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この記事を印刷

ミクロネシア大統領は高知出身・森小弁のひ孫
◇「交流を深めたい」
【高知】南太平洋の島しょ国・
ミクロネシア連邦のエマニュエ
ル・モリ大統領（５９）が１０日、
県庁の尾崎正直知事を表敬

トピックス

訪問。モリ大統領は、日本で
最初にミクロネシアに移住した
高知市出身の森小弁（こべ

記念品を交換し合うエマニュエル・モリ大統
領（右）と尾崎正直知事＝県庁で２００８年１
１月１０日午前９時３１分、服部陽撮影

ん）（１８６９～１９４５年）のひ孫にあたり、２人は「交流を深めたい」と

レクサス減産で税収８割減
DJ OZMA が芸能界引退
巨人の坂本、年俸４倍に
印同時テロ、ホテルに日本人８人
「毎日漢字」 今週は麻生首相に挑戦！

意気投合した。
ピックアップ

森小弁は１８９１年日本を出発し、翌年にはミクロネシアのトラック
諸島に上陸。現地で結婚し、輸出などで得た資金で学校建設などに
力を入れた。森小弁の子孫たちは「森ファミリー」と呼ばれ、現地の

【募集】毎日ｊｐ
ユーザーアンケート実施中
抽選で商品券を贈呈

発展に貢献しているという。
現在のミクロネシア連邦は人口約１１万人でモリ大統領は銀行の
役員や連邦議員などを経て、昨年５月に７代目の大統領に就任。８

財政審建議 なぜ憎まれ役に徹
しない
派遣切り 労働者を使い捨てに
するな

日に初めて来県し、祖先の墓参りなどをした。
高知の印象を聞かれたモリ大統領は「東京のような都会を想像し

【まんたん】小栗旬、レイトン教授
と対決

ていたが、県民があたたかく、ゆっくりとできるところだ」と笑顔。「高

「クッキングパパ」 ついに100巻

知とは１００年以上の関係があり、子孫として帰って来られて光栄。
これからも人と人とのつながりを深めていきたい」と話していた。【服
部陽】

【昭和毎日】よみがえるあの時代、あの風景
【特集】さよなら初代新幹線「０系」

2008年11月11日

【特集】勝間和代のクロストーク

掘り出しニュース アーカイブ

http://mainichi.jp/select/wadai/horidashi/news/20081111mog00m040027000c.html

11/27/2008

掘り出しニュース：ミクロネシア大統領は高知出身・森小弁のひ孫 - 毎日ｊｐ(毎日新...

11月27日 味はサラブレッド級？！ 馬まん発売／青森

じゃんけんでズワイガニゲット！－－城崎／兵庫
立体「まんとくん」「せんとくん」、中学１年生が制作／
奈良
町おこしグルメ「杵築どーんと丼」、５０００杯達成／大
分
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就職・転職は情報収集から！
【PR】世界レベルのMBAならマギル大学日本校
へ
星野知子さんらが語る、田舎で育む子供の心
まいまいクラブ３周年記念
宿泊券や一眼レフカメラなど
1000名様にプレゼント

11月26日 ジェロ紅白歌合戦初出場、地元・出雲崎町が懸垂幕で

祝福
サザエカレー、隠岐の“常識” うまみ成分たっぷり、美
容にも
11月25日 「おもろ」具材でご当地グルメ 「磐田カレー」

ニュースセレクトアクセスランキング
1時間

24時間

1 ネット市販薬：強壮剤で副作用 ３０代…

オーナー制度広がる リンゴ、ワイン、田んぼ－－少
ない労力で収穫

2 毎日動物園

キリンビールＣＭ第２弾 レスリング伊調姉妹と父親が
出演

4

11月24日 車内に一足早くサンタ クリスマス・トレイン 上毛電鉄

昨日

3 自治医大：マウスの肺がん消失に成功
田原市：来年度の法人市民税、税収８
割…

5 ノキア：ドコモ、ソフトバンク向け携帯…

／群馬
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掘り出しニュース アーカイブ一覧

特集企画
無料特別上映会「黒部の太陽」

気持ちが伝わるこだわりのクリスマスギフト(PR)
インテリアに馴染む天然木のパソコンデスク(PR)

女性のための漢方セミナー
なくそう 減らそう 歯周病

50代男性に人気のアイテムベスト10(PR)

