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日本 ボ ス トン会事務 局

ホイ ッ トフ ィール ド・ 万 次郎友好 記念館 開設 ヘ
顧 問
会報第 32号 で、「ホイ ッ トフィール ド・万次郎記
念館」開設 のための募金活動が進められている旨を
お知 らせ しましたが、その後 の経過をご報告 します。
皆様 もよくご承知のことと思いますが、横浜市は
今年、開港 150周 年を記念 して盛んな行事を開催
しています。これは 1853年 に米国のマ シュー.・
C.・ ペ リー提督の率い る東イ ン ド艦隊が浦賀 に来航
し、翌 54年 に神奈川で米国全権大使ペ リー と徳川
幕府 との間で 日米和親条約が締結調印され、さらに
その 4年 後の 1858年 に日米修好通商条約が締結
調印 された結果、下田・ 函館 の他に神奈川 。長崎 。
新潟 。兵庫 の開港が定められ、その後神奈川が発展
し横浜 とな り現在 に至 ったことを記念するものです。
この日米外交関係樹立に先立つ 1841年 に、土
佐 の漁師 の 14歳 の少年、万次郎(の ちの中濱万次郎)
が、嵐で漂流 し無人の鳥島で凱餓状態のところを米
国の捕鯨船 ジョン・ハ ウラン ド号に救助 され、仲間
″レに送 られる 5ヶ 月の間に、
の漁師 4人 と共にホノノ
捕鯨船の ウイ リアム・ホイ ッ トフィール ド船長 にそ
の利発 さを認められてマサチューセ ッツ州 フェアヘ
ーブンの自宅に伴われ、ジ ョン万次郎 と呼ばれて小
学校 に通わせてもらい、その後、数学、測量、航海
術なども学び、捕鯨な ど数 々の経験を積 んで、18
51年 に渡米第 1号 日本人として帰国 しました。
この記念すべ き船長の旧宅が、荒れ果てた状態で
売 りに出された ことを聞かれた聖路加国際病院理事
長の 日野原重明先生は、 08年 1月 に各界の有識者
36人 を発起人 とする 「ホイ ッ トフィール ド・万次
己念館開設 のための募金」を始められま した。
郎友好葡
このことは棚橋征一様 からお知 らせ頂き、昨年の
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崎
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也

観桜会でご紹介 し、皆様 にご協力を頂きま した。
日野原先生はまた、 08年 4月 に学会の用務でボ
ス トンに赴かれた際、5月 6日 にフェアヘーブンを
訪問され、万次郎が現地の人々から"郷 土の英雄"と
して親 しまれ、誇 りにされ、万次郎ゆか りの場所が
「万次郎 トレール」 として整備 。保存 されている実
態を見て こられました。
日米の外交交渉が 1853年 に開かれた折に、も
しこの万次郎が徳川幕府側 の通訳の一人 として参画
することがなかったならば、その折の外交交渉はど
の様な進展 を遂げていたでしょう力ヽ
「ホイ ットフィール ド・万次郎友好記念館開設募
題￨に 万次
金」は、昨年の NHKの 大河 ドラマ『 篤夕
の働
の
万次郎
日
が登
したこともあ
り
本開国時
、
郎
場
きが世間の共感を呼び、本年 3月 末までに目標をは
るかに超える 1億 1千 万円余が寄せ られました。 こ
の募金によリホイ ッ トフィール ド船長 の旧宅が購入
され、修復後に 「ホイ ッ トフィール ド・万次郎友好
記念館」 としてフエアヘーブンに寄贈 されることに
なり、また、地元の有名 ゴルフメーカーが万次郎 に
因んだ ロゴ入 リボールを作 り、その売上げの一部を
寄付 してくれることにな りました。
己念館は、
日米友好のシンボル的な存在としてのヨ
ヘ
本年 5月 7日 にフェア ーブンの町に寄贈 されま し
たが、今後はその管理運営を、現地の NGO(土 佐
「ホイ ットフ
清水市 との姉妹都市委員会が改組 した、
・万次郎友好協会」
)が 担当することにな り
ィール ド
1自
ました。糸 寺管理費は永続的に必要であり、そのた
めの募金は今後も続きますので、引き続き有志の皆
様 のご支援 のほどお願 いします。01項 参照

