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日本ボス トン会事務局

「 日本/ニ ューイ ングラ ン ドの交流 の歴史」出版企画の報告
世話人

藤崎 博也

昨年 10月 の会報第 12号 でご提案 した「 日本とニ ュ

(内 容 目次)

ーイ ングラン ドの交流 の歴史」については、 9名 の

は しがき

会員・ 会友 の方 々か ら11編 の原稿がよせ られま した。
その 内容は、学問・ 芸術・ 文化・ スポーツ・ 外交
と多方面 にわたっていますが、 いずれ も力作で、本
会 の会員だけではな く、 日米の交流 の歴史に関心を

1. A Brief listOry Of Japan and New England

2.ニ ューイ ングラン ドと日本の歴史を彩 る人物像
3.北 海道 とマサチューセ ッツ州 との交流 の歴史
4.江 戸明治期庶民文化 の庇護者

持 つ多 くの方 々にぜひ読んでいただ きたい ものです。
そこで関、篠崎、藤盛 の各氏 に私を加えた 4名 の

ピーボディ・ エセ ックス博物館

5.日 本人 は絶滅 したか
一種 の記録 とモースの視点 ―

出版委員が検討を重ねた結果、The Japan Society

of bston会 長Alden氏 か らすでに寄せ られていた英
文 の 1編 を冒頭 に、また藤盛氏作成 の年表を末尾に
加えて、右 の構成 とし、来 る11月 12日 の総会当日ま

6.MITと
7.MITと

日本 の架け橋 となった人 々

日本人 一特 にMITに おける活躍 ―
ー
8.ポ ツマス条約を支えたハ ーバ ー ド人脈 と

でに初版を完成させて、 ご希望 の 出席者に一冊約 3

米国人のホス ピタ リティー

千 円でお分けできるよう、準備を進めています。ま
た、総会に出席 されないでご購入を ご希望 の方 には、

9。

もう一人の特使・ 天心 ―ボス トンでの初年 一

10.人 生ひた走 り

下記 にお 申込み下 されば総会終了後 にお送 りいた し
ます。その場合 には郵便料 もご負担 いただ くことに

―山田敬蔵 の挫折、栄冠、そ して献身 ―

11.香 道 とボス トン

な ります。費用は別途お知 らせ します。

ー組香「 メイフラワー香」ができるまで一

申込先 :0278‑8510野 田市山崎2641

12.失 われた記憶を訪ねて

東京理科大学電子応用工学科

一日本の中のニ ューイ ングラン ドー

藤崎博也
年表

総会・ 懇 親会 の お知 らせ
「 日米交流のあけぼの 」展 関係者 との懇親会

日時
場所

平成

:

NEC三

:

出席者会費
送金 方法

11年 11月 12日

:

(金 )午 後

6時 開場、午後 6時 半 開会

田ハ ウス芝 クラブ (JR田 町駅、都営地下鉄 三 田線三 田駅下車 )
港区芝 5‑21‑‑7、 電話 03‑5443‑1400
当 日払 い お一人 6000円 /同 伴者 5000円
事前送 金 お 一人 5000円 /同 伴者 5000円
銀行送金

普通預金 口座
中込 み先 :日 本ボス トン会事務局

(同 封葉書にて10月

ご欠席 の方 にお願 い中し上げます。 通信費としてご寄付

31日 までに投函してお知らせ下さい)

(1000円 )を ご送金願えれば幸 いに存 じます。

送金先

‑1‑

(郵イ
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お花見 に参加 して
金井公克・ 悦子
土居 さん ご夫妻に誘われて、 日本ボ ス トン会 のお

