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昨年 11月 の総会 におきま して第 8代 会長に就任
いた しました鶴で ございます。新年 のご挨拶を兼ね
まして会員の皆様 に改 めてご挨拶申 し上げます。

その後 マサチュー
セ ッツ州ベ ッ ドフ ォ
ー ドにある別 の会社
に転 じ、更にその後
2年 間ハ ーバー ド・

第 5代 会長 の茂木賢三郎様 か ら日本 ボス トン会 ヘ
の 入会のお誘いと、併 せて会長就任 の要請を受けま

ビジネ ス・ ス クール
で勉 強。 それに伴 い、
バ ー リン トン、ア ー

した。新会員でい きなり会長 とい うことでよろ しい
ので しょうか ?と お聞きしましたが、 3回 に 1回 は
ハ ーバー ド関係者 が会長になるのが慣例 とのこと。

リン トン、 レキシン トンと転居 を重ね、 1977年

茂木様 とはハ ーバ ー ド・ ビジネス・ ス クールの同窓
生 として前か らお付 き合 い 。ご指導を頂 いてお り、

に帰国す るまで約 4年 間ニューイ ングラン ドで暮 ら
しま した。結婚生活を始 めた土地であり、加えて マ
ンチェスターでは長女 も生まれており、家内共 々ニ

その縁でのご推薦 と思いお引受けをいた しました。
また会の運営については副会長や幹事 の皆 さんが熱

ューイ ングラ ン ド・ ボス トンが大好 きです。
地元 のスポーッチ ームの活躍 は今 で も気にな りま

心に推進 して くれるので何 も心配は しな くてよいと
のお話で した。 昨年以来幹事会・ 総会に出席 して、

す し、特に当時弱小チ ームであ ったペイ トリオ ッツ
の近年 の躍進 は嬉 しい限りです。家内はボス トンソ
ンフ ォニーやボス トンポ ップスの演奏会 にも行 きま
した し、二人で当時人気 のあ った トニーオ ーラン ド

正にその通 りであることを強 く感 じてお ります。従
って総会での挨拶 も「会長 としての私 の役割は、会
員の増強 と慣例に則 って次 々期会長を探す ことです
ね」 と冗談半分ではありますが申しま した。

&ド ー ンを聴 きにボス トンガ ーデ ンに行 った り、遠
くロー ドアイラン ド州 プロビデ ンスまでフランク・
シナ トラの コ ンサ ー トに行 った りしてアメ リカ生活
を楽 しみました。秋 のメイ ン州・ ニ ューハ ンプソャ

私 は 1973年 に結婚 し、直ちに社命でアメ リカ
の関係会社勤務 となりま した。最初 の勤務地はニ ュ
ーハ ンプシャー州。 60万 人程度 しか住んでいない
小さな州 で、 日本 の友人 に話 して も「豚 で有名 なイ
ギ リスの町 じゃなか ったけ ?」 などと言われる始末

ー州 の紅葉 も忘れ られません。
また、今年 は松坂大輔投手 のボス トン・ レッ ドソ
ック入りが実現 し、ますます、 日本 とボス トンの関

で した。私たちが住んだマ ンチェスター市 は人 口約
10万 人 の州最大 の町で したが、 日本人 は近郊を含

係 が身近 に感 じられ ることが多 くなると思います。
長 々 と個人の思 い出話 を語 りご迷惑だ ったか もし

めて もアメ リカ軍人に嫁いだ女性が数人 いるだ け。

れませんが、「好 き こそ ものの上手なれ」。大好 き
なボス トンを愛す る人の集 まりである日本 ボス トン
会 の発展に少 しで も貢献 したいと思 います。

言葉や自動車運転 に不慣れな家内が特 に初 めは苦労
しました。 日本食料品 も月に 1回 程度 ボス トンまで
車で 1時 間走 って、確か「吉野屋」 という店へ買 い
に行 きました。

日 本 ボ ス ト ン 会
今 年 の 予 定
*3月 24日 (上)観 桜会
2頁
*ハ イキング・ 山の会 (時期 未定)
*3月 24日 (土)桜 景色をスケ ッチする会
2'' *ゴ ルフの会 (秋 未定)
*4月 27日 (金 )ゴ ルフの会
2" *11月 9日 (金 )総 会・懇親会 (予 定)

*5月 24・ 25日

(木 〜金)歴 史・ 美術の会
合同企画「 大津湖都 古社寺めぐり」 3"
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*11月

下旬/12月 初旬 紅葉狩 り

(予 定)
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2007年 のお花見は、昨年 と同 じ千鳥が淵 にお
いて開催 いた します。今年 は桜 の開花が早まると見
24日 に開催 します。

今回 は出来 るだけ多 くの方 々が、参加 しやす いよ
うに、先 日の幹事会 で検討 し、川崎国際 ゴルフ場 で

下記 の要領 にて開催 いた しますので、奮 って ご参

集合場所

開催す ることに しま した。
パ ブ リックコースで あるため、予約 の電話を50数

17日 にさせていただきます。

分間、ダイヤル し続 ける ことにな りま したが。

三井 ア ーバ ンマ ンション (旧 フェアモ
ン トホテル)前 、ボー ト乗 り場付近

:

1.日

3月

:

24日

(土 )午 後

時

4月 27日

2.集 合時間 :

5時 30分

(幹 事は 5時 50分 まで待ちます)。
ルー
ト 千鳥が淵→靖国神社→武道館前。
散策

4.会 費

:

小田急線 向ケ丘遊園駅下車
タクシーで約 10分 、又 は専修

各 自現金 にてお支払 い ください。

1‑6‑5
803‑3261‑5521
:7000円 ′一人

尚、今回は 4組 予約 してお ります。どしどしご参

千代 田区九段南

加下 さるようにお願 い します。
幹事 としま しては、今回 は晴天 でプレーできるこ
とを祈 っております。 (注 前回 は雨天 中止)

会費 は事前納入を原則 とします。
費用振込先

45分

払 い はできません。チェックイ ンの時

九段会館 (午後 6時 半か ら)

費用 (予 定)

午前 9時

大学行 きのバスにて終点 で下車。
4000円 (賞 品、パ ーティー代)

(散 策約 1時 間)。
:

:

ート
コーススタ
(金 )午 前 10時 18分 イン

5.プ レー代 :こ のコースはクレデ ィットカ ー ドの支

1

宴会場

現地

3.最 寄 の鉄道駅

(地 下鉄「 九段下」駅下車、 2番 出口
か ら徒歩 10分 )。

集合時間

3月 7日

日本ボス トン会 の春季 ゴルフコ ンペを下記 の通 り
開催 いた します。

加願 います。準備 の都合 があ りますので、 申込み締
切 りを 3月

19(2007)年

春 季 ゴ ル フ コ ンペ の ご案 内

日本 ボ ス ト ン 会 観 桜 会

られておりますので、 3月

平成

幹事連絡先

￨

:

山崎 恒
申込先

:

生 田英機
(続 報 )

お蔭様で、 16名 の方 々か ら申込みがあ り、久 し
振 りに、賑やかな コ ンペが 開催出来 ることを喜 んで
お ります。ありが とうございます。

会

る

す
チ
ｎ
ツ占
ケ案
ス催
を開
色
三示
桜

お元 気 な 山 田敬 蔵 さん
昨年 10月

「油彩・ 水彩を描 く会」が「観桜会」 (別 項参照)
の開催 日に、水彩・ 鉛筆 など手軽 な画材 でスケ ッチ

んは今なお、隔 日 20キ ロのマラソンを継続されて
お られ、お元気 で総会 に ご参加 をいただきました。

す る催 しを企画 しました。同好 の方 は午後 2時 30分
に東京国立近代美術館入 日前 へ お集まり下さい。な

ボス トン・ マラソンにも現在、毎年参加 されてお
られ、 80歳 まであと 2年 は参加 されるべ く、毎月、

お ご参加希望の方 は幹事宛 にご一報下 さい。
幹事

:

30日 、 79歳 にな られた山田敬蔵 さ

各地 のマラソン大会 に参加 されてお られます。
昨今、高齢者 の健康維持 が話題になっていますが、
生活 の 目標 を持ち、 日頃の生活 の 中で適切 な身体 の

西川 文夫

トレーニ ング、呼吸法、食事・ 水分 の摂取、筋力 の
維持 に留意 されれ ば、 80歳 で も 42キ ロのマラソ
ン・ レースに参加できることを実証 されようとして

藤盛冨美子

います。 これか らも我 々の先達 として、 ご活躍 され
(俣 野善彦記)
ることを願 っております。
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歴 史 を 飲 も う会 、 美 術 の 会 、 合 同 開 催 ご案 内

大 津 ― ―湖 都 の 路
日程

:

2007年

見学コース :

5月

24日

(木 )〜

(新 緑 の 古 社 寺 め ぐ り )

25日

(金

) 1泊 2日

1日 目 石山寺、琵琶胡疎水、三井寺、大津市歴史博牛
須官、法明院、フェノロサの墓。
2日 目 比叡山延暦寺 (東 塔、比叡山国宝殿、西塔)。

白
宿

琵琶湖ホテル

(8077‑524‑7111)
(eメ ール Ⅶ服 biwakobtel.∞ .jp/)

商一
一
カ

(往

)JR(新 幹線)の ぞみ 63号 、
(復 :) JR(新 幹線)の ぞみ 92号 。
東京駅 銑 ) 8:33
京都駅 銃 )15:26
新横浜駅 (発 ) 8:50
新横浜駅 (着:) 17:30
京都駅 (着)10:53
東京駅 (着)
17:46
京都駅 銑 , 11:oo
(JR東海道本線
石山駅 (着) 11:12
)

(徒歩連絡 2分 )

京阪石山駅 (発)11:21
石山寺駅 (着 )
集合時間

:

費用 (概 算):

併 :阪石坂線)

11:24

京阪石坂線 石山駅 改札日付近
通常期

: 11:30

JRと ホテル

(朝食付)の セ ット料金
往復共 のぞみ利用)
JRと ホテル以外の交通費 十拝観料金

39, 00o円

(:注

夕食、昼食費を含めて 1人
世話役

約 5万 〜 6万 円

篠崎 史朗
三好 彰
酒井 一郎

3者共通 e― メールア ドレス
参加申込

4, 510円

:

21日 (水 )ま でに連絡願 い ます。
ホテル予約 の都合上、参加 申込みと同時 に下記 の参加方法について選択 の上、 ご
連絡

上記 世話役に e― メール、又は電 話で 3月
願 い ます。 (注

JRセ ットプラン、又 は JRチ ケ ッ トは、各 自で ご購入をお願 い致

します。)
①

JR十 ホテルの JRセ ッ トプランを利用 の方。

②

ホテルの予約 のみの方

③

その他 の方

(セ

(購 入方法は別途お知 らせ し す)
'ま

ッ トプランを利用 しない方 )。

(日 帰 りなどの場合)。

日本ボス トン会では隔年で名古屋 ボス トン美術館を訪ね ることに してお りましたが、 フェノロサや ビ ロー
ゲ
に縁 の深 い三井寺 (法 明院)ま で足を伸ば したいと予てか ら考 えてお りました。
今回はフェノロサ研究の第一
人者 でお られる山口静一先生 もご都合がつ けばご参加 のご意向です。お 申込みをお
待ち してお ります。世 話役
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小道を下 って多摩川べ りに出たところに架け られた
神道橋を渡 らずに、川の上 流に向けて川沿いの御岳

今年が 3回 日となった紅葉狩 りは、好天に恵まれ
た 11月 3日 (金)、 東京都民にとり身近かな秋 の

渓谷遊歩道 [み たけ歩楽里道 (ぶ らりど う)]を し
ば し歩 き、美術館に到着 した。みたけ駅前か ら 20

奥多摩を訪ねることになった。

分 の行程であった。

JR新 宿駅を午前 8時 47分 に出 るホ リデ ー快速

美術館 は「たま しん歴史・ 美術館分館」 として経

「お くたま 。あきがわ号」 5号 に乗車すると、途中、
中野・ 三鷹 。国分寺・立 川 ̀西 立川に停車するだけ
で、拝島には午前 9時

11日 を桜 の 日、 8月 21日 を倉
田二郎生誕記念 日、 11月 3日 を開館記念 日として
『 スケ ッチの 日』に定 め、美術館 入場者に画材を無
営 され、毎年 4月

25分 に到着 した。 ここで、

列車 は青梅線 の最終駅「奥多摩」には進行方 向の先

料で貸 出 し、スケ ッチを勧 めてい る。我 々が訪れた

頭か ら 6両 と、五 日市線 の「 五 日市」 に向かう後部

日も、 2階 のテラスを提供 して このサー ビスを受 け

の 4両 車両 に分け られた。

た数組の親子連れがスケ ッチを楽 しんでいた。更 に

われわれの 目的地である「御嶽 (み たけ)」 駅に

当 日の来館者には記念 品
がプ レゼ ン トされた。

10時 7分 に到着 した。新宿 か らの所要時
1時
間は
間 20分 であった。列車 には多 くの乗 り越
は、午前

美術館は一階のエ ン トランス・ ホ ール、二 階の第

し客が多 く、駅 の改札を出るのに も随分時間がかか
ったが、集合時間は午前

(3Bの 館名 入りの鉛筆 )

