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PETER M. GRILLI
Dear Mr. Sasaki,

Let ue also congratulate you on your recent
appointuent as Presi.dent of the Boston

I am writing to thank ),ou and Mr. Iguchi ancl
all your colleagues at 1-he Boston Associatlon
of Japan for the gift of a beautiful lacquer

Association

to

colleagues here
gratitude.

will

of our 100"'

in 1,6u, forthcoming newsletters.
A$ we nove into our second centur1,,
I sincerell. hope that many BAJ members ui1l
fincl occasions to re-visit Boston ancl I looh
forward to u,elcoming them here.
Yours sincerely,

(singed)
Peter M. Gri11i
President
The Japan Society

m1,

of

1l March, 2005

曝彙 諸 釧 拠

総 会 ・ 懇 親 会 の お 知 ら せ(同 封チラシ参照
)

副場

17年 11月 11日

(金 )午後

6時 開場、午後 6時 半開会。

⁚

自
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・・
去

送

NEC三 田ハ ウス芝 クラブ (JR田 町駅、都営地下鉄三 田駅下車)
港区芝 5‑21‑7、 8o3‑5443‑1400
当 日払 い お一人 60oo円 /同 伴者 50oo円
事前送金 お一人 5000 円 同伴者 500o円
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Anniversary

BAJ members

share u1' feelings of

平成

be able

I

gold-Ieaf tray comes frolr 1rsx1 own hand makes
it an especially neaningful sift. I wiil
plesent )rour gift at the Societl,'s next Boarcl
hnow

will

celebration go on, and will be reported to

of Boston cieeply appreciates
ties linhing the menbers of the
Boston Association of Japan anci r:ur own
membership in the Boston area. The fact that
the drawing of the May11o**, on tjris 1ovely

I

hope rle

- in Tokl,o or in Boston -

Meanwhile, the events

the friendly

and

I

look forward to future collaborations
between our two organizations.

The Japan Socj.ety

2Z),

Japan.

meet again soon

and

tray, with a design of the Ma),f1ower and an
inscription celebrating flre Centennial of the
Japan Societ], of Boston. fle will treasure this
thoughtful. gift among the historic clocuments
and other special possessions of the Societ1..

meetlng (on March

of

Boston, Inc.
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浜離宮恩賜庭 園お花見会
小 沼 み さ子
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開催 日

2005年

集合

午後 4時 、「浜離宮」内 芳梅亭

4月

16日

(日

)曇

:

この度、 1995年 にボス トンに単身赴任 した夫
と共に、 日本ボス トン会に入会させて頂 きました。
当 日は「駒込」か ら都営地下鉄「大江戸線」に乗
車 し、「築地市場」にて下車 し、タクシーで浜離宮
恩賜庭園に参 りました。
今か ら 300年 以上前 に徳川将軍 の鷹狩場 として
開かれた庭 園は、海水を引き入れた池 と、ふたつの
鴨場をもつ、由緒ある特別史跡です。
春の風情は筆舌に尽 くしがたいほどの美 しさで し
た。数 こそ盛 りが過 ぎたとはいえ、遅咲きの桜が最 、
後 の瞬間の勢 いを見せてお りました。薄桃色 のソメ
イ ヨシノ、オオヤマザクラ、サ トザ クラが、ハ ルモ
ミジや松 の木 々の間 に、又、潮入 の池 のほとりには、
今 にも水を飲むかのよ うに咲いていたのです。
これか らが私達 の 出番ですよ lと ばか りに大 きな
音をつ けたボタ ン園を通 ると、一面黄色 の菜 の花畑
に着 きました。思わず「 おぼろ月夜」 の歌を回ずさ
んで しまいま した。
四季折 々の庭園を借景 に して囲み住む高層 ビルの
住人方を羨望 しつっ 、暫 しのお花見を終 えました。
その頃には天気予報 が 当た りそうな空模様 となり、
次 の夕食会場 の弥生会館 まで、全員 の足取 りが加速
しま した。
当初に予定 していた写生会 は雨情報で中止 となり、
美大 を卒業 されたばか りの西川 さんの ご指導を仰 ぐ
のは次回の楽 しみになりま した。
会長の佐 々木 さん の乾杯で始ま った立食パ ーティ
では、三好 さんが用意 された桜あんぱんに関す るク
イズがあり、その歴史や効用など目か らうろこの、
む しろ授業 のよ うな時間で した。ボス トンの昨年 の
10大 ニ ュースのお披露 目には、来 日中に参加 され
たMITの ウイ リアム・ ヘ ケ ット先生 の解説が加 え ら
れ、全員 が聞き入 ってお りました。
食後 には木村屋特製 の あんぱんが振 る舞われ、桜
を「食」 の形で愛でる時間 も用意 されました。
ボス トンは幸せは町だなあと感 じてお ります。ボ
ス トンを囲んで このよ うなひとつの会が生まれ、ず
っと思われ続けているのですか ら。
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を 描 く会

水

｀
日時:2005年 11月 27日 (日 )13時 より16時
集合 :六 義園大門管理事務所前、 13時

狩 りの 会

紅

日時 :2005年 11月 27日

)16時 六義園大門集合

場所 :「 六義 園」 (803‑3941‑2222)
文京区本駒込 6‑16‑3

会食

17(2005)年 10月

油 彩

紅葉狩りの会

2005年

平成

六義園は紅葉 の名所です.(別 項参照)秋 の紅葉
をモチーフにして、鉛筆・ 水彩・ パ ステルなど手軽

JR。 地下鉄南北線「駒込」下車、徒歩 7分
地下鉄三田線「千石」下車、徒歩 10分
入園料 一般 300円 65歳 以上 150円

狩 りの会に合流 し、秋の夜長を存分 に楽 しむ ことが

ぶし
し
ぶ温野菜駒込店 803‑5940‑6129
ゃ
ゃ

当幹事 まで ご連 絡 下 さい

豊島区駒込 1‑27‑7鈴

な画材でスケ ッチを楽 しみま しょう。その後、紅葉
できます。奮 ってご参加 くださいQ参加希望者は担

木 ビル lF

西川文夫

JR「 駒込」下車、徒歩 4分
費用 : 食事 3千 円 十アル コール代

藤盛冨美子

記
六義 園 は 1965年 に、 5代 将軍徳川綱吉 の側用
人柳沢吉保が綱吉 か ら賜 った地 に下屋敷を造 り、そ
こに造成 した庭 園です。御殿を六義館、庭 園を六義
くぎ)か ら園名
が名付けられて います。江戸初期 に完成 した桂離宮
野庭園の様式を採用 し、回遊式築山泉水庭 園で、元
園と称 してた。『詩経』 の六義

