日本ボストン会会報(第 1 号～第 42 号、第 42a 号) 目次
第 1 号 （1993 年 4 月 30 日発行）
日本ボストン会の発足にあたって 幹事一同
やっと雪の消えたボストンから 吉野耕一、代表幹事
公演と音楽の夕べ 工学博士 柳沢幸雄(ハーバード大学准教授)「環境問題 ウソとホント」
松岡英子(1992 年ニューイングランド音学院大学院卒業) ピアノ演奏
日本ボストン会(仮称) 会則(案) (平成 4 年 10 月 30 日提案 継続審議)
‘ 93C&C CLUB CONCERT 第 1 回 竹澤恭子 バイオリンのタベ (アメリカで活躍中)
第 2 回 野原みどリ ピアノの夕べ (フ ランスで活躍中)
ワーキンググループへのお誘い ニューイングランド・日本歴史研究 WG 美術愛好会 歴史を飲もう会
童話と絵本のティータイム
ニューイングランド地方の最近の行事紹介
第 2 号 （1993 年 10 月 18 日発行）
日本ボストン会の発展を願って 副代表幹事 藤盛紀明
「ゆかりのホテル残したい」 地元で保存運動 「日本からの協力を要請」
地球環境問題問題 ウソとホント
ハーバード大学公衆衛生大学院准教授 地球環境産業技術研究機構主席研究員 柳沢幸雄
'93 年度年次総会式次第 1993 年 10 月 18 日(月) 於 NEC 三田ハウス芝クラブ
ボストンヘようこそ (ボストンでの楽しい暮らしのガイドブッ ク)
投稿 松岡英子
「講演と音楽の夕べ」報告
ボストン日本人会行事
第 3 号 （1994 年 5 月 10 日発行）
1993 年度総会の宿題「次期代表幹事」について 幹事会
ボストン日本人会長のご挨拶 石川定
ジャズ音楽の夕べ
北海道マサチューセッツ協会
米田幹事インドネシア・ウンジュンパンダン総領事として赴任
吉野美知子リサイタル
ボストン桜の木記念植樹 10 周年目 記念の桜苗本寄贈を募集中
ボストンにおける岩倉―行の足跡 WG「ニューイングランド日本歴史研究会」& 「歴史を飲もう会」報告
「ボストンヘようこそ」 在住日本人主婦の手作り''生活ガイド"
Georgia O'Keeffe の世界 WG 美術愛好会
幹事会記録
第 4 号 （1994 年 10 月 21 日発行）
ボストン総領事館開館の思い出 代表幹事 井口武夫
不在の代表幹事の終わりに 吉野耕一
小沢征爾/ボストン交響楽団 ベルリオーズ・フェスティバル

北海道・マサチューセッツ協会
竹中真 ジャズリサイタル
Winslow Homer の世界 (ニューヨークを生きたアーテイスト達展より) WG 美術愛好会
Edouard Manet(1832-1893) と Paul Cezanne(1839-1906)静物画 (Boston 美術館が所蔵する静物画展から)
ボストン桜の木記念植樹
日本ボストン会入会者 (1993 年 10 月以降 1994 年 9 月まで)
日本ボストン会 CUG
幹事会記録
日本とニューイングランドの歴史を概観する 藤盛紀明
「歴史を飲もう会」報告 金子佳生
第 5 号 （1995 年 3 月 3 日発行）
天と地と人 前ボストン総領事 望月敏夫
SOUND FROM BOSTON 竹中真・安積尚子ジョイント コンサート
ボストン日本協会(Japan Socciety of Boston, Inc.) 創立 90 周年を祝う
日本ボストン会 第 3 回総会報告
生活ガイド「ボストンヘようこそ」
北海道・マサチューセッツ協会動向
阪神大震災と日本ボストン会 日本ボストン会副代表幹事 藤盛紀明
岩倉具視公の墓所を訪ねる 篠崎史朗
Clark 夫妻のコレクション "Clark Art lnstitute" Williams town, MA.
Boston の先生方をお迎えして (平成 6 年 11 月 19 日ホームステー) 酒井典子
岩倉使節の足跡を訪ねる旅 (第 5 回)
幹事会記録
第 6 号 （1995 年 10 月 30 日発行）
ボストン総領事館開館と日本語学校の思い出 代表幹事 井口武夫
北の辺地から一近況報告―4 代目校長 豊田収
ボストン日本語学校 20 周年を祝す 5 代目校長 高橋悦男
ボストン日本語学校の思い出 6 代目校長 鶴田一
ボストン日本語学校 創立 20 周年記念行事
懇親会のお知らせ 日本ボストン会第 4 回総会のご案内
アメリカの大学に学んで

山崎静子

ルノワール(1841/1949) 「犬を膝に抱いて読書する少女」 -1874 年作 美術同好会
「歴史を飲もう会」報告

金子佳生

SOUND FROM BOSTON 竹中真・安積尚子ジョイント コンサート
幹事会記録
第 1 回 ゴルフ大会に 14 名参加
「ボストンヘようこそ」コピーサービス
第 7 号 （1996 年 4 月 1 日発行）
名古屋ボストン美術館の設立 名古屋ボストン美術館長 小倉忠夫

日本ボストン会イベント
ボストンツアー報告 土居嘉子・当間きよみ
第一回ハイキング「鎌倉を歩く会」に参加して 松本信二
日本ボストン会 1995 年度総会
幹事会記録報告
X 線による新たな発見 Van Gogh Museum, Amsterdam 美術同好会
ボストンの思い出 大島まり
第 2 回ハイキング お花見
第 8 号 （1996 年 9 月 25 日発行）
日米関係とボストン 関場誓子
総会懇親会のお知らせ
懇親ゴルフ 96 年 5 月 18 日 (土)
ハイキングの会
歴史の会
ポーツマス条約における小村寿太郎 (その 1) ニューイングランドと日本の歴史の会 WG 藤盛紀明
日米交流に貢献したハリー・ケリー博士の今日的意義 日米科学技術交流の問題点を探る 望月敏夫
日本ボストン会の皆様に 建部佳
次期ボストン日本人会会長 田中豊一 MIT 教授に決定
レンブラント(1606-69) 二つの肖像画 (1665 年作) 美術同好会
尾瀬山行(96 年 6 月 29-30 日) ハイキングの会
ボストンヘようこそ (改定版)
ブロンズ彫刻家バーンズ郁子さん 故郷山形で個展開催
音楽と講演のタベ 96 年 6 月 21 日
幹事会記録
メドフォード公立学校教員来日の件
日本ボストン会 一第 3 回 ゴルフ大会の御案内―
第 9 号 （1997 年 3 月 31 日発行）
ボストンとの絆を強めたい 代表幹事 藤崎博也
Henry Miller の水彩画 美術同好会
「いこいの場」ボストン日本人会婦人部 吉野静子
派遣教員ホームステイ受入報告 カレン・ランガーヅさん、マリー・ウイリアムズさん、ジム・スミスさん
ポーツマス条約に於ける小村寿太郎 (その 2)