名誉挽回のつ もりで参加 させて頂 くことに した。
当 日は良 いお天気で桜 も見頃、私たちが着 いた時

花見に初めて参加 させて頂 いた。
土居さん とは私達が初 めて買 ったマ ンションでご

にはすでに沢山の 人が花見の宴を開いていた。少 し

一緒にな った。子供達が同 じような年齢で仲良 くし
ていたので知 り合 ったが、親同士 も大変気が合 った

暮れかけたうす紫の空に ピンク色 の可憐 な花が とて
も美 しい。 ビールを片手 に歩 き始めると、空の色が

ので急速に親 しくな った。その後私達 はニ ューヨー

徐 々に濃 くなり桜 の花 も表情を変えて いった。折 り

クに、土居さんたちは少 し遅れてボス トンに転勤 に
ーヨークは車で 3時 間 ほど
なった。ボス トンとニ ュ ー

返 し地点か ら戻 って くる頃には、す っか リライ ト

の距離で、ア メ リカ国内で も年 に 2〜 3回 は家族 ぐ

幽玄 の世界であった。アメ リカでもハ ドソン川や ポ

るみでお互 いの家を行 き来 したり、旅行を楽 しんだ。

トマ ック川縁に咲 く桜を見 たが、 このよ うな情緒を

私達は結局ア メ リカで 7年 間暮 らして帰国 したが、

感 じる ことはなかった。やはり桜は日本 の風土に一

程 な く土居 さん も帰国され、また日本 でのお付 き合

ア ップされ、枝垂れた桜がお堀 の水 に映 って まさに

番合 ってい るのだ ろう。

いが再開 した。初めて出会 った頃 2歳 だった娘がす

お花見の後 はお仲間に加えて頂 き、美味 しい食事

でに 20歳 を過 ぎたので、土居 さんとのお付 き合 い

とそれぞれのアメ リカ暮 らしを通 して何か共感でき

もかれ これ 20年 近 い。

るもののある会話を楽 しむ ことがで きた。私達夫婦

仕事や接待で終 日のほとん どの時間を都心 で過 ご

もそろそろ退職後 の ネットワーク作 りを考え始める

してい る私 は、週末にはできるだけ人込みをさけて

年。美 しい千鳥が淵の観桜会で新 しい友人に出会え

い る。都会好きの妻や娘達 には、少 しも東京 にいる

た ことを大変に光栄に思 ってい る。

メ リッ トが活 かせないとす こぶる評判が悪いので、

参加者

29名 ((ア イウエオ順 )(敬 称略 ):
生 田、
金井夫妻、
酒井夫妻 、

==一・
γ

篠 崎夫妻 、
ヽ

芝柳 、
関夫妻、

・一一 二
一
・

関場夫 人、

︐
〜

営 間夫 人、

． ︑ ヽ

や

高木夫妻 、

﹂ ︐︑ヽ
く

ヽＦ

滝沢、
棚橋、
土 居夫妻 、
藤崎、
藤盛夫妻 、
[

・

歓桜会懇親会 於 ホテル

グラン ド パ レス

明年 の観桜会は 2000年 4月 2日

(日

1999年

4月 4日

葎

(日

‑2‑

水野、

曜 日)

)夕 を予定 してお ります。 ご予定戴 ければ

俣野夫妻

い で

ゲ ス ト。
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ゴル フ会 の お知 らせ

鎌倉 アルプス散策

春の懇親会、藤盛さん初優勝

生田英機
土居夫妻が企画された今回のハ イキングは、北鎌

22日 、入間カ ン トリーク
13名 の ご参加で した。

今年春 のコンペ は 4月

倉駅か らスタ ートして、鎌倉駅近 くの炉辺焼 きの店

!

ラブで行われま した。 4組

が終着地 となる約 3時 間 コース。 5月 15日 、土曜

その結果は、懇親 ゴルフ会第 1回 より連続出場 さ

日、駅に午後 1時 集合。天気が気 になったが、参加

れている藤盛 さんが初優勝 されま した。また奥様 も

者 のなか に酒井夫人を見つ けてす っか り安心。 彼女

3位 に入賞され、夫婦揃 って表彰台に立たれま した。

は 自他共に認める"晴 れ女

"。

ゴルフで健脚 の営間

ス IDCP ttT
グロ

順位、 氏名、

夫 人をは じめ、熟・ 壮年の諸兄に加えて、高木夫妻

優勝 :

藤盛紀明

も参加 された多士済 々の メンバ ̲で ぁ った。

:
3位 :

酒井一郎

2位

駅に近接する円覚寺、明月院に立ち寄 ったあと、

15分 ほどの歩 きでスター ト地 となる建長寺総 門を

102 28 74
105 30 75

藤盛冨美子

115

40 75

秋 の懇親 会 は 11月 5日 (金 )!

