場は農地を町から 10 年契約で安く借りており、来年は更に規模拡大

を図るとのことでした。さらに、国からの補助で設置した、発生室として利用す

るパイプハウスを見学させていただきました。高さ 3ｍ強で広さは 60 ㎡位、外被

フィルムの対応年数は 3 年とのことでした。  

次に、コンコード町直営のエネルギー管理部（電力公社）を視察しました。ゴ

ミ捨て場としていた場所を埋め立てソーラーパネルを設置し、発電した電気を町

民に売り、約 20％の不足分は他の電力会社より購入しており、日本と同様に午後

8 時前後において消費電力が最高値になるとのことでした。  

昼食は、アメリカで一般的な「レストラン 99」でスペアリブのプレート（ポテ

トとパンのセット）を食しました。その後、ウエストコンコード駅前のリサイク

ルショップ、小物屋、自然食品店を見学し、トムさん宅へ戻りました。  

トムさん宅で小一時間の休憩中は、音楽を聴きながら、自家製のメイプルジュ

ース、ラズベリービネガー、ラズベリーの果実をいただきました。  

その後、カクテルパーティーの会場となるヘイデン・バーンズ家へ送ってもら

いました。パーティーでは、七飯町初代国際交流員キャサリン・バンデバーさん、

ハクチョウひょうたん 
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第 2 代国際交流員モニカ・テリーさん、第 5 代国際交流員ウィットニー・ウォレ

ンさんらと再会し、また第 7 代国際交流員のベン・ミリンさんのご両親とは、七

飯町へ訪問していただいて以来 5 年ぶりの再会となりました。さらに、コンコー

ド町に家を持つ、慶応大学大学院卒で世界銀行勤務（現在はルワンダ在住）の日

本人女性と歓談する機会を得ることができました。現在、国連機関に勤める日本

人は約 300 名ですが、2020 年の東京オリンピック開催までには 1000 名にしたいと

日本政府が目標を立てており、国連の運営資金は世界で 2 番目に多く支出してい

る日本だが、勤務者数はとても少ないということでした。断片的ではありますが、

内向的な日本人が多いことの証明となる話が聞けました。  

 

4 日目  

この日はトムさん宅周辺を散策しました。森の中を少し歩くと小さな池があり、

その傍に「ビーバーが倒した木の痕跡があるよ」とトムさんに教えてもらいまし

た。その後、森を通って自然公園を散策しながらバードウォッチングを楽しむこ

とが出来ました。  

散策後、コンコードに在住する鳥類研究

家で数多くの書籍等を執筆し、特に図鑑は

世界的にも有名なデイビッド・アレン・シ

ブリーさんの新刊購入のために本屋へ連

れて行ってくれました。  

本屋へ向かう途中、手のひらをうごめく

ものがあり、良く見るとそれは、マダニで

した。先ほどの森の散策でついたものと思

われ、しかも 4 匹も付いていてビックリし

ました！日本であればもう冬眠している

はずで、大陸に生息する生き物は島嶼に生

息する種よりも逞しいという定説を証明してくれる事例でした。  

本屋で図鑑の新刊 2 種類を 5 冊購入し、帰宅後は、本日開催されるポットラッ

クパーティーに向けて、「ラジオ体操」のリハーサルをし、本番に備えました。  

 パーティーは、ハーヴィーウィーラーセンターで開催され、訪問団全員による

ラジオ体操、イカ踊り等で交流を深めました。  

その後ボストンにある巨大ショッピングモールへ買い物に行きました。  

帰りの車中では気付くと居眠りをしている状態で、疲労の蓄積を肌身で感じまし

た。  

 

5 日目 ポーツマスへ  

この日はホストファミリーと過ごす日で、ニューハンプシャー州ポーツマスへ

トムさんと２人で出かけました。ポーツマスは、日露戦争の講和条約（ポーツマ

ス条約）を結んだ地として我々日本人にはよく知られている都市です。ハイウェ

イを乗り継ぎ、北上し 2 時間程でポーツマスへ到着です。ポーツマスでは、夏場

ビーバーが齧った痕 
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から晩秋にかけてロブスターが多く水揚げされるらしく、ロブスター専門店「シ

