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ボス トンとの絆 を強 めた い
代表幹事

藤 崎博也

日本ボス トン会の皆様 に、新任 の代表幹事 として

私 とボス トンとの最初のおつ きあいは、東京大学

ご挨拶申 し上げます。昨年 9月 の本会 の幹事会 で、

の大学院学生 であ った頃に、フルブライ ト奨学金を

次期 の代表幹事 の候補 としての打診を受け、謹んで

受けて、1958年 にMITに 留学 したのが きっか けです。

お引受けするとお答え したわけですが、やむを得な

往路は氷川丸 による船 の旅で したが、岡倉天心の助

25日 の総会の折

手 としてボス トン美術館 に勤務され、の ちに東洋美

には海外出張中で出席す ることが出来ず、欠席 の ま

術部 の部長をなさった富 田幸二郎氏夫妻 が同船 して

まご承認を頂 くことになりま した。 ここにあ らため

お られ、 ボス トンの歴史や文化、岡倉天心 の ことな

て当日の欠席 のお詫びと、皆様 のご支持への御礼を

ど話 して くださいま した。 このたび名古屋 ボス トン

中 し上げます。

美術館の設立 の計画を知 り、ほとんど 40年 前の、

い国際的 な先約 のために、10月

富 田氏との奇遇を懐 か しく思 い起 こしてお ります。

さて、私が今期 の代表幹事 を仰せつか ったの は、

このときにはボス トンに 2年 半 ほど居 りま したが、

MITと の関係 か らですので、 この機会 に、 日本 とMIT

との関係、特 に同窓会 としての 日本MIT会 について

その間に ヨーロ ッパ で も研究す る機会に恵まれま し

ご紹介 し、併せて少 々 自己紹介を させて いただ きた

た。音大を卒業 して間もない頃の小沢征爾氏が タン

い と思 います。

グルウッ ドに来 られたのが 1959年 の夏、また、 ジョ

MITと 日本 との交流 の歴史は極 めて古 く、MITの

ン・ F・ ケネディが大統領 に選ばれたのが、1960年

前身 のあston Techが 創立 されて10年 後 の1871年 に

の秋、 いずれ も私がボス トン滞在中の ことです。そ

は、 日本か らの最初の留学生、本間英三郎氏が 2年

の後 のボス トンとのお付 き合 い もMITが 主ですが、

生 として入学を許可 され、 3年 後 には土 木の学士号

合計 20回 以上訪れております。

を得て います。 これは、ア メリカ大陸以外 か らの留

最初の訪米か ら帰 って まもな く、 日本MIT会 のお

学生 としては最初 と記録 されて います。 日本か らの

世話をす ることになり、1982年 か ら1990年 まで、第

留学生で 2番 目に学位を取得 したのが 団琢磨氏で、

8代 の会長をつ とめま した。その間、1986年 には会

後年、三井 の理事長 となり、経済界 の重鎮 として国
際的にも活躍 しま したが、同氏がM11｀ の創立 50周

の創立 75周 年を記念す る行事を催 し、それまでの
歴史をまとめた記念出版 も行 いま した。後任 の会長

年 にあたる1911年 に、 日本 のMIT同 窓生に呼びかけ

は、キャノ ンの御手洗肇 さんに引き受けて いただい

て設立 したのが 日本MIT会 の始まりです。

たのですが、惜 しくも1995年 に亡 くな られ、その後
は神部信幸 さんが会長をつ とめてお られます。

その後、団氏の暗殺、第 2次 大戦 などがありま し
が、会は有志 によって引き継がれ、現在では、留学

このょうなわけで、ボス トンは私 にとって魂の故

者 だけではな く、客員教授や客員研究員 として滞在

郷 ともいえるほど、懐 か しい青春 の思 い出に満ちた

した人々 も希望により入会す ることができ、約 2000

地です。 このたび、 ご縁 あって本会 のお手伝 いをさ

人の会員を擁す る大 きな組織 にな っています。

せていただ くことになり、明治の は じめか ら連綿 と

また、1970年 代 か らは、 日本 の企業による寄付講

続 いて いる日本 とボス トンとの絆を強 めるのに、い

座が設け られるようにな り、現在では、十指 に余 る

ささかで もお役 に立てればと思 ってお ります ので、
皆様 のご協力 をよろ しくお願 いいた します。

寄付講座 と産業学際会 を通 じての寄付が、MITの 教

(東 京大学名誉教授 。東京理科大学教授 )

