
 

１月度特別例会（2016/01/21） 

 

本日は St.Paul の St.Catherine Univ. The Master of 

Arts in Organizational Leadership (MAOL)コースに

在籍する 14 名の学生と２名の教授を迎えての特別

企画です。お迎えした学生たちの年齢層も結構バラ

バラでした。事前の討議テーマが職場における女性

の役割、教育制度、人種問題、高齢者、それらの問

題にいかにリーダーシップを発揮するかでした。え

っ、若い女子学生がリーダーシップ？その様な話に

ついて行けるのかしらと思いながらもそれぞれ対比

する日本の資料を用意してさあ、いらっしゃい。ところが MAOL と言うのは財務、経営革新、

統計分析、情報伝達等いろいろな分野のリーダーシップスキルを磨くコースで社会人も参加

できます。今回はマスターコース２週間の日本への研修旅行中 MISCA の薦めで IIN に立ち

寄ってくれたのです。それでバラバラも納得。母、娘ペアもいました。男性わずか１名。 

さて、教授の挨拶に続き第１部スタート。まず Ashley さんが US Education Systems につい

て、次いで Gina さんが The Role of Women in the US Workplace についてプレゼン。それぞ

れ Q＆A、それから学生も７グループに分かれグループトーキング、テーマは班毎に別々で

それはそれは熱い？討議が成されました。第２部は花札大会です。これまた大盛況、会場内

は興奮の坩堝！！ 

 

Ashley さんのスピーチ内容要約 

Mandatory education 5-18,   Optional pre-school 

3-4: competition between parents high,  Optional 

education 18+ (can have adult learners)   Public 

(free), Charter (may or may not have cost),Private 

(cost associated)   Private can have religious 

affiliation    State in control, not national, but 

there are national requirements ( No Child Left 

Behind)    Collage-Debt, no guaranteed jobs    

Competition for pre-school/kindergarden   state competency exams and curriculum    

GED-equivalent of high school diploma if you do not graduate   School districts very based 

on socio-economic status of area 

Charter について、またなぜ pre-school に入るのに親の競争が激しいのか質問が集中しまし

た。土地柄、教育事情、教育費用等の関係からだそうです。日本ではその予備校も有るらし

いがアメリカでは？さすがに有りませんでした。教育に関しての色々な決定権は国より州の

方が強い様です。 

 

 

 

 



 

 

Ginaさんは 1)my story  2)history  3)learn in moreover ご自身

は Executive Assistant で 

I run operations facility for 200 people, supporting executives in 

their business initiation and ensuring stuff members. 

現在アメリカの女性 CEO c-level leader はたったの 24％、そし

てここで学ぶ目的は女性 CEO をより増やす為には、と言う事で

す。何しろ男性に比べ給料は 75~81%ですから。何故このように

なったのかアメリカ建国時からの永い女性の歴史を紐解き、現

在の facebook の CEO Sheryl Sandberg が 2018 年に出版した

LEAN IN について解説、内容は働く女性たちのキャリアを目指

す助けとなるもので、性差別、セクハラにも触れています。主

にリーダーシップを取ろうとする女性を揶揄する言葉として一

般に使われており、若い女性たちに有害な影響を与えている 

と考えられている Bossy、「ボス面
ずら

の」という言葉を使わないよ

うにしようという運動も支援しています。曰く本当に平等な世界とは、女性たちが私たちの

国家や企業の半分を運営し、男性たちが私たちの家庭の半分を運営するという世界であろう。 

 

早速お客様たちのコメントを見てみましょう。 

What a cheerful morning! Thank you so much for welcoming us to your group. It is a 

special privilege to share such conversation with people from Ibaraki City. We all look 

forward to teaching “hanafuda” to our friends. (M.H) 

I had a wonderful experience getting to know new people and exchanging stories of 

American and Japanese experience. It was so kind of everyone to teach our group the card 

game. I’m looking forward to teaching my family, my nephew will love it! (K.M) 

Thank you for having us today! I really enjoyed being able to speak with your members. We 

spoke about retirement in USA and in Japan. We had a very good talk. The game was a lot of 

fun. I really am happy to play with the members. Thank you again. (M.T) 

What a wonderful day! Loved meeting and having the small table conversation. Very nice 

people. Love the game and being a winner. Thank you so much for having us. (K.A) 

 

 



 

 

What a fun experience to learn to play the flower game and share with you our thoughts or 

these topics of interest. We also enjoyed hearing how things are in Japan. This friendly group 

provided amazing hospitality and added to the enjoyment of our visit to Japan. I have 

experienced excellent food, fun interaction and a country with a lot of interesting history. I 

hope to return again another time. (G.M) 

I really enjoyed meeting everyone. The discussion was informative. I had beginners luck 

playing Japanese poker. Thank you for my gift! Arigato. (L.S) 

It was an excellent day of friendship and conversation. I 

especially enjoyed learning to play cards and the 

opportunity to try green tea chocolates! Delicious! Thank 

you so much for a great time and for your hospitality. (A.I)   

 

Thank you for your kind 

hospitality. I have enjoyed the 

conversation, and especially 

liked learning to play Hanafuda. Thanks so much for the 

card set. I will teach my grand children, but without money. 