ニューイングランドと日本の歴史の会 WG 藤盛紀明

1996 年度日本協会セイヤー賞 ジョン・コックス氏に贈られる セイヤー桂子 1997 年 1 月ボストンにて
日本ボストン会 1996 年度総会
幹事会記録
「歴史を飲もう会」報告 金子佳生
ボストンヘようこそ (改定版)
弟 4 回ゴルフ大会のご案内
第 10 号 （1997 年 9 月 25 日発行）

GREETINGS FROM BOSTON！ David Knapp
総会・懇親会のお知らせ
条約交渉の地はいかにしてポーツマスに決まったか (その 3)
ニューイングランドと日本の歴史の会 WG 藤盛紀明
WENTWORTH―BY―THE―SEA HOTEL 保存・修復の現状について 在ボストン総領事 河東哲夫
HELP! ゴルフ会の BB、BM 脱出したし 藤盛紀明・冨美子
ハイキングの会から 土居陽夫・嘉子
「歴史を飲もう会」から
Picasso 展(1892-1906) (Boston 美術館)

美術同好会 (8/26/'97 酒井典子 )

ボストンガイドブック
第 5 回ゴルフ親睦会 近藤宣之、藤盛紀明
「音楽の会」から 佐々木浩二・涼子
幹事会記録
会報第 10 号発行を迎えて 会報発行 WG (俣野善彦・真由美)
第 11 号 （1998 年 3 月 25 日発行）
名古屋ボストン美術館の準備状況 名古屋ボス トン美術館館長 小倉忠夫
歴史を飲もう会 1 月 31 日 天心六角堂を訪ねる
春爛漫の桜のもと千鳥が淵で会いましょう
ホームステイ受入報告 (11 月 8-9 日)
ウェン・チオフィ先生をお迎えして 村上三千代
ボビー・ケ ネディの残したもの 水野賀弥乃
故江戸英雄翁を偲ぶ会 音楽の会
Thomas Co1e(1801-48) 風景を通し精神的崇高性を表現
ハイキングの会から
第 5 回ゴルフ親睦会報告 正義の味方出現
第 6 回懇親ゴルフ会予告
日本ボストン会 1997 年度総会
幹事会記録
第 12 号 （1998 年 10 月 8 日発行）
日本/ニ ューイングランド 交流の記録出版企画の提案 代表幹事 藤崎博也
総会・懇親会のお知らせ
ポーツマス条約連載 (第 4 回)平成 10 年 (1998 年)10 月 8 日 現地ポーツマスでの歓迎準備
ニューイングランドと日本の歴史 WG 藤盛紀明
ボストン日本人会 日本ボストン会会員の皆様ヘ

ボストン日本人会 会長 堀内賓

音楽の会 11 月 11 日 (水)午後 6 時半開演 (追記)12 月 20 日 (日)午後、東京シティーオベラホールにて、
同志社グリークラブ OB 等によるヘンデルのメサイヤ
北海道マサチューセッツ協会との交流報告
「ホワイト ハウスの舞台裏」 アメリカの政治を動かしたマサチューセッツの人達 関場誓子
「いこいの場」について

ボストン日本人会婦人部 「いこいの場」責任者 吉野静子

ボストン日本人会会報 (98 年 8 月 1 日号転載) 「いこいの場」

日本ボストン会行事参加アンケート
日本ボストン会懇親会出席のお願い
お花見の会 (4 月 6 日)報告 花も団子も千鳥が淵

関 尚子

ゴルフ懇親会報告次 ゴルフ会 10 月 29 日 於寄居カントリークラブ 近藤宣之
歴史を飲もう会
美術の会報告 春と:EI Greco(1541-1614) 寄せ木造と肖像画 酒井典子
ホームステイ先募集
ハイキングの会報告
静岡由比を歩く (平成 10 年 5 月 16 日) 篠崎和子
幹事会記録
第 13 号 （1999 年 3 月 20 日発行）
代表幹事に就任して高木政晃
日本ボストン会 1999 年大観桜会のご案内
次回ゴルフ親睦会は 4 月 22 日 入間 CC で！
名古屋ボストン美術館 4 月 17 日開館 名古屋ボストン美術館紹介
「美術鑑賞の旅」参加者募集要領 日本ボストン会: 名古屋ボストン美術館訪間企画
"Lady Meaux''(1881) J. M. Whistler(1834-1903) ホノルル美術館
1998 年、クリスマスで賑わうハワイヘと旅
「歴史を飲もう会」(98 年 11 月 8 日) 生麦事件参考館/川崎ビアビレッジ訪間
「ハイキングの会」(98 年 12 月 12 日) 東京野鳥公園散歩 (東京野鳥公園一大井埠頭中央公園一品川水族館)
(ホームステイの受入報告 11 月 7-8 日) デクリストフォー先生をお迎えして
日本/ニューイングランド交流の記録出版
中野翔太ピアノの夕べ
「日本里帰りの旅」を終えて ボストン日本人会婦人部 吉野静子
日本ボストン会 1998 年度総会 日時: 1998 年 11 月 13 日 (金)
幹事会報告
第 14 号 （1999 年 10 月 8 日発行）
「日本/ニ ューイングランドの交流の歴史」出版企画の報告 世話人 藤崎 博也
総会・懇親会のお知らせ 「日米交流のあけぼの」展関係者との懇親会
お花見に参加して 金井公克・悦子
鎌倉アルプス散策 生田 英機
ゴルフ会のお知らせ
ボストンガイドブック好評
名古屋ボストン美術館美術鑑賞ツアー 美術の会 酒井一郎
新世紀へのバトンタッチ ボストン日本人会 会長 小久保武
Sargent の夏(1856-1925) 美術愛好会 酒井典子
「日米交流のあけぼの」展 ―黒船きたる一関 直彦
幹事会報告
京都ボス トン交流の会の活動
米人教師ホームステイ先募集