育 と研究に少なか らず貢献 してお ります。
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「 い こいの場」
ボス トン日本人会婦人部

水彩画
美術同好会

約 1年 間の準備期間を経て、1992年 の新年 と共に

California Pebble Beachギ ャラ ー を訪れたの

ボス トン日本人会婦人部が発足 しま した。時を同 じ

は1994年 5月 1日 cそ こで「 北回帰線」などで知 ら

くして、 1961年 より日本食料品店、吉野屋を経営 さ

れ るアメ リカの文豪、lenry Villerの 作品 (水 彩

れている古川義子女史のご好意 により地下室を無償

画)に 出会 った。再び 日本で彼の代表作品、百余点

で提供 して戴 き、細 々なが ら「 いこいの場」を始め

を目のあたりに し、数年 の ブランクが うその様 に消

ま した。

￨タ

え、あの時の感動がその ままによみがえ ってきた。

「 いこいの場」は言葉の通 り皆様が憩える場所 と

「 描 くことは愛す ることだ。そ して愛す ることは思

して誰で も参加 でき、 日本の食べ物 と話 しで楽 しい

う存分生 きることだ。
」 と、語 ったMiller。

一 時を過 ごしていただ くのが主 旨です。特に戦後す

Millerの 描 いた作品は、豊か な色彩 と奔放 な筆致

で見る人に悦びを与えて くれる。 自ら愛 した女性達、

ぐ米国に来 られ 日本に里帰 りす る機会の少 ない方 に
集 ま って戴 きた い との思いか らです。

友達、憧れの 町、そ して文学作品のイメージヲ描 い

「 いこいの場」 も満 5年 を過 ぎ多 くの理解者、協

た作品の多 く￨ま 平面的ではあるが、私達のまなざ し

力者を得て活動 も大 きくな り、場所 も地下室か ら吉

に、紙面に流麗するメ ロディを感 じさせ る。

野屋 の奥 のホールに移 り、参加者名簿 も 150名 を

Millerの 1946年 の作品、楚 々とした「 ピエロの ア

ン トワ ー ヌ」 (別 掲 )の

越えま した。
「 い こいの場」第一土曜 日月例パ ーテ ィ ーでは幕

顔 は、紙面一 杯 に大 き く

の 内弁当での昼食 の後、 いろいろの催 し物があ り、

描かれて い る。 ア ウ トラ

毎回 40名 位 の方が 参力臓されます。

イ ンは、子供 が 描 く絵 の

昨年は 1、 2月 は雪のため休みま したが、 3月 は

様 に単純であ るが、色の

総領事公邸で の難祭 り、お茶会 (4月 )ヾ くるみ絵
の鯉 のぼ り作 りで 5月 の節旬、ノヽ一バ ー ド大学植物

ひびきあいは、見 る人 の
目に感動を与える。
バ ックの鮮 やかな紫が

氏 による常磐津演奏 (9月 ),シ イテュワ海岸 での

か った青、

一 泊旅行

園 でのお花見 (6月 )、 盆踊 り (8月 )、 藤堂誠一郎

その色 は深

(10月

)、

ダ ンス

(11月

)、

クリスマス

いCaliforniaの 海 の様 で

パ ーテ ィ ー(12月 )で した。その他水曜サ コン、第 3

あ り、洋服の水玉模様 の

日曜広場 (お 稽古事 )、 お見舞 いが あります。皆様

エ メラル ドグ リー ンは、

の高齢化 に伴 いお見舞 いの回数が多 くなって きてい

:'…

岸 辺 に近 い海 の色 の様 で

ます。「 いこいの場」 の集まりには ドライブ出来 る

ある。又、ハ イネックの衿 の澄んだ レモ ン色が、ア

人との相乗 りで来て いただいていますが、遠 隔地区

クセ ン トとなり全体を引 き締めてい る。 自由に思 う

に住んでいて、参加 したくて も足のない人達 も多 く

がままに描かれた眉、 日、そ して少 し開 いた口元は、

い ます。 この方 々に参加 して いただ ける方法が これ

今 に も私達 に何か語 りそ うである。

か らの「 いこいの場」 の大きな課題です。

「書 くことは大変だが、描 くことは私 に悦びと幸

今般、 日本ボス トン会総会の席上で近況報告を申

福を与えて くれ る。」 と生前11llerは 語 ってい る。

し上げたところ、思いがけず「 いこいの場」支援 の

40歳 か ら 50歳 にか けて、意欲的に描 き続 けた

ご芳志を戴 き厚 く御礼を申 し上げます。

数 々の作品は詩的であ り、絵の世界を、 いっそ うひ

吉野静子

らかれた世界 へ 、と誘 ってい る様に思われる。
2月

20日

(本 )〜

25日

*********************
展覧会情報 (続 き)

(火 )