潜 り、拝観料 としてお布施をする慣習 に皆従 う。 こ
の寺は経営巧者の部類に入るようだ。隣接地を利用

今年第 2回 目のゴルフ・ コ ンペ は 11月 5日 、名
門・ 松尾 カン トリークラブで開催 されます。

した鎌倉学園の経営 も順調 と聞 く。
総門、三門、仏殿、法堂、庫裏を経て寺の終点に

5組

(20名 )の 枠を確保 してあ ります ので、ぜ

至 る所で手入れ、工事が進行 していた。資金集めに

ひご参加 ください。会員の特別 のご配慮で、参加者

と、拝観料 の他に各種 の寄進、布施 の実態が 目につ

は会員扱 いの負担 でプ レー出来 ます。参加費 はいっ

く。座禅会の呼びかけ もその一つ。道 々の両側には

もと同 じ5000円 (賞 品/パ ーテ ィ代)で す。

新 旧の記念碑が林立 している。多 くは永代供養碑で

費用 : 17,000円 見当 (参 加費、プ レー代、

あるらしい。 日についた碑を読んでみた。

昼食代、パ ーテ ィ代)。

昭和 4年 の寄進額は金壱千円とあり、昭和 43年

地図

:

参加者宛に詳 しい案内を差 し上げます。

物では何 と 100万 円とアップ。さて今 日では幾 ら

お 申込みは下記まで。 (締 切 り 10月

積むのであろうか。

幹事

なだ らかな寺の歩道 も半僧坊権現に至 る直前か ら

15日 )。

藤盛紀 明
近藤宣之

約 230の 階段を上が って高度が 50メ ー トル高 く

事務局

な る。 そ こか ら更 に 160段 の急 な 階段を上が ると、

(注 .明 年 ゴルフ会開催予定 :

4/20(木

)、

10/26(木 )。 ,

人工見晴 らし台 に出るc
高木夫妻は終点での再会を約 して、 この難所を避

ボス トンガイ ドブ ック好評

け平坦地の歴史散歩に切替え られた。健脳者である。

今年 の春に注文 した48冊 は、現在在庫が 7冊 に
なってお ります。ご入用の方は至急お申 し越 し下さ

見晴 らし台を過 ぎると天園の茶店 まで、腐葉土や
根株が浮 き出た山道、苔む した岩道が緩やかにア ッ

い 。

プダウンしなが ら続 く。

*度

途中 ゴルフコースの裏手を経て、 一気 に瑞泉寺に
降 りた。その間の山道 は緑 の トンネルになっている。

に して、終着地 の炉辺焼 きの店 に入 る。

私 などその終着地で の集 いが魅力で、"歴 史を飲

もう会 "と の 区別が良 く分か らぬ まま

よう

策 ですれ違 った人の群れ も、 この トンネルを通過 中

な而 もあ ったが 、打 ち

さが

はさすがまば らになる。

記憶 に残 る一 日であ っ

東京、横浜で混雑 し、鎌倉で賑わ い、寺境内の散

ースの魅力は、この急な
都会近郊 のノヽ
イキ ングコ ー

参加 者 (敬 称 略、順不 ￨口 」
ノ 高木夫 妻、藤盛 夫妻 、
酒 井夫妻 、土居夫 妻 、篠 崎夫 人、営 間夫 人、近藤夫

人の流れの変化にあるのか もしれない。

人、生 田。計

賑わ いの鎌倉宮、鶴岡八幡宮は目をやる程 (*/メ

12人 。

ハ イキ ング合同の会 :10月 2311(̲L)午 後 1時 JR桜
木町駅改札 ￨̲1集 合。横浜開 b資 料館見学し同封チラン
rプ
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名古屋 ボス トン美術館美術鑑賞 ツア ー
美術 の会

