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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
手 としてボス トン美術館 に勤務 され、の ちに東洋美

い国際的な先約 のために、 10月 25日 の総会 の折

術部 の部長を なさった富田幸二郎氏夫妻が 同船 して
の ことな
じヽ
お られ、ボス トンの歴史や文化、岡倉天″

には海外出張中で出席す ることが出来ず、欠席 の ま
まご承認を頂 くことにな りま した。 ここにあ らため
て当日の欠席 のお詫びと、皆様 の ご支持への御ネしを

ど話 して くださいました。 このたび名古屋 ボス トン
美術館 の設立 の計画を知 り、ほとんど 40年 前 の、

申 し上げます。

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、
その間に ヨーロ ツパで も研 毎する機会 に恵まれま し
沢征爾氏が タン
た。音大 を卒業 して間 もない頃の刀ヽ

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
ご紹介 し、併せて少 々 自己紹介をさせていただ きた
MITと 日本 との交流 の歴史は極 めて古 く、MITの

グルウッ ドに来 られたのが1959年の夏、また、 ジョ
ン ・F・ ケネディが大統領 に選ばれたのが 、1960年

前身 のBoston 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、本間英二郎氏が 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。

いと思 います。

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
8代 の会長をつ とめました。その間、1986年には会

留学生で 2番 目に学位を取得 したのが団琢磨氏 で、
際的 にも活躍 しましたが、同氏がMIT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

後年、三井 の理事長 となり、経済界の重鎮 として 国

は神部信幸 さんが会長をつ とめてお られ ます 。
このようなわけで、 ボス トンは私 にとって魂の故

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
した人々 も希望 により入会す ることができ、約 2000

郷 ともいえるほど、懐か しい青春 の思 い出に満ちた
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

者 だけではな く、客員教授 や客員研究員 として滞在

続 いて いる日本 とボス トンとの絆を強 めるのに、い
'
ささかで もお役 に立てればと思 ってお ります ので、

また、1970年代 か らは、 日本 の企業による寄付講
座が設け られるようになり、現在では、十指 に余 る

皆様 のご協力 をよろ しくお願 いいた します。
(東京大学 名誉教授 ・東京 理科大学教授 )

寄付講座 と産業学際会 を通 じての寄付が、MITの 教
育 と研究に少なか らず貢献 してお ります。
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