第 15 号 （2000 年 3 月 17 日発行）
「日本・ニューイングランド交流の記録」発刊 代表幹事 高本政晃
日本ボストン会イベント
2000 年大観桜会のご案内(4 月 2 日 日曜日夕方)
ハイキングのお知らせ
歴史を飲もう会とハイキング (平成 11 年 10 月 23 日土曜日) 横浜史跡めぐり 篠崎史朗
「日本・ニューイングランド交流の記録」(内容紹介)
国吉康雄 (1889-1953) 20 世紀前半のアメリカ美術を代表する画家
杉原顕彰碑設置の準備進む 於チェスナット・ヒル

テンプル・エメス構内

ゴルフ懇親会は 6 月 8 日(大安)に
米人教師ホームステイ(12 月 4 日～5 日)
ホームステイ経験録 西川文夫・絹子
子供たちがホスト役 御子神慶子
生活体験の違いを実感

岡崎京子

日本ボストン会 1999 年度総会
幹事会報告
第 16 号 （2000 年 10 月 5 日発行）
ご挨拶 京都・ボストン交流の会 会長 榊原朕夫
総会・懇親会のお知らせ
歓桜会 (平成 12 年 4 月 2 日)

24 名参加の大観桜会 (千鳥が淵)

藤盛紀明・冨美子

ハイキングの会 (平成 12 年 4 月 22 日) 緑のさくらを尋ねて(多摩森林科学園)

篠崎和子

ボストン日本語学校と創立 25 周年記念事業
第 8 代ボストン日本語学校運営委員長 創立 25 周年記念事業実行委員長 滝沢 典之
Sister State Affiliation Seminar(姉妹提携 10 周年記念セミナー)
“10th Anniversary and Me"
a lecture by Dr. David C. Knapp former President of Japan Society of Boston
北海道・マサチューセッツ州姉妹提携 10 周年記念関連行事一覧
Paul Guillaume コレクション展―ルノワールからピカソまで― 於 Montreal 美術館
ゴルフの会 次回懇親会は名門泉 CC で開催
秋の美術鑑賞(箱根)および箱根旧街道を巡る(1 泊 2 日)
幹事会報告
「日米交流のあけぼの展」 ゆかりの地 探訪ツアー
米 MIT 教授田中豊一氏急逝
第 17 号 （2001 年 3 月 15 日発行）
会長就任に当たって 会長 茂木賢三郎
日本ボストン会イベント
会長を退くに当たって 前会長 高木政晃
2001 年のお花見へのお誘い
名古屋ボストン美術館の見やすさ 名古屋ボストン美術館館長 浅野徹

美術の会主催 名古屋ボストン美術館への旅
名古屋ボストン美術館第 5 回企画展 “紅茶とヨーローッパ陶器の流れ”
The Massachusetts-Hokkaido Sister State Affiliation 10th Anniversary Seminar (Oct 24, 2000 Sapporo)
"Musical Education in the United States" A Lecture by Tiger 0koshi, Associate Professor Brass
Department,

Berklee College of Music

Massachusetts-Hokkaido Sister State Affiliation 10th Anniversary Events
Governor Celluci Visits Hokkaido
(講師 タイガー大越氏 略歴)
Union Square "14th Street" の画家達 美術愛好会 酒井典子
ゴルフ会の報告
歴史を飲もう会予告 初秋の札幌旅行
新著紹介 関 直彦著
日本の皆さんに知って欲しいこと 「永遠の友」 [ピーボディ・ エセックス博物館 と日本 ]
第 18 号 （2001 年 10 月 11 日発行）
日本・ニューイングランド交流の近況 ボストン日本人会会長 小久保武
総会・懇親会のお知らせ
観桜会・(九段・千鳥が淵)

潤いのある日本のさくら 酒巻晴行・則子

ボストン日本人会会報#104 より

(要旨) 第 16 回 桜の植樹式開催

ボストン日本人会婦人部 第 2 回里帰りの旅 吉野静子
日本・ニューイングランド交流の近況 ボストン日本人会会長
美術の会報告 (7 月 14-15 日) “名古屋ボストン美術館の旅" 三好彰
平成 13 年(2001 年)1 0 月 1 1 日
ボストン美術館の肥前陶磁について 柴柳美佐
美術愛好会 Union Square (Ｎ.Y.) “14th Street" の画家達Ⅱ 酒井典子
ゴルフの会報告 優勝の弁 當間秀雄
幹事会報告
第 19 号 （2002 年 3 月 15 日発行）
「第九」メドフォード公演 第九メドフォード公演実行委員会 渡辺行守
日本ボストン会イベント
歴史とハイキングの会 本郷・湯島文学散歩 中垣 純子
2002 年のお花見へのお誘い
於ボストン日本語学校「人生をどう生きるか」 M IT 教授 利根川進
Union Street(N.Y.), “14th Street"の画家(Ⅲ) ― Raphael Soyer, Moses Soyer, Isaac Soyer―
春のハイキングの会 東海道自然遊歩道紅葉台コースを歩く
ゴルフの会
日本ボストン会 2001 年度総会
幹事会記録
歴史を飲もう会 初夏の札幌旅行 篠崎史郎
“ボストンガイドブック”

第 20 号 （2002 年 10 月 10 日発行）
日本ボストン会の皆様ようこそ札幌へ HOMAS 北海道・マサチューセッツ協会会長 森本正夫
10 周年記念懇親会のお知らせ
高尾山ハイキングのお知らせ
さくら 水野賀弥乃
初めての優勝 伊藤 敦子
名古屋ボストン美術館の見やすさ(続) 名古屋ボストン美術館長 浅野徹
旅行記・北海道ツアー 篠崎史朗
美術愛好会 旅先で出会った James Macnail Whistler(1834-1903)の作品 酒井典子
歌う会へのお誘い 酒巻則子
日本ボストン会とのうれしいご縁 北海道・マサチューセッツ協会 理事・事務局長 中垣正史
ボストンポップスがやってきた! 関直彦
幹事会記録
第 21 号 （2003 年 3 月 6 日発行）
総会ご挨拶 日本ボストン会へのご挨拶 会長 井口武
日本ボストン会イベント
ご挨拶 茂木賢三郎
観桜会 2003 年お花見へのお誘い 藤盛紀明
美術の会 名古屋ボストン美術館の旅 実施要領案内 (第 1 報)
歴史を飲もう会 (予告) 江戸庭園～(船)～浅草
The Japan Society of Boston, Inc. ボストン日本協会創立百年祭記念行事 2004~2005
The Japan Society of Boston, Inc.
CENTENNIAL OF THE JAPAN SOCIETY OF BOSTON 2004 – 2005
ゴルフの会第 18 回ゴルフ懇親会 近藤宣之
ハイキングの会 (予告)