酒井一 郎

名古屋 ボス トン美術館 の開館 に伴 い、 日本ボス ト

この両国の中間型 として借 り入れて展示するや り方

10〜 11日 に名古屋を訪問 しま した。
(会 報第 11号 。13号 参照)
参加者 は 10日 午前中に JR金 山駅前 の南山 ビル

で独 自の運営方法を模索す ることになるのではない

ン会では 7月

内にオ ープンされた

￨ ホ

テルグランコー ト名古屋」

か とか、所有 して いないために著作権上 の制約が課
せ られ、作品の模写 が認め られない不便が残 される
等示唆 に富むお話 も伺 うことができま した。

にチェックインし、隣接 して併設され た名古屋 ボス

館長 のお話の後 で、ボス トンでは展示品が くすん

トン美術館 の展示品を各 自が任意 に鑑賞 してお くこ

で見えるのに、名古屋 における展示品が 明るく鮮や

とか ら始 まりま した。

か にみ られ るとの感想にた い して、小倉館長 か ら

第一会場では"モ ネ、 ルノ ヮール と印象派 の風

「名古屋では年代別の配置がなされるとか、準備に

景 "と 題 して印象派を中心 とす る 19世 紀 のフラ ン

数 力月 を掛けてクリーニ ングの上 コーテ ィ ングをか

26日 ま

ける等 の準備 もしている」 とのお答えがあ り、納得

スの風景画が第一回企画展 として本年 9月

で展示 され、第二 会場では"エ ジプ ト・ ギ リシャ・
ローマ 古代地中海世界の美術"と 題 して 2004

す る経緯がありま した。
その後 の懇談会では、藤盛 さんか ら今回お世話 に

年 3月 までの 5年 間の常設展が 開催 されて いま した。

なる地元、牛毛神社 の久米生光市宜、清水建設備開

また、 この一部には日本 コーナ ーが設 け られて いま

発部 の内藤克己部長を ご紹介戴 き、熱 田神宮 の こと

した。

や、南山 ビル内に名古屋ボス トン美術館を併設する

午後 2時 か らはホテル と同 じビルの 14階 の名古
屋都市 セ ンター会議室において、名古屋 ボス トン美

ことに伴 う工事上 のご苦労話 (地 震・ 火災対策 とし
ての別 システムの設置等)の お話 も伺 いま した。

術館小倉忠夫館長 か らご多忙の中を約 1時 間に亘 っ

午後 4時 か らは 11階 にある「名古屋都市 セ ンタ

て、 20年 間の展示契約 に基づ く同美術館の開館 に

ーまちづ くり広場」にて、同セ ンタ ーの 中園主査か

至 るまでのご苦労話を伺 いま した。 20年 経過後 の

ら、名古屋市 の全貌を床に作 られた地 図を対比 しな

契約については、 17年 目に協議するとの ことで し

が ら、セ ンターの事業 (ま ちづ くりについての調査
。研究、情報収集・ 提供、人材育成 。交流)の 概要、

た。
美術館 の運営方法についてのお話では、展示品に

および清洲城に始まり現在 の名古屋城 に至 る城作 り

ついてみると、 日本では収集品の個 人鑑賞が中心で

の歴史的な推移や、戦後に実施された大規模な都市

あ り、米国型 (財 団による美術品収集)や フランス

計画のお話を伺 いま した。

型 (国 費 による美術品収集)の 如 く一般展示 に積極

午後 5時 半 よりはホテルの 29階 にある中国料理

的でないために、所有に伴 う運営上 の方針が異 なっ

「 花梨」 にて懇親晩餐会を開 き、美味 しい広東料理

ているとのお話で した。

を楽 しみました。 この会食には久米さん ご夫妻、久

日本の美術館には美術品の手持 ちがないばか りに、

米 さんのご友人の西田充宏さん、および内藤さん も
ご参加戴 き、夫婦が別れたテーブルに座 る等 の工夫
もされた こともあり、会話 は賑やかにな り、記念写
真 も撮 り、盛 り上が りました。
午後 8時 半 か らは、久米 さん の ご配慮 にて「カ
フェ ア トリウム」に二次会が設けられ、チ ェロや

．
へ ．

Y

ピアノによる懐か しい歌曲の演奏があ りました。最
後 は篠崎夫人の美声 による「荒城 の月」でお開きに
なりま した。
翌朝 は、朝食後 の午前 8時 過 ぎに ホテル前 か ら
ジャ ンボタクシーにて昔の東海道宮 の宿 か ら桑名 (*/

‑4‑
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ンタッ
チ
新世紀 へ のバト

ン
スト
き
美術館美術鑑賞 づ
名古屋ボ
(っ

ボス トンロ本人会
会長 小久保 武

*に 渡 る「七里の渡 し」の史跡 を 見物 しました。 こ
の後、久米夫 人のご案内で、事前 にお手配戴 いた熱
田神宮に昇殿参拝 し、宮司か ら 6万 坪 の内その半分

