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代表幹事 に就任 して
代表幹事 高 木政晃
うに した らいかが で しょう。

今回2000年までの 2年 間の間、 日本ボス トン会 の
代表幹事 に就 任す るに当たり、会員 の皆様 にご挨拶

(3)幹 事 の希望者をつの る

を申し上げます。今になってその仕事 の重責を感 じ

(4)会 員をふやそう

とまどってい ます。幸 いな事 に次期代表幹事(2001/

本会 の活動を活発化す るには、各方面か ら幅広 い

2002年)に 茂木賢二郎 さんの就任が決まりま した。
元、前 と次期代表幹事 の方 々のご指導を いただ き、

年齢層 の人 々を会員 とし、交流 の輪を拡げるのが よ
いと思われます。チ ームにより勧誘 の資料 を作 り、

また藤盛紀明さんをは じめとす る副代表幹事の方 々、

勤務先別、学校別その他向けに勧誘を行 って会員を

多 くの幹事 の方 々のご協力を得 て、微力 であります
が一生懸命勤めて参 りたいと考 えてお ります ので、

ふや したい と考えます。
(5)会 則 の改訂
環境 は変わ らないよ うで も知 らぬ まに変わ ってい

会員 の皆様方 のご指導 とご支援をよろ しくお願 いい

くものであるので、必要があれば会則を改訂 します。

た します。
本会 の路線 は、初代代表幹事の吉野耕一 さん、 2

2.分 科会活動 について

よりしっか りと敷かれてお ります。また役員 の方 々

(1)ア イデアを集めたい
分科会活動 に新 しいニ ーズを導入 し、また魅力あ

と会員 の方 々のご活躍 により、活発 に多 くの行事が

るや り方をさが してみたいので、会員 の皆様 の アイ

行われて参 りま した。 これか らもこの路線を継承 し
なが ら一層発展 させてゆきたい と思 います。以下 に

デアを是非提供 して いただ きたい。

代 の井 田武夫 さん、 3代 の藤崎博也さんの ご指導 に

(2)分 科会活動記録 の作成 と保存

本会 の発展 への大まか な私 の考えを述べ させて いた

分科会活動 は幹事会議事録にのせ られてあるので、

だき、代表幹事就任 の挨拶 とします。

これを 1年 分 まとめて記録、保存 してお くと、時間
が経 つ程面 白味がでてきて役 に立つ ものであります。
ー グランド
交流 の記録」出版企画
(3)「 日本/ニュイン

1.組 織 の発展
本会 の活動を よ り発展させ るために本会 の組織を

これについて幹事会 を中心 としてできるだけの支

つ ぎのよ うに発展 させてゆきたい と考えて います。

援を してゆきたいと考えます。

(1)英 文名称
ボス トン日本人会をはじめアメ リカの人 々や団体

3.結 び

との交流が多 くなると英文名称が必要にな ります。

以上 いろいろと述 べ ま したが実行す るのは難 しい

藤崎前代表幹事 の提案 により、既に幹事会 において

ことが多 い と思 います。それで私 としては 「あせ ら

組織 と役職の英文名称が定 め られま した。

ぶ

あわてず、あきらめず」 に人 と人 との結びつ き

を大切 に して交流 の輪を拡げ、喜 びを もって楽 しめ

(2)会 員名簿 の配布
会員の交流を輪を拡げるのに会員名簿 の果 たす役

るような日本ボス トン会に少 しで も近づ けたい と思

割 は大 きいので既に配布 されて います。 これを例え

います ので、皆様 の ご指導、 ご協力、 ご支援をお願

ば 2年 毎 くらいの適当な間隔で改訂 し、配布す るよ

い 申 し上げます。(高木代表幹事 自
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恒例の 日本ボス トン会 の皇居千鳥が淵 の お花見会

1976年か ら1984年までの約 8年 間、NECの 現地責

は 4月 4日 (日)夕 に開催 されます。
ー
ー
参加者 の ご意 向を伺 い、例年 のウイ クデ の開
催を取 り止め、ウイ ークエ ン ドの開催 の方 が参加 し