大丸 ミュジーアム (東 京)

展 が、 1997年 4月 か ら10月 にかけて開催 され る。18

展覧会情報

世紀 フラ ンス絵画 の名作 日本初公開。東京都美術館。

18世 紀フランス絵画のきらめき、ルーブル美術館

/
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豊
派遣教員 ホームステ ィ受入報量

(1̲9旦 笠 11月

ジム

カ レン ラ ンガ ーヅさん
3人 の先生方 は東京の代表的ベ ッ ドタウ ン、船橋、

昨年

(1997年 )3月 31日
16〜 17日 う

ス ミスさん

11月 には じめてホ ームステ ィを受け入れま

小金井、横浜 に分かれてホ ームステ ィし、夕食はそ

した。それか ら今まで何度 も手紙や電子 メールのや

れぞれの家 の鍋物料理を楽 しまれま した。

り取 りを しています。 ジム さん のお嬢様のマ リッサ

わが家にはメ ドフ ォー ド小学校の先生

Karen

ちゃんか らも可愛 い手紙を頂 いて、家族 ぐるみのお
付 き合 いが続 いてい ます。 この交流 :ま きっと今後 も

Lundsgardsさ んに来て戴 きました。

靴を ス リッパ に履 き替え、布目の敷 き方、お風呂
の使 い方 を説明 しました。彼女はこたつ と、 トイレ
で手を洗 う水がタ ンクに濯まり水洗用 に使 うことに

永 く続 くと思 って い ます。 ジム さんか らはア ンテ ィ
ーンを送 って頂き感激 しています。今度
ークのスプ ー
ボス トンに行 く機会 には是非 またお会い した い と

お鍋を囲みなが ら先生 の 日本での印象、我 々のア

思 ってい ます。
ジムさんはノヽ一バ ー ド大学で も勉強された海洋生

メ リカで の思 い出、実際 に経験 した子供達は日米の

物学 の権威 で、ボス トン地区の この分野の リーダ ー

教育 の違 いな どを一生懸命話 しました。

です。今 はローレンススクールの校長先生で、 とて

特 に興味を もたれました。

翌 日の朝、近所 を散歩 し、小学1交 や郊外 の住宅地
をみて、デパ ー トで抹茶アイスクリームを作るため

も気楽で明るい人です。わが家訪間中は妻 と 3人 で
ず っと笑 いっぱな しで した。
す き焼 きの夕食の時:こ 「 日本 の牛 は毎 日マ ッサ ー

の抹茶 を買 われました。久 じぶ りにア メリカの女性
とお しゃべ りし、英語 の しゃべ り方、 ジョーク、褒

ジを し、 ビールを飲ませ、そ―ツアル トを聞かせて

め方 、皮 肉 っぽい言 い方 などを思 い出 しま した。

い るか ら美味いのだ6ベ ー トーベ ンを聞かせては駄

京都、広島を忙 しく観光 し、ホテルに泊まり、そ
んな 中でのたった一泊 のホームスティで したが、大

った ら、本気に してそのまま帰国 じ
目なのだ」と言 ‐
たのが心配です。

変喜 んで もらえたと思 って い ます。我 々の 日常 の生

京成ば ら園にご案内 しましたが、秋のバ ラの真 っ

活をお見 せす るのが、一番 の民間外交だと何故か今

盛 りで、大変感激 してお られま した。その帰 り道、

回つ くづ く感 じました。我 々をあんなに暖か く違え

近隣 の 人達が総出で ゴ ミ拾 いを して い るの見て感激

て くれた ボス トンの人達、特に先生方 にこれか らも

して い ま した。

ささやかなプ レゼ ン トが続 くことを願 っています。

(土 居陽夫 曇嘉子)

マ リー

さ らに九段 に送 って行 く時 に駅で若者が道路にへ
ば りついているガムを、 しゃがんで削っているのを
見てまた大感激 していました。そ して帰国 してか ら、