私 は今春 日本人会か ら、次の会長を務めるよう要

以上が、伊勢嗜申宮 と同 じ様 に、音か らの禁足の聖域

請を受けま したが、身に余る大役ですので当初固 く

として管理されて い るとのお話 しも伺いました。

ご辞退申 し上げま した。

午前 9時 には熱田神宮宝物館を訪れ、 ご神体が草
薙剣であることも関係 し、収蔵品の大半が奉納 され

しか し、その後他 に都合のつ く方がお られないと

た刀剣で占め られ い ることもあ り、時代 による作風

の理 由で再度 の懇請に接 し、我儘を続ける ことは、

を比較 しその変化 についてのお話を学芸員 の方か ら

かえ って 日本人会 の活動 に支障を招かぬとも限 らな

伺 いま した。

い と反省 し、非力を顧みず、謹 んでお受けす ること

この後、一度ホテルに戻 り、各 自がチェックアウ

に決 しました。

トを済ませて、再び ジャ ンボタクシーに戻 り、午前

私は 1969年 に渡米 し、 72年 か ら日本人会会

10時 過 ぎに徳川美術館を見物、徳川家代 々の遺品
を中心 とする国宝、重要美術品を鑑賞 いた しま した。

長 にな られた増淵先生 の下 で、 7年 間 、会報 の編
集 。発行および日本語学校 の創設 と運営 に携わ りま

この後短 い時間で したが、名古屋城 の正 門前 に今

した。運営事務局長 とい う名で担当 した 日本語学校

春オ ープンした名古屋能楽堂 を訪れ、話題にな って

の方は、久野会長 に代わ った後、 83年 に 日本か ら

いる能舞台の背景 の若松 の絵を拝見 しま した。

の専任校長派遣が実現するまで続 けさせて頂 きま し

最後 は名古屋駅前 の うどんや「 山本」にて、地元
の名物「 みそ煮込み うどん」を賞味 し解散 しま した。

た。
その後 は私事にかまけ、お付 き合 いを怠けてお り

名古屋 ボス トン美術館開館 に伴 い、美術鑑賞 と小

ま したが、一昨年 田中会長 のお手伝 いをさせて頂 い

倉館長 の講話を伺 うとい うことでスター トした名古
屋旅行が、計画段階で 日本ボス トン会 メンバ ーの名

たのが縁 で、再び 日本人会 の活動 に関わ るようにな

古屋在住 の久米さん、清水建設名古屋支店勤務 の 内

すが、 しか しこの 15年 の間にボス トン日本人会 の

藤 さん (藤盛 さんか らのご紹介 )と 共 に、内容 の濃

環境が驚 くほど変化 していることを改めて痛感 いた

い ものに仕立て上げ られま した。また、 この計画 に

しま した。

りま した。久 しぶ りの里帰 りと言え な くもないので

沿 って名古屋在住 のお二方 により、関係者へ のお手

たとえば、在住者 の人口や、鮨屋 さん の数が増え

配などの事前準備 がなされ、各 自が 10日 朝、名古

て、 日本書店が若者たちで賑わ った ことがそれです。

屋入 りし、美術鑑賞を終えた後、 ほぼ全員が夕刻 よ

この種 の変化 だけであれば別 に驚 くこともないので

り"音 楽 と ドリンクの夕 べ"に よる歓迎を受けま し

すが、 80年 代以後 の変化 には、それ以前 とは違 っ

た。

た深 い ものの反映があるような気が します。それが

名所をより深 く知 り、楽 しませて戴 きました。
一同満足 して帰京 しま した ことを、小倉館長をは

何 なのか凡愚の視力 の及ばぬ所 ですが、要す るに新
世紀へ の胎動 と受け留めるべ きか と存 じます。
こうした時期 に私 のような旧世代 の者が表にたち

じめ、中園主査、久米さん ご夫妻、内藤さん 、それ

ますのは、必ずや時代遅れの誹 りを招 くと思 い ます。

に二次会のお世話を戴 いた西田さんに、紙 Lを 借 り

しか しまた私 は、新世紀 とともにボス トン日本人会

て厚 く御礼を申し上げます。

にも必ず新世代の新鮮 な リーダ ーンツプが生 まれる

参加者 (敬 称略)

ことを信 じ、その 人たちヘバ トンタッチをする こと

酒井夫妻、篠崎夫妻、

高木夫妻、土居夫妻、藤盛夫妻、松本、俣野夫妻、

が私の使命 であるとも心得ます。 どうぞよろ しくお

茂木夫妻、矢萩、ゲス ト1人 。 17人 。

力添 えの程をお願 い中し上げます。
(ボ ス トン日本人会会報

NO.96よ
´
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E+,taZ

F

t *(Thc

Boston ilssociation

of Japan)

Sargenta)服ヨ
:(1856‑1925)
1999年

平成 11年

#14

(1999年 )10月

8日

82)(Fig■ )。 彼の この 頃 の多 くの 作品 はスペ イ ン
の 画家 Velazquezに 影響 され た。
1886年 、 ロン ドンに移 った。 彼の描 い た作品 の 中
で最 も代表す べ き作品 は、Carnat■ o■ ,Lily,L■ ly,

夏、あstonで 開催 されたJOhn S■ nger

Sargent展 は ことの ほか多 くの 人 々の共感 を呼んで
いス
こ。Public Library, Museum F■ ne Arts,IIarvard
Fog Art Muse1111

