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世界の政治、経済は一時も休むことはない。
国会議員は、問題の背後に潜むものを的確に
探り当てて対応する高い能力を持たなければ
ならない。自分の選挙区の心配と同時に、広く
世界情勢に目を向けている議員が必要なのだ。

歓迎夕食会にて ＪＥＰＡ会員、 スタッフと共に

ワシントン・タイムズ新聞社

しかしながら、問題は政局である。名指しを
するのは憚られるが、アジアの少数の国は日
本及び米国に対して挑発とけん制を繰り返し
ている。最近はそれがエスカレートして世界
各国の顰蹙を買っている。対応によっては日
米関係にも微妙なひびが入る恐れもあり、決
して看過できない。

ワシントンＤＣに本部を持つ同紙は、ワシン
トン・ポスト紙が民主党寄りであるのに対し
て、共和党支持を表明しており、その主張
は一貫して保守的である。同紙はレーガン
大統領が在任中、ニューヨーク・タイムズな
どの有力紙よりも毎朝、まず最初に手にし
た新聞としても知られている。

繰り返される挑発とけん制

歓迎会にはＪＥＰＡ役員の他、
ＪＥＰＡ会員の方々も出席さ
れて、米国ワシントンＤＣとい
う、世界の首都とも言える大
都市で、報道と出版の責任を
負うマクデビット会長のお話
しを聞いた。マクデビット会長
の穏やかで真面目なお人柄
は、日々世界のありとあらゆ
るニュースに晒されながらも、
ニュースの本質を見損なうこ
とのない報道人としての知性
と威厳をうかがわせた。

ＪＥＰＡ役員は、
６月、ホワイ
トハウス恒例のセレモニーに参
加するためワシントンＤＣを
訪問、その際、マクデビット会
長と下地会長は、今後の日米
の相互理解には両国の国会議
員によるより深い交流が不可
欠という意見で同意した。また、
日刊紙ワシントン・タイムズと
月刊誌新政界往来が、今後包
括的な日米関係の促進に向け
て強固な協力関係を築いてい
こうという点でも合意した。

アベノミクスが始動して1年、日本経済はデ
フレによる低迷を抜け出して回復期に入った
ように見える。米国も失業率は徐々に回復し
ている。ユーロ圏の国々はさておいても、ア
ジアの国々は TPPやFTAを経済跳躍のバネに
して前進しようと懸命だ。

6月ホワイトハウス ・ レセプションにてマクデビット会長（左）と下地会長

今回のマクデビット会長の訪
日は、正にその時の合議を一
歩進めるための訪日であった
と言えよう。

前号でご報告した「日米若手議員勉強会」は、
元労働大臣及び元自民党参議院議長村上正邦
氏とJEPA下地会長の呼びかけのもと、超党派
の国会議員の方々が集まり、昨今の国際情勢
についての情報交換や勉強会を続けている。

Ｔ・
マクデビット会長 訪日

国際政治塾

日米若手議員交流会

国境を越えた

8月、 米国ワシントン ・ タイムズ新聞社の
トーマス ・ マクデビット会長が来日、 JEPA
主催による歓迎夕食会が都内で催された。

都内ホテルロビーにて下地会長 (左） と
徳田代表 (右） と共に

「日米若手議員勉強会」は、世界の様々な
リーダー達と伍して渡り合える優れた国会議
員を育てる国際政治塾である。

エルサルバドル帰朝講演会
10月、有楽町の日本外国特派員協会にてJEPA主催による
「エルサルバドル帰朝講演会 及び 消防自動車贈呈式」が
開催された。

対談形式で帰朝報告をなさる原社長 （右）と原周平様（中央）
原拓平様（左）

帰朝講演会では、エルサルバドルに 2 台の消防
自動車を寄贈された株式会社フルタイムシステ
ム代表取締役の原幸一郎様に対して、 マルタ
大使から感謝状が贈呈された。 エルサルバドル
では車が左ハンドルのため、 原社長は日本製の
右ハンドル仕様の消防自動車を左ハンドル仕様
に改造したうえで寄贈された。

司会を務める徳田代表理事

マルタ駐日エルサルバドル大使による講
演に続いて、5月にエルサルバドルを訪
問した JEPA役員および JEPA会員の
方々による対話形式の報告会が行われ
た。
寄贈される消防自動車の輸送について
お世話頂いた一般社団法人日本外交協
会事務局長 寺田様