(り

次 回懇 親 ゴル フ会
日時

平成

:

場所

秋 になると、約 400本 のモ ミジが庭 園を鮮やか
に彩 ります。特に園の北 西、水香江辺 りの紅葉が見
事です。ライ ト・ ア ップは 11月 23日 ら始 まりま

(金 )

藤ケ谷カ ン トリー クラブ

:

千葉県柏市泉 2348

6, 04‑7191‑4161

禄時代の明 るいおお らかな気風を反映 した江戸大名
庭園の代表的な ものです。

17年 11月 11日

参加者

:

4組 16名 募集

ート:
IN ス
タ

午前 8時

集合

午前 8時

:

クラブバ ス

(17時 半 ころ)か ら点灯予定です。
当 日は 13時 より油彩・ 水彩を描 く会が開かれま

り、夕暮れ

30分 か ら 8時 48分

(往 路)

10分
" 8時 30分
午前 8時

常磐線柏駅発

クラブ着
4組 ロスター トの方 は間に合 いますが

す。紅葉狩 りの会 はそれに引き続 いて 開かれます。
六義園の間は駒込駅 に近い染井門と (正 門の)大

他 の方 は柏駅 か らタクシーでお越 し下
さい。 (料金約 3000円 )

門があ ります。集合場所 は管理事務所 のある大 門で
す。奮 ってご参加下 さい。

(帰 路)

幹事 :藤盛紀明

クラブ発
柏駅着

藤盛冨美子

:

午後 4時 発
午後 4時

(三 田で、午後

20分

6時 半開会 の総会には

十分 に間に合 います。)
プ レー費

第

21回

4月

21日 、泉カ ン トリー クラブにて開催 された

女性 : 16,800円
男性 : 18,900円 (但 し10人 以上 の場合)

ゴル フ懇 親 会

24,100円 (9人 以下 の場合)

女性を含 めて、

お願 い します。総会 に参加 出来 ない方で

コンペの結果 は次 の通 りで した。
優勝

磯崎嘩子 グコス117 HDCP 40ネ ット77

2位 近藤宣之
8位 盲問秀雄

" 97 ' 19 " 78
' 109 ' 29 " 80

lo人 以上 になるように

も是非 ご参加下 さい.
パ ー ティ

総会参加 のため、今回は行 い ません。

参加費

2, 500円

連絡先
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日本 ボ ス ト ン会 会 則

(豹

平成

17(2005)年 10月

3日

会員 は、Japallese AssOciatiOn of Greater Boston

(1992年 10月 30日 提案 。継続審議)

の会員であ った個人、ニ ューイ ングラン ド地方 に滞

(2005年 9月 16日 改定案提案)

在経験 の ある個人、ニューイ ングラ ン ド地方 に興味
の ある個人、 もしくは当会 の活動 に賛同す る個人 ま

第 1章

総則

たは法人 とす る。
2.個 人 の入会は、その配偶者および子女 も同時に入

本会は、日本ボス トン会 と称す る。

会 したものとみなす ことができる。 (以 下個人 と
その配偶者および子女を含 めて「家族」とい う)。

2.英 文名称を The Boston Association of Japanと

ただ し入会者本人が特 に申 し出た場合はこの取扱

第 1条

(名 称)

をしない。

する。
第 2条 (目 的)

第 7条 (入 退会)

本会は、わが 国 と歴史的にも関係 の深 いニューイ ン

会員 の入会な らびに退会 は、本人 の幹事会 へ の書面

グラン ド地方 との交流を促進 し、 日米友好 の増進 に

による申し出に基 づ く。

寄与す ることを 目的 とす る。

2.会 員 は、本会 の活動 の 目的 な らびに運営 の原則か

ら著 しく逸脱 している行為 があったと幹事会が判
第 3条

(事 務所)

断 した場合 は、その資格を喪失 し退会する。

本会 は、その主たる事務所 を横浜市青葉区若草台 8
番 28号 に置 く.

第 8条 (入会金)
会員 は、入会 にあた って入会金を納入 しなければな

第 4条 (活 動 )

らない。

本会 は、第 2条 の 目的を達成す るため、次の各項 の

2.入 会金 は 5千 円とす る。

活動を行 う。

3.個 人 の人会金 は第 6条 第 2項 に定 める家族を単位

(1)ニ

として 5千 円とす る。

ューイ ングラン ド地方 との人物交流および文化

交流を促進す る。

4.入 会金 は会 の基本財産 とし、幹事会が管理す る。

その処分 には総会 の承認 を要す る。

(2)Japanese Association of Greater Bostonの 地域

社会の活動を支援す る。
(3)Japanese Association of Grcater Bostonと 共同

して会員間の交流を促進す る。
(4)会

の内外を問わず、有識者、団体および法人 との

交流を促進す る。

第 9条 (会 費等)
会費 は当面徴収 しない。会費を徴収す る場合 は幹事
会が提案 し、総会で承認 されなければ な らない。
2.本 会 は、会員 および会員外 か らの任意 の寄付を受