そ して Imbella stewart Gardner

g.2)で あ るの

ーンの光 に照 らされ たバ ラの 花
自然 の光 とラ ンター
が 明 る く、 のびの び と描かれて い る。 パ レッ トか ら

Museumで はそれぞれのテ ーマで 人 々を魅 了 して い た。
まさに多 くのあ stOn■ anは sargent突 然 の帰 国を喜
ぶ かの様 であ った。 会場 はいつ もの夏 よ り訪れ る人
が多 く、到 る処 で賞 賛 の ささや きが 聞かれ た。

選 び抜 かれ た明 るい色彩 の効 果が、 見 る人の好感 を
呼 んだ 。
1887年 、Bostonで 開かれ たSargentの 個展 は、 多
くの批評 家 の称賛を浴 びて幕 を 開 じた。

1856年 、Sargentは イタ リアの フロー レンスに生
まれ た。 彼 の父 はPhiladelph■

Rose,1985‑86,(F■

aで 成 功 した外科 医、

母 は水 彩画家であ った。 1854年 初 めか ら、両 親 は シ
ーズ ン毎 にイタ リア、 ドイ ツ、 フラ ンス、 そ して ロ
ン ドンヘ と移 り住 んだ 。

SargentがBostonで 描 いた多 くの作 品 の 中で最 も
記憶 す べ き肖像画 は、Boston Smphony Orchestra
の創始者 で もあ る博愛主義者 Henry Lee H■ gginsOn,
1903,(F■ g,3)の 肖像 画であ る。 ち ょっ と崩 した ポ

ーズを とっているが 、尊厳 を もって描かれて い る。

1874年 、Sargentは パ リで絵 の勉 強を始 めた。

彼 の膝 にCiv■ l Warの マ ン トが か け られて い るの はS

Sargentは 自分 自身 ア メ リカ 人であ る とい う意 識

argentの 意図す るところで しょう。過 去 に幾度 とな

が 常 にあ ったが 、 20歳 にな るまで祖国 の地 を踏 む こ

くチ ャ レンジ したRembrantと Velazquezの 画法 を こ

とが なか った。 1876年 、母 と一 緒 にア メ リカ市民権

の絵 にみ ることが で きる。

を得 るためにPhiladelph■ aに 戻 って い る。

シーズ ン毎 に、各 国へ 旅立 ったSargent。 国外 居

1879年 、公式 の トレーニ ングが 終 わ った後、 ヨー

住 ア メ リカ人画家 であ った彼 の描 く肖像画、壁画、

ロ ッパヘ と旅立 った。特 にベニ スに魅せ られた多 く

風景 画、水彩画 と多 くの作品 は、19世 紀 か ら20世 紀

の作品を生 み 出 した。 これ らの作 品 は、 その 頃、多

にか けて アメ リカ国 内の画家 に大 きな影 響 を与 え た。

くの画家が好んで描 いた光輝 く鮮 やか な色 調 と異 な

7月 23日

、bgan A■ r∞ rtに 着 いた時 の蒸 し暑 さは、

り、Sargentの 描 く作 品 は全 体 的 に 暗 く、常 に光 に

か って 味わ った ことのない程 で した。 カラカ ラ陽気

鋭敏、そ して設定 され た場所 の雰 囲気 に心 配 りをみ

の続 いて い るibston。 そんなbstonに 少 々 うん ざ り

せて いた。 暗 いベニ スの宮殿 の一 室 に二 人の婦 人が

して い るあ stonianの 心 に、今夏 のSargent展 は少

中央 に見 え る。石 の床 の 中央 に黄色 く塗 られ た一 筋

な くと も清涼感 と大 きな喜 びを与え た ことで しょう。

の太 陽 の光が 日に入 る。 (Venet■ an lnterlor,1880‑
Fig.1.

F■

美術愛好会 酒井典子

g.2

(Aug.30,99)

Fig.3
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「 日米 交流 の あ け ぼ の 」展 ―黒船きたる一
関 直彦
日米交流の歴 史 に深 くかかわることとして、今年

よる「 日米交 流 の あ けぼ の 」展 ―黒船 きたる一と

200周 年を迎え る画期的な出来事が二つあ ります。

題す る特別展が大 々的に催 されます。数多 くの展示

一つ は歴 史の教科書に載 っていないのであ まり知

品が セーラムか ら里帰 りします。 日米の絆を深 める

られてませんが、ペ リー提督 の浦賀来航に約半世紀
も遡 る 1799年 、米国の船が初 めて 日本 に来航 し
て 、まさに第一歩を印 したことです。

催 しとして、ぜひお出掛け下さい。
◆展示構成

:

I西 洋 とのであい―ポル トガル とオランダ

当時、 フランスに 占領 され属 国バ タ ビヤ共和国と

Ⅱ海運都市セーラムーその黄金時代

な ったォランダは、長崎の出島などの 2、 3を 除 い

Ⅲアメリカ船、長崎出島に入港す

て殆 どの植民地をイギ リスに奪われて しまいます。

Ⅳ太平洋 の捕鯨をめ ぐって

そ こでオランダは長崎の権益を守 り、またイギ リス

V開 国 とい う時代

海軍 と和掠船による襲撃か ら逃れるために、多 くの

Ⅵ異文化へのめざめ

アメリカ商船をチャーター してオランダ東 イン ド会

◆講演会 (申 込み多数 の場合は抽選。各会、 100名 )

社 の拠点、 ジャワ島のバ タビアと長崎間の交易輸送

(1)10月 22日 (金 )18:30‑20:30

に当た らせた ものです。その時に米国船が長崎か ら

「 欧米に渡 った輸出漆器」加藤寛(東 京国立文化財研究所)

持 ち帰 った民芸品や見聞録が、 ピーボディ・ ェセ ッ

(2)10月 23日 (土 )13:30‑15:30

クス博物館に残されています。

「 モースと大 森 貝 塚 」 西 岡秀 雄

もう一つ は、その ピーボディ
・ ェ セ ックス博物館

(大 田区立郷土博物館長)

(3)10月 28日 (木 )18:30‑20130

の前身である東イン ド海洋協会が同年、マサチュー

カ
傭船 の時代」金井園 (東 大名誉教授)
「 アメリ

セ ッツ州セーラムに設立 されたことです。同博物館
は大森貝塚で有名なモ ースが長年館長を勤めており、

(4)10月 29日 (金 )18:30‑20:30(同 時通訳付 き)
ーター
ムの 日本貿易 と航海」 ピ
・フェ
「 19世 紀セーラ
チコ

江戸末期か ら明治 にか けての膨大かつ貴重 な日本民

(5)11月 3日 (水 )13:30‑15:30

具 コ レクションは世界一を誇 っています。

ショ
ンにみる 日米異文化理解あれ これ 」
「 ルク

この二つについて総会 目途に出版予定の「 日本・
ニ ューイングラン ド交流 の記録」の 中で詳述 します。
こうした日米交流 200年 を記念 して 9月
か ら 12月

28日
12日 にかけ、江戸東京博物館にお いて、

・ エ セ ックス博物館などの主催 に
同館 とピーボデイ

小林淳一(江 戸東京博物館学芸員 )
(6)11月 26日 (金 )18:30‑20:30
ルト
」宮坂正英(長 崎純心大学助教授)
「ヘリ日本遠征艦隊とシボ

(7)12月 4日 (土 )13:30‑15:30
「描かれたアメ リカ人」木下直之 (東 大助教授 )

「 日米交流 の あ けぼの」展 ―黒船きたる一
The Daw11 10f Japanese and Al■

期間

1999年

休館 日

:

開館時間
場所

:

Exchange

(平 成

)、

江戸東 京博物館、0130‑0015 東京都墨 田区横網 1‑4‑1
「 日米交流 の あけぼの 」展 事務局 ● 03‑3626‑9974

:

問合先

er■ can

11年 )9月 28日 (火 )〜 12月 12日 (日 )
毎週 月曜 日、但 し 10月 11日 (月 )は 開館、翌 12日 は休 館
午前 10時 〜 午後 6時 (木 ・ 金 は午 後 8時 まで
入館 は閉館 の30分 前 まで。

:

:

講演 申込方法 :葉 書にて江戸東京博物館宛 に希望日、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記 して中込。
交通機関
主催

:

JR総 武線両国駅

(秋 葉原駅寄 り出□)下 車、駅前

ーボディ
・エセッ
東京都 、東京江戸 博物館 、 ピ
ス 博物館 、朝 日新聞社
ク

:

特別 協力
協力

:

:

大 田区
日本航空。 後援 :外 務省・ アメリカ大使館。 特別協賛 :Fidelity lnvestment。
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6月

15日

8日

京都 ボス トン交流 の会 の活動

幹事会報告
1999年

(1999年 )10月

(火 )出 席者

「 ボス トン親善訪問団」の派遣
京都市 はボス トン市との交流 40年 記念行事 とし

15人

*高 木代表幹事

て、本年 10月 6日 より 12日 まで「 ボス トン親善

′
ヽイキングは楽しかった。入会案内を検討しましょう。
*歴 史 の 会 報 告

訪問団」の派遣を計画 して います。

シルク博物館が修理中。次回は 10月 に予定。
*ハ イキ ングの会報告 (5月 15日 )(別 項参照 )