1、

11時 であったので、それ

第 2展 示室に約 40点 の展示品が置かれ、著名

な 日本人芸術家の陶芸、彫刻、絵画の他、倉 田二郎

まで駅前を散策 して全員 の到着を待 った。

記念室にはスペ インを描 くスケ ッチ 20点 の作品が

奥多摩は「東京 のふ るさと」 として都民 に親 しま
れ、青梅・ 五 日市線 の沿線には数多 いハ イキングの

展示 されていた。 これか らスケ ッチを学 ぶ人 には参

好適地が多 く、列車 もハ イキ ング客で混雑 していた。

西洋美術館 の野外 に置かれた A.ロ ダ ンの「 カ レー
の市民」 の小さな第 1試 作品 も展示 されていた。た

考になる作品の数 々であった。二 階 には上野 の国立

駅前には小 さな露店 が店開きして、近隣でとれた
山菜、本 の実、野菜、漬物やまん じゅう、お団子が

またま 10月

売 られ、大多摩 (奥 多摩 と山梨を含む)の 東京 シテ

彫刻を見てきたばか りに大変に強 い印象を受 けた。

ィ・ガイ ド (観 光財団)の 名札をっ けてプロと自称

御岳美術館の川向 こうの岸 には駐車場が設置され

するボラ ンテ ィアが駅周辺の登山・ レジャー・ 観光

てお り、渓谷を愛するマニ アが多 いこと も判 った
。
美術館か らは川沿 いに遊歩道を下流に歩 くことに
なった。御岳橋 の下を通 り、途 中、あゆ釣 りの
釣り
人 も多 く、又グループでカヌーの水 中で引 っ繰 り返
った状態か ら身体を起 こす訓練に励む人達、スヶ
ッ

施設 の案内を して くれて いた。
今年 は暖冬 のために紅葉が遅れ、駅前か ら通か遠
くに見える御岳山の武蔵御嶽神社宝物殿付近が僅か
に色 づ く程度であ った。
当日の参加者 は 19名 、午前

11時 過 ぎには全員

チや筆で腕を動かす 日曜画家 の姿 も沢山見受
け られ
た。

の到着が確認 され、みたけ駅前 の青梅街道を横切 り、
御岳橋を渡 って突 き当たる吉野街道を左に曲が って
約

10分 で玉堂美術館 に到着、正午 まで 日本画壇の

巨匠 。川合玉堂 の作品を鑑賞 した。
美術館 には玉堂 16歳 の折 りに描かれた花鳥 の実
に細 かな筆遣 いが判 る写生が展示 されており、若 い

21日 に上野で等身大 の 6人 の大 きな

歩道 の上か らちょっと下 の方で水彩で描 く人 の絵
を覗 きこんだ時、まだ遠 くの緑色 の木 々の色が変わ
っていないのに、その色彩を少 し黄色で描いてい
る
の も見かけた。紅葉には未 だ早 く、下 りの い
狭 遊歩
道 も余 り人 の行 き来 きが多 くな く、御岳美術 か ら
館

時か らの画才が示されていた。展示作品は 84歳 の

約 50分 で楓橋 の袂 の「 ままごと屋」 まで歩 く事が

絶筆まで幅広 く網羅 されてお り、画室 もそのままに

できた。

作 られて いて、往時を偲ぶ ことがで きた。
正午に美術館前 の 人口の階段を利用 した記念撮影

お食事は地元 の清酒・ 澤乃井直営「 ままごと屋」
の渓流が良 く見える新館・ 楓橋 の大広間にて
、蔵元

を済 ませ、午後 2時 の「 ままごと屋」 の会食時間ま

だけで飲めるお酒で豆 腐・ ゆば料理を楽 しみ、参加

で、 目的地別 に小澤酒造い の酒蔵見物、スケ ッチ、

者全員が満足 して現地解散 した。

御岳美術館 と 3班 の グル ープに別 れて散 った。

晴天に恵まれ、都心の新宿駅か ら約 1時 間半 の場
所 に、 この様 に軽装の散歩気分で渓谷美を楽 しめる

御岳美術館を 目指す組 は駅か ら来た道を戻 り、駅
前で青梅街道を左 に曲が り、 しば しなだ らかな道を
登 ってか ら、御岳美術館 の標識 に従 って左に別れた

場所があったのが驚 きであった。 (俣野善彦記 )
(注 「 ままごと屋」80428‑78‑9523)
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「絵を描 く会」参加者 5名 が「紅葉狩 りの会」 の
晴 ̲̲̲̲̲遭
̀"̲̲￨∫

日に、玉堂美術館の近 くで絵を描 きま した。

よ

玉堂美術館 の周りは絵 のスポ ットが沢 山あり、 日

̲1lL

:

「

曜画家 たちで賑わ ってお りま した。川合玉堂の数 々
の素晴 らしいデ ッサ ンを見た直後 だったので、

よ

しやるぞ"と い う気迫 が皆 に感 じられました。
さて風景を描 くには先ず場所を決 めることか ら始
まります。時間の制限があるので思 う存分探 し歩け

玉堂美術館前

ないのが残念 !切 り取 りたい構図が余 りにもあ りす
ぎて困るくらいで した。四季折 々に訪れた らそれぞ
れ違 った趣 の奥多摩 の風景に出会えるに違いありま
せん。場所が決ま った ら絵を描 くプロセスに酔い し
れま しょう。
次 回はもっと大勢 のご参加を期待 いた します。20
年 ほど前、私が初めて絵をやろうと思 った ときに家
人

(?)が

向いてないよ、無駄だと思 うよ"と 言

ったことで、やることを決心 しま した。 自分の感動
のままに、規則などにこだわ らずにおお らかに表現
すればよいとい う思 いで楽 しんでいます。脚や腰が
弱 るであろう老後 も、一人で 出来 ることの趣味のひ
とつ と思います。
次回の写生会はボス トン会「お花見の会」の 日で
す。一緒 に描 きませんか ?

・祠

・

識

一

¨
摯

︲
一
¨
一
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trading cOmpanies"と い う題で話をま した。そい う

′ノノ

土日ｔ

乙︱

五人

三

事情 で、それ以来小林先生 のお名前 は忘れ られませ
ん。」 という貴重 なお話 をお知 らせ頂 いただきま し
た。
道明氏か ら教えていただ いた留学時代 のお仲間は

曰本ボス トン会 のホ ームページで留学生 の記録を
紹介 して いるが、その記事を「偶然 に見つ けて 自分

次 の通 りである。

の名前がでて いるのに驚 きました。」 と言 って道明
栄爾氏 (元 丸紅勤務)か ら電子 メールが届 いた。そ

〇碧海美代子 元共立女子大学教授
ご主人の純一氏 もハ ーバ ー ド大学 への留学生、

して留学時代 のお仲間について貴重 な情報を教 えて

法哲学者、東大名誉教授 。

いただいた。
早速、氏の 自筆 と思える署名 の 出て いるページの
コピーをお届けした。それ は1951年 11月 10日 にエ ド

OSakayama,William二 世帰還兵 。

ウイン・ ライ シャワ ー博士が 日本人留学生 のために

葉山さんの幼稚園時代 の先生。

Sakayama夫 人 のMaryさ ん も二世 であり、ペ ギ ー・

○関戸弘蔵、元安田火災、 日本損害保険協会、死亡

行 った講演 に出席 した人の名簿 である。

ガ リオア資金による留学生。

この時の演題 はThc Problem of the PoSt― Treaty
Japanで ある。現在 では歴史上 の話題 だが、当時は

○高山利勝 元公認会計士、死亡、ガ リオア資金に
よる留学生。

ホ ット・ トピックスだった訳 である。博士がどの よ

○本 田正一、元山一証 券、死亡、ガ リオア資金によ

うな話をされたのか大 いなる興味を抱 く。

る留学生。

折 り返 し道明氏か ら「 随分懐か しい名前 がそろ っ
ていて見ているだけ若 き日を思 い出 し興奮 いた しま

○大谷光紹、浄土真宗東本願寺派法主。
○鈴木 Albert一 郎、元青 山学院大学講師。
○萩谷納、桐朋学園教授、ボス トン・ シンホニー・

す。 自分 の名前 ですが、確かに自署です。今 と字体
が変わ っていないのに驚 きま した。」 という書 き出
しの電子 メールが届 いた。氏は当時、 日記風のメモ

