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前ボス トン総領事 望 月敏夫
ボス トンか ら家族 とともに帰国 し早 くも半年が
たちます。子供達 はカルチ ャー ・ショックを克服

必要 はないと思 いますが、何 といって も大事なのは

したようですが、私 ども親 も、 ファイナ ンス ・シ

に私 どものボス トン滞在を有意義 かつ快適 に して く

ョック(円 高 ではな く物価高 か ら来 るもの )と闘
いつつ も、東京 の生活 のペ ースにす っか り戻 りま

れたの は、それぞれ の分野 で活躍 してお られる在留
邦人 の皆様 と各地 ・各界 の地元のアメ リカ人 のおか

した。

げで した。特に日本人会 とその婦人会及びニ ューイ

人 の縁」だと思 います。正
、三つ 目の条件 である 「

「ボス トンはよか ったで しょう。」と大抵の人

ングラン ド経済懇話会 を中心に活動されている皆様

か ら言われ ます し、私 も本当によかったと思 って

には大変 にお世話にな りつつ も、楽 しいお付 き合 い

います。では何 がよか ったのか と改めて考 えてみ

をさせて いただ きま した。

ます と、それは私 どものボス トン滞在が、天 の時

これ らの方 々は邦人 の間の親睦を深 めているのみ

(良い時代、環境)、 地 の利 (地理的な好条件)

な らず、在留邦人 と米国人 との間の相互理解 のため

、人 の縁 (友人、知人 との親交)に 恵まれて いた

にも活躍されてお り、改 めて敬意を表 したい と思い

か らです。

ます。

この 「
天 の時、地 の利、人 の縁」 とい う表現は
、私が北京 に勤務 して いた時期 に (今の改革 。開

しばボス トン在住 の 日本 の方やア メ リカ人 が連絡を

放路線が始 ま った頃です)、 当時の超紫陽総理 が

くれ たり、訪ねてきて くれまして、旧交を温 めてお

日本か ら来 る代表団に会 うたびに、 日中関係を形

りこの上な く嬉 しく感 じております。更に、 日本ボ
ス トン会 に入会 出来 ま したので、私 のボス トン ・コ

おかげで、私共が 日本に戻 って きてか らも、 しば

容するのに好 んで用 いたオハコの表現で した (中
国人 とい うのは漢語 の国 だけあって こうい う言 い
回 しが上手 です)。 この三拍子そろうと人はハ ッ

後 ともよろ しくお願 いいた します。 (筆者 は現在外

ピーになるということです。

務省 より文部省大 臣官房審議官に出向中)。

ネク ションが長続 きす る場 も出来ま した。 どうぞ今

ボス トンに関 して、 この三条件を逐一説明す る
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線青山一 丁 目駅下車)
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