あなたが選ぶアルバム収録曲！
美味しさプロ級！手作りゆず茶

注目の情報

芝浦工業大学でデザインを学ぶ

愛読者と毎日新聞をつなぐ
ニュースのこと、暮らしのこと、環境のこと…気軽に
話せる会員サイトです。お得な情報やイベントもいっ
ぱい。投稿できる「まいまい写真部」、万能川柳、ケ
ータイ写真俳句も人気です。
まいまいクラブ

2009年度 新設学部・学科情報
ぬくぬくアイテムで寒い冬も安心
地域の輪 強めよう
田舎で育む子どもの心
高校生小論文コンテスト結果発表
賢い大人の実践マネー
石田裕子さんと社会科見学
就職・転職ならJOB毎日
おすすめ情報

＜毎日プレミアムモール＞
MOTTAINAIグッズ 他
プレミアムな品ぞろえ！

まいまいクラブ
会員になって、ニュースや暮らし
のこと、いろいろお話しましょう。
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日・ミクロネシア首脳会談

会談を前にミクロネシアのモリ大統領（左）と握手する麻生太郎首相。麻生首相は、燃油代高騰
によって経済危機に直面している同国を、引き続き支援していく方針を伝えた（１０日午後、首相
官邸） 【時事通信社】
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国内投信日本初のインド株投信 インドに関する情報は必見
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この記事を印刷

麻生首相：ミクロネシアのモリ大統領と会談
麻生太郎首相は１０日、来日
しているミクロネシアのモリ大
統領と会談した。来年５月に
北海道占冠（しむかっぷ）村ト
マムで開催する国際会議「第
トピックス

５回日本・太平洋諸島フォーラ

レクサス減産で税収８割減

ム首脳会議」（通称・太平洋・
島サミット）への出席を要請。
モリ大統領は参加の意向を表
明した。また、モリ大統領から

DJ OZMA が芸能界引退
会談に先立ちミクロネシアのエマニュエル・
モリ大統領（左）と握手する麻生太郎首相＝
首相官邸で２００８年１１月１０日午後４時２
分、藤井太郎撮影

は国連改革で日本の安保理
常任理事国入りを改めて支持する考えが伝えられた。
モリ大統領は曽祖父の故郷である高知県訪問を目的に来日した。

【関連記事】

麻生首相：消費税引き上げ訴え地方遊説
麻生首相：先月１３日解散明言 心変わりで公明と亀裂（1/3
ページ）
麻生首相：閣内の不一致露呈 定額給付金、道路財源移譲

巨人の坂本、年俸４倍に
印同時テロ、ホテルに日本人８人
「毎日漢字」 今週は麻生首相に挑戦！
ピックアップ
【募集】毎日ｊｐ
ユーザーアンケート実施中
抽選で商品券を贈呈

財政審建議 なぜ憎まれ役に徹
しない
派遣切り 労働者を使い捨てに
するな

麻生首相：オバマ氏に好印象「丁寧に言葉選んでいる」

【まんたん】小栗旬、レイトン教授
と対決

民主党：鳩山幹事長が首相発言の「ぶれ」批判

「クッキングパパ」 ついに100巻

毎日新聞 2008年11月10日 19時43分（最終更新 11月10日 20時04分）

麻生内閣 最新記事

麻生首相：来年度ＯＤＡ予算で発言を微妙に修正 (18時18分)
麻生首相：高齢者医療費発言で謝罪 (13時14分)

【昭和毎日】よみがえるあの時代、あの風景
【特集】さよなら初代新幹線「０系」
【特集】勝間和代のクロストーク

麻生首相：高齢者医療費「何もしない人の分なぜ払う」 (1時23分)
ジ
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ホームページへ戻る
麻生首相：暫定税率「一般財源化しても維持」
(21時04分)

就職・転職は情報収集から！

麻生首相：赤字国債による財源補てん避けられない (19時46分)