◇旅行 スケジュール
10月 6日

鎌倉アルプス。秋未定。来春多摩森林科学園。

ン
Wed午 後 関西空港発、同 日ボスト
着。

7日 Thu夜

*音 楽 の会
ル
ルは■ン
セ
7月 18日 (日 )中 野翔太君 のけプ
リ
サイ
タ
待 ちの状況。

*ゴ ルフの会報告 (4月 12日 )(別 項参照 )

8日 Fr■ 夜

ン
ン
セプショ
スト
ボ
市長主催歓迎 レ
参加。

9日 Sat午 後

ンこども博物館にて伝統工
スト
ボ
。
ン
セアショ
芸 文化紹介、レ
参加。

入間カ ントリークラブ。次 回は11月 予定。
*美 術 の会報告 (7月 10‑11日 )(別 項参照 )

10日

名古屋 ボス トン美術館美術鑑賞 ツア ー。

ン
スト
ボ
オと藤 陰静枝社中
リ
竹中真ト
ン
の共演コ
サート
鑑賞。

Sun

自由行動

ロ
Ion午 前 ポストン発、デト
イト
経 由帰国ヘ
12日 Tue午 後 関西空港着、解散。

11日

*お 花見 の会(4月 4日 )(別 項参照 )

*歴 史出版計画報告

◇参加費用お一人

原稿 は集ま った。夏休みに コピーを校正予定。
*次 号会報10月 初 に発行予定。(原 稿締切8月 20日

◇参加実施人数 100人 、最小催行人数 40人
◇取扱

)

239, 000円

*関 直彦氏 の新幹事就任を確認

Jm団 体旅行京都支店
(担 当

日米交流200年 周年記念展覧会(別 項参照 )
於江戸東京博物館 (9月 18日 ‑12月 12日

米人教師ホ ームステ ィ先募集

)

*関 係団体活動報告

12月 4日

北海道皿協会 (山 下健一 さんが退任 )

13冊 。

*新 会員入会 (2月 以降 1人 )小 島茂義 さん
(火 )出 席者

)

例年通 り男性 1名 、女性 2名 の小学校 の先生方が
来 日されます。11月 30日 か らの一週間の滞在の内の
1泊 ですが、皆様 の家庭を見せて戴 けませんか。今

16人

年 のホームステ ィ先を募集 します。受入れ可能な方

*総 会開催準備打合せ。

は、 日本 ボス トン会事務局 までご連絡願 います。

―
場所 は 10月 1日 に確定す る。
ー
―ビ
・エ
セッ
ス博物館関係者 は9月 28日 来 日し10月
ボ
ディ
ク
末帰国の 旨報告 あり。

(*

‑2000年 総会開催 日は11月 10日 (金 )に 決定 した。

*名 古屋ボス トン美術館 ツア ー報告。 (別 項参照 )

*ボ ス トンガイ ドグックの頒布状況報告

*観 桜会

明年 の開催 日を4月 2日 (日

(日

ブルークライ ン教師 1名

京都 ボス トン交流 の会 (事 業案内の報告 )

1999年 9月 10日

12月 5日

メ ドフォー ド教師 2名 、

名古屋ボス トン美術館 (美 術館 は大盛況 )
*ボ ス トンガイ ドブ ック 48冊 入荷。在庫

(土 )〜

在庫 7冊 。追加注文の現地問合 せ承認 した。

)と 決定 した。

*関 係団体情報の報告。(京 都 :別 項参照 )

*歴 史・ ハイキ ングの会

*会 報製作状況の報告。発送 10月 8日 を予定。

次回は横浜開港資料館 の見学。 (10月 23日 )
*音 楽の会

*会 計状況の報告。

ル好評 であった。
・リ
サイタ
アノ
、中野翔太君 のビ
ークラ
*ゴ ル フの会 (次 回11月 5日 金曜 日、松尾カント
ア)。
リ

*入 会案内 (改 訂案)審 議。

7月 18日

*幸 野真士 さんの新幹事就任を確認。

明年 の開催 日は4月 20日 (木 )、 10月 26日 (木 )。
*歴 史出版計画の現状報告。(別 項参照 )

*新 会員 (4月 以降)1名 (幸 野真士 さん )。

(*ノ

*次 回の幹事会は12月 6日 (月 )。
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