・

・
￢

日本ボ ス トン会会兼

ス

︺ノ

゛ 一ヽ

︱ 嗜︱ ●

本

日
発行者

平成 6年

第 3号

(1994年 )5月

10日

ン会 会 報

1

ト

日本ボ ス トン会事務局

1998年 度総会 の宿題

ボス トン日本人会長 の ご挨拶

「次期代表幹 事」 について

石川

幹事会

定

1993年 度 日本 ボス トン会総会 は 10月 2S日
に NECの 三 田ハ ウス芝 クラブで開催され、多数 の

ボス トン日本人会会長就任 に当た りま して、 日本
ボス トン会 の皆 々様 は新 しい年を迎 え られ、益 々 ご

会員が参加 されました。「 総会」 と言 うタイ トルな
ので無味乾燥 な会合 と思われ参加を見合わせた方 も

健勝 にご活躍の事 とお慶び申し上げます。

いたと後 日聞きま した。当会 の総会 は年に一度 の会

石川定です。

私 は今回ボス トン日本 人会会長 に任命されま した

の参加 を期待 してお ります。

日本で医学校を終 えたあと北米 に渡 り 35年 にな
りますが、その殆 どをボス トンに在住 して い ます。

総会当日、 ボス トン日本人会 の労作「 ボス トンヘ
喜しい悲
ようこそ」が販売 され、飛 ぶように売れ、′

丁度初代堀内会長 の頃、ニ ューヨークか らボス ト
ンに移 り、途中 6年 程 カナダ・ マニ トバ大学医学部

鳴が上が りま した。幹事・ 事務局 の近藤百合子氏が

をへて、再びボス トン・ タフツ大学 に戻 り、今 日に

担当で更 なる販売促進 に大活躍されてお られます。
ゲス トには日本 テ レビの関 口宏サ ンデ ーモーニ ン

至 っております。

員親睦の場 です ので 、 1994年 度総会 は会員全員

グで活躍中の辛淑三 さん も参加 され、会が大 いに盛

此 の間、 日本帰国のチ ャンスに も余 り恵まれず、
今 の 日本 の様子 もよ く分 か らず、新聞・ テ レビに頼

り上が りま した。

る有 り様 です。

全てが順調に行われ た総会で したが、吉野会長 の

しか し、前会長吉野先生の過去 3年 間 にわたる手

後任 の決定だけは、 当 日出来ず幹事会 の宿題 となり

取 り足取 りのご教導、又当会 の皆様方 の ご支援 を戴
きまして、や っとだいぶ分 かる様 になりま した。

ま した。

これか らは、自分 なりに出来 るだけ、会 の為 にお

その後幹事会 で鋭意検討 した結果、元 ボス トン総
領事,前 ニ ュージーラ ン ド大使、現東海大学教授 の

役 に立つ様努力致 します。そ して。皆様方 の ご期待

井 口武夫先生 にお願 いす ることとなり、ダダウッ ド
会高木政晃会長 と俣野・ 酒井両幹事がお願 いに上が

に添えます様勤 めさせて戴 きます。
末筆 なが ら日本 ボス トン会 の益 々のご発展を心 か

り、 1994年 8月 以降であるな らばと言 う事 で

らお祈 り申し上げます。

ご承諾を戴 きま した。

(次 ページにつづ く)
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場、 18時 半 開演

日時

平 成 6年

場所

「 ア ンダ ンテ ィーノ」

音楽

青 山 ツイ ンビル西館地上 1階 (地下鉄銀座線/半 蔵 F5線 青山一丁 目駅下車)
竹中真先生 (バ ークレー音楽院准教授)の ジャズ演奏

会費

お一人

申込 み先

日本 ボス トン会事務局

(金

7千 円 (お 食事代込み)

(詳
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北海道 0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

既に ご存 じの事 と思 いますが、北海道 とマサ チュ
ーセ ッツ州は シスタ ー・ ステー トの関係 にあ り、北
海道・ マサチューセ ッツ協会が設立されて い ます

c

ヽ
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、
、
当会 の有 力幹 三 ∩一 ヽ
本年 2月 (こ イン ドス :ア 0■ ンジュ ′′iン ブ)■ 11

この協会を通 じて道 とマサチューセ ッツ州 は大変
活発 な交流 を図 られて います。
協会の活動 はこの後 の当会 の会幸員で、協会 の方 か
3月 に山下事務局長が ご上京 の折 り、 日本ボ ス ト

ン会幹事 の藤盛氏のオフイスにお立ちより戴 きt両
会 の今後 の協力を話 し合 いました。
当会幹事 の近藤宣之氏は昨年 3月 1日 に北方圏 セ

1=モ ■ ア ヽンモ

1′

,

ピ■lC宴 を
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業」 と題 して、 40歳 を過 ぎて初めて の海外駐在 の

23日 の幹事

三こ して

、三会

11
'兵

11 二 み熊 」で'行 い ま した.