熱心に聞き入る参加者の方々

エルサルバドルは、 チリとメキシコに
並び、中南米で国際的な投資格付
け認定を受けた 3ヵ国のうちの一つ
であり、現在、中米でもっとも活動的
な経済 ・ 金融のハブとしての役割を
果たしている。

エルサルバドルに消防自動車 2 台を寄贈された
原社長と感謝状を手渡すマルタ大使

マルタ大使は、同国の成立ちから現在に
いたる歴史や、同国の世界遺産、豊かな
水産物や農産物について映像を紹介し
ながら講演された。中米に位置するエル
サルバドルは、日本にとっては、太平洋を
隔てた遠い国であり、入ってくる情報も決
して多くはないが、日本とは歴史的に長
い友好関係を持つ親日国である。
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新時代を切り拓き、企業の発展に貢献する経済団体です。

第二回

JEPA健康フォーラム
11月25日、好評を博した第一回健康フォーラムに続き、第二回健康
フォーラムが日本外国特派員協会において開催されました。

今回、講演者としてお招きしたドクターは、一般財団法人メディ
ポリス医学研究財団・メディポリスがん粒子線治療研究センター
でセンター長を務める 菱川良夫先生 と亀田総合病院心臓血管
外科顧問、外山雅章先生 です。

司会の徳田代表理事
がんの粒子線治療について講演なさる菱川良夫先生

日本の医療制度は、他国と比して国民皆保険制度の
もとに、誰でも、いつでも、どこでも受診できる「フリーア
クセス」の環境を整備、安価で良質な医療を提供して
います。しかしながら、本当に誰もが良質な医療にアク
セスできているのでしょうか。米国で長く心臓外科医と
して活躍された外山先生は、優れた医者の条件として
次の３つの AAA プラスもう１つの A を挙げられました。

「がん粒子線治療とは？」
菱川先生は、今、最も進んだがん治療と言われる粒子線治療
について、スクリーンを使いながら、参加者の方々にも解りや
すい言葉で説明をなさいました。
メディポリスがん粒子線治療研究センターがある指宿市では、
今、「南九州から世界に向けて“光”を放つ医療」をコンセプトと
した一大プロジェクトが進められています。同研究在団は粒子
線によるがん治療を行うことによってその一角を担っています。

A
A
A
＋A

チーム外山プロジェクトについて講演なさる外山雅章先生

粒子線治療は、Ｘ線治療が苦手としていた体の深部にあるがん
病巣に対して、集中して致死的ダメージを与えます。がん病巣
を取り巻く正常組織へのダメージはほとんどなく、体に優しい
がん治療と言えるでしょう。また、治療中に痛みや熱などを感じ
ることはありません。
副作用が少なく、通院で治療が可能な粒子線治療には、下記
のような利点があります。
○
○
○
○
○

治療は、開始前にたてたスケジュール通りに終了する
外来治療ができるため、仕事や日常生活を妨げない
高齢者や基礎疾患のある方も受けられる
治療後の社会復帰にはほとんど支障がない
手術が困難であったがんも治療の可能性がある

菱川先生は、同治療研究センターでの治療にかかる日数、
費用などについても丁寧にご説明して下さいました。

「チーム外山プロジェクト」
続いて、第一回健康フォーラムで「テーラーメイド医療」についての
ご講演が好評だった亀田総合病院心臓血管外科顧問、外山雅章
先生が「頼れる医者とは？」についてお話し下さいました。

Ability
Affability
Availability
Advanced

実力があること
感じが良く話しやすいこと
いつでも診てもらえること
先進医療に通じていること

外山先生は「チーム外山プロジェクト」を立ち上げるこ
とで、上記の条件を満たした医者もしくは病院の紹介
をすることによって救命医療をより質の高い医療にする
ことを目指しておられます。

先生は、心臓血管外科医として米国と日本の病院で40年以上にわ
たり一万人近い患者さんを診察、手術をされ、極めて高い成功率を
誇ります。浅田次郎著「天国までの百マイル」に登場する名医のモ
デルとしても有名でもあり、ブッシュ元大統領訪日の際は、不測の
事態に備えて外科医としての待機をホワイトハウスから依頼され、無
事帰国を見守り、大統領帰国後には先生に感謝状が贈られました。
懇談会で外山先生にご質問する参加者