ービュー・ロブスター」でロブスターを購入しました。日本円に換算すると 1 匹

700 円前後です。ポーツマスは、夏のバカンスを過ごす避暑地として有名な場所ら

しく、別荘群等を車窓から眺め、高級リゾート施設を利用する人の豪快な滞在プ

ラン等を聞きながら、市内を案内しても

らいました。  

また、人生初の「大西洋」を眺めなが

ら小さな公園やビーチを散策し、ロブス

ターの生態等を教えてもらいました。海

浜の砂が真っ白であり、岩に付く貝など

が全然見当たらなかったことが印象的

でした。  

その後、昼食（初タコス）を食べ、徒

歩により約 2 時間、市内を案内してもら

いました。ピスカタカ川に架かる可動橋

や、レンガの建物が並ぶ中心部を見て、

昔からの富裕層住宅の特徴や、一般住宅は木造が殆どで、世代が変わるごとに増

築されている等の知識も教授いただきました。  

ポーツマスから帰路の途中、ダニエラさんが勤めているボストン市内のスーパ

ーマーケットへ立ち寄り、計画していた日本食（うどん＆そば）をふるまうため

の長ネギと油揚げを購入することが出来ました。日本のスーパーマーケットとは

違い、店内には、オーガニックコーナーが設置されており、野菜・果物の青果物、

乳製品やスナック食品等が大量に陳列されており、またそれらを買い求める人が

多かったのが印象的でした。レジのシステ

ムも日本とは異なり、商品を客が１つ１つ

カートから出し、レジの店員の前にあるベ

ルトコンベヤーに並べていました。自分が

買うものを全部乗せ終わったら、次の人の

分と区別するためのバーを置いていました。

店員は購入品のバーコードをスキャンし、

品物をビニール袋等に入れていました。な

お、購入代金の決済はカードを利用する人

が殆どでした。その後、隣接するリカーシ

ョップでビールとバーボンを購入して帰途

につきました。  

帰宅後、トムさんは購入してきたロブスターをボイル等の調理をし、夕食とな

りました。使用した道具は、北海道の人にはお馴染みの「カニフォーク」とハサ

ミ破壊専用の「ロブスタークラッカー」を使用しました。ロブスターは食べ方に

順序があるようで、トムさんから手順をレクチャーしてもらい食べました。余談

ですが、ロブスターは前足のハサミが大きければ大きいほど足の付け根部分の身

ロブスター 

ポーツマス市街 
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が大きいそうです。味はエビに似ており、新鮮だったためアンモニア臭は全く無

く、ガーリックバターとの相性も抜群でした。加えて飲んだビールの美味いこと、

久しぶりに「しあわせ」を感じました。コーン、ポテト、サラダの副菜とデザー

トにはパンプキンパイでしたが、さすがに胃袋には入る余裕がありませんでした。

ディナー終了後、腹痛（たぶんタコスが原因？）を起こし、体調不良のまま就寝

となりました。旅行先で初めて正露丸を服用しました。  

 

