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日米草の根交流サミット
和歌山大会開催延期
2021年6月に予定していました和歌山大会は、新型コロナ感染拡大の影響と当面の予測が
困難であることから、参加者やボランティアスタッフの安全・安心を確保するべく、1年延期
するという決断に至りました。

日米草の根交流サミット2022 和歌山大会
期

間：

2022 年 6 月 21日〜 27日

地域分科会： 和歌山市、橋本市（橋本ユネスコ協会）、湯浅町、田辺市、白浜町、上富田市、串本町
（南紀国際交流協会）、那智勝浦町、新宮市

特集

中 濱 家・ホイットフィールド家・ペリー家 の
3 家が 紡ぐ日米 友 好 交 流

東京都港区芝大門、増上寺近くの芝公園内に「ペルリの像」がひっそりと佇んでいます。
そして、向き
合うように広場の反対側には「万延元年遣米使節記念碑」があります。万次郎が随艦船の咸臨丸
に乗船し、日米修好通商条約批准書交換の使命のために共にアメリカへ渡った使節団が乗船する
米艦ポーハタン号は当時のこの辺り、竹芝から出航したとされています。
この二つの碑の存在と配置の関係、ペリー提督と万延元年遣米使節団（アメリカと日本）
との間に、
万次郎の存在を感じられる不思議な場所です。

ペリー提 督と万 次 郎は見えない糸で繋がっていた?!
ペリー提督の5代目子孫、提督と同じ名前を持つ、
マシュー・カルブレイス・ペリー氏は、2009年に開催された
日米草の根交流サミット宮城大会から毎年、
日米草の根交流サミットに参加しています。
サミット大会を通して、
ペリー提督に関連する日米交流の歴史を紹介していますが、実は、
ペリー氏は水鳥や野生生物が生息する
湿地帯の環境を専門とする生物博士です。2019年よりCIE-USの理事に就任し、更なる日米交流促進に
貢献しています。
コロナ禍に見舞われた今年2020年のサミット大会は開催されませんでしたが、毎年、中濱家、
ホイットフィー
ルド家の代表、
そしてペリー家の代表としてペリー氏がサミット大会に駆けつけ、
日米交流を祝っています。

シアトル大会開催中に中学校で講義するぺリー氏

時代を遡ること1841年、漂流した万次郎は、
ホイットフィールド船長に助けられ、10年後アメリカから戻り、
ペリー提督が率いる黒船艦隊の日本の開国交渉に
万次郎が陰ながら役立つこととなりました。教科書上は、万次郎とホイットフィールド船長、
そしてペリー提督とは別の史実として取り上げられ、接点について
書かれていることはありません。
ペリー提督の日本遠征での日本開国交渉では、万次郎は通訳として活躍しましたが、表舞台に出ることはなく、
ペリー提督と
万次郎が対面したという史実も聞きません。
ですが、
この3人は深い縁で結ばれていたのでしょう。
その縁は世代を超えて現代につながります。
時は過ぎ、3人の子孫たちが一堂に会する機会が訪れます。
コロナ禍でもできる活動として始まったオンライン交流、
ウェビナー「家族の絆：日米友好と
中濱家、ホイットフィールド家の貢献」
（ 11月6日開催）のパネリストの一人として登壇した
ペリー氏が3家の子孫たちが揃う写真を紹介しました。
当時の駐日アメリカ合衆国大使であったジョセフ・グルー大使の妻・グルー夫人がペリー
提督のひ孫でした。
グルー大使は、
日米開戦を回避するべく、1939年に平和会議を開き、
その席に、中濱家から清氏（万次郎3代目子孫）、博氏（万次郎4代目子孫）
を、
ホイットフィー
ルド家からはウィラード氏（船長4代目子孫）
を招待しています。万次郎とホイットフィールド
船長から始まった、世代を超えた両家による日米友好交流をペリーの子孫とともに内外に
紹介しました。虚しくも開戦は回避できませんでしたが、3家による日米平和友好への貢献は
すでに始まっていました。
戦後、
日本の高度成長期が始まった頃、1954年のペリー提督日本遠征出航100年と日米の親善を記念して、
フェリックス・ド・ウェルドン作のペリー像が出航地の
ニューポート市から東京都へ送られました。
ペリー氏によると、寄贈にあたり、出発前にニューポートで式典が行われ、当時13歳だったペリー氏も参加していた
とはっきりと覚えているそうです。

1

2011年に東京を訪れたペリー氏は、前述の芝公園のペルリ像を訪れています。芝公園の一角の片隅に置かれた像を再び
見たペリー氏は、
「２エーカーほどの小さな公園にあり、私にとってはとても大切なものだが、通勤通学で前を通る人々に
は、街中にある何気無い像と変わらないのだろう」
と手記の中で感想を述べています。
ペリー氏自身も提督の開国への手法には強引な面もあったと話していましたが、
ペリー提督が開国交渉の際に寄贈した数々の品は日本近代化に大変寄与

東京に到着したペリー像

しました 。寄 贈 品の 一 つにミニチュア蒸 気 機 関 車があります。万次郎
ひょうそんきりゃく

も
「漂巽紀畧」
の中でも何台も続く蒸気列車を紹介しています。
また、
モー
ルス信号機もペリー提督が寄贈しています。
この２品をペリー氏が来日
の際に機会があれば見たいと思っているとのことですが、
ミニチュア
蒸気機関車は既に焼失してしまっており、佐賀藩が模作したレプリカ
ペリー氏がペリー像を訪れた