イワタバコ咲く鎌倉散策

紅葉台ハイキング 実施日 2002 年 5 月 19 日 (日) 幸野真士
ハイキングの会 高尾山ハイキング 生田英機
音楽の会 ボストンポップスを迎えて関直彦
うたう会 クリスマスを歌で楽しむ 酒巻則子
「生け花同好会」の発足

佐藤花子

美術愛好会 鈴木春信一古を思う人 （1975？-70) 酒井典子
幹事会記録
日本ボストン会 2002 年度総会
第 22 号 （2003 年 10 月 10 日発行）
われわれの手で名古屋ボストン美術館を支えよう!
Let us support the Nagoya/Boston Museum of Fine Arts!
総会・懇親会のお知らせ
お花見の会 2003 年千鳥が淵の桜に思う 水野賀弥乃
クルーズの会だより 久米生光
ハイキングの会 鎌倉散策 土居嘉子

顧問 藤崎博也

美術の会 名古屋ボストン美術館の旅 山崎規矩子
美術愛好会 鈴木春信一 古を想う人 (1725?-1770) (#21 より続く) 酒井典子
新造船クリスタル・セレニティー試乗会
事務局よりのお願い
音楽の会 ボストン・ポップス 交換ミニコ・コンサート 関直彦
山田敬蔵氏 (50 年前ボストン・マラソン優勝者)
今年は夫妻でボストン・マラソンに挑戦 時間 4 時間 10 分 11 秒で完走
いけばなの会のお知らせ
歌う会のお知らせ
幹事会記録
第 17 回ゴルフ懇親会 春期コンペ優勝 伊藤英徳
第 23 号 （2004 年 3 月 12 日発行）
創立 100 周年を迎えたボストン日本協会
100TH ANNIVERSARY OF THE JAPAN SOCIETY OF BOSTON 2004-2005
ボストン日本協会 理事長 ピーター・M・ グリーリ
日本ボストン会 今年の予定
観桜会 2004 年 お花見へのお誘い 三好彰
歴史を飲もう会 浜離宮庭園見学報告 幸野真士
紅葉狩りの会 藤盛紀明
楽しかったクリスマス会 酒巻則子
音楽の会 関直彦
ホームページ 佐藤文則
札幌から新年のご挨拶 中垣正史、HOMAS
美術の会 マリー・ローランサン回顧展鑑賞会 三好彰
第 18 回ゴルフの会 秋期コンペ優勝 吉田久夫
クルーズの会 クリスタル・セレニティー 日本初寄航乗船記 久米生光
美術愛好会 フェノロサ夫人メアリの観た鈴木春信の浮世絵（1725～1770） 酒井典子
美術愛好会 補遺 フェノロサ婦人メアリのこと

山口静一

幹事会記録
「ボストンヘようこそ」改定第 2 版入着
日本ボストン会 2003 年度総会報告
第 24 号 （2004 年 10 月 7 日発行）
日米交流 150 周年を迎えて 会長 井口武夫
総会・懇親会のお知らせ
観桜会 2004 年お花見の会報告 三好彰
紅葉狩りへのお誘い 藤盛紀明・冨美子
第 20 回ゴルフ大会案内 近藤宣之
Japan Society of Boston イベント・カレンダー
開設 2 周年を迎えるホームページ 佐藤文則
ハイキングの会からき田道と小山田緑地をあるく

富間秀雄

東京都庭園美術館訪問記

吉田紀子

名古屋ボストン美術館近況 館長 山口静一
美術愛好会 旅で出会った絵 酒井典子
日米交流 150 周年記念 外務大臣表彰
音楽会のお知らせ 関直彦
幹事会記録
第 25 号 （2005 年 3 月 7 日発行）
ご挨拶 第七代会長 佐々木浩二
日本ボストン会今年の予定
第一 紅葉狩り新宿御苑 森啓
観桜会 2005 年お花見へのお誘い 三好彰
桜景色をスケッチする会 開催案内
美術の会 “名古屋ボストン美術館"および愛知万博(愛・地球博)鑑賞のご案内
ゴルフ懇親会のご案内 近藤宣之
祝ボストン日本協会 100 周年 Centennial Celebration of The Japan Society of Boston
President, The Japan Society of Boston, Peter Gri11i
NEWS FROM THE JAPAN SOCIETY OF BOSTON Peter Gri11i President, Japan Societl, of Boston
ゴルフ懇親会 初優勝はなぜできた 磯崎一郎
音楽日記 ～ボストンで出会った音楽家たち (1)～「うたう会」指導者・酒巻則子
ハイキング・山の会 ～丹沢・大山と 豆腐の会～ 當麻秀雄
ボストン日本人学生会調査 三好彰
クルーズの会 久米生光
美術の会 マルセル・デュシャン Marcel Duchamp(1887～1968) お誘い 酒井典子
油彩・水彩を描く会へのお誘い 西川文夫
音楽の会からの報告 音楽の会幹事・関直彦
山田敬三さん 初優勝のゴール写真の前で COPLEY SQUARE, BOSTON

2004 年 4 月 18 日撮影

第 26 号 （2005 年 10 月 3 日発行）
A Greeting from Boston

Peter M. Grilli

総会・懇親会のお知らせ
浜離宮恩賜庭園お花見会

小沼みさ子

紅葉狩りの会 2005 年紅狩りの会 藤盛紀明・冨美子
油彩・水彩を描く会 西川文夫・藤盛冨美子
第 21 回 ゴルフ懇親会
次回懇親ゴルフ会 近藤宣之
日本ボストン会会則 (1992 年 10 月 30 日提案 継続審議) (2005 年 9 月 16 日 改定案提案 )
山の会ハイキング 山崎恒
歴史を飲もう会 東京下町散歩と忘年会 篠崎史朗
美術の会 名古屋ボストン美術館 篠崎和子
名古屋訪間記 酒井一郎
美術の会 マネの愛したモデル ヴィクトリーヌ・ムーラン 酒井典子

ボストン日本人学生会の調査状況(2) 三好彰
幹事会記録 日時:2005 年 6 月 9 日
幹事会記録
第 27 号 （2006 年 3 月 10 日発行）
総会ご挨拶 ボストンからのご挨拶 増渕興一
油彩・水彩を描く会 西川文夫
紅葉狩りの会 藤盛紀明
日本ボストン会観桜会 生田英機
桜景色をスケッチする会案内 西川文夫、藤盛冨美子
ボストン日本人学生会の記録集への調査協力依頼