同封チラシ参照〕
総会 ・懇親会 のお知 らせ 〔
平成 21年 11月 13日 (金 )午 後 6時 開場 、午 後 6時 半開会
NEC三 田ハ ウス芝 ク ラブ (JR田 町駅 、都 営地 下鉄 三 田駅 下 車
ЪL0 3‑5443‑1400
港 区芝 5‑21‑7、
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送 金 方法
申込 先

藤

:
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当 日払 い お一人 6, 000円 /(同 伴者 5, 000円 )
事前送金 お一人 5, 000円 /(同 伴者 5, 000円 )
銀行送金 みず ほ銀行浜松町支店
口座名 「日本 ボス トン会」
普通預金 口座番号 1578981
日本 ボス トン会事務局 (同 封ハ ガキ,又 は E― mailに て 11月 5日 までにお知 ら
せ下 さい。E‐ ma■
i

日本 ボス トン会 の活動 はホー ムペ ー ジにて ご覧下 さい。量立量生■三壁逸曇幽:墨:ニ ユ∠■壁⊇型
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平成二十 一年四月四日︶
観桜会︵
於ホテルグランドパレス
・ ︵
敬称略︶
小野田勝洋
俣野善彦
藤崎博也
小板橋忠志
藤盛紀明
生田英機
関直彦
幸野真士
酒井典子
江 日信弘
俣野真由美
関尚子
沖洋子

美術 ・歴史 を飲もう会

森治 子

吉 田紀 子

霰 称じ

︵
平成 二十 一年 四月 二十六 日︶
茂木本家美術館前 に て

吉 田博

俣野¨善彦

森 啓

古 野静 子

河内康郎
河内真 弓
小板橋忠志 滝沢洋 子

幸 野真 士

茂木瑣子 酒井典 子

藤盛紀 明

俣 野真 由美

法 眼健作
辻篤 子
・
吉 野耕 一
井上恵美 子
茂本賢二郎 井上光
酒井 一郎
藤盛 冨美 子
法眼滝 子

関直彦

滝沢典之

岡崎宏

2

酒井 一郎

茂本賢二郎夫妻 を囲んで

︵
二十名︶

(電話で開館 日を確か め、訪聞 日時を予約 の上お出か け下 さい。)

︵
二十七名︶
写真 欠席 ︱三好彰夫妻

財団法人 茂木本家美体強官 〒278‑0037 野 田市野田 242

藤盛 冨美 子 水 野賀 弥乃
近 藤宣 之

︲
一● ■■

04‑7120‑1489

予約専用電話

04‑7120‑1011

電話
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今年 も千鳥が淵 のサクラの定点観測を しました
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「美 術 ・歴 史 を飲 も う会」

茂 木本 家美 術館 ?も の 知 り し よ うゆ館 見学会
河内 康郎

岡崎 宏
4月 26日

(日

私 ども家族 が レキシン トン:滞 在中にお世話 にな り
ました滝沢典之様 ゴ夫妻 のお誘 い を受 け、参加 させ
て頂 きました。都心か ら遠方 に住 んで い る関係上、

(
)は 前 日とは打 つて変わ つて温乃ヽ

目
罰 ■渡 り、総勢 271が 午前 10時 半に東武野田線
の野 田市駅に集 ま った。酒井幹事 の先導 で駅か ら 10
分ほ ど歩 き、茂本本家美術館(MOM的 に着 いた
￨]

MOMOAで は 日本ボ ス トン会顧間であ り、本 国
の見学会 を快諾 していただいた茂木賢二郎氏が、具
様 であ り館長 の茂本現子様 とともに出迎えて くださ
つた。

MOMOAの

建物は、彦坂裕氏の設計っ ゆ っ くり

普段は皆様 方には ご無沙汰 を重ね てお りましたが、
今回 の企画が近隣の野 田を訪問す る ことで、良き機
会 と思 い、夫婦 で参加 させて頂 きました〕
前 日は大雨の嵐 であ った にもかかわ らず 、当 日は
すっか り天候 も回復 し、初夏を思わせ る陽気 の 甲の
デイ トリップとな りました。
lf館 は、茂木賢二郎様 の
最初 に訪れた茂木本家美ク
ご尊父が収集 された素日
青らしい美府品の数 々が展示
ン
モ
されてい るとて も ダ な美術館 です。茂木様 の興

と楽 しんで鑑 賞出来 るよう、随所に遊び心を持たせ
た造 りになってい るっ入 口を入 るとまっす ぐに 目に
入るのは、土蔵 と百 日紅 の本が 見え、窓際が額縁に
な った 自然 の絵 であるc窓 の近 くに寄ると美女 の彫