ご経験 をお話 しされた経緯があります。そ こで協会
の予定 されて い る講演会へ の講師の推薦 について も、

ニ
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会で相談を致 しました。
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らも直接 ご紹介を頂ければと考えてお ります。

早速 ご協力申 し上げる こととし、 3月

して赴任 され ま した :■ t=き

=と
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￨ま 幹 専 と して ご参 ■
「 え る ことが確認 され ま した
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北海道・ マサチューセ ッツ協会

吉野美知子 リサイタル
前号 の会幸員で予告致 しました レディース会
ンサー ト)に 代わ り、 日本ボス トン会 々員 でバ
レーの卒業生である吉野美智子 さんの コ ンサ ー

FRESH AIR''を

1998年 度総会

4月 7日 、高田馬場 のアル ファナ イン

(前 ペー ジか らつづ く)

ただ し井 口教授 よりは高木氏にサポ ー トして戴 き
たいとのお話があり、 3月

23日 の幹事会 で高木氏

と藤盛氏に副代表幹事 になって戴 く様 に相談致 しま
した。会員 の皆様 にも宜 しく御了承を戴 きた いと思
い ます。
当会の会員 は現在約

サポー トすること

100家 族 です。あま り積極

的 な勧誘はしておりませんで したが、今後 はもう少
し勧誘を してはと考えて います。
つ きま しては、会員皆様 も是非勧誘 して下 さい。

￨'サ

イ クルの ご案内を会員 にご案 内申 し上 げ ま

た ̲当 日の 出淀者 はi欠 (「 ,メ ンバ ̲で した=
::

吉 野 美 1日 子
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::i可 原秀夫
Bass
Drums
原 大力
SI)ecial(〕 uests
Greg Hopkins

n e

T r unlp e t

参加者が い る場合は事務局まで御連絡下 さい。
有海英雄

Guitar
(幹 事
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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」 &
社団法人 国際文化協会 (理事長

「歴 史を飲 もう会」報告

石田克)は ア

メリカ・ ワシントンのポ トマ ック河畔の桜 の本 の先
例 にな らい、市民 レベルで「ボス トン桜 の木記念植

去年 の 10月 に行われた第一回会合 に引 き続 き、

樹」を続け、延べ二千本 に近づ く桜 の苗木をチャー

今回は新年会 も兼ねてゝ歴史研究家 の泉三 郎先生を

ルズ河畔に植樹 し、毎年春 になると可憐 な花を咲か

八王子 の先生 のお店 *に お尋 ね し、「 ボス トンに於

せ るまでに成長 して きて い ます。

ける岩倉一行 の足跡」についてお話を伺 い ま した。

10年 目を迎える今年 も、 Japan Soci

ety of Boston(ボ

出席者は 9名 で、美 しい 日本庭園 と数寄屋 づ くり
の座敷 とい う異空間の中、美味 しい懐石料理 とお灌

ス トン日本協会)

設立 90周 年をお祝 いする意味を こめて、下記 の要

を頂 きなが ら、岩倉具視―行 の果 た した意義につい

領で桜 の苗木寄贈を募集 中です。趣 旨にご賛同願 え

て思いを馳せることも出来ま した。

(8 0426‑46‑3380)
八王子市元横山町 1‑14‑16

*美 さき苑

る方 は、直接国際文化協会 にお 申込み願 います。
植樹時期・・・・・ 1994年 5月
植樹場所 。・・・・ チャールス河畔両側

次回はオ レゴ ン大学 日本史教授 A.ゴ ーブル先生

植樹本数・・・・ 。500本
寄附金額・・・・・ 1回

を目む会を 5月

2万 円

27日 に計画 してお ります。

今後 とも、このような会を定期的に持 ちたいと計
画 してお りますので、 ご興味の ある方はふ る って ご

実施主催者・・・・ マサチューセ ッツ州

参加下 さい〔

在米ボス トン総領事館

幹事

社団法人 国際文化協会
感謝状贈呈・・・・ マサ チューセ ッツ州知事 の感

金子佳生

宛先

謝状 が贈 られます
公募締切 日・・・・ 1994年 5月
申込先・・・・・ 。 (社 )国 際文化協会

「 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"

振込先・・・・・・

お蔭様 でほぼ完売
昨年 10月 の総会会場 にて、会員 の皆様 に紹介販
売 を開始致 しま したボス トンに於 ける生活ガイ ド
ブックは、関係者 のご協力 と一部 マスコ ミを通 して
3月