は鉄道博物館に展示されています。
また、エンボシングモールス電信

機は郵政博物館が所蔵しています。万次郎がアメリカで実際に見て体験したからこそ、寄贈品を速やかに
近代化への足がかりにできたのだろうと推測できます。

エンボシングモールス信号機（郵政博物館提供）

ペリー寄贈のミニチュア蒸気機関車

出発前の除幕式 ロードアイランド新聞
（1954年7月15日）

4ページにわたるレイローの図『漂巽紀畧』
（ローゼンバック博物館所蔵）

大きな歴史の流れの中で、万次郎・ホイットフィールド船長・ペリー提督は偶然に
そして必然的に出会い、関係し、
日本とアメリカを繋ぐ重要な役割を果たしました。
そして、現在では、中濱・ホイットフィールド・ペリーの3家は日米草の根交流サミット
の日米友好の象徴として貢献しています。本来ならば、今年10月に3家の子孫代表
とともにフィラデルフィアに集い、
日米草の根交流を図るはずでしたが、今年の新
型コロナ感染拡大は世界的にモノ・人の往来に甚大な影響を与え、
「 交流」の形
を変えてしまうことになりました。
しかしながら、
このような状 況 下でも3 家は
変わらず、お互いの安否を気遣う連絡を取り
ながら交流を続けています。
サミット大会の参加
者たちもSNSやメールを通じて連絡を取り
合っているそうで 、草の 根がしっかりと広
がっていることを実感できます。
今は、
「新しい形の交流」
を通して、
中濱・ホイット
フィールド・ペリーの3家から始まった日米草
の根交流を紡いでいきましょう。

中濱・ホイットフィールド・ペリー3家
シアトル・ワシントン州大会

ジョン万次郎関連団体活動

●沖縄ジョン万次郎会

●中浜万次郎国際協会主催：
「万次郎忌」墓参

令和3年3月21日㈰に予定していました「沖縄ジョン万次郎会結成30

11月8日（日）

毎年、中浜万次郎国際協会（JMII）は、万次郎の命日11月12日に一番近い週末に
「万次郎忌」墓参を行っています。
今年は、11月としては大変暖かな朝、雑司ヶ谷霊園にある中濱万次郎の墓前に万
次郎5代目子孫の文さん、6代目の知靖さん、明日香さんと、JMII会員や関係者たち
2 0 数 名が 集まりました 。例 年でし
たら、高知県や沖縄をはじめ全国
から多くの方々が墓参し、
その後万
次郎の終焉の地である銀座2丁目
で昼食を囲みながら、万次郎を偲ん
でいるのですが、今年はコロナ感染
を考慮して、墓参のみとなりました。

年記念事業」
は時節の所々の事情により延期となりました。
問い合わせ：沖縄ジョン万次郎会

事務局長

名嘉真 和彦

nakama-gen-0208@gol.com
●『漂客談奇に学ぶ 漁人万次郎』のご紹介
土佐藩が万次郎らの調書「漂客談奇」
を現代語
に解読し、同郷の視線から見た万次郎の伝記が
つづられています。
問い合わせ：著者

遠近菊男氏

☎0880-88-0020
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寄附協賛企業一覧（五十音順） List of Corporate sponsors of CIE Japan

アイシン精機株式会社
AISIN SEIKI Co., Ltd

愛知製鋼株式会社
AICHI STEEL CORPORATION

株式会社ECC
ECC Co., Ltd.

株式会社ジェイテクト
JTEKT CORPORATION

全日本空輸株式会社
All Nippon Airways Co., Ltd.

ダイキン工業株式会社
Daikin Industries, Ltd.

株式会社デンソー
DENSO CORPORATION

株式会社ドトールコーヒー
Doutor Coffee Co., Ltd.

豊田合成株式会社
TOYODA GOSEI CO., LTD.

トヨタ自動車株式会社
TOYOTA MOTOR CORPORATION

株式会社豊田自動織機
Toyota Industries Corporation

豊田通商株式会社
Toyota Tsusho Corporation

トヨタファイナンシャル
サービス株式会社
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
CORPORATION

トヨタ紡織株式会社
TOYOTA BOSHOKU
CORPORATION

株式会社ニフコ
Nifco Inc.

日本アムウェイ合同会社
Amway Japan

日本郵船株式会社
NIPPON YUSEN KABUSHIKI
KAISHA（NYK LINE）

日野自動車株式会社
Hino Motors, Ltd.

深田電機株式会社
FUKADA DENKI

富士通株式会社
Fujitsu Limited

ブラザー工業株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

三井住友海上火災保険株式会社
Mitsui Sumitomo Insurance
Company, Limited

株式会社三井住友銀行
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation

三菱商事株式会社
Mitsubishi Corporation

明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Co.

公益財団法人森村豊明会
MORIMURA HOUMEIKAI
FOUNDATION

アサヒグループホールディングス株式会社／東京海上日動火災保険株式会社／パナソニック株式会社／矢崎総業株式会社
Asahi Group Holdings,Ltd. / Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. / Panasonic Corporation / Yazaki Corporation

法人賛助会員一覧（五十音順） Corporate members
明治安田生命保険相互会社／渡辺商事有限会社
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / Watanabe Trading Co.,Ltd.

公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-12-18 グランアクス麹町 602
TEL：03-3511-7171 FAX：03-3511-7175

John Manjiro Whitfield Commemorative

GRAND AXE 602 2-12-18 Koujimach, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan
TEL：+81-03-3511-7171 FAX：+81-03-3511-7175
Email：manjiro@manjiro.or.jp URL：http://www.manjiro.or.jp
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