麻見江ホスピタル
誰もが持っている健康への
不安、老いることへの不安
－ 麻見江ホスピタルの大石
様は、同ホスピタルがこうした
不安を引き受け、皆様に質の
高い生活環境をご提供してお
られること、又、費用はどれ位
かかるものなのかなど私達の
疑問について、映像もまじえ
丁寧にご説明いただきました。

熱心に聞き入る参加者の方々

懇談会でテーブルを囲む参加者の方々

麻見江ホスピタル大石様のお話に
聞き入る外山先生（右）と菱川先生
麻見江ホスピタルについてお話しする大石様

例： 前払金0円、平均月額家賃は約8万
4 千円（個室平均床面積 20㎡）、食費月
額約4万5千円、その他介護保険適用が
受けられる支援サービスが沢山あります。
詳細は麻見江ホスピタルのホームページ
でご覧になれます。
http://www.mamie-hp.or.jp/4.html
麻見江ホスピタル理事長の馬場眞美子
氏は、高齢期を夜空に瞬く星に例え、人
生の黄昏を迎えた人々が健康で星のよう

『本会は、日本とASEAN諸国との相互の文化的理解を
基盤として、経済的社会的発展と国民相互の友好協力に
貢献することを目的とする』

本部： 東京都千代田区神田錦町３－２
電話(03)5280-6123

アセアン加盟国
インドネシア
フィリピン
タイ
ベトナム
ミャンマー
日本
韓国

マレーシア
シンガポール
ブルネイ
ラオス
カンボジア
中国

に輝く人生を送ることができるよう各地に各種
医療施設を展開、質の高い医療サービスを
提供しておられます。
総合病院として外来患者受入れと入院は勿
論のこと、訪問介護、居宅介護支援、サービ
ス付き高齢者向け住宅、介護老人福祉施設、
認知症対応型共同生活介護など手厚い心と
愛情のこもった施設作りを進めています。

懇談会でワインとお料理を前にパチリ

活 動 内 容
ネットワーク・サービス
アセアン各国諸機関とのネットワーク
国際交流に関する支援活動

教育・研修・研究活動
国際会議・シンポジウムの開催
海外視察団派遣

ビジネス・サポート
企画･開発業務等に関するサポート
海外進出・合弁企業等に関するサポート

出版活動
アセアン時事ニュースの発行
政治・経済・文化資料の提供
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な緊張など、新大使は着任
後、すぐにも取組まなけれ
ばならない課題が山積し
ている。

ケネディ新駐日大使を乗せた儀装馬車

日本政府は、ケネディ新大
使がオバマ大統領はじめ政
府要人と近い関係にあり、
日本の立場や考え方をスト
レー ト に 大 統 領 や 閣 僚 に
伝えてもらえると非常に
大きな期待を寄せている。

ケネディ新駐日大使

鎌倉を訪れ大仏様の前で

月、ロサンジェルスのシー
ダーズ・サイナイ・メディカ
ル・センター（ＣＳＭＣ）国際医
療部長スペンサー・コーナー博
士 が 来 日 、Ｊ ＥＰＡ 役 員 と 会 談
した。

19

スペンサー・コーナー博士来日、JEPAとの協定を確認
前 号 で ご 紹 介 し た よ う に 、Ｊ Ｅ
ＰＡはＣＳＭＣとの間で、日本
からの受診希望患者を優先的に
受け入れるという協定を結んで
い る 。ＣＳＭＣ は 日 本 か ら の 医
療従事者に対する研修受入れに
ついてもＪ ＥＰＡ に協力を求め
て い る 。ＣＳＭＣ は 先 進 医 療 分
野でトップクラスの病院の一つ
として国際的に高く評価されて
おり、多くの著名人が診察を受
けていることでも知られている。

11

シーダーズ・サイナイ・メディカル・センター
コーナー博士の来日は、
ＪＥＰＡ
とＣＳＭＣの間で結ばれた協定
を一歩前進させるためであり、
より踏込んだ話し合いが持たれ
た。

