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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
名古屋 ボス トン美術館 が 平成

11年 (1999

と日本 との深 い交流、 な らびに岡倉天心、富 田幸次
郎 とボス トン美術館 との長年 にわたる関係 などが想

年 )の 春、名古屋市中区の金山総合駅のす ぐ近 くに
開館す る ことになって い ます。
昨年

起 されます。
もちろん ボス トンか ら名古屋 へ送 られ る展覧会 は、

11月 末 に、 この美術館の運営財団 として名

古屋国際芸術文化財団(FOundatiOn for the Arts,

コ レクションの全部門か ら構成 され、 20年 の 間に

Napya/略 称FAN)が 設立 され ると共に、 3年 あまり

次 々 と開催 されます。 このプロジェク トは一応 20

先 の 開館 を控えて、名古屋 ボス トン美術館 (Nagoya
/BOstOn Museum of F■ ne Arts)も 組織 として設立 さ

年 間の契約を結 んでお り、展覧会 の形式は常設展 と

れま した。

されます。常設展 は 5年 間の長期展示 ですが、ギャ

企画展 の二種類 とな ってお り、両者が並行 して開催
ラ リーの一部 に日本 コーナ ーを設け、時お り展示替

日本 ボス トン会 の皆様方 に、 この美術館 の概要 に

えを します。企画展 は年 2回 開催 の予定 です。

ついてお知 らせできます ことを、私共 は大変嬉 しく

この 2種 類 のギ ャラ リー (展 示室)の 広 さは、合

存 じてお ります。

わせて約

まず当館 の基本的な特色 としては、米国ボス トン

1400ゴ ていどの規模 となっています。

開催年 の展覧会 のテ ーマ は次 の通 りです。

美術館 と姉妹館 の関係 にあること、そ してボス トン
美術館 の優れ た大規模な コ レクションの専用展示館

企画展

であ る こと、 この二つが挙げ られます。 ボス トン美

第 1回 (平 成

術館 は世界で有数 の総合的美術館 として知 られ、地

<モ ネ、 ルノヮール と印象派 の風景 >

域的 には殆 どの主要文化圏の美術 を網羅す るととも
に、時代的には約 5500年 にわたる美術史を カバ

第 2回 (平 成

ー して い ます。

常設展

11年 春〜)
11年 秋〜)

く岡倉天心 とボス トン美術館 >

11年 〜平成 15年 )
<古 代地中海世界 の美術 >

第 1期 (平 成

このような「百科辞典」的 な基本的特色 の他 に、
エ ジプ ト美術、印象派 などの 19世 紀 フランス絵画、

以上簡単ですが、名古屋 の財界、名古屋市、愛知

海外 では最 も優れた日本美術、東洋美術 などの コ レ
クションが有名 であります。また、明治初期か らの

県 の三者協力 の もとに推進 され る、名古屋 ボス トン

モース、 フェノロサ、 ビゲローほかのボス トン人士

美術館 プ ロジェク トの概要 です。

(了

)

′

v′

第 2回

ハ イキ ング

高尾山・ 小仏峠

第 3回

ゴルフ

富士平原 ゴル フクラブ

第 4回

講演 と音楽 の夕ベ
ハ イキ ング

ア ンダ ンテ ィノ

第 3回

尾瀬ケ原

歴史研究会 /歴 史 を飲 もう会
第 5回

総会
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96年 4月 20日 (土 )
96年 5月 18日 (土 )
96年 6月 21日 (金 )
96年 6月 29・ 30日 (上 。日)
96年 7月 13日 (土 )(予 定 )
96年 10月 25日 (金 )(予 定 )