6 日目〔ハロウィン〕  

この日は高校へ送ってもらい、訪問団全員そろっての集団行動となりました。

オールドノースブリッジ、ロビンズハウス等視察研修の後ボストン市内へ移動し、

ハーバード大学構内を足早に散策見学後、クインシーマーケットで各々好きな昼

食をとり、帰路につきました。  

帰宅早々、夕食（きつねうどん【温】・盛りそば【冷】）の仕込みを行いました。

完成後、うどんを試食してもらいました。嗜好が合ったようで、とても気に入っ

て食べてもらえました。試食だったはずが、気が付いたらダニエラさんは自らお

かわりをして食べていました。  

夕食の準備が終わり、ハロウィンの準備をしました。股引き、ダボシャツと法

被でお祭り姿になりました。ネヴン君は忍者に仮装し、キラちゃんはフェイスペ

イントをしていました。3 人揃って記念撮影の後、それぞれのパーティー会場へ向

かいました。私はコンコードのカーマン・リース＆エリック・グリーンさん宅（日

本では馴染のない夫婦別姓だそうです。）で訪問団と合流し、ピザやナッツ・ワイ

ン等を頂きながらパーティーを楽しみました。  

また、色々な趣向を凝らした家々が並ぶ街中を散策しながら、ハロウィンの雰

囲気も実体験することが出来ました。函館近郊の「七夕」にも似ていましたが、

大人も含め街全体で楽しんでいるという点では「似て非なるもの」と実感しまし

た。  

パーティー終了後、帰宅し日本食での遅い夕食となりました。きつねうどん

【温】・盛りそば【冷】を食べてもらいました。日本人の心遣いを表現するという

観点から、「盛りそば」は 1 口サイズに取り分けて食べやすく提供してみました。

また、残った食材の「あぶらあげ」をフライパンで焼き色を付け、醤油で頂きま

したが、こちらも好評でした。  

ただ、唯一の失敗は、仕込みが早過ぎた「うどん」が汁をほとんど吸ってしま

っていたことでした。それでも手直しを加え提供したら「ノープロブレム」と言

って食べてくれました。3 人とも箸の使い方が上手かったのにはビックリしました。 

 食事の後片付けを終えて、トムさんが所有する土地の今後の構想について話を

聞かされました。所有地 25 ヘクタールの内 20 ヘクタールを 5 分割し、それぞれ

に引き込み道路を整備し、別荘を建築して販売や賃貸するという計画でした。実

はその朝の送迎途中、トムさんが市街地の不動産屋の前で停車し、私に降車を促

がしたのです。私は促がされるままに降車して店頭の物件広告を見てみると、私

の生涯給与でも到底及ばない程の高額物件ばかりで、しかも中古物件なのでビッ
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クリしました。どうやら、リーマンショック後の 2011 年頃から再び不動産価格は

上昇を始め、2013 年、2014 年と大きく回復したようで、例に漏れずコンコードに

おいても不動産投資が順調のようでした。  

不動産の土地利用計画についていろいろ話をしている中で、アメリカでは GPS

測量は普及していないことや、公共性の高い河川敷地も個人所有となっていて固

定資産税が賦課されているなど日本との相違点が多いことに驚きました。  

 

7 日目  

生涯最後となるであろう 2 度目のオートミールを朝食で食べました。  

「若草物語」を書いたルイーザ・メイ・オルコット一家が住み、物語の舞台とも

なったオーチャードハウスを訪問団全員で見学しました。オーチャードハウスで

は、ジャン・ターンクイスト館長さんの劇と喜久子・ミルズさんの通訳により館

内を案内してもらいました。  

 その後、図書館を視察し、館内に収蔵・展示されている美術品等の鑑賞や運営

等について館長さんから教授いただきました。エマーソンアンブレラを見学後、

コンコード駅前のニューロンドンピ

ザにて昼食を摂りました。  

午後からは、駅前の「おもちゃ屋」

「額縁店」を見学後、コンコードの著

名人の眠る墓地を見学し、ウォールデ

ンポンドへ行きました。ここは、哲学

者・ナチュラリスト・博物学者・奴隷

解放思想家のヘンリー・デイビッド・

ソローが 28 歳のとき（1845 年）に自

ら建築した小屋に住み、自給自足で生

活をした有名な場所で、ビジターセン

ターを視察後、湖周辺を散策しながら、

ソローが実際に居を構えていた場所

まで、シマリスやティットマウス等の野生動物を観察しながら、自然を満喫しま

した。また、池の水位は夏期の少雨の影響で例年よりもかなり低いとのことでし

た。  

その後、トレイルズ・エンド・レストランが会場の「お別れ夕食会」へ出席し、

訪問団代表としてお礼の挨拶をしました。帰宅後、トムさんと過ごす最終夜には、

オーガニック農法でラズベリーを栽培している中での困り事相談でした。日本由

来の害虫「オウトウハマダラミバエ」を駆除するいい方法はないかとの相談でし

た。当然、農薬を使わずに駆除する最善の方法についてです。真っ先に「木酢液」

による防除を思いついたものの、持参した安物の電子手帳には「木酢液」の単語

が収容されていませんでした。大学・大学院生時代に昆虫の研究をしていた従弟

に相談して知見を得たら情報提供する旨の約束をし、シャワーへ入り、翌早朝の

出発に備え身支度を整え就寝となりました。  

ヘンリー・デイビッド・ソロー居住跡 
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8 日目 ニューヨークへ  