ウイ リア ムズ さん

帰路立 ち寄 ったニ ューヨークの汚さと比較 して 、 日

昨年 11月 、 メ ドフ ォー ドの小学校 の先生 Varie

本を天国 の如 くに賞賛する手紙を頂 きました。少 し
良 い所 だけみていったのではと心配 しています。

Williamsさ んをお迎え しま した。

いつ もなが ら日本に招待 される先生はハ ー ドスケ

そ こで私 はアメ リカの良さはニ ューヨークのよう

ジュールで見学旅行 をされ るので、ホ ームステ ィの

に何で も吸収 して、それをエ ネルギ ーにす ることだ

一晩 は、 くつ ろいで普段の生活をお見せ しました。

と手紙 に書 いて送 りま した。

マ リー さんはもちろん 日本は初めて、見 るもの間

いずれ にに して も大変良 い印象を持 って帰 国され、

くものの珍 しさで興奮 ぎみ。 日本で何について感心

草 の根 の 日米友好 には大いに役立 った と信 じて い ま

したかの話題 だけで、一晩おけそうで した。

す。是非皆 さんも来年か らホ ームステ ィを受 け入れ

事前に 日本についての勉強を してきて いますが、

ては如何 ですか。勿論我 々は何時で も受け入れる気

(藤

盛 紀 明・ 冨 美 子 )

実際 に見 るの とは大違 いで しょう。最後 にはさすが

持 ちです。

にマ リーさん もうとうとし始 めたので、終わりに し、

***********************

翌 日は、近 くのス ーパ ーマ ーケットでの 日用品の買
い物。東京郊外 (小金井市 )の 平均的 な日本人の生
活を体験 して貰 いました。子供たちに この体験を ′

‑3‑

(マ

リー

ウイ リアムズさん の項…̲続 き)

分 か ち合 うわ、と言 って別れて いった彼女 の 目の輝

きが印象的でした。 (近 藤宣之・ 百合子)
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ポ ーツマス条約 に於 ける小村寿太郎