rFEts+(1996) 4E1E

日本ボス トン会会報 第 7号

ボス トン ツア ー報告

ニ ューイ ングラ ン ドの紅葉を再 び
10月 1日 、吉野先生 ご夫妻 のお迎えで紅葉狩 り

土居嘉子

の旅へ 出発。 日曜 日の朝 だか らと空港まで行 って レ

当間きよみ
空港か ら海底 トンネルをぬけると目の前 にダウン

ンタカ ーとい う念 の入れようで頭が下が ります。 1

タウンの ビル群、その ビルの合 い間、夜空に くっき

2人乗 リバ ンで Rt.2を 西 へ西へ。ご存知のモホ

りとカ ーブを画 いて三 日月が輝 いていたのが 印象的

ーク トレイルを進みます。

で した。その三 日月 ははまるで宙 吊りされ、誰かに

はじめ緑の 中に真 っ赤が点在す る美 しさに歓声を

あやつ られているかの ごと く。ゃがて車がメモ リア

上げて いたおばさん達 も次第 にお しゃべ りに熱が入

ル・ ドライブに下 りて行 くと、チャールズ リバ ーの

ります。 この旅行で知 り合 った方 々 もお互 いの気心

向 こうの広 い西 の空に落ち着 き我 々は懐か しのボス

も知れて、車中は笑 いの渦 l川 沿 いの道をのぼ りつ

トン第一夜 の宿 ハ イヤ ッ ト・ ホテルに着 きま した。

めるとT■ tcomb Suttit。 展望台か らの眺めは錦織 の

当初か ら、プラ ンエ ングにお世話 いただいたボス

カ ーペ ッ トと言 った感 じ。快 晴 に恵まれ あた リー帯

トン日本人会前会長吉野先生 ご夫妻 と現会長石川定

の紅葉 も見頃で した。 ウイ リアムズ タウンヘ下 り、

先生ご夫妻のお 出迎えをい ただ き恐縮 いた しました。

Clark Art lnstitute(会 報第 4号 参照)へ 。白い

我 々―行 にと りま しては大変あ りがたく、今回の旅

大理石 の美 しい美術館で、 ルノア ールの少女達 との

が終始楽 しく笑 いの渦 と感 激 の連続だ ったことを思

再会です。私 もボス トン滞 在中春夏秋 と季節を変え

い出しますと、両 ご夫妻 の ご支援 によるものと改め

て幾度か訪ね た所です。折 りしも、裏庭 は色 とりど

て御礼申 し上げたいと思います。

りの落ち葉、本陰のベ ンチで一体みのひと時 も忘れ

日本語学校オフィス訪問
29日 の午前にア ー リン トンにある懐 か しの
オ フィスを訪ねま した。吉野前会長夫人が ご一緒 し
9月

得 ぬ思 い出となるで しょう。 Rt.7を 北上、 グ リ
ー ンマウンテ ン・エ リアはの どかな田園風景 と美 し

て下さり、立川校長先生 、福徳 PTA会 長 にお会 い

い紅葉の トンネル、 Rt.89を 更に北上 してス ト
ウヘの道に入 る頃には夕 日が沈み、薄暗 くなった頃、

しました。

モーテルに着 きま した。

皆様か ら頂 いたボス トンロ本語学校 20周 年寄付

その夜のデ ィナ ーは トラップフ ァミリーロ ッジの

の 1110ド ル と 50万 円をお渡 ししま した。いつ

レス トラン。ハ ープの生演奏、オ ース トリア風料理

もボス トン会の連絡でお世 話 になっている秘書の古

にデザ ー ト、民族衣装 のボ ーイさん、異国 ム ー ド

居 さんに初 めてお会 い し、記念誌委員長 の広瀬 さん

たっぷ りの雰囲気 に酔 ったの はおい しい ヮィ ンのせ

に再会 し、事務 の佐野 さんの手作 リケ ー
ーキを頂 きな

いばか りではなさそ うです。

が ら、現在の 日本語学 校 の お話を聞 きました。 19

翌朝 の又素晴 らしいか ったこと 1冷気の 中でひと

95年 9月 現在、生徒数 522人 で半数以上が小学

きわ色鮮やかな紅葉。 まさに"息 をのむ美 しさ"と

生、 3割 以上が幼稚園生で した。

はこのことで しょう。 とにか く、ヴァーモ ン トの紅

一つ気 になったお話 は、阪神大震災の直後、「何

葉 の最高の時期 に、はるば る日本か ら訪れる ことが

かを しま しょう」 と行動を起 こされたのはメ ドフォ

出来 たの も、天 の恵み と人の縁 のおか げと感激をあ

ー ドの先生方で、そのあとをついていったのが 日本

らたにしています。

人だったそうです。 メ ドフォー ドの先生方を毎年 目
本 にご招待す るプ ログラムの効果を喜んでよいのか、
行動を起 こ しに くい我 々 日本人を 嘆 いてよいのか、
とい うことを感 じま した。
日本語学校 に対す るその後 のご寄付は、 12月 に
お渡 ししま した。合計で 115件 、