23日 の幹事会 に於 いて、 日本ボス トン会 と

の 広報、および国際交流 マガ ジン「 ワール ドプラ

して一 日の寄付 申込みを決定 し、早速 申込み・ 送金

ザ 」 No.32(1994年

を致 しましたところ、 4月 4日 付 けにて入金 の確認

社 :財 団法人 国際文化 フォーラム)で 取 り上げ ら

方 々お礼状 を頂戴 いた しま した。

れました。

現在、記念式典、植樹式、祝賀事業 としての「 日
本映画祭」、「柿右衛 門展」など、 5月 上旬実施を
予定 しマサチューセ ッツ州政府、ボス トン日本協会
と協議 中の 旨のご案 内を戴 いてお ります。

2‑3月 号 )(出 版

この結果、ボス トン日本 人会か ら購入致 しま した

100冊 は数冊を残 し完売を致 しま した。
会員皆様 のご協力に感謝を申 し上げます。
事務局

‑3‑

近藤百合子

平成 6年 5月 10日

日本ボ ス トン会会報 第 3号

幹事会記録

GeOrgia O'Keeffe
の 世 界

壼憂圧重ユ ■』工且 ̲工 上上1登 :題 塾

WG

美 術愛好 会

アメ リカ国外 で初 めて実現された今世紀 のアメ リ

収入 (会 費 。キャッシュバ ー)

242, 400円
199, 402円
支出 (通 信費・ 飲食費)
42,998円
差引残

1994年

10月 31日 /

‑ 1993年

16日 )。 78点 の 0'Kecff

1月

32組 46名

出席者

カを代表す る画家の一人である0' Keeffe展
が ロン ドン・ メキシヨを経て最終地 の横浜 で開催 さ
れた (横 浜美術館

第 2回 総会報告

1。

:

反省

eの 作 には画7と しての願 いが込め られていた。

案内状 は「懇親会パ ーティ」を表にだす事

入会金

2。

(45万 円)を 定期預金 に預替決定。

美術学校 の学生か ら教師の道を選 んだ Ceorg

ia O'Keeffe(1887‑1986)
は、 1908年 ギャラ リー 291(ニ ユーヨーク)
を主催する写真家 そ して ヨーロ ッパ
紹介者 を主軍する写真家 Alfred

̲堕堕

モダンアー ト

Stigl

itzに よ って才能を見出された。

1925年 0'Keeffeは

L壁 :塾』 24旦 ̲二■ 3劉:量 :D

l。

次朝代表幹事選考

2。

会報第 3号 発行 スケジュール

3c,米 田氏の後任 と送別会

男性画家 の領分 と

された部会 シリーズを描 く。ニ ューヨーク

シェラ

(新 会員 7名 )
5。 ' 94年 度総会開催 日 (10月 21日 金 日 日)
4。

会員勧誘

,琶

トンホテル 30階 か らの幾何学的 ビルデ ィ ングの風

6。

ポーツマスのホテル・ ウエ ン トワース保存活動
支援方法 の検討。

景 はその一つである。
大 きくキャ ンバ スー面 に描 かれた曲線的一つの花
は、視覚を越え た内面的な表現で ドラマティックで

Japan Socicty of Bost
on(ボ ス トン日本協会)90周 年記念行事へ

ある。

の参加・ 協力方法 の検討。

7。

1946年 、Modern Art Museu

8。

PCバ ンにグル ープ加 入を検討。

m(ニ ューヨーグ)で は女性画家 として初めて0'

Keeffeの

回顧展が催 された。 0'

Keeff

1994生

3月

23

目

(16名

出席 )

eの 一つ又は二つの大 きな単純な形、単純 な構図 と
は っきりとした色彩の調和 は、 0'

Kceffeの

生涯を通 して変わ らないスタイルで あ った。
州の
90歳 の誕生 日を迎えたのはニ ューメキシヨ′
サ ンタフェ。 0'Keeffeの
そ こにあった。

生涯愛 した景色が

(1/24/' 94記

1。

次期代表幹事 の 内定報告。

2。

「 ボス トン桜 の本記念植樹

3。

各WG活 動報告。

4。
5。

)

次回は "ニ ューヨークを生 きたア ーテ ィス トたち
‖
4/15‑6/12' 94
於東京都美術館 (上
野公園内)〕 の美術鑑賞 を計画 してお ります。

ジャズ音楽会 開催企画 (6月

10日 )

北海道・ マサチューセ ツツ協会 との交流。

PCバ ン WelcOme Setの
7.米 田氏 の後任者 の紹介。
S。 会員勧誘 (新 会員 4名 )

6。

0

幹事 酒井 典子

10周 年」協賛。

配付。

。「 ボス トンヘ よ うこそ」販売報告 。

10。 次国会合予定。

宛先

(6月 27日 )
(10月 21日 )開 催場所 の打合 せ。

幹事会
総会

‑4‑