美術品の一つ一つを丁寧に ご説明頂き、
様 が館長 で、
美術舌痴 の私 どももそ の見所や価値が とて もよく半

刻 と並んで外 を見る ことがで き、後ず さりす ると床
の大理石 が窓外の風景を逆 さに写す とい う性掛 (す で

￨￨

ある

り、有意義なひ と時を過 ごさせて頂きま した.
普通、美術館 は余 り外の光は取 り入れ ない とい う

フ ァウンダーズサ ロンには、梅原龍二郎氏が絵 の
のチェーブか
ら搾 り出 して描 いた鯛 の絵 が格 かっ
具

ことですが、この美術館 は窓が多 く配置 されてお り、
太陽 の光 と美 しい庭園 が美術品を一層引き立てて,ヽ

てい た。傍 らには小倉遊 亀氏の葡萄、梅 、

̀き
枚 の絵 が掛 ひ り、陳列棚には彫刻ヤ器な どがあるこ

るの に心惹 かれ ま した。
建物 の裏手には広 い 芝生 の向 う￨こ ちょ うど淡 い新

しか も器 の敷物 を江戸小紋にす るなど、細 にまで
拘 った展示にな ってい るc富 士 山の絵だけを集 めた

緑 を纏 った本 々が落 ち着 いた邸宅を囲むように配置
され、それ こそ一幅 の絵画を見 てい るような気持 ら

部屋 には、それぞれ の絵 の富士 山の頂 が同 じ高 さに
なるように配置 した り、本来絵 を掛ける場所 に窓を
あけた り、夕暮れ の富士 山の絵 の天丼には月 の写真

にさせ られ ます。
レ
レス トランの戸棚 には世界中か ら集 められた ソ′
&ペ ッパー容器 の コレグションがそのデザイ ンを

を貼 った り、立ち位置 によって冨士 山とヒマ ラヤ の
絵 が反対側 に見えるな ど、実に楽 しく鑑賞で きる

競 ってお り、 こんな容器が一つで も我 が家の食卓 に
あるととても食事 も楽 しくなるのではなかろ うか と

白い 円柱が並 んだ部屋は、庭 を見るた めの場所 で
あ り、先祖 代 々 伝わる稲荷神社 が うっそ うと茂 る

想像 した次第です
明るい レス トランでおそばを頂いた後、 キ ノコ
マ ン醤油工場を見学 させ て頂き、お土産に生醤油を

]

3
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木 々 を背景に見 え翫 庭に出ると.お 社や井 戸の周
りの 4枚 の狐 の透 か し彫 りなどを見ることができる

.3

目
浮世絵 の部屋 は定期的に展示を変 えてお り、今は本
撲絵 であった。学芸員 の加納靖子 さんの説明で、春

￨ヽ

=

向に冷奴 と共に工場
購入 しま した。早速 そ の 日の夕倉
直売 のお醤油を食 しま したが、冷た い 甲腐 とはんの
りとした甘 さの醤油 の味 と香 りに夏 の到来を感 じた

回、豊国、国貞 な どが描 いた 力士の絵 を楽 しんだG
食事を しなが ら、途中で具合のわ るくなった三好
幹事に代わ り、茂木賢二郎氏か ら茂本家 の出 目やキ

一 日で した。茂本様 ご夫妻、
幹事 の皆様 に感謝です。

ッコーマ ンの歴史を伺 った。茂本家は遠 く大阪夏 の
陣 に遡 る武士の家系であ り、真本頼徳が討 ち死に し

近 くに江戸川 が流れてお り、できた製品は川を利用
して江戸まで運ぶ ことが出来るとい う地の利 があっ

た 後、妻 の しげが幼 子を抱えて野田に逃 げてきた 二
とに発す るこ初代 の七左衛門氏か ら数えて 12代 目

たc現 在 の工場は、品質を均一に保つために自動機
械化 き′lて い るが 、製法 の基本は江 戸時代か ら変 ,つ

が 103歳 でなお ご健 在 との こと 野田に来た頃 の
ず 蕎
幸 さを忘れな ため 、今で も正 月i■ 餅を食 ミ
麦 とり もかわを摂 るとの 二と
■
ーマ /● 乃 ￨ tr,知 .:￨￨̲」「 ;,1■ 彙 ̲￨ ′
そ ￨'I彙 キ ,コ ー

らない との こと.見 学終了後、カフェで 3種 の醤油
の味 r)違 ￨‐ を楽 しみ .1吊全l■ 着 いた̲
MOL■ )Aは 小規模 なか ら冥に贅沢な美術館 であ