コンコード・七飯・ネットワークの皆さんの手厚い対応により、ホームステイ

によるコンコードでの 1週間滞在を無事終え、フェアリーランド駐車場へ集合し、

ファミリーとお別れの後、バスによりニューヨークへ向け出発しました。帰町迄

の長時間に亘る訪問団全員での団体行動の始まりです。走行中、車窓よりイェー

ル大学等を眺めながら、車内は、各々の滞在期間中の会話で溢れ、久々の耳慣れ

た日本語に安堵する自分がいました。途中、サービスエリアに立ち寄り休憩とな

りました。  

ここでビックリしたのがアメリカで唯一確認できた自動販売機（屋内）が設置さ

れていたことです。しかも販売されていた品物は、ヘッドホンやイヤホン、電卓、

CD プレーヤー、スマホ等、一寸高級な品物ばかりでした。どう考えても頻繁には

ニーズのないものばかりで、商売として成立しているのか不思議でした。  

ニューヨーク市内へ入り、超高層ビルの立ち並ぶ街並やセントラルパーク、ア

メリカ自然史博物館、元ビートルズのメンバー、ジョン・レノンが射殺された高

級集合住宅ダコタ・ハウス等を車窓から眺めながら、2 日間宿泊するウェリントン

ホテルに到着しました。ホテルに荷物を預け（後に研修視察最大の大事件に発展）、

昼食となりました。  

昼食後、車窓からの市内視察やメト

ロポリタン美術館・ミッドタウン（ト

ランプ・タワー、セント・パトリック

大聖堂等）を見学しながらロックフェ

ラーセンターへ向かいました。ロック

フェラーセンターでは、ニューヨーク

全体の眺望を展望台より楽しむこと

が出来ました。街としての歴史は浅い

が、経済・文化・政治的な中枢機能が

集積している場所〔世界都市〕だとい

うことが、一望して実感しました。  

 1 日目の視察終了後、ホテルへ戻っ

て各々の部屋へ行き、運んでもらって

いた荷物を確認すると、他の人の荷物が紛れ込んでいました。この辺の対応は、

いかにもアメリカらしい「大雑把」だなと再認識させられました。荷物の所在も

判らない人がいるなか、夜のニューヨークへと繰り出し、レストランへ夕食に向

かいました。夕食はイタリアンレストランでした。  

どんな人がいるかもわからないニューヨークの夜の人ごみの中を集団で移動す

る危険については、添乗員さんからも再三にわたる警告を受けており、その緊張

感と不安感で、食べた物の味はほとんど覚えていませんでした。  

 その後、ブルックリン在住のフランク・シャニースとホテルで再会するため、

一足先にレストランから一人でホテルへ戻りました。  

 シャニースは、七飯町の大沼国際交流協会での「エクスペリメント・イン・イ

セント・パトリック大聖堂 

【カトリック教会】内のステンドグラス 
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ンターナショナル・リビング（E・I・L）」プログラムで 2010 年に来町した際にホ

ームステイの受け入れをしたことが縁で知り合ってから、現在でも娘と連絡を取

り合っています。2013 年に日本語の勉強のため再来日し、2014 年の新年を我が家

で迎えて日本のお正月を体験してもらった時以来の再会となりました。  

彼女から娘へのお土産等を戴き、日本からのお土産を手渡した後、ホテルと通

りを挟んで隣接する「ベナッシュ・デリカテッセン」というレストランで、私は

食後のビールで、彼女はディナーを摂りながら歓談しました。ディナーを終え、

彼女の帰りを見送った後、ホテルに戻りました。紛失荷物のその後が気になって

いましたが、無事各々の手元に戻ったとのことで安堵しました。  

 