三好彰

ボストン今昔物語 ボストン日本人会編集部
1950 年代初期のケンブリッジ 小林規威
いわゆる歴史認識問題について 顧問 茂木賢三郎
歴史を飲もう会 下町散策と忘年会 篠崎史朗
美術の会 雪景色 Claude Monet (1840～1926) 酒井典子
日本最大のクルー ズ客船が就航 久米生光
ゴルフ懇親会のご案内
優勝の感想 山崎規矩子
第 22 回 ゴルフ懇親会
幹事会記録
総会(2005.11.11) 補遺
日本ボストン会 2005 年度総会報告
第 28 号 （2006 年 10 月 10 日発行）
日本ボストン会活動について 会長 佐々木浩二
ボストン日本入学生会 会長

佐々木浩二

学生会発足当初の活動 三好彰
2006 年千鳥が淵の桜に思う 水野賀弥乃
観桜会 里帰りに見た風景寸描 ボストン日本人会婦人部顧間・クラフト部責任者 石川よし子
紅葉狩りの会 2006 年紅葉狩りの会 藤盛紀明・冨美子
「秋をスケッチする会」
ゴルフ懇親会報告 山埼恒
第 23 回 ゴルフ懇親会
歴史を飲もう会―江戸情緒を尋ね歩く 篠崎史朗
秋の美術の会ご案内 美術鑑賞国立西洋美術館 コレクション (常設展)
音楽の会 関直彦・尚子
ホームページ 佐藤文則
美術の会 Poussin Nicolas(1598-1665) 酒井典子
飛鳥Ⅱで行く 竿燈ねぶた祭クルーズ 久米生光
名古屋ボストン美術館近況
幹事会記録

総会・懇親会のお知らせ
第 29 号 （2007 年 3 月 7 日発行）
会長就任に当たって 会長

鶴正登

日本ボストン会 今年の予定
日本ボストン会観桜会 生田英機
桜景色をスケッチする会

西川文夫、藤盛冨美子

春季ゴルフコンペのご案内 山崎恒
お元気な山田敬蔵さん 俣野善彦
歴史を飲もう会、美術の会、合同開催ご案内
大津―湖都の路(新緑の古社寺めぐり) 篠崎史朗、三好彰、酒井一郎
2006 年 紅葉狩りの会 俣野善彦
「絵を描く会一奥多摩」

2006 年 11 月 3 日(祝) 藤盛冨美子

戦後初のボストン大学留学生 三好彰
ボストン日本人学生会 (Ⅱ) 三好彰
読後感想 増渕興一著 「世界に羽ばたけ! 若人よ」 棚橋征一
歴史を飲もう会 (平成 18 年 12 月 9 日 ) 篠崎史朗
ボストン美術館 「江戸の誘惑」展 関直彦
秋の美術の会 三好美智子
踊り子を描く Edgar Degas (1834～1917) Henri de Tou1ouse-Lautrec (1864～1901)
(箱根ポーラ美術館所蔵作品から) 酒井典子
日本ボストン会 2006 年度総会報告
幹事会記録
第 30 号 （2007 年 10 月 12 日発行）
ボストンへの松坂・岡島効果 ボストン日本人会会長 久保田康夫
今年の総会・懇親会
観桜会報告

水野賀弥乃

観桜会懇親会(3 月 24 日開催) 生田英機
大津―湖都の路 ～新緑の古社寺めぐり～ 酒井一郎
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院(I) 山口静一
三井寺法明院で偲んだボストン地区留学生 三好彰
フェノロサとその周辺 篠崎史朗
地球シュミレーター見学記 三好彰
美術の会 モイーズ・キスリング Moise Kisling, 1891～1953 酒井 典子
クルーズの会 2008 年予定 久米生光
ゴルフの会のお知らせ 山崎恒
紅葉狩り・スケッチ・ハイキング・忘年会の会 猪鍋を食う会 當間秀夫
スケッチ会のお知らせ 藤盛冨美子、西川文夫
総会・懇親会のお知らせ
第 31 号 （2008 年 3 月 5 日発行）

ボストン日本人学生会調査（その後） 三好彰
日本ボストン会観桜会 生田英機
ゴルフの会報告・案内 山崎恒
歴史を飲もう会・美術の会合同開催の案内 酒井 一郎、篠崎 史郎
スケッチの会 西川文夫
紅葉狩り(12 月 2 日開催) 藤盛紀明
七沢温泉と猪鍋 鶴正登
山の会(12 月 2 日) 當麻秀雄
2007 Holiday Greetings From Boston Peter and Susan Grilli
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院(Ⅱ)

山口静一

美術の会 フェルメール Jan Vermeer (1632-75) 酒井 典子
音楽の会報告 関直彦
東丹沢ハイキング 俣野善彦
ボストンと私 長島雅則
思い出のボストン 木村義尚
吉野屋の古川義子さん逝く 吉野耕一・静子
第 60 回幹事会記録
日本ボストン会 2007 年度総会報告
ファミリーオフィスの開設 相山豊
第 32 号 （2008 年 9 月 29 日発行）
会長退任に当たって 会長

鶴正登

2008 年 日本ボストン会イベント
観桜会報告 2008 年 千鳥ケ淵 俣野善彦
2008 年千鳥が淵の桜に思う 水野賀弥乃
歌の作者は誰でしょう 生田英機
「ホイットフィールド・万次郎友好記念館」開設募金の件 藤崎博也
留学生の親代わりになった在留邦人 (ボストン日本人学生会の記録より) 三好彰
フェノロサ、ビゲロウと法明院 (Ⅲ) 山口静一
「美術・歴史の会に参加して」 小野田富子
平成 20 年歴史を飲もう会、美術の会共同開催記 酒井一郎
美術の会 Raoul Dufy(1977～1953) 酒井典子
1960～2077 横野洋子さんと婦人部 吉野 静子
洋子さんの想い出 平山尊子
新刊の紹介 井口武夫著 「開戦神話．
．
．対米通告はなぜ遅れたか」 関直彦
2008 年 紅葉狩りのご案内 藤盛紀明
「ボストン日本人学生会の記録」 中間報告 三好彰
有志幹事会(土居陽夫幹事との業務引継ぎ)
第 61 回幹事会
第 62 国幹事会
ゴルフ懇親会のお知らせ