̀」

￨.ヽ

,

*に 向かい、醤油 の 出来る工程 を見学 した。野 田は

■ ti:さ ̀,ご り ,■ 感謝
=妻

.
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音楽 の 会

新緑 コ ンサ ー ト
笠原 慶昌

胸 ﹁

出演は笠原慶昌 (ホ ルン、ニューイ ングラン ド音楽
ピアノ、ボス トン大学修士修了)、
院修了)、 大沼岳彦 〔
西入優子 (オ ーボエ 、ボス トン音楽1院 修了)、 と、ボス
トンに留学 した 3名 に、大沼君の妹の千晶さん (ピ ア
ノ)を 加えた計 4名 で、昨年の末に赤坂で コンサー ト
を行 ったメンバーです。その 日に ご来場いただきまし
「新緑 コンサー ト」と題 し
た関さんからお招きに与 り、

１

ていただきました。

ヽ﹁

去る 5月 16日 (土 )に 、関直彦 さんのご自宅の、
ニューイ ングラン ドの薫 り漂 う素晴 らしい コンサー ト
ホール にて、会員の皆様限定のコンサー トを演奏 させ

て演奏 させていただきました。
演奏会前半は、ライネ ッケの二重奏曲を中心に、 ビ
′
し
アノ 。ソロ (ラ ベルの名曲 「水の方
」 と、大好評を
裁オ
ト
ロ
ス
シアのジ
ャ 風現代音楽、カプスチー ン
博 しました
をは じめ、バロック (ル イエ :オ ーボエ/ソ ナタ)か

吉田 紀子

)

東急東横線・ 田園調布駅 を降 りて、昔か らの高級感
宝来公園脇 の坂 を下 り、
漂 う太 い銀杏並本を通 り過 ぎ、
住宅街 の坂を上 りきった先 の一角に、ボス トンの生活

ら現代(バ スラー・オーボエ、ホルンとピア ノのための
ヴォカ リーズーワル ツ)に 至る多様 なクラシ ック作品
を、後半はラテ ンアメリカ音楽 (ボ サ 。ノヴァの定番
「イバネマの娘」、 ピアノラの 「デカ リシモ」
)や映:画
・
音楽(「 ニュー シネマ・パ ラダイ ス」、朝 ドラ 「ぁす
か」テーマ曲 「風笛」)な ど、この機会のために新たに

を思 い出させ る関家に到着。会員ほか 30余 名 が参札
5月 16日 (土 )午 後 3時 、今 日の コンサー トはオ
ーボエの西入優子 氏 、ホル ンの笠原慶昌氏、 ピア ノは
大沼岳彦・ 千晶氏の兄妹 D皆 さん、ボ ス トンで腕 を磨
かれた 日本 の期待 の若手音楽家 の方達 の演奏 です。
前半は クラシックcオ ーボエ の澄 んで深い重み の あ

編動 したもの中心に、 リラックス していただけるよう
なプログラム としました。
最後は ピア ノも兄妹連弾、4人 全員で日本 の四季
折々の歌のメ ドレー と、 アンコールにお応えして
「千と千尋の神隠 し」から一由を演奏 しま した。
弦楽器などに比べ、近 い距離で生演奏を聴 く機会の

る音色 と、ホルンの渋 い音色 が心地 よく、休憩

15分

を挟んで、後半は軽音楽 でな じみ のある 「イパネ マの
娘」や、 日本 の四季 メ ドレー な どを聞かせていただき
ま したの笠原氏はホル ンの水滴をとる一方で 、額 の汗
懸命に司会を してくださいま した。
をぬ ぐい、
忙 しく、

少ない管楽器を含 んだ組み合わせだけあって、演奏中
に楽器に溜まる水分の処理など、視覚的にも(!)お 楽
しみいただけたようで、演奏者一同、大変嬉 しく思っ
てお ります。
演奏会後の懇親会では、大盤振 る舞いのゴ馳走 と共
に、ご来場の皆様 から、ボス トン瀧 王中の逸話や音楽
に関する様 々な貴重なお話を同うことができ、若輩者
としては、ボス トン会の、時間的・空間的に積み重ね