(5)会 員 の友好親睦のために同好会 を行 う。

理す ることができる。会員外 か らの寄付 は幹事会

(6)上 記各項 の活動 のほか、会 の 目的達成 に必要 な活

の承認を必要 とる。

動を受託または委託す る。

3.退 会する会員 にたい しては、その理 由の如何を問

わず、入会金その他 の金銭を返還 しない。
第 5条 (運 営 の原則 )
(1)本 会の活動 は原則 としてボランティア活動 とす る。

第 3章

(2)政 治やイデオロギ ー に関す る活動 は一切行わ ない。
(3)民 主的運営 を 旨とし、特定 の一部会員に運営上 の

決定権を委ねる事 はない。

第

10条

役員
(役 員 の種類)

本会 に会長をお く。
2.本 会 に副会長 をお く。

第 2章

会員

3.本 会 に幹事をお く。
4.本 会 に監査役をお く。

第 6条 (会 員資格 )

5.本 会 に顧間をお くことがで きる。
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日本ボス トン会会 」(案 )(っ づ き)

11条

第

(会 長 )

16条

第

平成

17(2005)年 10月

3日

(会 議)

総会 は、本条第 9項 各号 で総会付議事項 と定 める事

会長 は、本会を代表 し、本会 の業務 を総理する。

項 の他、会 の運営に関わる重要事項を審議 し、決議

2.会 長 は幹事会が会員 の 中か ら推薦 し、総会で選任

す る。

す る。
3.会 長 は 1名 とし、その任期を 2年 とし1期 限りと

す る。ただ し、幹事会 が任期 の延長 または再任 を
求 め、総会 で承認 された場合は、 この限りではな
ヽヽ
。

2.年 次総会 は年 1回 開催す るもの とし、第 22条 に

定 める会計年度終了の 日か ら 3か 月以 内に会長が
招集す る。
3.臨 時総会 は、複数の会員が開催 を求め、幹事会が

必要 と認めた場合に、会長が招集す る。
4.総 会 の招集 は、会員 にたい し、少 な くとも 2週 間

12条

第

(副 会長)

副会長 は、会長を補佐 し、会長が委任 した場合 は、
前条 に定 めた会長の業務を代行す る。

前 までに会議 の 目的お よび 日時と場所 を記載 した
書面を郵送 し、通知す る。
5.総 会 は、会員を もって構成 し、会長がその議長 と

なる。

2.副 会長 は会長が幹事 の 中か ら推薦 し、幹事会 の同

意を得て、年次総会で選任す る。
3.副 会長は若千名をおき、任期 を 2年 とする。ただ

6.総 会 は、複数 の会員 の 出席を もって成立す る。
7.総 会議決圏は、出席会員 1名 につ き 1票 とす る。

ただ し、書面または代理人をもって議決権を行使

し、再任を妨 げない。

しようとする会員 は、 出席者 とみなす。

13条

第

(幹 事)

8.総 会 の決議 は、出席会員 の過半数をもって成立す

る。

幹事 は、幹事会 を組織 し、本会 の運営業務を執行す
る。

9.総 会 の付議事項 は、以下 の とお りとす る。

2.幹 事 は幹事会 が会員 の 中か ら推薦 し、会長が選任

(1)第

4条 に定める会の活動に関す る事項

(2)第

8条 に定める入会金 に関す る事項

す る。
3.幹 事は若千名をお き、任期を 2年 とする。ただ し、

再任を妨げない。
第

14条

(監査役)

11条 に定 める会長選任 に関す る事項
(4)第 12条 に定 める副会長 の選任 に関す る事項
(5)第 14条 に定 める監査役 の選任 に関す る事項
(6)第 25条 に定 める決算報告 の承認 に関す る事項
(3)第

監査役 は、本会 の会計を監査 し、その結果 を会長に

(7)会 則 の変更に関す る事項

報告す る。

(8)解 散 に関す る事項

2.監 査役 は会長が推薦 し、年次総会で選任す る。

(9)そ

3.監 査役 は若千名 をおき、任期を 2年 とする。ただ

00)総 会 の企画・ 司会は担当副会長が行 う。

し、再任を妨げない。

の他 の重要事項

CD総 会 は参加費や寄付等 の範囲内で運営す る。特別

の支 出については、幹事会 の事前 の承認を要す る。
第

15条

(顧 問)

(D総 会 の議事録 は事務局が作 成 し、事務局に備え付

(￨

ける。

顧間 は、本会 の運営につ き会長 の諮間 にこたえ る。
2.会 長経験者 は特に辞退 しない限 り顧間に就任する。
3.顧 間は幹事会で推薦 し、会長が選任 したものが就

任す ることができる。
4.顧 間が幹事 として会の運営に当たることは妨げな

第

17条

(幹 事会 )

幹事会は、会長、副会長、幹事、顧間を もって構成
す る。
2.幹 事会 は、会長が必要 と認めたとき、または複数

い。
5.顧 間の定数 お よび任 期 は、 これを定 めない。

の幹事が開催を求めたとき、会長が招集す る。
3.幹 事会 の企画 。司会 は担当副会長が行 う。

第 4章

4.幹 事会 の費用 は独立採算 とす る。

会議

5.幹 事会 の付議事項は、以下 のとお りとする。
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日本ボス トン

(案

平成

17(2005)年 10月

3日

)(つ づ き)

(1)第

4条 に定 める会 の活動 に関す る事項

発行費、ホームペー ジ運営費、会員慶弔費等の事務

(2)第

7条 に定 める会員 の入退会に関する事項

局費 とする。その他 の支出は幹事会 の事前 の承認を

(3)第

8条 に定 める入会金 に関す る事項

要す る。

(8)第

11条 に定 める会長 の選任 に関す る事項
12条 に定 める副会長 の選任 に関する事項
13条 に定 める幹事 の選任 に関す る事項
16条 に定 める総会 の 開催 に関す る事項
27条 に定 める規定 の制定 に関す る事項

(9)そ

の他 の、運営 に関す る事項

(4)第
(5)第
(6)第
(7)第

第 25条 (監査)
会長 は毎会計年度 の終了後 に決算書類を作成 し、監
査役 に提 出 して、その監査を受 けなければな らない。
2.監 査役 は、 これ らを監査 し、その結果 を年次総会