(1997年 )3月 31日

(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

3.小 村寿太郎 とウイ ッテ

の要求 を最後 まで妥協せずに貫 こうと したと言われ

ポーツマス条約 の 日本側全権が小村寿太郎、 ロシ

る。 この点 についてはいずれの文献で も確認 されて

ア側がウイ ッテであることは良 く知 られて い る。 し

い る。「 もう少 し妥協 した ら」 と言 う当時のル ーズ

か しこの二 人の性格 が 随分と違 っていたと言 うこと

ベル ト米国大統領 のア ドバ イ スを無視 して頑張 った

はあまり知 られて いない。今回は この点 について述

ので、条約 は破棄寸前まで いった。仲裁役 のルーズ

べて見たい。なお (そ の 1)で 利用 した資料以外か

ベル ト大統領は困 って、日本政府 と直接連絡を とり、

らも情報を入手 した。 とくに松村正義氏の「 日露戦

小村を説得 させて、条約締結 に至 ったと言われて い

争 と金子堅太郎 :新 有堂」をかなり参考 に した。

る

.。

さて話題が少 し変わ るが、 司馬遼太郎 の作家 とし

条約交渉 は秘密にす るとの両国の事前約束 に も関

ての原点は第 2次 世界大戦を自ら経験 して、 日本お

わ らず、 ロシア全権 の ウイッチは逐次新聞記者に内

よび日本人に大 きな疑間を懐 いた事にあると言われ

容を漏 らして、米国新聞を味方につ けた。一方、小

ている。そ して彼 は明治の 日本人はもっと素晴 らし

村 は相手 が どうであれ、約束は約束だとして、一切

か ったはずだ と考え、それを検証 して いった。それ

新聞記者 に会わなか ったために、大変不評で米国世

が彼の一連 の作品だ との ことであ る。

論 は次第 に ロシア側 に傾いたと言われる。 これにつ

彼 の結論では 日露戦争以降か ら日本 はおか しく
なって来 たと言 って い る。私は日露戦争 の講話条約

いて もル ーズベル トは「 もう少 し新聞記者 に情報を
流 しては」とア ドバ イス したが、小村 は断 ったと言

に関す るかなりの文献を読 んでみて 、特に気 になっ

われ る。

たのは日本側全権大使 の小村寿太郎 の性格 である。

この点 について「 There Are No Victors Here」

小村寿太郎は大学南校 (現 在の東京大学法学部に
相当)を 卒業後、明治 8年 、文部省留学生 として′ヽ

では少 し穏やかに表現 しているが、松村氏 の論文は

一バー ド大学 の法律学校に入学 した。大変な秀才で、

かなり非難調である。
食事 について もウイ ッテは現地 の食事 はまず い と
い って ニ ュ ーヨー クの一流 ホ テルの フラ ンス 人を

頭脳は級密、厳格 な武士道精神を持 った正義漢 で
あ ったと言われて い る。ノヽ一バ ーード大学留学中 も磐

雇 ったが 、小村は礼儀正 しく、出された食事 は一切

じられないよ うなハ ー ドな勉学を行 い、米国 の有名

残 さず食 べ たと言わ れ る。そ の結果 胃場を壊 して

な作家ホ ーウエ ルが 、その著「 ハ ーバ ー ド大学参観

ニ ューヨー クで入院 し、 日本帰国が延びて しま った

記」の中で「 ― 一 端座 して黙読す る黒髪青顔の
一少年あり。鷹揚閑雅、高士の風 を帯ぶ」と記 して
い る。ハ ーバ ー ド大学 には幾つかの図書館があるが 、

と伝え られて い る。病名は腸チ プス で、ポ ーツマ
スか らボ ス トンヘ の帰路、無蓋車 に乗 り、激 しい雨

そのどこかに籠 もって勉強 したのであろう。

に降 られて更に容態が悪化 した らしい。
さてポ ーツマス条約 で日本は南満州鉄道 の権利を

多 くの明治の元勲 には女性 について大活躍が記録

獲得 した。 ところが米国の鉄道王 ハ リマ ンが 資金援

されて いるが、小村寿太郎 は大変な酒豪 ではあった

助す るかわりにその経営権を獲得 したい として 日本

が、大変 な恐妻家で もあ った と言われている。また

政府 と交渉 した。 日本側 としては井上薫等 が賛成 し

父親の 巨額 な借金で年 中借金取 りに追 いか け られて

た。井上等 の考えは「 ロシアはまた南下政策を とり、

いた。「彼 は毎年毎年 たった 1枚 しかな い古外套 の

何時戦争 になるか分 か らない。 日本にはもはや戦争

襟を取 り換え地色の分か らな くなったよ うなものを

す る余裕 がないので、アメ リカを仲 間にすれば、 ロ

着ていた」と言われて い る。

シア も攻 めて来 ないだろうし、 いざ戦争 にな って も

ポーツマス条約 の締結 にあたっては、ハ ーバ ー ド
時代のハ ー ドな勉学 の成果を生か して、世界中の国
際条約に精通 し、理論的に相手を論破 し、かつ 日本
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アメ リカを頼 りにす る事が出来 る。折角の権利 であ
るが、将来 のためには止む終えない」と言 うもので
(次 ペ ージに続 く)
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1996年 度 日本協会 セイヤ ー賞

(小 村寿太郎 とウイッテ .… 続き)

