推薦の言葉

In praise of CIE

安倍 晋三 内閣総理大臣
日米両国は、緊密な同盟関係を築いており、東日本大震災では、米国からは多大な支援が提供
され、強固な二国間関係であることが改めて明確に示されました。
私は、我が国の外交の基軸である日米同盟を一層強固にする考えです。この同盟関係の基盤に
あるのは、両国国民の幅広い相互理解と信頼です。その観点から、草の根交流は重要な役割を
果たしており、公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター
（CIE）の益々の活躍を祈念いたします。

William F. Hagerty, IV, Ambassador, Embassy of United States of America
ウィリアム・F・ハガティ駐日米国大使
November 2017
Congratulations to the John Manjiro- Whitﬁeld Commemorative Center for International

Exchange (CIE) for its excellet work fostering friendship between the people of the United
States and Japan

Today, 175 years after John Manjiro sailed into New Bedford harbor aboard Captain

Whitﬁeldʼ s John Howland, educating Japanese and American citizens about each otherʼ s

countries and cultures remains as important as ever. The personal connections between
our citizens, exempliﬁed by the friendship between and William Whitﬁeld, are the

foundation upon which our partnership is built. We must continue to invest in these

people-to-people relationships, and I wish the CIE the best of luck for many more years of
successful exchange.
William F. Hagerty, IV
（公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター（CIE）が果たして来られた日米両国の市民の友情を育む優れた活動に
祝意を表します。
ジョン万次郎が、ホイットフィールド船長のジョン・ハウランド号でニューベッドフォードに渡ってから 175 年もの年月を経た今日でも、日米両国の
市民が互いの国や文化について学ぶことの重要さに変わりはありません。ジョン万次郎とウィリアム・ホイットフィールドとの間に生まれた友情の如く、
市民同士の個人的な繋がりは、両国のパートナーシップの礎であり、私たちは、これからも継続的に、このような人と人との関係の強化に尽力して
いかなければなりません。CIE には、これから先も成功裡に交流プログラムを推進されることを祈念いたします。）
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