11loド ルと

63万 7千 円になりま した。

''Wentworth By The Sea"
「 ゆか りのホテル残 したい」 と一 昨年会報第 2号
で取 り上げ られ、総会で も資金 カ ンパ をお願 い して
いました。
私達はポ ーツマス郊外 ニ ューキャッスル島 にある
そのホテルの前 まで行 って きま した。静かな入江に

ご寄付を受付ける銀 行 日座 はまだ残 してあります。
引き続 きよろ しくお願 いいた します。 (土 居)

面 し、ナ ーバルヤー ドを背 に建 って います。美 しい
(次 ペー ジに続 く)
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前庭 には、色 どり良 く花が植え られあずま家 も、そ

「 鎌倉 を歩 く会」に参加 して

して入江 にそ って ゴル フ場 につなが ってい る様子で
す。 とにか く素晴 らしいロケ ーションです。

松本信二
昨年 の暮れのある日、 日本ボス トン会 の会報を見

残念なが ら、 フェンスで囲まれ建物 の中には入れ

ていると、1月

14日 に実施す る鎌倉 ハ イキ ングの

ませんで したが、終 日光 る海を眺めて過 ごす も良 し、

案 内が 目につ き、参加 してみよ うかとい う気 になっ

ヨ ッ トで海 に出て も良 し。 もう少 し日本 に近か った

た。鎌倉 ならばわが家か ら 30分 程で行けるし、出

ら、 リゾ ー ト・ ホテル と して放 って置かないだろ う
に 。・ 。とい う気が しま した。

不精 の妻 も一緒に行 ってみよ うか とい うので、早速、

我 々の ホ ンの ささやかなカ ンパが屋根 の補修 に役

でに全 く面識がなか ったが、 Eメ ールを一 。三度や
りとりし、無事に仲 間 に入れて もらうことになった。

立 ったのか 、 どうか ?・ ・・・ 。ところどころ赤 い
きれ いな瓦 に張 り替え られた跡が見 られたことをご
報告 した い と思います。

幹事 の土居さんに申 し込んだ。土 居さん とはこれ ま

当 日は天気 も良 く温暖なハ イキ ング日和であった
が 、若干不安があった。どぅい ぅ方 々が何人位参加
す るのか全 く情報がな く、北鎌倉の駅に集合す ると