【PR】貴社の福利厚生としてリゾート施設をご提
案
星野知子さんらが語る、田舎で育む子供の心

麻生首相：民主・小沢氏の地元・岩手で街頭演説へ (19時35分)
麻生内閣 アーカイブ
11月27日 麻生首相：来年度ＯＤＡ予算で発言を微妙に修正

まいまいクラブ３周年記念
宿泊券や一眼レフカメラなど
1000名様にプレゼント

麻生首相：高齢者医療費発言で謝罪
麻生首相：高齢者医療費「何もしない人の分なぜ払う」
11月26日 麻生首相：暫定税率「一般財源化しても維持」

ニュースセレクトアクセスランキング
1時間

24時間

昨日

麻生首相：赤字国債による財源補てん避けられない

1 ネット市販薬：強壮剤で副作用 ３０代…

麻生首相：民主・小沢氏の地元・岩手で街頭演説へ

2 毎日動物園

麻生首相：来年度予算でＯＤＡ増額の意向

3 自治医大：マウスの肺がん消失に成功

麻生首相：医師発言を参院本会議で陳謝 「まことに
軽率」

4

田原市：来年度の法人市民税、税収８
割…

5 ノキア：ドコモ、ソフトバンク向け携帯…

11月25日 麻生首相：２次補正の先送りを正式表明 １月召集の

ニュースセレクトランキング 一覧

国会に
麻生首相：２次補正を先送り 国会延長も確認

特集企画

麻生首相：偉大な祖父にあやかりたい 政権発足２カ
月

無料特別上映会「黒部の太陽」

麻生首相：ペルーから帰国

なくそう 減らそう 歯周病

11月24日 麻生首相：「党首討論に応じよ」 ２次補正は帰国後に

判断
11月22日 麻生首相：ペルー大統領らと相次ぎ会談

麻生首相：２次補正の今国会提出見送る 小沢氏信
用できぬ
11月21日 麻生首相：ペルー到着

女性のための漢方セミナー
あなたが選ぶアルバム収録曲！
美味しさプロ級！手作りゆず茶
東京都市大学都市生活学部 誕生
2009年度 新設学部・学科情報
寒い冬のあったかアイテム！
「だいじょうぶ」キャンペーン開催
田舎で育む子どもの心

麻生首相：ＡＰＥＣ出席へ 羽田から専用機で出発
11月20日 麻生首相：「医師は常識欠落」発言撤回 言葉不適切

と謝罪
麻生首相：早朝散歩「復活」 自粛は１日だけ
11月19日 麻生首相：「医師は社会常識欠落」発言 その後釈明

高校生小論文コンテスト結果発表
中高年の資金運用
石田裕子さんと社会科見学
就職・転職ならJOB毎日
おすすめ情報

＜毎日プレミアムモール＞
麻生内閣 アーカイブ一覧

MOTTAINAIグッズ 他
プレミアムな品ぞろえ！

気持ちが伝わるこだわりのクリスマスギフト(PR)
インテリアに馴染む天然木のパソコンデスク(PR)
50代男性に人気のアイテムベスト10(PR)

まいまいクラブ
会員になって、ニュースや暮らし
のこと、いろいろお話しましょう。

注目の情報

30代、年収400万円台。実は皆…
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エンタメ＆スポーツ

スポーツ | 芸能 | 映画 |
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ーム | クルマ | 旅行 | 競
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恋愛・結婚 | 子育て・教
育 | 就職・転職 | 株・マ
ネー | 住宅 | 健康 | IT・
家電 | 食 | ファッション |
環境 | 毎日かあさんち |
英語を学ぶ

マンションを買っている？3000万円台でこの広さだ
から、ゆったりリビングでひろびろ生活ができるか
も。なかには、ホテルの様な暮らしが実現する物件
も…[住宅情報ナビ]
←20畳リビング！絶対欲しい！

http://mainichi.jp/select/seiji/aso/news/20081111k0000m010063000c.html

11/27/2008

麻生首相：ミクロネシアのモリ大統領と会談 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)

Page 3 of 3

毎日jpとは｜ 広告掲載｜ 著作権｜ 個人情報｜ ご意見・お問い合わせ
毎日ｊｐの歩き方（FAQなど）｜ 法人向けサービス｜ アクセシビリティ | 読者投稿 |
毎日jpラボ
Copyright 2008 THE MAINICHI NEWSPAPERS. All rights reserved.
毎日ｊｐ掲載の記事・写真・図表など無断転載を禁止します。著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。

http://mainichi.jp/select/seiji/aso/news/20081111k0000m010063000c.html

11/27/2008

高知新聞記事

(Article from Kochi Newspaper)

モリ・ミクロネシア大統領８日来高 森小弁のひ孫
2008 年 11 月 02 日 09 時 11 分
高知市仁井田出身の森小弁（一八六九―一九四五年）のひ孫に当たるミクロネシア連邦のエマニュエ
ル・マリー・モリ大統領（５９）が、八日から三日間の日程で初めて来高することになった。非公式の訪問
で、県内在住の親せきやゆかりの人々と交流しながら、祖先のルーツを探る。海外の現職の国家元首が
来高するのは極めて異例。