ホ ールで「冬の旅」を熱唱。

をつ けてお られたそうです。それには、「 7時 か ら
ハ ーバー ドのPhillip Br∞k Houseで 日本会があり、

○丹呉次光、 日本航空。

出席。PrOf.Reishauerの 話 しがあ った。」 と書 い
てあり、ついで現在手許 にあるボス トン日本人学生

○岩村信二、牧師。

○大溝久雄、丸紅株式会社 。
○大谷喜明、社会事業家、東京経済大学・短期大学
部長。

会の記録を見 たことを「前 の方 には浅野良三氏宅で
集 まったと書 いてあ り、後 の方 には都留重人先生や
名取順一氏の名があ った。」 と書 いているとい う。

○田下優、大阪女子大学教授 。

尚「山本五十六」 (筆 者 は山本五十六元帥閣下 と記

ところで この講演会 の英文 で書 かれた案内状が残
っている。今では懐か しい青焼 きの コピーであるが、

述)な ど著名人 の署名を見 たことも覚えてお られた。

責任者 としてサイ ンしているのは Albert lchiro
なおこの講演会 には本会 。会員 の小林規威先生 も
出てお られたのが名簿 で確認できるのだが、道明氏

Suzuki(日 系人、鈴木一郎)氏 である。 日系人 らし

は「小林規威先生が当時ハ ーバ ー ドにい らっしゃっ
たことは知 りませんで した。私が丸紅 のバ ンクーバ

道明氏によると鈴木氏 は萩谷氏 とシンホニー・ ホ
ールのそばのアパ ー トで共 同生活 を していたとい う。

ー支店長を して いた1975年 2月 にU五 v.of British
∽lumbia の主催 で Our Japanese Future"と い う

そ して料理上手な二人 の世話 にな ったことを懐 か し

講演会があり、その 中で小林先生が That is Japan

本人学生会の集 まりで合唱 した ことがあり、そのと

ln∞ rpratedと い う講演をなさいました。その内容

きの写真 を大事に して いるとの ことである。
なおこのアパ ー トには戦前 か ら日本人留学生が入

い見事 な英文 である。

く思 い出 したという。道明氏は この二人を交 えて 日

といい、英語 といい、素晴 らしいのに驚嘆 しま した。
日本の商社 について バ ンクーバ ー在住 の商社 の誰か
が、話 をするように言われていたのですが、誰 もや
りたが らず、結局私 が大役 をお しつ け られてま して、
The Global success

and aspiratlons of

れ替わ り立ち代わ り住 んでいたのが分か っている。
戦前 に住んだ人 は南京虫 に悩 まされたとい うが、 D
DTが 解消 して くれたことだろう。 このアパ ー トは
現存す るそうである。

the
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増渕興一著

「 世 界 に 羽 ば た け

前回は、ボス トン日本人会学生会が活動を開始 し

7日

!若

人 よ 」

昨年末、MITの 終身待遇名誉教授 として ご高名 な

た明治41学 年度か大正 2学 年度までを概括 した。

増渕興一先生か ら当会にご者書 *の 献本 がなされ、

今回は この期間における学生の状況 と日本か らの
来訪者について記す。

回覧によりこれを読ませて頂 いた。

日系人を含む 日本人 は 47人 出て くるが、消息の
つかめない人が 12人 居 る。何分百年 も前のことな

読み終えた感想を一言で表現すれば、「 さわやか
さ」に尽 きる。大正

13年 (1924)1月

に北海道小樽

市でお生 まれになった先生 は、若 き学徒 として溶接

のだか ら追跡は難 しい。なお、不思議なことだが女

理論を専門分野に選び、以降、半世紀 にわた りその

子留学生が見当た らない。

研究 に邁進 され、数 々の成果を挙げて国際的 に高 い

判明した範囲で 7割 がハ ーバ ー ド大学で学んでお
り、 1割 がMIT(当 時 はボス トン・ テ ックと称 し
た)で ある。 このほかにMITと 同数 の人が神学校
生だ ったのが興味深 い。なお、文系 と理系 の比率 は

評価を得 ることになった。人生の大 きな節 目では、
すべ て 自己責任 と独立 自尊 の気持 ちで進路を決定 さ
れ、生 き抜 いて こ られた。
あとが きにもあるよ うに「

知・ 誠"と

和"を

ほぼ同 じである。留学生の選考 にあたり偏 りを避け

正面 に掲げ」、高 い志を もって研鑽を積み重ねて人

たと受け取 られる。

生を歩 んで こ られたお人柄 か ら、そうした爽やかさ

卒業後に活躍 した分野を見 ると、官界、学会より
は実業界 (産 業界、聖職者)の 方が多い。 これはア

が醸 し出されているのではないか と感 じた。まさに
北海道にゆか りの クラーク博士が学生達に残 した

メ リカが実業を重ん じてきたことの証 しであろ う。

BOyS,be ambitious!"の 精神を地で行 ったかのよ

もっとも明治維新直後 はアメ リカヘの留学が多か っ

うな人生だと思 った。

たが、明治 の半 ば以 降 になると当時学問で世界を リ
ー ドしていた ドイツヘ の留学が増えたことが背景に
あるのか もしれない。

若 い頃か らご自分 の研究成果を英文にまとめては、
国際的 な学会誌に投稿 されるなど、「井 の 中の蛙」
とは対照的に、常 に視野を広 く世界 に向けてお られ

さて、 日本か ら来訪者が来 ると、他に対応機関が

たことが判 る。 1960年 代以降、米国に居を構えて研

なかったせいだろうが 、ボス トン日本人学生会 に話

究生活を始め られてか らの、様 々なご苦労 のエ ピソ

が持 ち込まれている。

ー ドも興味深か った。例えば、学会や人前で発表 す

男爵・ 高平小五郎 (外 交官、ポ ーツマス講和会議
出席、 1908年 駐米大使、貴族院議員)、 男爵・
菊地大麓 (東大総長・ 文相・ 京大総長を歴任、 19