9 日目 ニューヨーク市内視察  

ホテルで朝食後貸切りバスにて出

発し、市内の街並を車窓から眺めなが

ら、ユネスコの世界遺産『自由の女神』

を視察するためにニューヨーク港内

のリバティ島へフェリーで渡りまし

た。全員で記念写真を撮影、自由行動

の後再びフェリーでマンハッタン島

へ戻り、「グラウンド・ゼロ」を視察

後、貨物鉄道の高架線路跡を転用し、

都市公園として整備した先駆的成功

例として有名な「ハイライン」を視察

しました。ここで個人的に目を引いたものは、この公園に設置されていたゴミ箱

でした。設置されていたゴミ箱は、テロ防止対策が施されている堅牢なつくりで、

上部からゴミを入れる円筒型になっており、本体は二重構造で、爆発物が仕掛け

られ、爆発しても上部に吹っ飛ぶだけになっており、被害を最小限に収める仕組

みのものでした。  

 その後、ハイライン傍、元ナビスコの工場跡に造られた「チェルシーマーケッ

ト」で、添乗員さんお勧めニューヨーク定番のお土産「ファット・ウィッチ・ベ

ーカリー」でブラウニーを購入しました。

昼食は、コリアンタウンにある韓国人が

経営する「 IchiUmi」というバイキング

レストランでした。この店は、和食、韓

国、中華料理が入り混じり、和食に飢え

ていた私たちのフラストレーションと

胃袋を幸福へと導いてくれました。  

食後、一寸落ち着いて考えてみたので

すが、「やっぱりこれは和食じゃない。」

という結論に辿り着き本物の和食に対

する思いが益々強くなりました。  

グラウンド・ゼロ 

ハイラインに設置されていた 

テロ対策用ゴミ箱 
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 午後からは国連本部ツアーでし

た。国連本部ビルは、ロックフェラ

ー一族が寄贈した土地に建てられ

ているとのことです。  

 夕食は、少し早めにホテルを出て、

「ハーシーズ」や「エムアンドエム

ズ」等に立ち寄りお土産等を購入し

てから、タイムズスクエアの様子が

見渡せるレストラン「ババ・ガン

プ・シュリンプ」でスペアリブ等を

食べました。夕食後、夜のタイムズ

スクエアを体感しました。キラキラ

したネオンサインや巨大ディスプ

レイ、大きな企業広告看板や電光看

板が街中に溢れており、私は馴染めませんでしたが、世界各地から訪れる人々を

魅了している不思議な空間でした。アメリカ発祥の大量生産、大量消費社会に通

じる景色で、さらに、少し前には見られなかったであろう、スマホを手にかざし

ている多くの人々が見られ、それが何とも異様な光景で受け入れがたい変な気持

ちになりました。  

この日も前日同様、今度は七飯町の第７代国際交流員だったベン・ミリンにホ

テルで再会するため、一足先にタイムズスクエアから一人でホテルへ戻りました。

ベンは前日にマダガスカルから帰国したばかりで、奇跡的なタイミングで再会で

きることとなりました。  

レストランで食事の後、訪問団が集まってアメリカ最終夜の反省会が行われて

いる部屋へ２人で行きました。ベンは訪問団の殆どの人と初対面ということで、

自己紹介の後、反省会場はたちまちベンによる英会話教室の場へと変わりました。

英会話教室が終わって反省会を再開し、私はベンに得意のボイスパーカッション

を披露してもらいました。生演奏を初めて観る人も多く、最終夜のいい思い出に

なったようです。帰国間もなく時差ボケもある中、わざわざ再会のために出向い

て来てくれたことが大変嬉しく、いい思い出になりました。  

 

10 日目 帰国  

朝 6:00 にホテルを出発し、空港へ向かいました。早朝にも関わらず、マンハッ

タン島方面へ向かう反対車線は、車・車・車で早くも大渋滞でした。毎朝の光景

とのことで、さすが車社会のアメリカを再認識させられました。  

キャリーケースの重さを計量・調整し、出国審査を済ませ、最後のお土産を購

入し、アメリカでの食の目的だったターキーのハンバーガーを食べ、帰国便へ搭

乗しました。忍耐のフライトを覚悟していましたが、なんと又もや最後尾座席部

分が訪問団の座席でした。腰痛防止のため立っている時間が長かった私を気にし

て声を掛けてくれた CA さんの日本人らしい細やかな気配りがなんとも嬉しく感

国連会議室 

【安全保障理事会会議場】 
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じて、研修の締め括りとなりました。  

成田到着後、おにぎりを頬張って「日本食は美味しい」という中高生達の声や、

リムジンバスで羽田空港へ向かう中でも「やっぱり日本が安心できる」「ホッとす

る」等の声が聞こえました。  

 

今回の研修視察に参加して  

一番印象に残っていることは、コンコードの水道水が普通に飲めたことです。

いままで、旅行先（特に国外）では、水道水は飲んだことはなく、いつも市販の

ミネラルウォーターを飲んで体調管理をしていました。  

二番目の印象としては、アメリカはどちらの方向に向かっているのか？という

ことです。姉妹都市コンコード町のように自然保護思想を理念に置き、省エネ対

策や農薬を使用せず、自然に対する負荷を与えないオーガニック農法による野菜

作り等、地球にやさしい街づくりに勤めながら暮らす人達のいる一方、「アメリカ

の象徴」であるニューヨークの不夜城で大量生産・大量消費・大量廃棄と全く真

逆の生活をしている人達。発展途上国も含め、世界的な流れとしては後者の生活

様式にシフトしつつある昨今ではあるが、地球という資源の限られた惑星の上で

は、そう遠くない将来において限界が訪れるであろう、そんなことを思いながら

今回の研修を終えました。  