ジョン コックス氏 に贈 られ る

あ った。
ところが帰国 した小村寿太郎 は「我 々 日本人が多
数 の犠牲者をだ して獲得 した権利を米国 に譲 り渡す

1996年 度 ボス トン日本協会 セ イヤ ー賞 の受賞

のは反対 である」として この話を無 い ものと して し

者 はジョン コ ックス氏 に決 まりま した。 同氏は メ

まった。当時、井上薫 は財閥 とグルにな り、かつ女

ドフォー ド コ ミュニ テ ィー ス クール に於 けるボ

性関係 の風聞 も良 くなか ったために、彼の意見は取

ス トンロ本語学校 のために、 20年 来変わ らない理

り上げ られ なか った。 しか し日本の繁栄 のためには

解 と愛情を持 ってお世話下 さ って い る同市 のコ ミュ

井上が提唱 し、育成 した財閥が大 きな貢献を したこ

ニ テ ィー教育の責任者です。
感謝祭 も近 い 11月

とは事実であ る。

20日 、 マサチューセ ッッ州

小村 の反対でハ リマ ンの要求が退け られて以後、
日米関係 は悪化 の一途をたどり、第 2時 世界大戦へ

知事 ウエ ル ド夫妻、在米斉藤大 使夫妻、河東 (か わ

と突入 して行 ったG従 って小村寿太郎 の この決定が

賞式 そ して夕食会が行われま した。

とう)新 ボス トン総領事夫妻等 ご列席 の もとに、授
セイヤ ー賞 と申 しますのは、亡夫 ジョン セイヤ

以後の 日本 の進路を決めたと思え る。但 し当時、米
国 には二大金融資本系列があり、ハ リマ ン側 と対抗

ーが 日米親善、相互理解の向上 に努めま した ことか

するモルガ ン銀行系が、小村側を動か してハ リマ ン

ら、 90年 に亡 くな りました際、皆様か らの尊 いご

提案を却下 した事 は有名 な 日米外交史である。ポ ー

芳志を基金 に してボス トン日本協会 に設 け られた賞

ツマス条約 では日本側 は当時のルーズベル ト米国大

です。毎年、その年に特に 日米関係 に貢献 の あ った

統領 に大変世話 になった経緯があった。ルーズベル

一個人、或 いは一 団体宛 に贈 られている賞で、去年

ト大統領 の従弟のモ ンゴメ リー ル ーズベル トがモ
ルガン系の銀行家で、彼が金子堅太郎を通 じて小村

でその五回 目を記録致 しま した。
コ ックス先生は、子供の無い、従 って 日本語学校
に縁 の無か った私よりも、 日本ボス トン会 の皆様 の

を動か したのであ る。
人 にはそれぞれの生 き方がある。真面 目一方 の小

方が良 くご存 じか とも思いますが 、遠 く日本を離れ

村 は儒教思想や武士道 の色濃 く残 る当時の 日本では

ボス トンで、毎土曜 日、日本語学校 に通 う子供達に

高 く評価 され るもの であ った。

とっては、正に「サ ンタクロース」 のよ うな優 しい

でもそれが 日本を第 2次 世界大戦へ導 いた一因 と

ふ くよかな方です。 日本語学校 の校長先生 は じめ、

すれば、 もう一度 じっくり考えるに値す ると判断 し

PTA、

て いる。

慕われてお られる方です。

私 は私 の部下に、技術開発や商品開発をする人間

更には日本人会や懇談会の皆様すべ てか ら

私は亡夫 セイヤ ーの考え方や希望 していた事をよ

は、井上薫や ウイッテのような人材 の方が望ま しい

く知 ってお ります。私 は日本協会で役員を しており、

と話 して い る。

セ イヤ ー賞選考委員会 の主席で もあ りますが、 コ ッ

皆さんは小村寿太郎をどのよ うに思われますか ?
(こ

クス先生のような立派な方 に賞を差 し上 げることが

の項終 わり)

で きま したことについて、主 人が大変喜 んでい るで
あろうと自信を もって申し上 げ られ ます。
同時 に、 コ ックス先生を推薦 して下 さった、 日本

ｔ
２
︐

■ｆ ｒ

∴一
Ｊ口ＦＬ

人会会長石川定先生や前述 の グル ープの方 々に深 く
感謝 して いる次第です。

セイヤ ー 桂子

1997年

イ

写真

ル ー ズベ ル ト大■ 領 (中 t)と 小 」:輩 人
̀′

14)、 ウイ ッ ト (■

)

'ヽ
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1996年 度総会

(1997年 )3月 31日

走 るとい うことで健康を保 ってお られます。総会の

: 1996年 10月 25日 (金 )午 後 6時
場所 : NEC三 田ハ ウス 芝 クラブ

然旅の疲労を感 じさせない若 さを保 ってお られまし

出席者 :井 口代表幹事夫妻他 41人

た。

日時

議事

:

活動報告・ 会計報告・ 監査報告

昭和 28年 3月 にソ連スタ ー リン首相 の死亡、吉

藤崎博也新代表幹事挨拶 (代 読)

田首相 のバ カヤ ロー解散があ り騒然 とした時で した。
ボス トンには レース前、 2週 間程滞在する余裕 の

次期高本政晃代表幹事紹介
近藤宣之・ 富聞 きよみ・土居陽夫副代表

ある日程で した。

幹事紹介

夕食 に招待を受けま した。体調 は非常によか ったの

講演 : 1953ボ ス トンマ ラソン優勝者山田敬蔵氏
歌と演奏

: "秋 の宵、Small

歌 : 古野美知子氏
ギタ ー :

Jazz Concert"

山口友生 氏 (1959年 東京生まれ )

んだ。 こ うい う出会 いを大切にするの もわれわれの

ボス トン日本人会婦人部「 いこいの場」

(2万 壱千円を寄付

使命 なんだ」 と教え られました。 マラソンを通 して
の 出会 い、親善を大切 にすることを強調 され、 この
ご縁 が現在まで続 いて来 たことをお話戴 きま した。
ボス トンに は昨年 。今年 も含めて 6回 走 ったが、