09年 学士院長)、

デを少 しで も埋 めよ うと、時間の許す限 り、何度 も

新渡戸稲造 (ジ ョンズ・ ホプキ・

ンス大卒、 1911年 に初 の 日米交換教授 としてア
メ リカ各地で講義、後年 に国際連盟事務次長)、 お
よび子爵・金子堅太郎 (ハ ーバ ー ド大卒、司法大 臣
・ 枢密顧問官 っな どを歴任、

ることが決まれば、いかん ともし難 い語学力 のハ ン

1910年 米国訪間)

何度 も推敲を重ね、予想質問に備え、英語 のプ レゼ
ンの リハ ーサルを繰 り返されたという。チャ レンジ
に直面する度に、 いつ で も真 っ正面 か ら正攻法で取
り組むお人柄が伝わ って くる。
それに比 べて、 昨今 の若 い 日本人研究者が 国際学
会等で発表する際の態度など極 めて安易で、周到な

という歴史に名を残す大人物 の訪間を受けてい る。

準備を したのか疑間に思 う、 と苦言を呈 してお られ

なお当時の米国大統領 セオ ドア・ル ーズベル トは
金子のハ ーバ ー ド大での学友であり、新渡戸の著書

る。今 日の 日本社会が全般に浮わついている証左か

「武士道」を氏に紹介 した ことはよ く知 られてい る。
後年、各界で活躍 したとはいえ、留学生 だった若
きエ リー トは、 これ らの大人 物 の対応 に困惑 したこ

もしれない。
ご著書 の後半 に、 日本か らMITに 留学 して「増渕
教室」で薫 陶を受けた方 々との座談記録が収録 され

とだろ う。それを裏書 きするかのよ うに来訪の準備

ている。後輩諸氏が「他 の誰 もや っていない こと」、
「 自分 の専門分野 とは異なるテ ーマ」に挑戦 し、研

をする記事 はあるが、具体的な対応内容については

究者 としての新境地を切 り拓 くよう、先生に励 まさ

記されていない。

れた様子が伝わ って くる。 これか らも「国際的メ ン

なお、現地に滞在す る留学生に来訪者の対応をさ

ター」 として、益 々の ご活躍を

せるのは、古 くて新 しいテ ーマ と考えて しま う。
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これにす ぐ近 くの川 のほとりに形成 された魚河岸
を発祥 の地 とする いなせ"(勇 み肌 の人 々が髯 を

9日 )

鮎 の背 の形 に結んだ)の 気風が重な り、時を経 て次
第に多数 の共感を誘 うこの地独特 の情緒へ と昇華 し

′ヽ

歩
ねを
尋隈
を界
緒橋
情本
戸日
Ｌ
ｒ
一
准
篠 崎

平成

て行 った。所謂江戸情緒 の誕生 である。
この不思議 な情緒 に惹かれたのは無論一般市民 だ
けではなか った。時代 は明治 。大 正 となるが、 この

史 朗

日本橋 の橋名 の起源 には、諸説あ る中で、「 この
橋 の川下には江戸橋があり、又京都に向か った銀座

地 の雰囲気 に強 く魅せ られた文人 たち も現れ た。
大正初期 の作 である泉鏡花 の「 日本橋」 は、現在

口には京橋があったので、江戸で も京都で もない 日

の貨幣博物館近 くの 日本橋川西河岸 を舞台 とした小
説 だが、劇化 され新派 の芝居 として演 じられて好評

本の 中心 の橋 と言 うところか ら生まれた呼称だ」 と
の説 に最 も説得力があるよう思え る。現在、橋畔 に
立 った記念碑 も「徳川盛時二於ケル本橋付近ハ富賣

を博 し、それで 日本橋が一層有名 にな ったといわれ
ている。

豪商 ヲ連ネ魚市 ア リ酒庫 ア リ雑開沸 クガ如 ク橋上貴
賤の来往昼夜絶 エズ」 と、江戸 開府以来 日本の 中心

然 し今回歩 いた 日本橋北部 となると、何 よりも明
治末期 の若 き詩人 。画家 の芸術談話会 であ った「パ

としての この橋 の存在を形容 して いる。

ンの会」であろう。木下杢太郎、北原 白秋、吉井勇
・ 石井柏亭 らを中心 とするこの会 の集合場所 はつね

今回の企画は この 日本橋界隈を歩 く趣向で、̀̀江
戸情緒を尋ね"と 大見得を切 ったが、幾世紀を経て

に日本橋川 ほとり、又はその周辺 の西洋料理店など
であ った。 ヨーロ ッパ もフランスに強烈 な憧憬 を抱
いた当時の彼 らは、贋重 の大川端 の絵 に感動 した ヨ

江戸や明治 の面影が今 にあろう筈 もな く、所詮は想
像力退 しく歴史書を読むように歩 くこと以外にはな
いと承知 しなければな らない。

ーロ ッパ人 の感覚を もって水辺 の下町を眺めよ うと
したのであろう。

しかも歩 く範囲もわずかであ った。本石町一丁 目
の貨幣博物館 を起点 に日本橋川沿 いに旧按針町の脇
を江戸橋 。人形町方面 へ進み、小舟町の先を堀留町

日が落れば河風 の肌 に冷 く
あれ江戸橋に燈がついた。緑 の燈がついた。

の方 へ と北上 し、大伝馬町 。小伝馬町を巡 ったあと、
本町四丁 ロヘ と向きを変 え、室 町三丁 目を経て三越
前 に戻ると言 う日本橋北部 の 申 し訳 ない程 の狭 い範

瓦斯 の燈 さえ もゆ らゆ らと・・・ ・
流れ る水 にゆ らるるもの を 。・・・

囲で しかなか ったのである。参加者 の方 々 も恐 らく
そのように思 ったに違 いない。

いたいけな声 して、
魚河岸 の窓か ら漏 る ヽ
稽古 の三 味の梅 の春 さえ
のぼのと
はずれてほ
塀を
遠 き川 回の汽笛 の音 さへ

然 し、詳細 な説明を省 くとして、 この界隈 こそが
多数 の間屋 を 中心に、職人町、魚河岸を含む一大商
業 ゾー ンとして、永 く江戸 の繁栄を支えた中心地域

秋 となればさび しきものを・・・・
えんやさの これわいさの よいやな。

だ ったのであり、今回は紛れ もな くその地域を歩 い
たのである。

(木 下杢太郎詩集「食後 の唄」 より)

何故 この地が栄える ことになったのか。それは豊
かな水辺 と言 う天 の恵みがあ ったためである。江戸
時代 の初期頃、 この地 にはあちこちに海が 入り込み、
川が注ぎ、その後幕府が戦略的な埋立工事 などを行