日本人会婦人部 との交流

いって も、す ぐ仲間を見つ けだせ るのであろうか。

最後 の晩 は、ボス トン在住 の方 々によるポ トラッ
・
ク パ ーティ。私 たち―行 8名 を含 めると 30名 余
と盛会で した。

ハ イキ ングの最終 日標地は関場邸であ つたが
集合時間である午前

お赤飯、おす し、ス トウで採 った きのこのソテー、

、関場

さん とい う方 はいったい どぅいぅ方 なのか。

11時 の少 し前 に北鎌倉 の駅

の改札 口を出ると、何人 もの人達が待ち合わせ して

パ スタ、サ ラダetc...ケ ーキに和菓子 と心のこもっ
た手作 りの 品 々に懐 か しい顔・顔。婦人部との交流

ぱ りわか らな い。 きょろきょろ見渡 している と、

を とお願 い は してあ りま したものの、 こんなに多数

や っと知 った顔を見つ けることができた。 藤盛 さん

の方 々が 集 まって下 さって とうれ しうございま した。
会長 ご夫妻 はもとよ り、副会長田中夫 人、役員 の

ご夫妻が駅前広場に面 した喫茶店 の中か らこち らを
向いて手を振 ってい るのである。藤盛 さん ご夫妻は

吉野 ご夫妻、鍵山夫人、 ウエ ンデルさん、会場を提

大分早 く来て しまったので、喫茶店でお茶を飲んで

供 して下 さ った吉野屋 の古川 さん、 コ ンサ ー トでお

いたのだそ うだ。藤盛 さんが参加することを初めか

馴染 ジャズ ピアニ ス トの竹 中真 さん もお仕事の合間

ら知 って いれば別 に心 配することはなか った。

を ぬ って来 て下 さい ま した。

少 し遅れて来た人 もい るが、総勢 13人 が 間もな
く集まり、早速スタ ー トすることになった。最年少

役員 の方 々の統率力 もさることなが ら、現地 日本

い るが、 どのグル ープに声をかければいいのか さっ

人会の方 々の ボラ ンティア精神旺盛な こととその行

は金子 さんのお嬢 さんで、確か 4才 、最年長 は 60

動力 に感心 し、「 日本でのんび り暮 らしているプラ

才以上。男性 と女性 はほぼ同数。なかなかュニーク

ス・ マイナス」 と外国生活 の緊張感など思 い起 こ し

なグル ープになった。

て胸をつか れ る思 いにさせ られま した。
我 々ボス トン会 の企画を立てて も集まる顔はいつ

北鎌倉駅か ら鎌倉方面に少 し進み、左手 の浄智寺
の ところか ら入 り、葛原 岡神社 の横を抜けて、源氏

も同 じ・・・・ と不安で萎 えて行 く心を奮い立たせ、

山公園にでる。そこで小休上を し、簡単な昼食をと

「継続 は力 な り」 となるよ う努力を続 けて行きたい

る。昼 食 の後、近 くの銭洗弁天 へ ちょっと寄 り道を

と思 い ます。

しようとい うことにな り、坂道を少 し下 り、洞窟 の

最後 にお 世話 にな った皆様、快 く送 り出 して下
さった家族 の方 々あ りが とうござい ました。
(当

中へ入 って行 った。 ここで銭を洗 うと何倍 に もなっ
て返 って くるとい うので、 この 日も多 くの観光客が
訪れて いた。私達 の グル ープの中にも、 1万 円札を

間)

一所懸命洗 っている人がいたそぅでぁる。
銭洗弁天を後に して、裏大仏ハ イキングコースを
(次 ペ ージに続 く)
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日本ボス トン会 1995年 度総会
日時 : 1995年 11月 2日 (木 )午 後 6時
場所 : NEC三 田ハ ウス 芝倶楽部

Van Gogh Museum,
Amsterdam

:

い暗い色でぬ りつぶす)が 表れた。 しか し、 17作

特別会員 の新設

品はそれ ら (impast)と 全然異に し、下地にもう一
黒川泰子 さんオ ーシャ ンゼ リゼ他 4曲

新会員紹介

:

つの絵が描 かれていた。又、それ らの中で も非常に

望月前総領事夫人他 9人

珍 しいの は下地に二つの絵が描 かれていることであ
る。その絵 とは1985年 (10月 12日 ‑12月 8日

ウエ ン トワース・ ホテル支援募金募集

)国 立
ゴ
西洋美術館での ッホ展で展覧された「 カフェ ル

幹事会記録報告
*1995年 12月

)出 席者 13名
次回の コ ンサ ー ト打合 (96年 6月 21日 )
3日

次回 ゴル フ開催打合

タ ンブランに坐 る女」である。

(日

(96年

おそ らく羽根で出来た変わ った帽子をかぶ った女
がタンブ リンの形を したテ ーブル に両ひ じをついて

5月 予定)

派遣教員ホ ームステイの受入 (事 前予告 のお願)
会計担当の変更 :藤 盛紀明 。富美子 さんか ら

い る。女 はコローや ジェロームのモデルをつ とめて
いたイタ リアの女である。 この絵 の下地か らX線 に

棚橋征一 さんへ引継報告

*1996年
6月

X線 検査 の結果、 ゴ ッホの光をテ ーマにした初期
の作品 130点 の 内、 3点 は下地 にimpast(重 々 し

:

:

美術同好会

・ 監査報告
会則一部変更
独唱

1日

X線 による新 たな発見

出席者 :井 口代表幹事夫妻他 41名
議事 : 活動報告 。ボス トン訪問報告・ 会計報告

懇親会

(1996)4月

平成 8年

2月

27日

(火 )出 席者

より二つの絵が発見 された。

17人

一番下 の絵 は しば しば ゴ ッホが好 んで描 いた じゃ

21日 コンサ ー ト打合

がいもの入 ったバ スケ ッ ト、羊飼 い、そ して羊 の群

日本ボス トン会 CUG/パ ソコ ン通信意見交換
第 5回 総会 開催 予定 日

れである。

(10月 25日 )

その上に描かれているのは、婦人 の 肖像 画、それ
は明 らかに他 の画家 の作品である。 ゴ ッホ ミュージ

「鎌倉 を歩 く会」 (続 き)
通 り、大仏様 の裏手 に出る。 ここで江ノ電に乗 って

アムの学芸員 は一番上 の絵は彼 自身 の ものと信 じて

最終 目標地 に先回 りす る人 とさらに 1時 間弱歩 く人

い る。 しか し、果 して ゴ ッホ

に別れる ことにな っていた。歩 く自信 のない人は電

ログに残 され るだろうか疑間である。(From lnter―

車で行 くとい うことであった。若干躊躇 した人もい

national Art News)。

たが 、最終的 には、全員が歩 いて行 くとい うことに

(追 記 )
横浜美術館 での"ゴ ッホ展"を 鑑賞 された方 のご感

な り、また元気 に歩 きだ した。
鎌倉 山のあたりでは時 々富士山もみることがで き
気持 ちの良 いハ イキ ングで あ った。途中で棟方版画
美術館に立 ち寄 り、予定 の時間より少 し早 く関場邸
に到着 した。 とにか く、全員が最終 日標地に無事到
着 し、めでた し、めでた し。
関場 さんには初めてお会 い したのであるが、外務
省 で激務 をこな しなが ら、主婦業 もこな してお られ
るとのこと。そんな超 多忙 な方が、随分沢山の料理
を用意 して下 さって、恐縮 して しまった。お酒を い
ただいた り美味 しい料 理をつまみなが ら、話が はず
んだ。ボス トンの話、政治 の話。イ ンタ ーネ ッ トの
話。等 々。

コ レクションの カタ

とにか く楽 しい一 日であ った。幹事 の

土 居 さん、お世話 になった関場 さんに心か ら感謝 し
たいと思います。
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想をお聞かせ願えれば幸 いです。
(酒 井典子

平成 8年
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ボ ス

ト ン の 思

い

(1996)4月

1日

出

大島まり
ど こに住みたいか と聞かれた ら、私は迷わず ボス

週末あるいは長期 の休み には、ボス トン近郊 などに

トンというであろう。ボス トンは、私が MITの 約
3年 間、原子力工業科 の大学院生 として青春 の 1ペ

気心知れ た友人 らと ドライブに行 った りした。
私 は、ニ ューイ ングラン ドの秋、特 に紅葉 の季節

ー ジを過 ごした思 い出深 い街 である。

が好 きである。私 にとってボス トンで恋 しい ものと

たったの 3年 間であったが、その間様 々なことを

いった ら、紅葉 の季節 である。 日本の情緒豊かな紅

経験 したとて も内容 の濃 い 3年 間であ った。小 さい
頃 にアメ リカに住 んでいたとい うものの、成人 して

葉 とは趣が異 なっていてアメ リカらしいスケ ールの

か ら海外 に長期間一人で住むの は初めての ことだっ

大 きい紅葉 の風景 は未だ忘れる ことができない。澄
みきった空を背景 に木 々の葉が鮮やかに色づいた大

たので、最初の頃 は見 るもの間 くもの全てが新鮮 で

自然 の中に身をお くと、 自分 もスケ ールの大 きい人

あ った。また、アメ リカの大学 は日本 の大学の シス
テ ムと異 なるため、慣れない ことも多 く、最初 の頃

間 にな った気持 ちにさせ られる。
生まれ も育ちもカ リフォルニ アの友達が、ボス ト

は随分戸惑 うことが多 か った。

ンの冬 は寒 い し夏 は暑 い しで、卒業 した ら絶対 カ リ
フ ォルニ アに帰 るといっていた。 カ リフォルニ アの

留学 1年 目は、話 には聞 いていたが授業 のペ ース
が早 く、 しか もホ ーム ヮークにテス トにと、追われ
るようにア ッとい う間に去 っていった。現在 も学者