日本の血は誇り ミクロネシア・モリ大統領来日
2008 年 11 月 08 日 10 時 00 分
高知市仁井田出身の森小弁（一八六九―一九四五年）のひ孫に当たるミクロネシア連邦のエマニュエ
ル・マリー・モリ大統領（５９）が七日、来日。都内で開かれた日本とミクロネシア連邦の国交樹立二十周
年などの記念パーティーに出席した。八日には初めて高知入りし、県内在住の親類らと交流する。

ミクロネシア・モリ大統領が初来高 県民と交流へ
2008 年 11 月 08 日 13 時 24 分
高知市仁井田出身の森小弁（一八六九―一九四五年）のひ孫に当たるミクロネシア連邦のエマニュエ
ル・モリ大統領（５９）が八日、初めて来高。二泊三日の日程で、森家ゆかりの人たちとの交流をスタート
させた。

モリ大統領小弁の古里へ 高知市で児童と交流
2008 年 11 月 09 日 09 時 09 分
八日来高したミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領らは同日、曽祖父の森小弁（一八六九―一
九四五年）が子どものころに一時期を過ごした高知市仁井田の三里地区を訪ね、地元の小学生や史談
会の会員らと交流した。

モリ大統領祖先の墓参 戦国武将・森勝信に来高報告
2008 年 11 月 10 日 08 時 58 分
来高中のミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領らは九日、高知市中秦泉寺にある祖先で豊臣
秀吉に仕えた戦国武将、森勝信の墓を参拝した。

「高知と関係強化を」 モリ大統領が尾﨑知事と懇談
2008 年 11 月 10 日 14 時 34 分
来高していたミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領らは十日、高知県庁に尾﨑正直知事を訪
ね、懇談。「互いの在任中に高知との関係を一層深めましょう」と固い握手を交わした。一行は同日午
前、空路離高した。

小社会
2008 年 11 月 11 日 08 時 30 分
ハワイを舞台にしたアフリカの血は、米国初の黒人大統領につながった。では赤道近くに渡った土佐人
の血の歴史にはどんな意味があるのだろう。初来高したミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領に
二日余り同行し、そんなことを考えた。
高知市出身の森小弁がトラック諸島（現チューク州）に一人で上陸したのは一八九二年。現地女性との
結婚から始まった森ファミリーの系図はその名の通りこんもりと茂り、現在は二千人を超えたとか。小弁
のひ孫の大統領はその一人
一族の「Ｋｏｃｈｉ」への思い入れは想像を超える。土佐の偉人に由来する一豊、龍馬、茂らの名前を子孫
に付ける例があるくらいだ。大統領自身も昨年の就任直後から高知行きを望み、滞在時のスピーチでは
「高知の血を引いていることを誇りに思う」と語った
同連邦駐日大使館によると、人口約十一万人の二割は日系。ブラジルなどとは規模が異なるものの、割
合だけでみると世界一の日系社会。これに土佐人の血が大いに貢献していることになる
両国の国交樹立からことしで二十周年だが、尾﨑知事は大統領との懇談で「高知との交流はその五倍
になりますね」と応じた。小弁渡航を起点とすると確かにその通りだ。血のつながりを人的な交流拡大に
どうつなげるのか
同連邦の憲法にこんな言葉がある。「海はわれわれを分かつのではなく、統合してくれる」。

気さくに市民と交流 モリ大統領高知を満喫
2008 年 11 月 11 日 08 時 51 分
警護なし、歩いて観光――。八日から来高していたミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領（５
９）。人口十一万人、赤道直下の海洋国の国家元首は、父祖のルーツが土佐人。大らかで気さくな人柄
そのままに、ゆかりの土地や人を笑顔で訪ねた。

「高知」で盛り上がる モリ大統領首相と首脳会談
2008 年 11 月 11 日 09 時 00 分
来高していたミクロネシア連邦のエマニュエル・モリ大統領は十日午後、首相官邸で麻生太郎首相と会
談。両国のこれまでの親密な関係を今後も維持、発展させていくことを確認した。モリ大統領は麻生首相と
笑顔で握手。モリ大統領が「麻生首相の親族も高知出身だと聞いています」と切り出せば、麻生首相は
「私の祖父（吉田茂元首相）も高知出身。高知滞在はいかがでしたか」。「高知」を共通項に両国首脳が盛
り上がった。