もう一人谷崎潤一郎が いる。彼 は明治 10年 代、
現在 の人形町一丁 目の生まれであ った。 自ら述懐す

い縦横 に堀 も造 られて水路が発達 し、 これが この地
に繁栄 を もた らす ことにな った。最早、町名 に しか

るようにこの下町 に一人の町人 の子 として生まれ、
その時代 の種 々の文化や風俗習慣 の下 に育 まれ、そ

名残 りが ないが、現在 の小舟町・ 堀留町には日本橋
川か ら東西二本 の堀川があ って、そ こには全国各地

れを上台として、文豪 と言われ るまでの小説家にな

か ら江戸向の荷を積 んだ多数 の荷舟が集 まり、両岸

更 に付け加 えれば、 日本近代文学史 に大 きな足跡

には各問屋 の倉が並び、年が ら年中商人や船頭、荷
揚人足 などでごった返 してい た。人で賑わえば、そ

を残す同人文芸雑誌「文学界」 を島崎藤村、北村透
谷 らと創刊 し育成 した星野天知 や、 この「文学界」
の同人 で もあ った英文学者 。随筆家 の平 田禿木が い

れ 目当ての新 しい商売が生 まれ、町は発展 し、更に
人を呼び、やがて花柳 の巻が出現 してそこにある種
の気分が醸成される ことになる。

ったのである。

,

る。彼 らはいずれ もこの地の商家 出身 であ った。

(9頁 につづ く・・
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(2007年

吉 ガ イ ド・

̀音

「 江 戸 の 誘 惑 」 展

)3月

7日

プログラムより紹介 ヽ

第一章 江戸の四季
①朱鍾道図絵

(1805)頃

葛飾北斎

②春遊柳蔭屏風 (1789〜 1801)頃

紅葉が 明 るさを増す頃、江戸文化 の素晴 らしさを
改めて認識す る機会を得た。昨年 10月 21日 か ら50日

③向島行楽図

間、当会員 の小林淳一氏が学芸課長を務 める江戸東

④柳下美人図

京博物館 で開催 されて いた、ボス トン美術館所蔵 の

⑤鏡面美人図

勝川春章

(天 明後期〜寛政前期)歌 川豊春

(1785)頃
(1805)頃

鳥居清長
葛飾北斎

⑥隅田河畔春遊図 (1764〜 1772)頃
第二章 浮世の華

肉筆浮世絵展「江戸の誘惑」の ことである。
かのウイ リアム・ ビゲ ローは、フェノロサの指導

鈴木春信

の もとで蒐集 した江戸時代 の版画 3万 点以上 ととも

⑦芝居町・遊里図屏風(1684/1704)頃

に、絵画 も約 4千 点を ボス トン美術館 に寄付 してい

③

"

"(六

曲一双)

菱川師宣

"

川師宣、葛飾北斎、喜多川歌麿 などの手 による二つ

⑨雪月花図 (1789〜 1801)
歌川春信
⑩吉原風俗図屏風 (宝 永〜享保)無 款 (宮 川長春)

とない肉筆画 は 700点 以上にも及び、その うちの

⑪芸妓 と仲居 (1804〜 1818)末 頃

る。その 中で、江戸 時代 の浮世絵作家を代表す る菱

80点 ほどが このたび里帰 りした。

(別 項参照)

旧い ものが否定 され、 日本独 自の伝統文化 と芸術
も排斥されて、江戸 時代 の美術品が二東三文で 入手

喜多川歌麿

⑬画巻「象の綱」 (1804〜 1818)

鳥文斎栄之

⑭鳳凰図屏風 (1835)(八 曲一隻)

葛飾北斎

⑮唐獅子図 (1844)
二
第 章 歌舞伎礼賛

できた明治時代 ではあるが、また大富豪 とはいえ、
よ くこれだけ買 い集 めた もので、あまりにも膨大 で

歌川豊国

⑫遊女 と禿図 (1789〜 1801)

''

⑮絵看板 錦木栄小町 (1758) 無款 (鳥 居派)
①三代 目中村歌右衛門 (1812)
歌川豊国

あるがために、1996年 までは殆 ど手つかずで同美術
館 に保存されていた。

⑬石橋図 (1787、 1788)掛 幅一幅
勝川春章
⑩三味線を弾 く美人図 (1804〜 1806)喜 多川歌麿
第四章 古典への憧れ

日本か らの調査団 は、そうした多数 の名品 と大作
を目の当たりにして信 じがたい面持 ちであ ったとい
う。それにより、ボス トン美術館 は、 日本 の版画 と

⑩見立石橋・ 見立江口図(1716/1736)竹 田春信
④見立羅生門・見立小倉山図屏風 (1716/1736)

肉筆画の コ レクションにか けて質量 ともに世界一 と
認 め られている。今回の江戸博での展示 の多 くは遊

二曲一隻

里や遊山の世界 を描 いた もの、そ して美人画である
が、木版では表現す ることのできない、江戸時代 の

奥村政信

②提灯絵 龍虎・ 龍蛇(1804/1818)頃
無款

武士を含めた町人 の活 き活 きとした生活が写実的に

(1772〜 1781)

(葛 飾北斎)

描かれている。当時の おお らかな町民文化を、視覚

② 百鬼夜行図絵

的に実によ く知 ることができた。

④玄宗楊貴妃遊楽図

日本のみな らず世界 の近世 までの歴史を通 じて、
特 に元禄時代を中心 とした江戸市民 ほど生活をエ ン

②見立江国の君図(1785,1786)頃

ジョイ していた例 は稀有 であろう。貧 しくて も江戸

江戸情緒を尋ね

では長屋 の大家が面倒を見 て くれ、また隣人がお互

これ らは今回歩 いた界隈の歴史 の一部だが、現在

鳥山石燕

(天 明末〜寛政初期)窪 俊満

勝川春章

日本橋界隈を歩 く"(続

いに支えあ っていたので 、常におお らかでい られた。

その痕 跡 はすっか り消えてな くな っている。街 は大

その中でエ ドワー ド・ モースを始 め、江戸末期か

小 の ビル と、その間で押 しつぶ されそうな商店 とで

ら明治の黎明期 に訪れた多 くの外国人 を感動させた

埋まり、殺風景 この上 もない下町である。

固有 の庶民文化が育 ったのである。
また細 い筆先 で着物 の柄が精緻 に描 かれてお り、

街 は時代 と共に変わるものである。今、地下鉄三
越前駅 への地下道 の壁に、往 時の街 の様子 のスケ ッ

その時代 でも最 も最先端 を行 くようなセ ンス豊かな、

チ画が い く葉か展示されてい るが、脇に附され た挨

あるいは大胆 なデザイ ンの素晴 らしさ。中国や西洋

拶文 にはこう記 されている 一 江戸開府以来 400

の影響を受け ることな く、 日本独 自に培われた見事

年 にわたって橋 と共に歩 んできた 日本橋は、 いまま

なセ ンスが具現 された ものだ。そのよ うな洗練 され

た、そのまちの姿を大 きく変えようとしてい る 一

たデザイ ンを生んだ文化的背景 も、 この展示か ら読

と。果た してどのように変わ って ゆ くだろうか。

み取れる。見 る人の知的ベースを豊かにする里帰 り
展であ った。

(関

参加者

直彦記 )
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展 していた。風景画、静物画、風俗画 に画家達 は腕
を競 いあ ったのだ。 これ らの絵画 について思い思い