真 っ青 に晴れ渡 った空 も捨てがたいが、四季 の ある
日本で育 った私 は、やはり四季 の変化の ある東海岸

として勉強を仕事 としているが、今振 り返 ってみて

の方が 自分 にあって い るように思 う。

も、あのMIT留 学 の 1年 目ほど集中 して勉強 した

帰国 して 5年 になるためか、ボス トンでの楽 しい
秋を過 ごせ るか と思えば、冬の厳 しい寒 さそ して夏

時期 はなか ったのではないか と思 う。

2年 目にはTA(Teaching Assistantships)、

の蒸 し暑 さは多少我慢 出来 るような気がす る。

そ

して 3年 目には RA(Research Assistantship)を
MITか らもらい、 日本の大学では経験できない貴

卒業後 、私 の大学院時代 の友人達は世界各国 に散
らば り、ボス トンにとどまって い る人は少数にな っ

重な経験する こともできた。 TAは 授業の補足的 な

て しま った。 しか し、私同様、皆に とって もボス ト

手伝 い、ホ ーム ヮークの採点付け、補講 を した りす
る仕事であり、 RAは 先生 の研究助手みたいな もの

ンは勉学 だけでな く、色 々な面 でとて も勉強 になっ
た良 い思 い出の場所 のよ うである。機会 があって会

である。仕事 とみなされ るため、授業料が免除され、

うときには必ず話題 にのぼる。そ して、今 はどう

また月 々い くらかのお給料が MITか ら支給 される。
贅沢 とは無縁で、 日本のバ ブル経済 を しり目に貧乏

なっているのだろうか ?ボ ス トンに帰 ってみたいな
と話 がつ きない。
私 自身、 3年 間様 々な事 をや ったよ うに思 うが、

学生 を して いたが、全 く苦 にな らなかった。
特 に TAで は、私 のつたない英語 で補習を したり、
宿題 の採点を したり、英語 のハ ンデイキャップのあ

まだ行 ったことのないところ、や り残 したことなど

る私に とっては時間がかな り大変だ ったが、その反

話 になった分、今度 は日本 とボス トンの架け橋 に

面、世界各国か ら来ている大学院生 と接することが

なって両方 に貢献で きればと思 いつつ、機会があっ

で き、 とて も楽 しか った。 日本人 に期待す るような

た ら、またボス トンの紅葉を見 に帰 ってみたいなと

遠慮 とい うものがないため、皆わか らない ものは、

思 うこの頃である。

は っき りわか らないとい うし、採点では私の ミスで
な くて も、納得 のい くまで徹底的に議論するなど、
アメ リカ社会 の側面 を理解す るための良 い勉強 とな
り、またかなり鍛え られたように思 う。

2年 目か らは、精神的 に も時間的にも余裕ができ、
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も沢山ある。次 にい くときは、ボス トンで色 々お世

(現 在東京大学生産技術研究所助手)

第 2
行 き先

:

1996年

集合場所

: 9・.00AM

:

出 欠

:

お花見

高尾 山̲̲城 山̲̲小 仏 峠

開催 日 :

持 ち物

ハ イキ ング

ロ

20日

4月

(土 )

京工線高尾山 口駅 (新 宿 か ら京工線特急 44分 )

弁当・ 飲 み物

4月

一

⁚り 一

:

習 一

土一
コ ース タィ ム

までに次 に ご連絡下 さい

18

1ム 峠
貞̲̲̲坂 山̲̲̲/」 ｀
高 尾 山 口駅 ̲̲̲高 尾 山 」

1:5o
0:30

徒歩
ケ ーブル カ ー

第 3

l:oo O・

口

.20

小 仏 バ ス停 ̲̲̲高 尾 山 口駅

0 : 40

バラ
く

?