15

キャロライン・ケネディ新駐日米大使 着任

第 代目となる新駐日米大
使キャロライン・ケネディ氏
は、 年に暗殺されたジョ
ン・Ｆ・ケネディ元大統領の
娘。 月 日、成田空港に
到着したケネディ新大使は
「父は、米国大統領として初
の訪日を望んでいた。日米
両国の関係強化のために働
けることは私にとってとて
も名誉なことだ」と話され
た。過去の米国でのインタ
ビューでも新大使は「私が役
立てる国として日本以上の オバマ政権はアジア重視の
国は思いつかない」と述べ、 外交政策を打ち出してお
女性の地位向上や日米の若 り、米国の軍事資源の再構
者の交流に取り組みたいと 築を進めている。また、日
も話された。
米共に年内妥結を目指し
ているＴＰＰ交渉、日米防
衛協力指針
（ガイドライン）
の再改定、普天間飛行場の
移設問題、さらに直近の激
化する東アジアの地政学的
ケネディ新大使は 月 日、
宮内庁の儀装馬車に乗り約
１キロ先の皇居を訪れ、
天皇
陛下へ信任状を奉呈された。

41
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10

全米トップクラスの病院の
一つと評価されるCSMC

都内で夕食（左から徳田代表理事、コーナー博士、
下地会長、安念様

池亀美枝子様
「国連退官国連友好協会ＮＹ代表就任」お祝い会
10月4日、有楽町の日本外国特派員協会にて、33年に亘る国連勤務を退官され、NPO法人
国連友好協会NY代表に就任されることになった池亀美枝子様のお祝い会が、日本経営者
同友会主催 NPO国連友好協会共催により開催されました。

豪華なゲストの皆様
加藤登紀子様の歌に会場は酔いしれました

池亀様は1980年、国連にアソシエート・エキスパート日本女性第一号
として奉職、以来、重要ポストを歴任し、アフリカ28カ国、アジア15カ
国において広範な実地任務に携わりました 。2006年にはニューズ
ウィーク誌に「世界が認めた日本人女性100人」の一人として取り上
げられました。
国連退官後は、アフリカ連合（African Union）のアフリカ開発新パート
ナーシップ機構（NEPAD）総裁特別顧問に就任。また、NPO 法人国
連友好協会のニューヨーク代表に就任し、横浜市立大学でも教鞭を
執られます。

池亀美枝子様

「お祝い会」は、お母様が池亀様と学友である日本テレビアナウンサー
の鈴江奈々様が司会を務められ、ご友人として歌手の加藤登紀子様、
麻衣様、アニャンゴ様が素敵な歌と演奏をご披露くださるなど、池亀
様の新たなご出発を祝う皆様のお心のこもった素晴らしい会となりま
した。
祝辞を述べるムリガンデ駐日ルワンダ大使

お祝い会にはアフリカ各国の大使もご夫人と共に多数ご参加、池亀
様の今後のご活躍にエールを送られました。

司会を務める鈴江奈々様

開会の挨拶をする徳田代表理事

麻衣様のピアノ
伴奏をなさった
麻衣様のお母
様、藤澤文女様
素敵な声で歌う麻衣様

乾杯のご発声は外務省
アフリカ局岡村部長

演奏とお食事を楽しむ参加者の方々

乾杯のグラスを掲げる加藤登紀子様と下地会長

素敵なBGMを奏でる有働皆美様

ケニア音楽を披露するアニャンゴ様
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Multiple Passports

JEPA米国人会員様投稿

I was born in New York, and while I am a Long Term Resident visa holder
in Japan, I have only one U.S. passport. My daughter, however, is among
a rising population of global citizens who enjoy multiple nationality; she
has three passports in addition to her Japanese Resident visa, two from her
mother, who is both Serbian and Croatian, and one U.S. from me. Some
multi-ethnic Japanese or foreign born Japanese children are allowed to be
multinational until they come of age at 20, when they are forced to choose
which passport they will keep, but under current regulations my daughter
will not be asked to decide and can keep all three passports into adulthood.
Japan joins Azerbaijan, China, Czech Republic, Denmark, India, Indonesia,
Kazakhstan, Nepal, the Netherlands and Norway in the world as countries
that dictate automatic loss of citizenship if another citizenship is acquired
voluntarily.
Jealousy for the loyalty of their citizens seems to be the reason some
countries limit multiple citizenship, but in the modern world loyalty need
not be exclusive. 200 million people now live and work outside the
countries in which they were born, and feel at home in both lands. Modern
warfare does not use general population for gathering soldiers, but relies
upon professional military, so security is not the issue it once was. Some
countries are expanding rights of long-term foreign residents to vote in
elections, as do the member states of the EU, whose foreign EU residents
are allowed to participate in local elections wherever they live. As the
cross-border connections multiply around the globe over the next century,
multiple citizenship becomes inevitable, and it is a rather liberal concept
worth celebration, IMHO!
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国に対する忠誠心の面から複数の市民権の所有を制限する国もあるで
しょうが、今日の世界において忠誠心は排他的であってはなりません。
今は、２億の人々が自国以外の国で働き生活をしており、彼らは両方の
国を自分のホームと感じています。現代の戦争は、一般人ではなくプロ
の軍隊が戦います。国にとって国防は以前とは違っています。
幾つかの国ではＥＵ加盟国のように、長期滞在の外国人の権利を地方選挙
に参加できるよう拡大しています。外国人でＥＵに居住する人々は、その
地の選挙に参加できるのです。
３つのパスポートを
持つタラちゃん