山崎恒

ボストン美術館浮世絵名品展

総会・懇親会のお知らせ
第 33 号 （2009 年 3 月 2 日発行）
会長就任挨拶 私とライマン家のご縁 会長 山村章
「ボストン日本人学生会の記録」中間報告 三好彰
日本ボストン会観桜会 生田英機
カラオケの会 水野・鶴
美術の会、歴史を飲もう会合同開催のご案内 篠崎、三好、酒井
ゴルフ懇親会のお知らせ

山崎恒

2008 年 11 月 30 日(日)開催 紅葉狩り (小石川後楽園) 藤盛紀明・冨美子、水野賀弥乃
クルージングの会 久米生光、酒井一郎
2008 年度日本ボストン会紅葉狩りクイズ
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 (IV) 山口静一
Bill Parkinson と尾長鳥 吉野耕一
The Long Tail-Fowl, ONAGADORI(Pheonix) Bill Parkinson
Paul Cezanne(1839～1906) 酒井典子、
書評 (文春図書館、9 月 25 日号、127 頁)抜粋 私の読書日記 『開戦神話』(立花隆)
音楽の会のおしらせ 関直彦・尚子
第 63 回幹事会記録 俣野善彦
第 34 号 (2009 年 10 月 5 日発行）
ホイットフィールド・万次郎友好記念館開設ヘ 顧問 藤崎博也
総会・懇親会のお知らせ
今年も千鳥が淵のサクラの定点観測をしました
「美術・歴史を飲もう会」 茂木本家美術館もの知りしようゆ館見学会 岡崎宏、河内康郎
音楽の会 新緑コンサート 笠原慶昌 吉田紀子
音楽の会 イクタ・シスターズの連弾 生田敦子・恵子
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 (V) 山口静一
日米友好の礎を築いた人―ジョン万次郎ニュース NO.3 より転載
「ホイットフィールド・万次郎友好記念館」完成 日野原重明(発起人代表)
(同転載) 歴史の新しい一ベージ 北代淳二 （発起人）
ボストン日本協会からの便り May 10,2009 Peter M. Grilli, President
美術の会 Jules Breton(1827～1906) フランス 19C 絵画展一横浜美術館 酒井典子
名古屋ボストン美術館 愛と美の女神―ヴィーナス展
追悼 エドワード・ムーア・ケネディ上院議員 水野賀弥乃
ボストンマラソン主催者が山田敬蔵さんに記念の盾を贈呈
日米少年野球交流 U.S.- Japan Youth Baseball Exchange 棚橋征一
第 64 回幹事会
第 65 回幹事会
ゴルフ懇親会のお知らせ

山埼恒

2009 年紅葉狩りのお知らせ 藤盛紀明
「ボストン日本人学生会の記録(1908-1953)」 三好彰

第 35 号（2010 年３月１日発行）
ボストンで学んだ成功する条件 副会長 近藤宣之
2010 年日本ボストン会イベント
日本ボストン会観桜会 生田英機
ゴルフ懇親会の報告・案内 山崎恒
近況報告 茂木賢三郎
定期コンサートの御案内

関直彦・尚子

美術の会・歴史の会 名古屋ボストン美術館の見学と伊勢神宮の参拝 酒井一郎、三好彰
紅葉狩り(2009 年 12 月 5 日) 旧古河庭園探訪と懇親会 俣野善彦
フェノロサ、ビゲロウと法明院(Ⅵ) 山口静一
美術の会 Roger Vander Weyden(1400～64) Hotel Dieu, Beaune (France)

酒井典子

投稿 帰国と戸惑い 顧問 吉野 耕一
投稿 言葉と文化(I) 法眼健作
投稿 オバサン 2 度目の語学留学 井上恵美子
投稿 久米生光なりひこ氏の死を悼んで 酒井一郎
第 66 回幹事会
日本ボストン会 2009 年度総会報告
第 36 号（2010 年 10 月 5 日発行）
会長退任のご挨拶 会長

鶴正登

日本ボストン会総会・懇親会のお知らせ
投稿 米国人作家 James Bradley 氏の講演とボストン日本協会 Grilli 理事長の来日 棚橋征一
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院(Ⅶ) 山口静一
美術の会 Georges Rouault(1871-1958) 酒井典子
音楽の会報告 オーボエ界の第一人者を迎えた第 4 回ホームコンサート 関直彦・尚子
投稿 言葉と文化(Ⅱ) ゆとりの言葉=日 本語 法眼健作
「一繕乃会」 活動報告 一繕乃会 (ひとつくろいのかい)の発足 水野賀弥乃
ART GATE PROGRAM に参加して

(3 月 13 日、土曜日、開催) 三好美智子

2010 年紅葉狩り 藤盛紀明・冨美子、水野賀弥乃
ゴルフ懇親会の報告・案内 山崎恒
名古屋ボストン美術館の展覧会
美術の会・歴史を飲もう会共催 「国立西洋美術館の建築」 見学会 酒井一郎、三好彰
「伝統芸能同好会」の発足
音楽の会「葦と角」ジョイント・リサイタル
石川喜子さんの訃報を受けて 吉野静子
日本ボストン会観桜会の報告
花形歌舞伎「金門五山桐」観劇の会
歴史の会・美術の会 (4 月 24～25 日)
第 67 回幹事会記録
第 68 回幹事会記録
日本ボストン会イベント

第 37 号（2011 年 3 月 4 日発行）
会長就任ご挨拶 会長 法眼健作
2011 年 日 本ボストン会イベント
日本ボストン会総会・懇親会 2010 年 11 月 19 日
日本ボストン会観桜会 生田英樹
伝統芸能の会、歌舞伎観劇「仮名手本忠臣蔵」 2010 年 12 月 25 日 (土曜日)
「弘法山ハイキングの会」のご案内
英文新刊図書の紹介 Takeo Iguchi “Demystifying Pearl Harbour”
POINT OF VIEW/ Takeo Iguchi Separating facts from fiction about Pearl Harbor
ハイキングの会(目黒駅周辺散策) 鶴正登
紅葉狩りの会 (12 月 4 日) 俣野善彦
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院(Ⅷ) 山口静一
名古屋ボストン美術館(4F ボストンギャラリー)展覧会の予定
ボストン日本協会グリーリ理事長の来日 棚橋征一
美術の会 Louis Comfort Tiffany(1848-1933)

Musee du Luxembourg, FRANCE 酒井典子

美術の会・歴史を飲もう会 国立西洋美術館の見学 三好彰・美智子
音楽の会 初のジャズ・コンサー ト 関直彦・尚子
第 5 回定期ホーム・コンサート 関直彦
「 一繕乃会」 水野賀弥乃
美術と歴史の会 河鍋暁斎記念館見学会 酒井一郎、三好彰
総会記録
懇親ゴルフ会のお知らせ