にお いて会員 に報告 しなければな らない。
第 6章

第 5章
第

18条

事務局

第 26条 (事務局)

(設 置)

同好会は会員 の提案 により幹事会で審議 して設置を

本会 の事務を処理す るため、事務局をお く。

決定する。設置 された同好会は総会 にて報告す る。

2.事 務局 は、第 2条 に定 める主 たる事務所 に置 く。

第

19条

第 7章

(担 当幹事 )

雑則

同好会 の担当幹事 は幹事 が提案 し幹事会 で決定 し、
総会 に報告す る。幹事 の任期 は 2年 とす る。延長

￨」

第 27条 (規定 の制定)

妨げない。

本会則 の施行 に必要な規定、付則 は、幹事会 の議を
経 て会長が定 める。本会則 は 2006年 11月 ○ 日

第 20条 (運 営)

か ら施行す る。 (注 :総会承認を待 って記入す る)

同好会 の運営 は同好会 メ ンバ ーが 自主的に運営 し、
活動 内容を会報、ホームページで会員 に報告す る。

付則

1.送 金先
第 21条 (会 計)
同好会は独立採算 とす る。ただ し同好会 か らの本会
への寄付 を妨げるものではない。
第 6章

2.事 務局住所 二̲旦 丞至丞上 立 会蔓務屋 ̲

会計

第 22条 (会 計年度 )
本会 の会計年度 は、 9月 1日 か ら翌年 8月

31日 ま

での 1年 間 とする。

3

.本 会則は 2005年 度総会 か ら 2006年 度総
会までの間は提案 した (案 )を 準用す る.

第 23条 (収 入)

会則改定 について

本会 の収入 は、入会金、会費 (総 会 で決議 した時)、

本会 の会則は、会発足以来、案 のままで した。

総会等 の参加費、会発行刊行物頒布代金、関係 団体

幹事会にお いて、正式 の会則 とすべ しとのご提案

刊行物頒布代金、寄付 ,お よびその他 の収入か らな

があ り、幹事会で初期会則案を見直 し、今回、会

る。

則案 として提案 いた します。内容 は現在の実態に
則 した ものです。2005年 度総会で提案 し、2006年

第 24条 (支 出)

度 の総会 で決定 いた したいと思います。 この間 は

会の支出は、総会費、刊行物頒布費、および、会報

提案 した (案 )を 準用 いた します。
副会長
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山の会 ハ イ キ ング
山崎
5月

14日

平成

17(2005)年 10月

3日

歴史を飲 もう会

恒

東 京 下 町 散 歩 と忘 年 会

(上)、 山の会主催 の大山ハ イキ ング

明治期を代表する名 園清澄庭園をスター トに、松

と豆腐料理を食べ る会 の 日である。

尾芭蕉記念館、両国国技館内の相撲博物館などを巡

天気予報は曇 り、山の上 は雨ではないか という危

ったあと、忘年会・ 懇親会を兼ね、ちゃん こ鍋を囲

惧が全 く無か ったわけではないが、 とにか く決行 と

み夕食を します。

い うことで、午前 8時 過 ぎに小 田急秦野駅に集合す

日時 :

ることになった。

集合場所

事前に幹事 の富間さんか ら、丹沢 。大山 フ リーパ
スとい うのを購 入す ると、小 田急線の乗車賃だけで
な く、大 山で のバス料金 も含まれるか らお得ですよ

夕食会場 :

12月 11日
:

(日

)午 後 1時 半集合

清澄庭園入口、 (都 営地下鉄大江戸
線、又 は東京 メ トロ半蔵 門線「清澄
白河」下車 3A出 日出て数分)

とい う案内を頂 いた。それを購入 して、秦野駅 へ。

ちゃん こ大 内 803‑3635‑5349

JR両 国駅西 日か ら徒歩 5〜

改札 口を出 ると、嘗間さんが待 ち構 えてお られ、
とにか く大変な人だか ら、 バスヘ急 いで下 さいと言

6分

近 くに回向院、 時津風部屋、吉良邸

ヾス停 には長蛇 の列が 出来 てい
われた。なるほど、 ′
る。 こんな所 に並んで、果た して一 台 目のバスに乗

会費

屋敷跡などが あ ります。
一人 5〜 6千 円 (午後 4時 半頃か ら)
予約 の都合上、参加者 は 11月 下旬

:

れるだろ うかと思 うような所 にと りあえず並ぶ こと

歓

になった。列 はどん どん伸 びていった。
このような天気 の 日で も このよ うな人出なのだか
ら、お天気の 日にはいったいどの ようなことにな る
のだ ろう。

連絡先

:

ご連絡工 さい9̲̲̲̲

篠崎史朗

スケジュール表 どお りの時間に バスが到着 した。
い
幸 なことに、我 々 はこの バスに乗 ることがで きた
が、 同 じボス トン会 のメンバーで も、 このバスに乗

先ずは、見 晴台まで下 りて小体止 。そこか ら下社
のケーブルの駅 へ行 き、ケーブルを利用す る人、歩

れない人が 出た。
このバスで、標高大体

いて下 りる人に分かれた。私 たちは徒歩下山に挑戦.
麓 のケープルの駅 の ところまで、女坂を通 って行

850メ ー トル くらいのヤ
ビツ トまで行 つた。そこで、 しば らくは後続 のバ ス
を待たねばな らないと思 っていた ら、待 つ まで もな
く次 のバ スが到着。余 りの人のため、臨時のバスが