オーボエ とホル ンの共演は珍 しく、 どちらも私 のワ
染み のない楽器 を身近で楽 しめるとあって、 とても興
il

味深 い もので したG
コンサー ト終了後はパーテ ィとな り、関様 のお心遣
いで、
沢山のい ろい ろなお料理 がテーブル狭 しと並び、
ー
デザ トまで用意 され、米国でよく招 かれた ようなホ
ームパーテ ィを思 い出 しま した。出演者 と参加者 の会
話 が弾み、関家 か らの眺望は素晴 らしく、夕闇せまる
多摩川 と夜景が印象的で した。
このよ うなア ッ トホー ムな コンサー トを主催 して く

られた歴史の重みに圧倒 される思いでしたっ
今後 も、機会をいただけるようで したら、是非とも
「音楽の会」の活動を微力ながらお手伝い させえてい
ただきたく存 じます3ま た今後も、メー リングリス ト
などを通 して演奏会の ご案内(可 能な場合はボス トン
会割引も I)等 もさせていただきたく、よろしくお願 い

ださった関様 に感謝 と共に、 このよ うな機会 に出会え
たボ ス トン会にも感謝の一 日で した。

申し上げます。
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音楽 の会

イ クタ・ シス ター ズの連 弾
生 田 敦子 ・ 恵子

2009年 7月

12日 (日 )午後 3時 、 日本ボス
トン会・音楽の会主催 の演奏会 にて ピア ノ連弾の形
で姉妹揃 って出演 させて頂きました。田園調布駅か
ら閑静な住宅街を 10分 ほど歩 くと、関直彦様の蒲
洒なお宅に到着 します。 こちらが今回のホーム・ コ

生田敦子 。恵子)

(左 か ら

ンサー トの会場で、スイスから帰国直後の私達を、
関様 ご夫妻が温かい笑顔で迎えて下さいましたc
開演数時間前にお宅にお
当日の会場練習のために、
邪魔 しました。二人で練習 していても、つい 目線が
ニューイ ングラン ド風の さわやかな内装や見事な調
度など、あちこちに泳いで しまい、お互いに 「ちよ

プ ロ グラ ム
ロラフマニノフ (1873〜 19496つ の小品 Op.11
舟歌
スケルツォ
ロシアの歌

っ と !ど こ見ているの !」 とい うセ リフを言 い合 う
羽 目になる始末 …。 ピアノもヤマハの特別記念製作
の もので、最高のホーム・ コンサー ト会場で演奏 さ

ワル ツ
ロマ ンス

スラヴァ
ロブラームス(1833〜 189つ ハ ンガ リー舞曲集 より

せて頂 くことができ、大変光栄でした。
暑い夏の盛 りの一 日だったにもかかわらす、大勢
の方がおいで下 さいました。会場は空調カテ き、ア
ッ トホームで温かい雰囲気の中、一山一 由に盛大な

!

第 1番

I」

卜短調

第 3番 へ長調
第 5番 嬰へ短調
第 6番 変二長調

拍手を頂き、長旅 の疲れも時差ボケ も一気に吹き飛
んで しま うくらい、楽 しく演奏 させて頂 くことがで
きました。控え室 として三階のお部屋をご用意下さ
り、ホーム・エ レベー ターで降 りて下のステージに
登場… とい う生まれて初 めての体験で、曲の合間の

休 0
ロモーツァル ト(1756〜 1791)ソ ナタ変 口長調 K.358
第 1楽 章 ア レグロ
第 2楽 章 アダージオ
第 3楽 章 モル ト ブ レス ト
ロ サ ン=サ ーンス(1835〜 1921)動 物の謝肉祭
序奏 と堂 々たるライオ ンの行進

出入 りにもわくわくして しまいました。
演奏会終了後は、おい しいお食事を頂きながらの
懇親会で、私達の演奏に温かい拍手を下 さった皆様
お一人お一人 と、お話 しすることが叶い、さらに楽
しいひ と時を過 ごさせて頂きま した。
今回のホーム・ コンサー トが 日本では初 めての連
弾お披露 日だったのですが、聴きに来 られた方々が
口々に、連弾とい う演奏形態を身近に見て聴いて…
・といった趣
とい う体験が新鮮で興味深く楽 しめた…