三 好 美 智 子

の感想を述 べあ った。話 は熱気を帯び、夢中にな っ
たために監視員か ら注意を受 け、 ヒヤ ーとすること

秋晴れの 10月

21日

(土 )午 後

3時 、参加者 8

あ った。
次に 18世 紀 のフランス・ ロココの優美 な影響 を

人 (酒 井幹事夫妻、俣野夫妻、山崎夫妻、篠崎さん、
西川さん)が 、 JR上 野駅 (公 園 口)前 の国立西洋
地獄 の門"前 に集 ま

残 しなが らも新 しい時代 の到来を しのばせ る女性画
家 マ リー・ ガブリエル・ カペの 自画像 をへて、 いよ

国立西洋美術館 の常設展

い よボス トン美術館 で見慣 れた印象派 の画家たちの

美術館の前庭 にあるロダ ン作
って秋の美術 の会の行事
を鑑賞す る"を 始 めた。

部屋に入 った。 ここでは何 の説明 も必要でなか った

この二年半 ばか り、当館でボラ ンテ ィアとしてギ
ャラリー 。トークを担当 して い る私が案内役を勤 め

ので、各 自にお気 に入りの画家の作品前で静かな時

た。今回 は、 この美術館 の基礎をな している松方幸
次郎 コ レクションを代表する絵画 と彫刻を中心 に、

を過 ごして貰 った。
隣接す るモネの部屋では、写真 に深 い造詣 の深 い

時代を追 って鑑賞す ることによって西洋美術 の流れ

篠崎さんを囲み、 この絵 は朝 か夕方 か と議論 しなが
ら、 雪 のアル ジャ ン トゥイユ"の 作品の前で しば

を見ていただきたいと考 えた。

し雪景色 に見入 って しまった。
最後 に現在 に一番近 い作品の ある吹き抜 けの明る
い部屋で椅子に座 り、ゆ った りと ピカソ、 ミロ、エ
ル ンス ト、ポロ ック等 の抽象的な作品を楽 しんだ。

Ｅ ｌリ ー

ｒＦ Ｌ

初 めに前庭 で圧倒的 な存在感 のあるロダ ン作 カ
レーの市民"の ところへ行 き、「イギ リスのエ ドヮ
ー ド3世 への人質 として死に直面 した男 たちの怖れ
や苦悩の表情 に リア リティと迫力を持 たせた」歴史
的背景 とロダンの創作過程 のエ ピソー ドを紹介 して

そ して振 り出しの既 にライ トア ップされた 地獄
の門"の 前 で、「みな地獄行 きだ」 と軽口をたたき

か ら館内に入った。
この建物 は、 20世 紀最 も優れ た建築家 の一人で

なが ら記念写真 におさま った。既 に午後 5時 になっ

あるフランスのル・ コク ビジュが設計 した もので、

ていた。

明か りとりの窓や ピロテ ィ (美 術館 の 入口部分にあ
るゆとりあるスペ ース)な ど随所 に彼 の特徴 が見 ら

世界 中を飛 び回り、多 くの美術作品 に触 れてきて
い る皆様 に、日々に国立西洋美術館 の コ レクノョン

れ建築物 として も貴重である。

の充実 ぶ りを褒 めていただき、再度訪れたいとのご

さて館内でまず最初 に見 たのは 16世 紀前半 に描

を頂 いた。 なお 65歳 以上 な ら常設展 は無料である。

かれたベルギ ーの フラン ドル地方 の三連祭壇画であ

篠崎 さんか ら時代により「 光 の扱 い方」 の違 い、

る。西洋美術 において宗教画 はやはり外せないか ら

酒井夫人 か ら「額 も絵画 の重要 な一部であること」

である。祭壇画 に描 かれている人物 の人間関係、ア

を教えて いただ くなど、知識、経験 ともに豊かな皆

トリビュー ト (人 物が誰であるかを明 らかにするの

様 と作品を見たことの意義 は大 き く、小中高生 を相
手 に トークしているとき得 られない楽 しさであ った。

に使われる象徴的な事 や道 具)を 解説 した。「描 い

過門香"で の会食で
は、ボス トンの今 と昔、エ ジプ トか らイ タリアヘ と

JR上 野駅前 の中華料理店

た画家の思いや、工夫が見て とれ、宗教画 が面 白く
なった」 という意見が 出て うれ しくなったG
見慣れている 最後 の晩餐"な どの宗教画をざ っ
と見て 17世 紀 の コーナ ーに進んだ。 この 世紀 に世

世界中の話題が飛び交 った。そ して ご く卑近 な じじ、
ばばへ と話 は尽きなか ったが 、午後 8時 にお開 きと

界を制覇 していたオラングは絵画の上で も大 いに発

して、家路 についた。
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(1834^‐ 1917)

lenri de TOu10use― Lautrec (1864〜 1901)
(箱 根

ポ ー ラ美術館所蔵作 品か ら

)

ドガの作品 二 人の踊 り子"(1900年 頃)は 舞台裏
で腰に手を当てて右 足を前 に出しくつ ろいでいる踊
り子が中央 に力強 く描 かれて い る。カ ーテ ンの陰か
らもう一人 の踊 り子 の姿半分 が見える。 モチーフを
大胆に切 り取 った構図である。
1892年 以降の ドガの作品 は視力 の衰弱 もあ って、

絵全体が一種独特 の華やかさを帯 び始める。 この作
品も又バ ックの青緑 の濃淡が踊 り子 の着 るオ レンジ
の衣装 とひびき合 って あでやかである。のびやかな
踊 り子の手足は力強 い線 で描 かれ、今にも動き出 し
そうである。線 は単なる物体 の輪郭 の線でな く、動
きその ものを画家は線 で示 そうとしてい る。
ロー トレックは1886年 頃か らモ ンマル トルのキ ャ
バ レーやサ ーカスによ く出かける。彼 にとっての こ

Edgar Degas,

Tao Dancers

(1900頃 )

れ らの場所 は ドガにとってのオペ ラ座の踊 り子を描
くのと同 じだ った。 ロー トレック描 く 楽屋 の踊 り
子"(1886年 頃)は 、楽屋 と言 う狭 い空間にある鏡に
写 る踊 り子 自分 自身を入念 にチェックしている彼女
と手助けする女性をまるで仮面をっ けた様 な紳士が
かたわ らで静かに二人 の様子を見守 っている。他 の
の多 くのロー トレックの作品の 中にも見 られる様に
この人物 は画家 ロー トレック自身である。
青味がか った黄色 い光 が踊 り子 の顔、付 き人の顔
を照 らし出して いる。それは室内の光であり、又は
人工光線である。それ らの光 の効果 は何 か しら独特
の雰囲気をか もしだ して い るcロ ー トレックの描 く
線 もドガ同様、線 自体生命を持 っていて、線 の動 き
よって形 は生 き生 きとした表情を示 している。
画家 たちの強 い眼差 しによ って描かれた絵、そ し
てその絵 は多 くの人 々の幾重にも重 なる視線を浴び
る。きっか けは何であれ、Artに ふれることは、人
生観を変えて くれると思 いませんか。
晩夏の頃 と違い、昨年 12月