くと約 1900段 の階段があるとい う。 もちろん、

1ト

高さもまちまちの 山の階段である。登 るよ り下 りの
方 がはるか にきつい事 は、そこまで下 りて くる間に

増発 になったよ うだ。
そこか ら、大 山の頂上を 目指 して標高差 450メ
ー トル くらい登 っていった。

体験済み。
ひたす ら下 りて、下 りて、下 りて、麓のケーブル
駅に着 いたときには正 直なところホ ッ トした。

阿夫利神社本社 の ある頂上にたど りく着 くと、誰
かが「 ああ、富士 山が見え る。」 叫んだ。本当に、

それだけに、 ビール と豆 腐会席 の美味か った事.
豆腐やおか らが、あれほど美 味か った事 はなか った。

木 々の間 に富士山の頂上部分がはっき りと見えた。
だが、 こんな曇 りの 日にと幸運 に感謝 しているうち
に、霧 の 中に姿を

参加 出来 なかった皆様方 にお気 の毒 で した。
それにして も、女性参加者 の健脚振 りには脱 帽。
そ して、 この会を計画 して くださ った営間さん、本

して しまった。

'}ま
それに して も、山は
雨だろうとの予想にも関わ ら

当にありが とうございま した.(参 加者 7人 )。

ず、一滴の雨 も落ちて こない。かんかん照 りで もな
いので、かえ って ょい登 山 日和 とい うことも言える。
東 の間の富士山といい、 この天気 といい、本 当 に
ついていたのですね。
本 国のメイ ンイベ ン トは麓に下 りて、大山豆 腐 の
会席を頂 くことでる。そ こで、持参の軽食で腹おさ
えを して、いょいょ山を下 りることになった。

ァ
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美術の会

名 古 屋 ボ ス ト ン美 術 館
篠 崎和 子
5月

28日

(土 )晴 天 の下、正午過 ぎに、名古屋

ボス トン美術館の ロ ビーに東京か ら4カ ップル と私
が集合 しました。名古屋か らは久米夫妻が ご参加 い
ただ き、 11名 の集 い になりま した。
名古屋 ボス トン美術館・ オ ー プンギ ャラ リー前 にて

美術館 入口では、出崎事務局長のお 出迎えをいた

出崎事務局長 (左端)、 山口静一前館長 (右 端)

だき、 レクチャー・ ルームにご案内を いただきま し

‐I■
・ ・
ilド 1

た。先ずは、愛・地球博記念「 ボス トン美術館の 巨
匠たち―愛 しきひとびと」 といぅ演題で、山口静一

￨「

前館長か らご講話を伺 うことが 出来 ま した。
このテーマは三章 に分 け られて整理 されいま した
ので、判 りやす くお話を伺 うことができま した。
最初は、「 理想の美」を古代 よ り求 め られてきた
「人体 の美」を中心 に、紀元前 のギ リシャ・ エ ジプ
ト等か ら20世 紀前半までの傾向を「 肉体美」、
「装飾 ̀環境に絡んだ美」、「抽象的な美」、「若
さと清純さを求 める美」に別けた観方を伺 いま した。
セ ン トレア"

一● ●■ ● ・

中部 国際空港

■■ ．

展示品のなかか らは、私 は子供 の無垢な表現 に美
を見 出 した ドガの「 14歳 の踊 り子」に真の迫 る躍動
感のあるプロンズ像 が特 に印象 に残 りま した。
次は「内なる力」を 中心に、 日に見える人 間の美
を、内面を表現 した作品を「指導力、「英知・ 決断
力」、「逆境 に打ち勝 つ力」、および「精神力」 と
い う観点か らの観方を伺い、展示 されている作品に
纏わる面白いエ ピソー ドを伺 い ま した。
私 は「郵便配達員 ジョセフ・ルー ラン」 の働 く手
を強調 して描かれてい るのが、 ゴ ッホ らしい作品だ
と思いました。配達員 として一生働 いてきたごっい
手 に、彼 の経験が伝わってきま した。

「愛・ 地球博」長久手会場 。グ ローバ ルル ープ

最後は「人 間関係を巡 る、様 々の愛 のかたち」に
ついて、「親子」、「 恋人」、「友情、社会」に
絡
んだ観方を伺いま した。
アメ リカ人 の メア リ・ カサ ッ トの
「母性愛」は、

ゞ,憔

厖

娘をい とお しむ母親 とお互いに抱 き合 う温か く自然

の とした色彩 と生 き生 きとした躍動感で、
世界中の
人気 の作品になってい るので しょう。
あと、 コヨシュカ、 シャガ ール、 ドナ ッテロ、 レ

il 」
、
⊇」
il‐￨ ￨￨セ

￨]lue Hall

g聰 市

811神

'議

メ =:1
IT'↑

集 合時 間

1
Aiml:0し

千。
、
1い

01 ue ぃoll
11'￨]・

￨

菖語 桶̀淋
1苓

Ｌ︑

ⅢailMo

神枷

「 ブージヴ ァルのダ ンス」 は宗教性がな く、ほのぼ

・ ■ ⁚¨

な絵に心がなごみま した。 もう一点 は、ル ノワール

ヽ m‐ ¨・
。
・
1.・

¥3,700

'ヽ

'Yl,̀̀O

:￨■ ,テ
￨■

0111 1nl

雰
理〕
費
懸
雲
冒
蔦戦
贔ヽ
鸞愚
雖
騒
蜃
辱
翠
露軍
窒
聾蒙
顧ユ
頭Л
1警

ンブラント、 ピカソ、歌麿 の 巨匠の素晴 らしい作品

グローバル・ ハ ウス入場券 、万博 入場券

を 2年 ぶ りに見せていただ き、 山口先生を初 め、ス
タッフの方 々に御礼を申 し上 げます。
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名古 屋訪 間記
:ヽ ヽ.ヽ

酒井

一郎

美術の会では、名古屋ボス トン美術館が開館 して
か ら、 1年 置 きに参観を計画 し、翌 日は名古屋近辺
を探訪す ることに してお ります。

25日 か ら
25日 まで 開催 され ることにな りましたので、

今年は愛知万博「愛・ 地球博」が 3月
9月

この訪間に合わせて企画 いたしま した。

アフ リカ館内の記念写真

参加者 は俣野夫妻、 山崎夫妻、幸野夫妻、篠崎夫
人、地元の久米夫妻 と私 ども夫婦

内藤さん (前 列左端)