雌鶏 と雄鶏
ら￨ず

旨の温かいお言葉をかけて下さり、本当に嬉 しく思
いました。
美味 しいお食事 と楽 しいお しゃべ りに、亡き母の

水族館
う
耳の長 い登場人物(ろ ヤ
森 の奥のかっこ う

生前、狭いなが らも楽 しい我が家で、父のボス トン
赴任時代に親 しかったご家族 をお招きしてのク リス
マスパーテ ィを開いた頃の雰囲気を想い出 し、それ
もまた懐か しい感慨ひとしおで した。
日本ではまだ、 このよ うな素敵なホーム・ コンサ
ー トの機会はなかなか無いと思います。大変 に貴重
な機会を与えて頂きました。 日本での今後の活動基
盤を広げてい く、最初 の一歩を、自身の原点 とも言
ガ
える日本 ボス トン会で踏み出せたことは、何 もの′

大きな鳥籠
ピアニス ト

亀
象
カ

ン

ガ

ル

ー

ー

化石
白鳥
終曲(フ ィナー の

*に も変えられない幸せです。関様 ご夫妻 をは じめ、
楽 しく演奏会を盛 り上げて下 さったご来場 の皆様、
本 当に有難 うございま した。
5

日本 ボ ス トン会 会 報 (The Boston Assoclation of Japan)#34

平成

21(2009)年

10月 5日

フ ェ プ ロサ 、 ビゲ ロ ウ と三井 寺法明院 (V)
静一

山口

当時耶蘇教 と対決 していた仏教徒たちにとって、このフ

i14】 仏教研究ノー ト

ェノロサ所論は西洋人による貴重な仏教優越論 と映 った
ようです3翌 月の仏教雑誌は「画題に仏教を用ゆるの得夫

ヘーゲルやア リス トテ レスを想起 させる仏教に、二人は

￨

の見出 しで直ちにフェ/ロ サ演説 の大意 を紹介 します。
「・・・耶蘇教 も今一層進化せば 産ず仏教の如 くなるもの

余程驚嘆 したのであ りま しょ う。 日ならず して言
部雨を雇い、
熱心な仏教教理の研究が始ま りました。 1885年 朝 治 1

8年)6月 27日 の 日付を記 したフェプロサ筆仏教研究 ノ
ー が残 っています
￨ヽ

ならんと思 うな り。夕 れば 日本将来 の宗教は唯一の仏教あ
〜
るのみ。たとい耶蘇教あるも結局仏教の範囲内にあ りて運

(ハ ー ヴァー ド大学ホー トン・ライブ

ラリー蔵)。

動するものたるに過 ぎぎるな り云々」(『 令知会雑誌』

内容は仏教教理、特に「四種法身 (シ ンユホ ッシカ 」「五
ズゴテン 「―
車
琳豪生句(ジ ュウエンジョウク)」 「遮情門と表

この記事は翌年 9月 の仏教雑誌『 教学論集』にも再録 され

)。

たほどでしたc

)」

徳門」など密教の基本的概念を述べた入門書をテキス トに、
おそ らく講師 の英訳解説 を 20ベ ー ジにわたつて筆記 し

【16】 神智学への関心

たものですが、テキス トも解説者の名前 も不明ですc「 十
縁生句」中の 「虚空華(コ クウゲ)」 をシ ョク ワゲ(売 空華)

これはフェノロサ、ビゲロウの受戒後、明治 19年 1月
刊『 令知会雑誌』に掲載 された ものですが、「耶蘇教を捨

と読み違えた箇所な どがあ り、あるいは講師は専門家では

て仏教に帰依 した理由」について南条文雄 (ぶ んゆ う)と
平松理賢とが質問 しビゲロウが答えた記事が出ています。
ビゲロウは数項 目に亘って両者を比較 しました。仏教が
「哲学」であ り自然科学にも背馳 しないことなどを挙 げた

なく有賀長雄など教え子だったとも考えられます。
注 目すべ きは 「五転」の説の最後すなわち 「方便究竜(ホ
ウベ ンクキョウ

)」

の部分です。「方便すなわち真実の教え

に導いて他を利するため、ブッタは如何なる異教の姿をも

後、ひとつの注 目すべ き発言をしています。原文をその ま

取 り得るとする真言行の最高段階」とい う言
部雨の解説を筆
「
ロ
ェ
記 したフ ノ サは、ノー トの余白に キ リス トもまたブ

ま紹介 します。

ッダの化身のひ とつた り得 る」 と書 き加えているのです3

・・・仏教中には世間幾多の学問以外に一の別路を

これは仏教 を哲学 として理解 した以上にフェノロサにと

開け り。その別路とは人の思想を読も言晰

っては大きな発見で した。

トリーデング)、 次に動物電気術、次に神智学等 の

(即 ちツー

事を完全 したる者な り。"