20日 過 ぎに訪れた

箱根ポーラ美術館 は、観光客 も少 な く、「 ドガ、ダ
リ、シャガ ールのバ レエ ー 美術 の身体表現」展 を
のんびり鑑賞する ことがで きた。 (3月 18日 迄)
(美術 の会

酒井典子

Henri de TOu10use― Lautrec,

崚

)
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平成
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(2007年

7日

この後、総会議事 に移 り、佐 々木会長が今年か ら

時 所 事
日 場 議

2年 間の次期会長 に鶴正登氏
2006年 11月 7日 (火 ) 午後 6時 30分 〜 9時

NEC三

)3月

田ハ ウス芝 クラブ

会長挨 拶 ,会 員紹介 ,次 期会長選任 ̀挨 拶 、
会計報告 、活 動報告。

(NOK会 長兼社長)

を推薦 され、拍手で承認 されました。さらに次 々期
会長 (2008年 か ら 2年 間)に 山村章氏 (閉 フェロー
テ ック社長)を 推薦 され ご承認をいただきま した。
この後、鶴新会長 か らハ ーバ ー ド・ ビジネス・ スク

: 38名

ール同窓会 の前 々会長でお られた茂木賢三郎顧間の

*遠 隔地参加者

ご推薦で会長を引受け ることになりま したが、 これ

出席者

(ボ ス トン)吉 野耕一夫妻、バ ー ンズ郁子、

か ら 2年 間、各同好会 の皆様 のご協力 を得 たいとの

(京 都)ジ

ご挨拶をいただきました。留学中の縁 でニューイ ン
グラン ド・ ペイ トリオ ッ トの大 フ ァンで、 TVで ゲ

ャメ ンツ登三子。

*新 会員紹介 :井上恵美子、大野夫人、長島雅則

***********************
日本ボス トン会 2006年 度総会 は、近藤宣之副
会長 の司会で定刻に開会 いた しま した。
まず佐 々木浩二会長か ら、遠路 ご参加をいただい
た吉野耕一先生 ご夫妻、 バ ー ンズ郁子 さん、それか
ら茂木賢二郎前会長、 ご参加 の皆様 への謝意表明が

ームを見てい るとの ことです。
この後、各同好会 の活動状況が報告 された。

*会 報 : 年 2回 (3月 、10月 )発 行、俣野幹事。
*会 計 : 山崎規矩子幹事 か ら第 14年 度 (2005年 9
月〜2006年 8月 )の 決算報告 を受 けて、出席者
のご承認をいただいた。

あり、過去 1年 間を回顧 し、 日本人留学生 の記録 の

収入

1,446,689円

調査、ボス トン出張時 (4月 )に 増渕先生、ボス ト

支出

269,029円

ン日本人会の 中司副会長 との会合、京都ボス トン交

残高

流の会総会 (6月

)へ の参加をあげ られ、会員増加

に余 り成果を上げ られなか ったが、次期会長 (ハ ー
バ ー ドご出身 )、 次 々期会長 (BU出 身)に お願 い

1,177,660円
特別会計 442,040円

(含 前年度繰越金 )

(次 年度繰越金)

ブッ
イド
ク
(含 ガ
在庫分)

資産総額 1,619,700円

し会員を増や したいとのご挨拶をいただきま した。

*ガ イ ドブック頒布報告 : 近藤百合子幹事。
*ゴ ルフの会 :10月 6日 のコンペ は、当 日の悪天候

ついで乾杯 は、茂木賢二郎顧問か ら、本 日の楽 し

のために、 ゴルフ場到着後 にグ リーン閉鎖 が決定

いイベ ントに参加 し、今年で 79歳 の 山田敬蔵氏が

され、中止された旨、山崎恒幹事か ら報告。

今で も毎 日走 ってお られると知 り、会 の今後 の益 々

*観 桜会 :千 鳥 が淵、 4月 1日 開催、39名 出席。

の発展 と会員 のご健勝を願 っている とのご挨拶をい

来年 も千鳥が淵 で開催 したい。生田幹事。

*紅 葉狩 り :11月 3日 、多摩川 の上流、みたけ渓谷

ただき、恒例 の懇親 の場 に移 りま した。
雰囲気が盛 り上 り、新会員のご紹介 に移 りま した。
井上恵美子 さんが母校 の同窓会 の場 で森啓氏か ら
この会を知 り、 3か 月間、ボス トンの英語学校に留

の秋を楽 しんだ 旨、藤盛紀明幹事 か ら報告。

*歴 史を飲 もう会 :12月 に日本橋界隈 を探訪する計
画を報告。篠崎幹事。
ムコ
ン
:ホ ー
サート開催、30人 参加。関幹事。

*音 楽 の会

学 したご縁 で 入会 したと自己紹介 されました。
大野 スキ子 さんはご夫妻で 入会されま したが、奥

*日 本人学生会 の調査状況報告

:

三好彰幹事。

様 だけのご参加 になりました。 ご主人は分子生物学

尚、 ボス トンか らご参加 の吉野先生か ら、1950年

の研究者で、 ご本人 はア ー ト・ ギャラ リーを経営、
バ ー ンズ郁子 さんのお知 り合 いとの ことで した。

以前 の資料 は総領事館 にお渡 ししたので、何 もな

長島雅則氏は佐 々木会長がMIT同 窓会の次期会長
をお願 い した縁 で、入会 されたとの ことで した。建

*京 都 ボス トン交流 の会報告 : ジャメンツ登三子さん
*美 術 の会 :茂木 賢三郎顧間が野 田市 に作 られた茂

築関係でMIT・ 英国ケ ンブ リッジに留学、 CADシ

木本家美術館 の初代理事長 に就任 された旨報告が

ステムの関連企業を創業 されたとの ことで した。

い 旨のご報告があった。

あ った。酒井一郎幹事.

ボス トンか らご参加 いただいた吉野先生 ご夫妻か

*山 田敬蔵氏か ら近況報告をいただいた。

らは、今回、黒部、佐渡が島まで旅行 してきたが、

最後 は藤盛副会長 の一 本締 めの ご発声で閉会 した。

総会が一週間余繰 り上げ られなか った ら、参加 出来

晰習発ヽ記鋳ヒ

なか った とご挨拶をいただきま した。

24日 午後 6時 半 〜 9時
場所 :新 宿 サ ミットクラブ、 20名 出席。
日時 :2007年 1月

バ ー ンズ郁子 さんか らは、久 しぶ りの邦画をみて
楽 しんでいるとのご挨拶をいただ きま した。

(俣 野善彦記)
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