山崎恒

第 69 回幹事会記録
第 38 号（2011 年 10 月 11 日発行）
ご挨拶 会長 法眼健作
投稿 東北の被災地救援に立ち上がったボストンの親日団体 棚橋征一
2011 年度紅葉狩りのご案内 藤盛紀明・冨美子
美術と歴史の会 河鍋暁斎記念館見学 三好彰
『ボストン日本人学生会の記録』の調査 三好彰
フェノロサ、ビゲロウと 三井寺法明院（Ⅸ） 山口静一
フェノロサ先生墓碑碑文
日米税金 吉野耕一
会員新刊図書紹介 丹波實元外務審議官の著書 「わが外交人生」 小板橋忠志
ボストン日本語学校 35 周年記念誌(2011 年 1 月 15 日発行)から転載
ボストン日本語学校創立者の願い ボストン日本語学校 名誉校長 増渕與一
武田行松氏とジョン・コックス氏のこと
元ボストン日本語学校運営事務局長 マサチューセッツ大学名誉講師 小久保武
美術の会 Pierre Bonnard(1867-1947) Art Gallely of Ontario, CANADA 酒井典子
音楽の会(報告) 哀悼の定期コンサート 関直彦・尚子
音楽の会(予告) 第 6 回定期ホーム・コンサート 関直彦

懇親ゴルフ会報告・予告

山崎恒

「伝統芸能の会」のご案内 吉野静子、滝沢典之
（おしらせ）日本 MIT 会創立 100 周年記念式典 日本 MIT イベント事務局
名古屋ボストン美術館展覧会のお知らせ 「恋する静物 静物画の世界」
第 70 回幹事会記録
第 71 回幹事会記録
日本ボストン会総会・懇親会のお知らせ
第 39 号（2012 年 3 月 8 日発行）
日本ボストン会 20 周年 顧問 吉野耕一
日本ボストン会 20 周年記念行事(予告) 平成 24(2012)年 11 月 10 日 (土)
紅葉狩りの会(11 月 27 日)殿ヶ谷戸庭園 辻篤子
音楽の会(報告) 第 6 回定期ホームコンサート 生田恵子
観桜会のお知らせ 生田英機
懇親ゴルフ会報告・案内

山崎恒

日本ボストン会総会・懇親会 2011 年 11 月 18 日(金)開催、 於 NEC 三田ハウス芝クラブ 近藤宣之
「弘法山ハイキングの会」のご案内 2012 年 4 月 1 日(日)

幸野真士

伝統芸能の会、歌舞伎観劇「二人吉三巴白浪」
「 奴凧廓春風」
2012 年 1 月 14 日(土曜日) 於国立劇場 吉野静子、滝沢典之
From the desk of the Peter M. Gilli - Presidlent
2012 New Year Message to Members of the Nihon Boston-kai
From Peter M.Grilli, President Japan Society of Boston
マサチューセッツ州と桜のこと 日本ボストン会会長 法眼健作
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 (X) 山口静一
名古屋ボストン美術館: 特別企画展「ボストン美術館日本美術の至宝」(予告)
総会記録 俣野善彦
幹事会記録
2012 年日本ボストン会イベント
第 40 号（2012 年 10 月 10 日発行）
日本ボストン会創立 20 周年を迎えて 会長 法眼健作
2012 年 4 月 8 日(日)観桜会報告 生田英機
音楽の会 第 7 回定期ホーム・コンサート 2012 年 5 月 20 日(日曜日)

長島雅則、関直彦・尚子

2012 年春季ゴルフ懇親会の報告 山崎恒
優勝の喜び 佐藤和子
一繕乃会ご寄付とボランティアのお願い 水野賀弥乃
ハイキングの会 2012 年 4 月 1 日 (日) 土居嘉子
美術・歴史の会 三菱の創始者、岩崎家の静嘉堂文庫、世田谷区 篠崎、酒井、三好
2012 年紅葉狩りの会 美ヶ原高原 藤盛紀明・冨美子
伝統芸能の会 吉野静子・滝沢典之
日本ボストン会創立 20 周年記念行事関係 記念講演「大気汚染の嘘と本当」 顧問 吉野耕一
記念出版報告 「フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院」 山口静―

投稿 会社は誰の物: MEBO(経営者・従業員が参加した会社買収)を体験し 近藤宣之
『毎年 Bentley University からの MBA―行を迎えて』 近藤宣之
「フェノロサ記念講演会に」参加して 吉田礼子(奈良在住会員)
「フェノロサ記念講演会」余滴 三好彰
「日本災害復興基金ボストン」の活動近況 フィッシュファミリー財団 プログラムマネージャー 澤目梢
美術の会 帽子の女(1905) Henri Matisse(1869～1954) San Francisco Museum of Modern Art 酒井典子
幹事会記録
山口静一会員の新著ご紹介 「三井寺に眠るのフェノロサとビゲローの物語」
日本ボストン会創立 20 周年記念行事について 副会長 藤盛 紀明
日本ボストン会創立 20 周年記念式典・パーティ 式次第 2012 年 11 月 10 日(土) NEC 三田ハウス芝倶楽部
第 41 号（2013 年 3 月 4 日発行）
ご挨拶 会長 長島雅則
日本ボストン会イベント
日本ボストン会創立 20 周年記念行事報告 2012 年 11 月 10 日(土) 於 NEC 三田ハウス芝倶楽部
日本ボストン会創立 20 周年記念行事開催にあたり

副会長 藤盛紀明

日本ボストン会 20 周年記念式典・パーティ式次第 2012 年 11 月 10 日(土)
20 周年記念レセプションを担当して 副会長 近藤宣之
「ボストンヘようこそ」頒布を終了して 近藤百合子
日本ボストン会創立 20 周年記念行事に寄せられたお祝辞
ボストン日本人会 会長 中塚 久、外務省欧州局参事官 引原毅 (前在ボストン日本国総領事)
ボストン日本語学校 第 13 代校長 中川 豊巳、THE JAPAN SOCIETY OF BOSTON Peter M. Grilli
名古屋ボストン美術館