【15】 美体爺 演で仏教擁護
このころのフェノロサ とビゲ ロウは、狩牙芳崖や文部省
の岡倉天心 らを加えて 「鑑画会」 とい う日本画家を育成・

耳なれない言葉が続出 しますが、「人の思想を読も言
li」
「
パ
レ
シー」
とは 1880年 代欧米で関心を集 めていた テ
のこと、「動物電気術」 とは 「動物体内に発する一種 の電

激励する組織を作っていまし′
L会 員の新作展示 とフェノ
ロサの美術論講演が主な活動で、古画の模倣に終始する農

気作用」によって人を「倒眠状態」にすること(昭 和 10年
平凡社『 大辞典』)で す。いずれにせよこれは、ビゲロウが

池会」に対抗する沐
商務省系の 晴自
縣哉で した。
仏教研究 ノー トを取る以前の 5月 4日 、フェノロサは京

密教のオカル ト的要素に強い関心を抱 いていたことを物
語 っています。
また 「神智学」Cheosophy)で すが、これは本来 「神秘

橋 日吉町のホールで催 された鑑画会の例会で、宗教 と美術
の関わ りについて演説 していますじ通訳は有賀長雄 で した。

的・直観的霊智によって神を体験・認識 しようとする

(大

日本の美術 が西洋模倣 と旧弊盲従 とを克服 し新 しい明治
の美術を追求すべ きであること、宗教 もまた非妥協的なキ

辞林)」 もので、西洋には古 くか らあった神秘説 で した。
しか しビゲロウの言及 した神智学は、1875年 ブラヴァ

リス ト教の蔓延を防止 し、旧態依然たる仏教を改革 しなけ

ッキ夫人 (Helena P.Blaw鵡 17̲1831‑1891)が オル
コ ノ (Helny Sわ e10h澄 1832‑1907)と 共にニュー ヨ

ればならない、とい うのが講演の主旨で した。ここで彼は、
キ リス ト教 が知的性格に弱点を持ちなが ら実践道徳面に

￨｀

ークに設立 した神智学協会(Theosophc」 Sccleサ )と い う
教団のことです。その後教会太音Fは ィン ドに移 り、仏教や

強 く、逆に仏教が実践道徳面に弱点を持ちながら知的理
琶念

ヒン ドゥー教から輪廻(り んオ
カルマ〕、解脱(げ だ
⇒、業 〔
つ)等 の教義を採用 して教団は著 しい発展を遂げ、
各国の1言

に強いこと、従 ってキリス ト教が知的完全さを求めれば仏
教に近づ き、仏教が道徳的完全 さを目指せばキ リス ト教に
‐
近づ くとい う興味ある見解を示 していますじ

徒は 10万 人に及んだ と言 います.
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フ ェ ノ ロサ、 ビゲ ロウと三井キ法明￨;字 (恥 (っ づき
ンン・ 1'・ ィ,三 密 の修行に よつて大 日如来 と )
身 1意 ヽ
言一 を達成 1̲、 「即身成 に」 を得 ると説 (密 教 こそ .千 レ
,・

￨二

/:シ ーの秘密 t̲宗 夕1柏 勺′
脂惣:雌 の謎 t,解 明 し 神智学 を

〕ま しよう―
完成 させ る もの、 と ビゲ暉ウは考 えたのであ ´
「
は 西洋の仏教徒」 として明治 18年 に 日本
オ ルコ
1′

￨ヽ

に招かれ 、1山 百 、東京 、山 口な どを巡廻講演 しましたが 、
大乗仏教 と違 ってオカ ル ト色の濃 いその説教 に 日本 の 仏
教者た ちはかな り戸 惑 い をもって接 したようです

.

:17]戒 律 を守 る
ァェ /ロ サ 、 ビゲロゥが 三井寺法明院 の桜井敬徳 〔
教草
職 中教 正)に 受戒 した明治

18年 9月 21日

は、上記 ノー

ト取 って 3ヵ 月後 の ことです。町田久成の」i毎 の別邸で受
戒 した 二とは拙文 〔
本誌第 30号 、 07年 10月 〕の 冒頭
べ
で述 た通 りです〕同年 9月 1日 に「教用にて此の程出京 」

〕 した敬徳阿闇梨を二人は しば しば小梅
東京 日日新聞』
に訪れては仏教教学に関す る質疑を重ね、遂に 21日 の受
[『

戒に至つた ものです3
受戒 とは仏門に入ろ うとする人が仏法の戒律を連守す
ることを誓 う儀式です。フェノロサの受けた戒律ほ 「菩薩
戒」、ビゲロウは 「十善戒」で した.
「菩薩戒」￨ま 「梵網戒」とも呼1貴 し、十種の重禁戒 と四
■戒か ら成 り、前者は殺生 ,1魚 盗、工淫、虚言、酒
十 人の車