ハ イキ ング 尾瀬
｀

3回 目のハ イキ ングとして、ハ イカ ーに人気 の高 い尾瀬 に行 くことに しま した。

バ
ー
今 回 は何度 も尾瀬 に行 かれた中埜 さんに企画 をお願 い し、 ミズ シ ョウの シ ズ
ンは余 りに も混む ので、 それを避 け、 ワタ スゲが咲 く時期 を選 びま した。詳細 は
下記 の通 りです。 20名 で 山小屋 の予約 を して います ので、先着順 で受付 ます。
参加 ご希 望 の方 は、早 めにご連絡下 さい。
スケ ジュール

:6月 29日

(土

) 7:10am

30日

(日

)

6月

費用

約 ¥25,

:

連絡先

:

土居

上野駅発 谷川 1号 (予 定 )
鳩待峠か ら尾瀬 ケ原 (約 3時 間)
原 ノ小屋泊
尾瀬ケ原 か ら大清水 (約 5時 間)
上野駅着 谷川 8号 (予 定 )
7:30pm

000/人
L̲

日本 ボ ス トン会
第 3回 ゴル フ大会 の ご案内
会 員 の相互親 睦 の ため に第 3回 ゴル フ大会 を下記 の 通 り開催 いた します の で、 ご参加
希 望 の方 は至急 お 申込 み下 さい。
記
1

日

1996年
8:45
9:30

3寺

5月

18日

(土 )

集合
ス タ ー ト (予 定 )

富士平原 ゴル フクラブ
0412 静 岡県御殿場市水 土 野 300‑1
Tel.0550‑89‑2000
・
(東 名 御殿場 ICよ り車で西北約 15分 程度 )

所

2。

場

3。

参加費用

4

プ レイ費用

5。

参加人数

6。

申込締切

5, 000円 (賞 品 +パ ーテ ィ代 )

:

:

:

29, 400円

程度

5組

20人

(先 着順 )

4月

18日

(木 )

(富 士平原 ゴル フクラ ブに

1ケ 月前 に参加者名簿 を提 出 の要 あ

るため)
7。

申込先

8。

HDCP:

9。

表

日本 ボス トン会幹事又 は荒金豊 まで。

ダ ブル ペ リエ 方式
彰

優勝、 2位 、 3位 、 4位 、 5位 、 7位 、 10位 、 ブ ー ビー
ドラ コ ン、 ニ ア ピン、各 ホ ール 、 ベ ス トグ ロス

参加 申込 みを され た方 には後 日、地 図 と コース案 内を送付 します。
申込 みを されてか ら、 5/15以 降 にキ ャ ンセル され る方 は一人 当 た り¥3,000の
キ ャ ンセ レー シ ョ ンチ ャ ー ジをお支 払 い頂 くことにな ります の で 予 め ご了承 下 さ い。
以

上

3qf、

と

演

ρ０

所

年

場

場

０υ

18:00開

∩υ

／１ ヽ

ｌ上

００

一′ 一

時

ヘ
卜︶
Ｅ″

コー

日

の

楽

音

年

講

6月

タ

21日

ベ

(金 )

18時 半開演
赤坂御所

「 ア ンダ ンテ ィーノ」

交番

803‑3408‑2006
青 山 ツイ ンビル

西館地上 1階

*

至渋谷

(地 下鉄銀座線 /半 蔵 門線青 山一丁 目下車 )

青 山一丁 目交差点角 (地 下有料駐車場有 り)
講

演

関 場 誓

:子

ホ ンダビル

*青 山 ツイ ン
ビル

先 生

(聖 心女子大学教授 )

「 日米 関係 とボス トン」
ピア ノ

建部佳世 さん
仙 台 出身。桐朋学園高校 。大学音楽科卒
西 ベル リン芸術音楽大学留学
ア メ リカ各地 にて音楽活動(Calif.,Penn.,Ind.,Mass.)
現在宮崎 に在住 し音楽活動。

曲ロ

モ ーツアル ト・ ベ ー トーベ ン他 。

会費

お一人

8

千円
(食 事代込 )

会 菅振込先

会場 のスペ ースの 関係 もあ り、予 め葉書 または電話で下記事務局宛 お 申込 み下 さい。

(葉 書 )

(電 話 )