参加者紹介 :吉 野静子氏 (ボ ス トン日本人会)
活動支援募金

ですが、体に変調をきたす選手 も出て、遂に一週 間
生か らは「 せ っか く戦勝国の 人たちがや って くれる

山下健一氏 (北 海道・ MA協 会)

:

レースまでの 間、毎 日、昼食、

後 に異議を中 し立てる選手 も出て きました。金栗先

(バ ークレー音楽大学卒)

会員紹介 :ur.Carl Kay(京 都/bst()n協 会理事 )
ー
英俊子氏 (港 区立教育セン
タ
研究相談員)

募金

前 日に トル コか ら帰国されたとの ことで したが、全

来年 も参加す る意向を述べてお られ ました。
今回 日本ボス トン会 の会合に参加 され、早速入会

)

**************************

の お申 し込みを戴 きま した。

第 4回 総会 は近藤副代表幹事の 司会で開会。

当日参加 された英俊 子氏は、 ご先祖の「英一蝶」

まず、今年 で任期が終了す る井 口武夫代表幹事か

の代表作「江戸月次風俗図」屏風六曲一枚がボス ト

ら、ボス トンとは1981年 に総領事館開設以来 ご縁が

ン美術館 に保存 されて い る関係で、 NHKの 大河 ド

あり、ボス トン日本語学校 への教員派遣を実現出来

ラマ「 八代将軍吉宗」 の放送特別記念作品 として こ

たのが最後 の仕事にな ったと回顧。 この 間、各界の

の原画が三分 の一の縮尺 で復刻 された喜びを、屏風

関係者にお世話 になったが 、 この 日本ボス トン会に

のポス トブックに作 られ残 されま した。当日参加 の

も幹事の方 々か らの要請を受け任期を勤めさせて戴

会員には このポス トブックが 配付され ました。

いた。今後益 々会員が増え ることを希望 し、一会員

札幌か らは山下健一氏が ご参加戴 きました。 19

92年 、ボス トンで開催 された北海道 ウイ ークに合

として楽 しく過 したい 旨の ご挨拶を戴 きました。
藤盛副代表幹事の乾杯挨拶のあと、各WGの 活動

わせて、姉妹州 の関係 にあるマサチューセ ッツ州に

報告があり、会計報告・ 監査報告を承認後、学会出

横路知事を団長 とす る 300人 の代表団を送 ったこ

席 のためソウル ご出張中の新代表幹事藤崎博也先生

とをお話戴 きま した。北海道 ̀マ サチューセ ッツ協

より、MIT(創 立 1861年 )は 日本か らの留学生を

会 の イベ ン トには、 日本ボス トン会か らも講師を紹

1871年 に受け入れたご縁があり、ボス トンを第二の

介する形 で提携 してお ります。

故郷と感 じて い る一人として、会の成長を願 ってい
る旨のご挨拶 (代 読)を 戴 きました。

生氏 のギ タ ー伴奏で「 枯 れ葉」を じっくりと歌 って

この後、高本副代表幹事を次期代表幹事、近藤・

富間・土乙副代表幹事及び新会員を紹介、総会を終
了 し、懇 親会 に移 りま した。
懇親会 は 1953年

吉野美知子氏 (バ ークレー音楽大学卒)は 山口友
聞か して戴 きま した。
ボス トンか らご参加戴 いた吉野静子氏か らは、ボ
ス トン 日本 人会婦 人部 ボラ ンテ ィア活動 としての

28年 )ボ ス トンマラ

ニ ューイ ングラ ン ド在住 日系高齢者を支援する事業

ソ ンにて優勝 され た山田敬蔵 氏 (昭 和 2年 秋 田県生

Fぃ こぃの場」のお話を伺 いま した。当日ご参加の

(昭 和

まれ)の お話 を伺 うこ とで 開会 しま した。

会員にお諮 りし、募金 (2万 壱千円)を 募 り、吉野

山田氏 は 69歳 にな る現 在で も、一 日 30キ ロを
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静子氏にお持帰り願いました。(俣 野善彦記)
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幹事会記録
*1996年 12月