Japan is beautiful, the landscape, the food and especially the 

people. (L.M) 

  Today has been my favorite experience in Japan thus far. 

Playing hanafuda with out table was great fun. I loved talking and laughing with these 

wonderful women. Thank you! Arigato gozaimas! (A.B)                                        

 

 

引き続き班からのコメントです。 

１）Two guests and 6 IIN members 

○Group talking.  We mostly talked about the life after 

retirement. 

<When to retire> In the state, there's no retirement age. (in 

Japan, mostly 60, for now)However if workers retire at the 

age of 58 or under they have to pay extra tax. Most people 

retire at the age 66. 

<Where to live> There are several options .1）.apartment for 

senior 2）.nursing home 3.）senior citizen community. Some people live southern part of 

America where does warm and mild liking Arizona. where is warm and mild like Arizona. 

 

 

 

 

 



 

<how to manage financially> 

pension in the U.S. Many people get employees' pension. Sitting pretty during the golden 

years, retirees need to have a little nest egg. 

Many senior people live actively. They enjoy doing a lot of interesting things. They also try 

new things and enrich their life. 

 

○花札 playing  

Everyone understands the rule quickly. Our group could 

play 3 games. One team was very strong. They won three 

times in a row. Amazing! 

All in all, I clearly say we all enjoyed the activity a lot.  

（M記) 

 

２）『いつもの例会とは違い、準備段階から様々な心配事があったとは思いますが、とても

実のある素晴らしい会合になって、準備を進めてくださった方々に感服致しました。まずは

御礼申し上げます。私たちの班では、「教育」と「シニア」に関してのスピーチがなされま

したが、終わるや否や活発な意見交換が始まり、時間の過ぎるのが恨めしいといった感じで

した。花札も大変好評で、お土産の中にプレイの仕方のプリントが入っているのをご覧にな

って、大変喜ばれていました。 ゲストの皆さんの笑顔が嬉しかったです。』 （M記） 

 

３）１班では退職後の生活についてのお話を準備してきて下さった方 のハ

ナシを聞きました。 

医療費が高額で大変（アスピリン １錠が 20ドル！ まぁ、日本人も長年

国民健康保険費を払い続けているから、その費用はカウントレスやけどね） 

老人ホームも彼女の母親は月 2500ドル。65歳で退職しても年金だけでは生

活は厳しいのでほぼ皆何かしらの仕事をせざるをえない。 

アメリカ人は生活が豪華なのでは？ 日本人は貯金する国民性なのでその

差もあるのでは？ 

日本も高齢者国なので将来は心配です。（Y記） 

 

４）2 班の Melissa さんは Target というスーパーの owner だそうで、ター

ゲットのロゴ入りグッズをお土産にくだしました。お土産の写真を HP に載

せてください。（K 記） 

 

５）私達のグループは、Professor Martha と Lori、Gina を迎えました。Martha は 43 年前に

来日、岡山に 2 年間滞在され、日本語も堪能だそうです。当時は岡山が新幹線の終着駅だっ

たとか！Lori は子供が大きくなってから仕事、勉強を再開したパワフルなお母さん、Gina は

フルタイムで働きながら大学に通うスーパーレディです。 

 

 

 



 

Gina は既に皆の前でスピーチしてくれたので、まず Lori の話から。彼女は Senior Citizens

について話してくれました。彼女のご両親は 90 歳を超えているが、今も自分達だけで元気

に生活し、近くに住む子供たちがそれをサポートしていると

のこと。その後、各自の家庭の話から日本人の平均寿命が高

いこと、アメリカでは高齢者でも勉強して、仕事を見つける

ことができること等、話が盛り上がる中、惜しくも時間切れ

で花札タイムとなりました。花札は好評で、これまた時間が

経つのがあっという間‼︎お土産の花札をとても喜んでおら

れて、帰国したら必ずやる〜と言っておられました。 

 

６）冒頭 Lisa からアメリカの人種問題について以下の発言がありました。 

アメリカでの人種問題は昔からあり、メディアや経済界も巻き込んだ議論になっている。 

今ではネイティブアメリカ人やメキシコからの不法移民もこの問題に包含されていて、今後

アメリカとしていかにアイデンティティを高めていくかが問われている。 

これらの歴史はワシントン D.C.のスミソニアン博物館に行けば見られる。 

これに関し会員からは、今後の日本の人口減少に伴い、労働力確保の観点から外国人を受け

入れざるを得ない状況に直面する。それが現実になった時人種問題が発生するかも知れない。

東南アジアからの移民の可能性が高いと思われる。 

Douglas から日本の印象の一つとして、子供（小学生程度か？）がバスや電車にひとりで乗

っているのに驚いた。アメリカではもっと年長にならないとひとりでは乗せない。親が車で

連れていく。また道を歩いていた時、子供達から英語で挨拶された。日本では何才から英語

教育を始めているのか。 

 

いつものことながら

IIN の底力には驚かさ

れますね。自分たちも

充分楽しみながらゲ

ストの皆さんをも自

然に満足させてしま

うパワーは凄い！！ 

 

 

 

 

 