次の世紀に渡り、世界中で国境を越える往来が増えると複数の市民権の
所有は避けられないことになります。そして、これこそは祝うに値する
自由の概念なのです IMHO !（In My Humble Opinion 私の拙い意見！）

ＪＥＰＡ会員企業様 広告欄
今回は株式会社フルタイムシステム様より
広告をお寄せ頂きました。

☎ ０３
（５２８０）
６２２２
ファクス ０３
（５２８０）
６２２９
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私はニューヨークで生まれました。日本の長期滞在ビザはありますが、
パスポートは米国のものだけです。でも私の娘は、最近増えつつある複
数のパスポートを持つ世界市民なのです。彼女は日本の滞在ビザの他、
母親のセルビアとクロアチアのパスポート、それと父親である私の米国
のパスポート、合わせて３つのパスポートを持っています。娘は成人後
も３つのパスポートを持ち続けることができますが、日本では多国籍を
持つ子供も２０歳を過ぎると、どれか１つの市民権を選ばなければなりま
せん。世界では、アゼルバイジャン、中国、チェコ、デンマーク、イン
ド、インドネシア、カザフスタン、ネパール、オランダ、ノルウェーも
日本と同様です。

広告掲載企業様 募集
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日本経営者新聞は広告掲載ご希望の企業様を募集しています。
ご希望の方はＪＥＰＡ本部までご連絡をお待ち申し上げます。

次回ＪＥＰＡフォーラムのお知らせ
平成 年 月 日（予定）午後 時 分より
日本外国特派員協会にて
企業リスクは突然やってくる！
「リスクコミュニケーションを考える」ご期待下さい！
26

複数のパスポート（抄訳）

日本経営者同友会は、新時代を切り拓き、企業の発展に貢献する経済団体です
■ ご挨拶
企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する今日、 その変化への迅速な対応が企業経営者の
最大の課題と言えます。 こうした状況の中で、 中小企業経営者たちは自らを守りぬくために、
本質的な情報や真に価値ある知識によって、 新しい事態に生き抜く方策を見出し、 即時実
現していかなければなりません。 経営者同友会は、 国際的な視野を持ち、 国内外のシンク
タンクと共に常に最新情報が入手できる人脈ネットワーク作りをしており、 そのネットワークを
活用することで、 より多くのニーズに応え、 より充実した経済活動の展開を目指しております。
会員の皆様のお役に立てれば幸甚に存じます。
『人 脈』
人脈は企業競争を生き抜く強力な武器です。
● 御社の発展に必要な専門知識は充分ですか？
● 御社の事業活動の幅を大きく広げませんか？
● 地理的な制約を超え、 さらに海外への進出を
検討しませんか？

会

長

下地常雄
Tsuneo Shimoji ,
Chairman

日本経営者同友会では、 豊富な経験と知識を備えた多くの
スタッフによるサポート及び、 会員企業様が相互に発展でき
るようなチャンスをご提供いたします。 また、 長年に亘り築い
てきた強力な海外の人脈を活かし、 グローバルな企業展開
のサポートをいたします。

下記ホームページをご参照ください。
日本経営者同友会
http://www.jepa-net.com
在東京ブータン名誉総領事館
http://bhutan-consulate.org
特定非営利活動法人国連友好協会
http://japan-un-friendship-association.org