「 歴史を飲 もう会」報告
9日 (火 )出 席者

金子佳生

15人

岡倉天 心を探 る

総会結果反省事項
ボス トン日本人会婦人部活動「 いこいの場」支援

(10月 24日 於三井 クラブ)報 告

儲C Club主 催 マ リブルネラのチェロコ ンサ ー ト

代 か らの寺町で、今 もその頃の雰囲気がそのまま残
された趣 のある街並 で した。

9月 以降 6人 )

(建 部佳世 さん、野瀬芳宏さん、山田敬蔵さん、

次回幹事会 97年 3月

11日
***********************

(火 )午 後 6時 半

エ ドワ ー ド・ モ ース を探 る
3月 16日 (日 )天 気は生憎 の小雨。午後零時半、

幹事会記録
3月

11日

16人

(火 )、 出席者

JR大 森駅 に集合。大森員塚か ら品川歴史館 (モ ース

北海道・ MA協 会宛講師 (藤 盛副代表幹事)紹 介
報告を受けた (出 席者

100人 以上)

岡倉天心 の六角堂 (北 茨城五浦)(秋 )

Mr.PetchkOは 1992年 にPeabody lusa麟 遊ssex

ハ イキ ングの会 (進 展無 し)

mse理 と合併後、Peab″ Essex luseumの DiКctor
of Curatona1 0幹 rations。 同氏 は大田区の文化交

千鳥が淵 お花見の会 (4月 4日 予定)
テニスの会 (進 展無 し)

流 の一環 として昨秋招待 され、 5月 まで夫妻で滞在。

31日 予定)
WentЮ rth― by― the― Seaお tel復 旧プラン報告
新会員入会状況(96年 12月 以降 3人 )

この後、多摩川台公園内の亀甲山古墳 と資料館を

会報第 9号 発行 (3月

訪ねた。最後は関さん宅を訪 問 し乾杯。参加者 10人 .

***********************

ボ ス トンヘ よ うこそ

松井道彦 さん、村上真美 さん、小松民男さん

頒布価格二部 25鎚 Л ̲垂 型(:Li立

(火 )午 後 6時 半

総会開催候補 日 :10月

30日 (木 )
又は 10月 24日 (金 )
スメ■

弟
日時
場所

: 1997年
:

̀

4

口

ゴルフ大会 の ご案 内

6月 4日 (水 )午 前8:00集 合

4組 16人

:

:

5月

9日 (金 )

伊藤英徳、又は日本 ボス トン会幹事 i室

*伊 藤英徳

が
Fax

(賞 品 +パ ー ティ代)

*日 本 ボス トン会 笙

プレー費用 : 21,000円 十食事代 (個 人精算)
参加 人員 :

申込締切
申込先

0492‑92‑3331

5,000円

̲̲ ̲

ボス トン ガイ ド ブック

0350‑04 埼玉県入間郡越生町大字大谷138
参加費用 :

定版)

申込先

日本カ ン トリークラブ

̀■

(改

(Welcome to Boston)

郵便振替票申請 (手 続中)

10日

関連展示品)を 見学。 あと大田区郷土博物館会議室
にてMr.Peter Fetchko(前 Pcabody luseum館 長 )か
ら「 エ ドワー ド。モース」 について の講話を伺 った。

歴史 の会報告 (別 項参照)

次回幹事会 6月

最後 は上野駅近 くの東大紅 で、バ イキ ングの 中華
料理 で歴 史 に乾杯。 参加者 9人 。

英俊子 さん、ねrl Kayさ ん、田中豊一 さん )

*1997年

産を買 い、天心記念公園および近隣の古 い寺で、鈴

園ですが、記念 の六角堂 などがあ り、付近は江戸時

)

藤盛紀明さん、「小村寿太郎 について」

(96年

(土 )、 天気 は風 の強 い晴天。

天心記念公園 自体 は小 さな町の ど こにで もある公

)見送 り

歴史の会 (講 師紹介 :北 海道・嶽協会、2月

新会員入会状況

11月 16日

木春信、下村観 山、高岡鉄舟等 の墓を訪ねました。

派遣教員受入報告(96年 11月 16/17日 )(別 項参照 )
次国音楽会 (6月

昨年

地下鉄千代田線千駄木駅 10時 集合 J団 子坂下、谷中
三崎坂 を上が り、途中おせんべ い屋 に立ち寄 りお土

募金に対 し礼状受領報告 (別 項参照)
音楽の会

(1997年 )3月 31日

Fax
コース案 内・ 地 図

(先 着順)
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:

申込者 に後 日送付