11名 で した。

つたあとで (別 項参照)、 一度ホテルに戻 り、一体
み した後で、す っか り装いを改 めた JR金 山総合駅
セント

・

レア"見学に出掛けま した。

′

か ら、名鉄常滑線を利用 して 中部国際空港

鼈

■ いヽ
．

山口館長か ら、名古屋 ボス トン美術館における今
回の展覧会・ 展示品について、 ご懇切なるお話を伺

｀
・

夜 の懇親会 は、空港内の レス トランで晩餐会を催

卜 .、

、

補罐轟
く.ヽ ょ惨
ジ
・
ィ■

しました。空港の 4階 は、訪れる人を楽 しませ るた
めにショッピング、 レス トランを両サイ ドに、̀̀レ
ンガ通 り''と ち ょうちん横丁"を 配 し、それぞれ

バイオラ ン ド (緑化壁 、長 さ150傷 、高さ15傷 )

特徴をだ した街 づ くりに していま した。
ホテルヘの帰 りには、帰路 の途中にある久米 さん

め

̀

宅に立ち寄 り、一年 の うち限 られた時 に しか見 られ
ない、庭の草む らに飛び交 う 自然 のホタル"を 見
て楽 しみ、子供 の頃を思 い出 しました。
︲ ︱

翌朝 8時 過 ぎに、JR中 央線 (エ キスポシャ トル)
で「万博八草駅 」に向かい、そこか らリニモで「万

ヘ

博会場駅」に出掛 けま した。長久手会場入 回の手荷
物検査が手 間取 り、 9時 半 に 入場、入 ったところで
清水建設の 内藤 さんが待 ってお られ、 とりあえずマ
ンモスの頭蓋骨、牙を展示 しているパ ビリオ ンの予
約券を入手す るべ く、足早 に先を急 ぎ、ゃっと 12

万博内の記念写真

時 40分 の 入場予約 券を並んで手に 入れました。
入場指定 時間までは時間があるので、各 自は任意
に比較的空 いている外国館パ ビリオ ンを見て、 日本
広場に午前

11時 半 に集合 し、メンバ ー全員で共に

食事 しました。食後、 マ ンモス展示 の列に並び、マ

￨「・ヽ

ンモスの前 は止 まること もな く、歩 きなが ら窓越 し
に見 る有 り様で、 瞬時に終わ りま した。

1醸

￨1lⅢ

久米 さん夫妻 は入場が大変 に遅れ、食後 に連絡が
とれて、 アサ ヒ 。パ ノラマ・ レス トランの前で落合
い、記念写真をとり任意解散をいた しました。参加

グローバル・ トラム (会 場 内移動手段,

者 は歩 き疲れ、午後 4時 前後には会場を 出ました。
内藤さん、久米 さん、 今回 も我 々のためにご案内を
していただ き、あ りが とうござい ました。
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一●

マ ネ の 愛 した モ デ ル
ヴ ィ ク ト リ ー ヌ ・ ム ̲̲ヽ ノ

｀ノ

/

=ち

酒 井 典 子
名古屋ボス トン美術館を 5月 に訪 ねた時、EdOuard
Manet(1832〜 1883)の 作品 に 目を奪われた。

展示されていた作品「 ヴィク トリー ヌ・ ムー ラン、
はマネの 1862年 頃の作品
と言 われている。 当時、 マ ネはパ リの街並で出会 っ
た 20歳 のVictOrineに ポーズを求 めた。それか ら

Victorine Meurend)」

10年 以上に亘 り、数 々の場面 のモデルに登場させ
ている。

Victonne /kutctd,oi1 on (an uq-<

1863年 にサロンに出品 したあの有名な「草上
の昼食」 (1863)、 「 オランビア」 (1863‑Paris;
Louvre)と 共 に「 ヴィク トリー ヌ・ ムー ラン」 も拒

下 さい。ば ら色を強調 した画面を大 きく占める彼女

絶された。

き合いを楽 しんで下 さい。
パ リ市内 に鉄道が敷設 されたのは1830年 代 のこと、

の衣服 と、お うむの青紫、オ レンジの果物 の色 の響

ヴィク トリー ヌは少 し青色を帯びたク リーム状 の
なめ らかな肌、輝 く栗色 の眼が描かれています。 ラ

汽車を巡 っての情景 は多 くの画家たちの関心事で し

イ トブルーの リボンで結ばれたバターボール色 の髪

た。マネの「 サ ンサール駅」 (National Gallery Of

がはっきり描かれて います。首 もとに結ぶ黒 い細 い

Art(Wash.D.C.)の 中にも描 かれています(,煙 を出 し

リボン、黒 く縁取 りされた 白いブラウスを着た彼女
は、エネルギ ッシュに表現されて います。初めてマ

て走 り去 る汽車を少女が じっと見つめている。その

ネが彼女を見か けた時、彫刻的姿を した女性 と思 っ

側 の鉄棚 の石の台 に腰かけているのがヴ ィク トリー
ヌです。1874年 のサ ロンに出品され、 い ろい ろと批

たようです。
もう一 っ、ボス トン美術館に収蔵 されたヴィク ト

評が飛びかいま した。
マネがサ ロンで無鑑査 とな り、 レジオ ン・ ドヌー

リーヌを描 いた作品「街 の音楽師」 (1862)は 、 マ
ネが古 い街並みを散歩 している時、若 い女がギター
を抱えてキ ャバ レーか ら出てきたところを、マネが