任者 としてボス トン近郊に家族 と共に楽 しく暮 らし
ました。
当時アメリカ人の間では日本への的 いは大変強 く、

易 く、気分 に乗 って楽 しいとのご意見があり、 日曜

会社の仕事のほかに

日の開催 になりま した。

*井 口総領事 (当時)と ニ ューイングランド各地

今 この原稿を書 いてい る時は寒 い冬 の 2月 ですが、
東京 の桜 は固 いつぼみは沢山つ けて、満開への準備

で共同講演

は少 し早 い時期 ですが、暖冬なので、Good Tining

*ア メリカマネージメント協会、カナダマネージ
メント協会、また各種団体のビジネスセ ミナ ー

になるだろうと予想 して います。
昨年行 ったア ンケ ー トでは、お花見 の参加者 は30

で日本企業のマネージメントについての講演
*ア メリカの多 くの大学院で日本企業について講

を怠 りな くして い ます。 4月 4日 は例年だと満開に

演

人以上にふ くらむ予想 です。
初代会長 のハ ーバ ー ド大学吉野先生 か らE mailが

などをいたしました。

入 って、 4月 7日 来 日予定を早 めて 4月 4日 到着、

会

成 田空港か ら千鳥 が淵 に直行 されます。
ー
例年花 より団子 と思 い、お花見 の散策 にもビ ル
・熱嫡を用意致 しま したが、優雅 な当会 の女性陣の

て、隠居生活を妻 と共に楽 しんでいます。

次回 ゴルフ親睦会 は 4 月 2 2 日
入間 C C で 1

評判 は良 くないので、今年 は取 り止めます。懇親会
まで我慢 して いただ くことにな ります。但 し私 は花

前回の ゴルフ親睦会 は昨年 10月 29日 、寄居 カ
ントリークラブで女性 5人 を含む 16人 が参加 して

よりだん ごでワンカ ップを持参す る予定です。
参加希望者 は次 の要領 に従 って ご参加願 います。

開催されました。
新ペ リヤ方式に代えて、今回か ら各自のハ ンディ

集合時間 :1999年 4月 4日 (日)午後 6時 (幹事は
6時 半迄 ホテル前で待 っています)
集合場所 :フ ェヤ ーモ ン トホテル
千代田区九段南 2‑117(千

また、ボス トン日本人会副会長、ボス トン日本協
のDirectorを勤めました。今 はリタイアー しまし

キャップ方式 にしましたが、伊藤英徳さんがベス ト
グロス 81、 ネッ ト67で 優勝 しました。

鳥 が淵)

グロスの結果は、 80台 が 3名 、 90台 が 3名 、
100台 が 4名、 110台 が 4名 、 130台 が 2名

(地下鉄九段下駅 2番 出日)
宴会場所 :ホ テルグラ ン ドパ レスバ イキ ング(Bl)
電話 03‑3264‑1111

で した。各 々のレベルに応 じて、楽 しい親睦 ゴルフ

千代田区飯 日橋 1‑1‑1

が 出来るのが特徴です。
今年第 1回 の親睦会 は 4月 22日 (木)、入間カ
ン トリーで開催 されます。 5組 20名 を募集 します

(地下鉄九段下駅徒歩 1分 )
宴会費用(予定):お 酒込み ・飲み放題(7000円)

ので、初めての方 も奮 ってご参加下 さい。
ー
費用 :2万 円見当 (参加費、プレ 費、昼食代、
パ ーティ代)。

お酒無 し (5500円)
参加申込先 :

藤盛紀明、富美子

自宅電話 :

地図 :参加者宛に別途送付 します。

自宅FAX:

申込 は事務局、または幹事までお電話下さい。

会社電話 :

幹事 伊 藤英徳 (自宅電話

会社FAX:
Eコail:

近藤宣之 (自宅電話

E lllail:

事務局 (自 宅電話
‑2‑
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