館長 馬場駿吉

日本ボストン会創立 20 周年記念行事報告
日本ボストン会 20 年の歩み 土居陽夫
日本ボストン会歴代会長のリスト
日本ボストン会 20 周年記念講演 (要旨)
フェノロサとビゲロウ 山口静一 玉大学名誉教授、前名古屋ボストン美術館館長
日本ボストン会 20 周年記念講演 (要旨) 大気汚染の嘘と本当 顧問 吉野耕一（初代日本ボストン会会長 )
日本ボストン会創立 20 周年記念行事報告
ボストン・スカイライン・クリア一ファイル 松永通子画 水野賀弥乃
第 9 回紅葉狩りの会報告 美ヶ原高原 王ケ頭 2012 年 10 月 13 日 (土)～14 日(日)開催 藤盛紀明、土居陽夫
伝統芸能の会 歌舞伎観劇会の報告(国立劇場、2013 年 1 月 6 日、開催) 滝沢典之
美術の会 静物(パリ、1901) BARCELONA PICASSO 美術館 酒井典子
ボストン日本協会 グリーリ理事長からのメッセージ
BOSTON REPORT From The Japan Society of Boston, 2012‐2013
美術と歴史の会 アメリカからのハナミズキ 三好彰
ゴルフ春季懇親会のお知らせ 山崎恒
第 8 回定期ホーム・コンサート 関直彦・尚子
春の美術・歴史の会開催のご案内
静嘉堂文庫美術館訪問記

篠崎史朗、吉田博

総会の記録 2012 年 11 月 10 日 (土)

俣野善彦

観桜会のお知らせ 生田英機
会員の新著紹介「DNA 医学の最先端 自分の細胞で病気を治す」 東京慈恵会医科大学名誉教授、大野典也
幹事会
第 42 号（2013 年 10 月 4 日発行） 付録：第 42a 号
ご挨拶 会長 長島 雅則
投稿 言葉と文化(Ⅲ) 英語と日本語…同じ言葉 ? 顧問 法眼健作
観桜会 目黒川サクラ並木 2013 年 3 月 31 日(日) 広瀬智子
歴史と美術の会 三菱一号館美術館鑑賞会 2013 年 4 月 25 日 酒井典子
音楽の会 第 8 回ホーム・コンサート 生田恵子
Gauguin(1848-1903), van Gough(1853-1890)
Art Multimedia Show

Carrieres de Lumieres Les Balx de Frovance 酒井 典子

2013 年 第 10 回記念紅葉狩り 水野賀弥乃、藤盛紀明・冨美子
ゴルフ秋季懇親会のお知らせ 山崎恒
投稿 モース・コレクション里帰り展覧会 関直彦
音楽の会 来年予定 関直彦・尚子
投稿 「ボストン留学生会の歴史」 三好彰
Grilli 前 JSB 理事長来日の件 棚橋征一
Atsuko Toko Fish 夫人 米大統領より表彰 棚橋征一
長島淑子さんのピアノリサイタル
投稿 私にとってのボストン 佐藤信雄
第 76 回幹事会記録
第 77 回幹事会記録
「日本ボストン会のホームページ(HP)の引越し」 HP 担当幹事 吉田博
会報電子版化のおしらせ
日本ボス トン会 総会・懇親会のお知らせ 平成 25 年 11 月 15 日 (金)
第 42a 号 日本ボストン会創立 20 周年記念プログラム フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 山口静一
各位 山口静一「フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院」 日本ボストン会 会長 長島 雅則
日本ボストン会創立 20 周年記念プログラム
日本ボストン会会報掲載分 (#30～39、41) (2007 年 10 月～2013 年 3 月)
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 山口静一
日本ボストン会創立 20 周年記念プログラム ご挨拶 日本ボストン会 会長 長島雅則
大津一湖都の路 ～新緑の古社寺めぐり～ 酒井一郎
三井寺法明院で偲んだボストン地区留学生 三好彰
フェノロサとその周辺 篠崎史朗
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 目次
【1】はじめに
【2】フェノロサ、ビゲロウの受戒
【3】登場人物のプロフィール
【4】発端はプラキポッド
【5】モースの東京大学教授就任とフェノロサ推薦

【6】フェノロサの生い立ち
【7】フェノロサ来日の経緯
【8] 明治初年の宗教
【9】モースの進化論講義とクリスチャンの反発
【10】フェノロサの宗教沿革論とキリスト教批判
【11】フェノロサ、日本美術への傾倒
【12】ビゲロウの来日
【13】赤松連城との仏教対話
【14】仏教研究ノート
【15】美術講演で仏教擁護
【16】神智学への関心
【17】戒律を守る
【18】桜井敬徳を慕う
【19】道場建設と敬徳の示寂
【20】フェノロサが育てた仏教者
【21】寺院への寄進 寺宝の保護
【22】ボストンへ
【23】帰国したフェノロサの抱負
【24】アメリでの仏教活動
【25】ビゲロウ・寛良・岡倉天心
【26】 MFA 助手メアリ・M・スコット夫人
【27】メアリの経歴
【28】リジーとメアリ
【29】離婚・再婚
【30】ボストンとの訣別
【31】日本再訪
【32] メアリの喜びと悲しみ
【33】巡回講師の生活
【34】フェノロサ、ロンドンで急死
【35] フェノロサの訃報
【36】ボストンでの反響
【37】フェノロサ追悼法要
【38】遺骨の三井寺移葬
【39】墓碑の完成
【40】法明院での一月忌法要
【41】三井寺に帰りたい釣鐘の物語
フェノロサ先生墓碑碑
【42】遺骨の軍艦移送説
【43】ハイゲート墓地の記念碑
【44】ビゲロウ、ハーバード大学で仏教を講義
【45】ビゲロウ、ウインズロウ、アネサキ
【46】ビゲロウの死と法明院への分骨

【47】ジェームス,H・ ウッズ博士のこと
【48】ウッズの急死、法明院の供養
【49】おわり
＊フェノロサの著書・論文について 山口静一
＊著者による主なフェノロサ関係著書・文献等紹介 :
付録 1 フェノロサ美術論集 1988、目次
付録 2 フェノロサ社会論集 2000、目次
付録 3 フェノロサ英文著作集復刻集版目次
付録 4 日本ボストン会 20 周年記念講演(要旨) フェノロサとビゲロウ 山口静一
フェノロサ: 東西融合の思想(レジメ 山口静一
付録 5 日本ボストン会 20 周年記念講演会レジメ資料 フェノロサ・ビゲロウ略年譜 山口静一
付録 6 補遺 岡倉天心記念六角堂訪問記
美術と歴史の会 岡倉天心記念六角堂訪問記(2014 年 5 月 20 日開催)
フェノロサ、ビゲロウと三井寺法明院 正誤表
後書: 補遺追加のこと 日本ボストン会 会長 長島 雅則