ル勲章を受けたのは、死 ぬ 2年 前 の ことであ った。
追記 :7月

彼女 にポー ズを取 って くれないか と頼 んだ ら、ただ

く、その翌 日も心地良 く、横浜で の暑 さが うその様

微笑むだけだったそ うで、早速、 ヴィク トリー ヌが

に思 ったが、 3日 目か ら気温 が ぐん ぐん上が り、湿
度 も高 く、暑 い こと。 こうい う暑 い 日が何 日も続 き、

歌姫になりま した。
マネ1866年 の「笛吹 き」 (Paris lus̀ed'orsay)
は 1865年 、 スペ イ ン旅行 の後、近衛兵 の笛吹き

芝 もカラカラと人 々 も驚 いていた。
7月

少年兵 に一度 はポー ズを頼 んだが、途中か らヴィク
トリーヌが代わ った と言われて います。一見平凡 な
笛吹き少年が堂 々たる姿に描かれて います。浮世絵
の影響を受けた作品と言われて います。 1866年 サ ロ
ンに出品 し、拒否 されま した。で も、友人のEmile

23日 、 ローガ ン空港 に着 いた時 は涼 し

26日 に久 しぶ りにボス トン美術館を訪れた。

さすがにこの時期、来訪者 が多 く、名画 の前 には人
だか りが出来 るほど。名古屋 ボス トン美術館 に貸 し
出され た中で、 シンボル とも言 え るルノワールの
「 ブー ジヴ ァルのダ ンス(Dancc of 3ougival)」
(1870)や 、「 ヴ ィク トリーヌ・ ムーラン」がいつ も

お laが 弁護をかって くれま した。その翌年 にZolaの

の場所 に展 示 されていないのを見て、が っか りする

肖像画を描 き、 1868年 のサ ロンに出品 し、最上 の作

鑑賞者たちが いた。 (Sep.10,2005記

品の一つ と賞賛 された。
もしNew bFkの MetrOp01itan 美術館を訪れた ら、
ヴィク トリー ヌがポーズ した「女 とお うむ」を見て
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立日す

五Ｊ
在λ

三

I.元 留学生 。室賀氏からの情報

3日

皿 本記録の位置づけ

幸野幹事か ら、 1953学 年度 にMIT大 学院 に
留学された室賀弘 (こ う)氏 *を 紹介 していただ き、
電子 メールで連絡をとった。 (注 : 元 NEC役 員)
「記録集に出ている 9名 と、 出ていない 1名 の留

本記録集 は日露戦争直後 の 明治末期か ら始 まって
い る。大正期 にはいると、排 日運動 の影響を うけた
ためか、アメ リカ人 との交流 は薄 くなり、それが大
正 末期 か ら昭和初期 まで続 く。

同志 のことが多 かったc,学 業優先 のために、積極的

戦後 は 1949年 か ら留学できるようにな り、 ア
メ リカ人 との交流が復活 したが、留学生が増え始め

にこの種 の親睦会に出たわけではない」 とのことだ
った。

た 1953学 年度 で記事 は終わ ってい る。なお、サ
ンフランシス コ講話条約 の締結 は 1951年 9月 8

名簿か ら漏れて い る日本人学生が いたのは、人づ

日であり、その半年後 に発効 して 日本 は独立 した。

学生 と交流があった。交 流は主 としてMIT関 係者

ての情報 に拠 って作 っていた名簿 なので、止むを得
まい。
なお、記事 は 1953学 年度で終わ ってい るが、
その理 由について同氏は知 らない との ことであった。

ところで明治維新直後 は一 種 の留学 ブームだった
が、弊害が出て官費留学が見直された。 この 頃の留
学生を扱 った文献は少な くないが、本記録集 は親睦
会 の記事中心だが、その意 味で貴重である。

Ⅱ.こ の記録集は 4冊 か ?

Ⅳ 今後の進め方
戦後 (1951年 7月 )に 、 この記録集を引き継
いだ野島豊志氏は 5冊 あると書 き残 しているが 、手

①調査の深耕 不明事項の究明。
特 にMITと Harvard関 係
外務省ルー トでの調査

許 にあるのは 4冊 である。野島氏は 1980年 に鬼
籍 に入 られたのが分 か り、今となっては冊数を確認
する術がない。 しか し 4冊 の記事 は連続性があるの
で 5冊 目はないか もしれない。つま り野島氏の誤記

②広報活動の検討。
③学会活動の検討。

か もしれない。

④「 ボス トン日本人学生の記録」の保管方法の検討。

)(時 期)

﹂︑
一
ノ

治 次 十 二 人 俊 一
正 秀 五 敬 重 昌 準

崎 木 本 内 留 柴 草
姉 八 山 堀 都︲ 小 井

(自 筆 サイ ン

(備 考 )

(大 正 3〜 8年 )

東京帝国大学教授 (京 都出身、宗教学 )
超短波ア ンテ■の発明家。

3年 度)
(大 正 8年 12月 20日 )
(大 正

(大 正

11年 4月 15日 )

(昭 和

9年

音楽評論家 (東 京 出身 )。
一橋大学学長 (東京 出身)。

1月 5日 )

29年 3月
(昭 和 25年 5月
(昭 和

Edwill 10. Reisllauwer (1召

海軍大将・元 帥。

5日 )
7日

ノーベル物理学賞受賞 (愛知県 出身 〉。
フィール ズ賞受賞、数学者 (千 葉県 出身 )。

)

不日26年 11ノ 月10日 )

駐 日ア メ リカ大使、講演会講 師。

(記事 に登場 )

Edward wlvesterぉ rsc(明 治41年 〜大正 9年 )
菊地 大麓

(明 治 43年 4月

新渡戸

(明 治 44年 12月

稲造

8日

東大教授、 日本 の美術収集家、名誉会員。
男爵、東大総長、京大総長。来訪者。

)

8日 )

第一高等学校校長、国際連盟事務次長。来訪者。

針rus E.Dalli(大 正 9年 11月 12日 )
野dney Gulick(大 正 9年 11月 12日 )
山田 敬蔵

彫刻家、ボス トン日本協会会長。
京大、同志社で教員。青 い 目の人形を送 る運動推進

(昭 和 28年 4月 11日 )

ボス トン・ マ ラソン優勝者。
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幹 事 会 記 録
日時 :2005年 6月 9日
場所

:

出席者

午後 6時半〜 8時半

新宿サ ミッ トクラブ

: 16名 。

おける10月 20日

し、 当会 の ゴルフ・ コ ンペ は11月 11日 (金 )の 総
会 の前 に藤ケ谷カ ン トリー クラブにて 開催を決定.

