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Images
When I was a child, the first image I had of Japan 
was of samurai. Warriors in red armor with katanas. 
Probably fighting ninjas. I didn’t think of this as 
being in the past. I thought that modern Japan was 
a land still fighting with swords. Even though my 
aunt was Japanese, I didn’t think of her as being 
from Japan. After all, where was her sword and red 
armor?

Eventually, sometime in elementary school I learned 
that Japan was famous for robotics and that many 
of the cars we drive and electronics we use were 
from Japan. TVs, CD players, and the like. That 
surprised me. Were they listening to music while they 
fought ninjas? It was all very confusing. Even more 
confusing was hearing that Power Rangers, Dragon 
Ball, and Pokémon were all from Japan. What was 
Japan!?

By high school, I thought I had a good idea of 
what Japan was like. Japanese people weren’t all 
warriors. Instead, they liked studying and everyone 
was hardworking. Their writing system—Kanji—
was impossible for an American like me to learn. 
Everyone used chopsticks all the time; never a fork 
and knife. And the only foods they ate were sushi 
and ramen noodles.

Of course, for better or for worse, none of these 
things are completely true. But then, none of these 
things are completely false either. 

The same is true of Americans, for example. Yes, 
we love hamburgers and guns, shout “freedom!” 
wherever we go, speak only English, and we’re all 
very fat. These things aren’t entirely true or false. 
I love hamburgers, but many of my friends are 
vegetarian and don’t eat meat at all. Certain parts 
of America love guns, but my state of Massachusetts 
bans makes it very difficult to get one. I’ve never 
owned a gun myself. Of course some Americans 
have lots of pride in their country and freedom, but 
just as many see the country as full of problems. 
We’re not all monolingual, but English is pretty 
useful, so most English-speakers rely on it when 
abroad. 

But, we are all very fat. That’s the truth!

In any case, I’m sure we all have ideas about things 
we don’t know anything about. It’s important to 
realize that these ideas aren’t complete. Most places 
in the world are safe. Most people are kind, even 
if that kindness is expressed in different ways. And 
most of the world is worth seeing. 

イメージ
　子供のとき、日本について、僕が最初にもったイ
メージはサムライです。赤い鎧を着て、刀を持ってい
る武士です。多分、忍者と戦っています。近代的な日
本は剣を使っている戦場だと思いました。僕のおばさ
んは日本人ですが、サムライがいるような日本から来
たわけないと思いました。剣と赤い鎧はどこにあるの
でしょうか。
　僕が小学生のとき、日本で有名になっていることは
ロボット工学でした。そして、アメリカで走っている
車や TV や CD プレーヤーなどの電化製品は日本で
作られていました。日本人はサムライのイメージが
あったので驚きました。さらに、スーパー戦隊やドラ
ゴンボール、ポケモンが日本のものだったと知って
少し混乱しました。本当は日本ってどんな国なのだろ
う？
　高校の時に、日本のことを学んで、日本人は武士で
はないということ。みんな勉強が好きで、働き者だと
いうことが分かりました。アメリカ人の僕には日本で
使っている漢字を理解することは難しいです。
　日本人のみなさんはいつも箸を使います。フォーク
とナイフは絶対に使いません。日本の食べ物は寿司と
ラーメンしかありません。これも日本人のイメージで
す。
　例えば、アメリカのこともそうですね。アメリカ人
のイメージはいつもハンバーガーを食べていて、銃が
好きで、どこでも「自由！」と叫んで、英語しか話せ
なくて、太っている人です。間違いではありませんが、
事実でないこともあります。僕はハンバーガーが大好
きですが、肉を絶対に食べない友達も多いです。アメ
リカの一部の地域では銃が大好きですが、自分の生ま
れた州では銃を手に入れることはすごく難しいです。
僕は銃を所持したことがありません。当然、アメリカ
人は自分の国を誇りに思いますが、その一方でたくさ
んのアメリカ人が自分の国が問題だらけだと分かりま
す。
　でも、確かにアメリカ人は太っています。それは本
当ですね。（笑）
　とにかく、全然知らないことでも、なんとなくイメー
ジは持っていると思います。そのイメージが真実では
ないと気づくことが大事だと思います。
　世界のほとんどは安全だと思います。世界の人はだ
いたい親切です。その親切の形はいろいろですが・・・
理想と現実を知るために世界を訪ねることに価値があ
ると思います。
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▲子どものころ僕が考えた日本のイメージ（白石の鬼小十郎祭り）

◆お悔やみ申し上げます

　櫻　井　昌　代　７２歳（滑津）

平成２７年８月１９日現在
（敬称略）

	 男	 766人	（	−２）

	 女	 781人	（	−７）

	 計	 1,547人	（	−９）

	世帯数	 676戸		（−３）

平成２７年７月３１日現在

（	　）先月比

9月のカレンダーく ら し

町の人口今月の納税 戸籍の窓

固定資産税	 第３期
国民健康保険税	 第３期
後期高齢者保険料	 第３期

納期及び口座振替は９月 30日（水）です。
納期内納入にご協力をお願いします。
事前に預貯金の残高を確認しましょう。

この社会

あなたの税が

生きている

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

午前：湯原出張診療

関診療所代診
午後 4 時〜休診
もやせるゴミ 缶

6 7 8 9 10 11 12
内　海上内科
　　☎ 25-1501
外　刈田病院
　　☎ 25-2145 ペットボトル 午前：湯原出張診療

関診療所代診
午後 4 時〜休診
もやせるゴミ ビン・紙類 容器包装プラ

13 14 15 16 17 18 19
内　水野内科
　　☎ 25-2736
外　刈田病院
　　☎ 25-2145 午前：湯原出張診療

関診療所代診
午後 4 時〜休診
もやせるゴミ

午後 3 時 30 分〜
関診療所休診
その他プラ

20 21 22 23 24 25 26
内　梅津内科
　　☎ 24-3571
外　さたけ整形
　　☎ 33-4855

内　引地泌尿器科
　　☎ 25-2036
外　こまつクリニック
　　☎ 22-2115

内　塚本内科
　　☎ 26-1026
外　おおはし整形
　　☎ 22-2888

内　えんどうクリニック
　　☎ 26-3888
外　刈田病院
　　☎ 25-2145
もやせるゴミ もやせないゴミ・紙類 容器包装プラ

27 28 29 30 10/1 2 3
内　佐藤医院
　　☎ 32-2002
外　大泉記念病院
　　☎ 22-2111 午前：湯原出張診療

関診療所代診
午後 4 時〜休診
もやせるゴミ

関診療所代診
午後 4 時〜休診
缶

関診療所代診
午後 4 時〜休診

※生ゴミを出す場合は、必ず水気を十分に切ってから出すようにして下さい。
※休日歯科診療は、白石市健康センター２階で９時から１７時まで。
※休日当番医は、都合により変更になる場合があります。