で、茂木顧間 と相談 す る。

:

(会 員 の山崎英昭氏が支配人 :)に

の コ ンペ は人数が集 ま らな いので、懇親会 に変更

*次 期会長 :次 期会長 はハ ーバ ー ド関係者 か らなの
*新 入会員

*ゴ ルフの会 :予 定 していた笠 間東洋 ゴルフ 倶楽部

な し。

(別 項参照)

*ゴ ルフの会 :4月 12日 、泉カ ン トリー倶楽部。
参加者 8名 、 2組 。優勝 は磯崎一郎氏。
*お 花見 の会 :4月 16日 (土 )浜 離宮、会食は弥
生会館。参加者 20名 。 (別 項参照)

*油 彩・ 水彩 を描 く会 :当 日、天気予報が雨だった

*紅 葉狩 りの会 :05年 11月 11日

(日

)六 義園、 18時

頃か らライ トア ップの中で紅葉狩 り、 この後 で夕
食会開催。 (別 項参照)

*油 彩・ 水彩 を描 く会 :紅葉狩 り

(前 述)の 前 に、

13時 頃か ら開催を予定す る。 (別項参照)

ので、中止に した。

*ク ルーズの会 :来 年 の予定 があれば報告す る。

27日 、横浜港に寄港 したク
ハ
リスタル・ ーモニーを見学 した。

*歌 う会 :現 在お休み。酒巻 さん以外 の方 が幹事 を

*ク ルーズの会 :4月

*歌 う会 :酒 巻 さんが忙 しくなり、現在 はお休み。
*ハ イキ ングの会・ 山の会 :5月 14日 (上 )、
大山にハ イキ ング、豆腐料理を堪能。(粕 曜拷1ヱ′
)

引受け、都内の適当な場所 で 開催 で きないか ?
*ハ イキ ングの会 :現 在、計画 な し。

*美 術 の会 :来 年 は三好夫人が学芸委員 をされて い
る西洋美術館を鑑賞予定。

*美 術の会 :5月 28〜 29日 名古屋訪問。
・ 28日 (土 )は 名古屋ボス トン美術館訪間、

*歴 史を飲 もう会 :幹事が体調回復 されたので、12

山口館長 のお話、夜 はセ ン トレア空港、久米氏

んこ鍋 で忘年会開催 を計画中。 (別 項参照)
*音 楽 の会 :来年 1〜 2月 、 コンサ ー ト開催 を考慮

宅での蛍狩 り。
・

29日

(日

)は 名古屋万博訪間、内藤氏に ご

案内をいただ き、会場内を参観。 (別項参照)
*音 楽の会
。ボス トンポ ップスの来 日演奏が な くなった。
:

月11日

(日

)下 町探訪、相撲博物館、最後 はちゃ

中。 70〜 80人 の参加者 がないとむずか しい。
*「 ボス トンヘ ようこそ」頒布 :残 23冊 。
*「 ボス トン日本人学生会」 の記録 :三好氏が精力
的に調査・ 研究 を継続中。

(ヽ

ti

τ
碗考 り■)

。関野家 の姉妹 ピアノコ ンサー ト5月 29日 開催。
*「 ボス トンヘ ようこそ」 :Pを 通 して頒布中。

*ボ ス トン側 の関係団体
MITが 初 めて女性を学長 に選任、06年 1月 28日 に

*ホ ームペー ジ :4月 まで 3万 回のア クセス。今ま

日本で同窓会 を開催す る。問合先 :佐 々木会長。
今後、窓口を ジャパ ン・ ソサエ ティーは関氏、ボ

での会報 の表紙を纏 めて会報 ペー ジを制作。

*ボ ス トン日本人学生会 の記録 :精 力的に調査 中。
*会 報発行 :8月 末原稿締切 り、 10月 初 め発行。
*会 則 :発 足当時か らの案がそのまま現在 に残 さ
れてい るので、藤盛副会長を中心に数人で原案を
作 り、次回幹事会 で検討す ることに した。

幹 事 会 記 録
日時 :2005年 9 月 13 目
場所

午後 6時 半〜 9時 半

: 新宿 サ ミッ トクラブ

出席者

: 18名 、

(除 短時間出席 の相 山氏)。

*新 入会員 相 山豊氏 (1人 、総会出席者)
*相 山氏か ら友人、本田健氏 (「 ユダヤ大富豪 の教
え」著者)の ボス トン取材旅行 (約 1年 間)に あ

:

ス トン日本人会 は土居氏にお願 いす る。連絡があ
れば会長に連絡、副会長 を交えて相談す る。

*ホ ーム・ページ:月 1000回 、七うすぐ35000回 。
*2005年 度総会 :2005年 11月 11日 (金 )18100
開場、 18:30開 会予定、会場 は例年通 りNEC三 田
ハ ウス芝クラブを予定。ボス トンか ら増淵先 生が
出席予定。

*会 報第 26号 発行 :10月 3日 発行で準備 中。
*会 則案 (別 項参照):会 則案 を総会 へ提案、異議 が
なければ来年 の総会 で承認。

*会 計幹事 :06年度 か ら山崎規矩子氏、監査篠崎氏.
*次 回幹事会 。新年会 1 2006年 1月 19日 (木:)タ

た り、現地 の有力知人紹介 の要請を受 けた。

*お 花見 の会 :現 幹事 の三好彰氏が二つの会 の幹事
を引き受 けて い るので、 どなたかにお願 い したい
とのお 申 し出であった。 (後記 :酒 井氏が生 田氏
にお願 いす るとの連絡を受 けた。)
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