好恵阿閣梨肖像
桜井敬

r障

の売買、誹謗、吝晋な どの重罪、後者は飲酒 .食 因、食五

町田久成著『敬徳大和上暑偉』口絵より

幸、蓄殺生具、貪貝十1昔 宝など比較的軽微な罪に対する戒め

我 が師 として、私は今で も崇敬 してや ま響 r、 京都、奈

です

̲.

フェノロサはそれまで酒を嗜み、ビフテキを好み、旅行

長、また 日光の近傍で師 と共に過 ごした 日夜は実 に貴重

酷景もあ り
中は護身用に ビス トル を携行 していた とい う言

な ものであった。師 二そはまきに、精神界に於ける請士

ますが、以後肉食を絶 ち(『 東京 日日新聞』同年 11月 25
日記事 おそらく武器携行 もアル コオルも控えた ことであ

道 の 、崇高なる生ける規範であ った。1889年 、師は
この世 を去 った

)、

(『

東 と西』 自註 よ り,

りま しょう。
また ビゲ ロウの 「十善戒」は不殺生 ・不1憮 盗、不邪淫・

と追憶 しています。

不妄語、不綺語、不悪 口・不両舌、不貪欲、不瞑志、不邪
見とい う在家信者 の守るべ き 10種 の戒律で、「梵網戒」

ビゲロウ同行)も 敬徳 との文通を中断 して,ヽ ません。明治

フェノロサは欧米出張中

より 1年 間、

せ華名
岡倉天心 と共に法明院 を訪れて敬徳 の法話を聴 き、ブ
物 の精進料理を ご1馳 走になった上 、数 日間止信 した と敬徳

)、

は 日誌 に記 しています 法明院は フェ ノロサに とって 、す
べ ての俗事 を忘れ清浄 な雰囲気 の 中で心 を休 める別天地

菩薩戒経を講

̲」

̀日

じたことも既述 しましたら

19年 10月

21年 の政府による三井寺宝物調査 の折 り、フェ ノロサは

の十重禁戒 と大きな違いはあ りません。
受戒 した二人がそれぞれ諦信(た いしん 月心(げ つ しん)
の法号を授けられ、敬徳が二人のために

(明 治

'じ

とな りま しナ
亀
公務 に縛 られ ることの なか った ビゲ ロウもしば しば法

:181桜 井敬徳 を慕 う

明院を訪れ、また敬徳 を東京 に招 いて教理上 の疑間を質 し
ま した.ボ ス ン美研卍自 (ビ ゲロワは後 にその理事にな っ

仏教教理以上にフェノロサ、ビゲロわを惹きつけたのは
桜井敬徳の高潔な た格で した、二人は慈父を慕 う子供の よ

￨ヽ

てぃま ,と
,「

ヽ
のホー トン・ライフラ リー 、及
一 ヴァー ト

び法明院には それぞれ装通の書簡か 資料 として保存 さrし
11.ヽ
■
しヽ
ず1■ 't質 範嗜:答 r「 1手 紙 で 育11訳 は岡倉天′
て￨=■

うに師を教慕 しま した̲後 にアニ アロサは長詩『 東 と西』

t1893年 )の 中で敬徳を

/ヽ

1白 女の僧」として登場 させ

=

t霊 感 11
琵琶湖の湖畔天台宗 三井寺の教徳阿牌
̀最
の
満 ち.ま た誠実に惜 しみな く宇1■ 上 事輌を教示 された

,

弟こ,同 倉田三年

￨き :受 1す

̀弓

￨:「

い ま￢

t,■ ￨[つ ―ナ(1

●⁚
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日米友好 の礎 を築 い た人一― ジ ョン万次郎 ニ ュー ス NO.3よ り転載

「ホイ ッ トフ ィール ド・ 万次郎友好記念館」完成
日野原 重 明(発 起人代表 )
2009年 5月 7日 、「ホイ ッ トフィール ド・万次郎

イ ンが私 とこの町の市長 と要人 との間で交わされ、
それぞれが挨拶 して、譲渡式は終了 しました。それ
から隣のブロックにあるユニテ リアン教会 において、

友好記念館」 の修復がな り、米国マサチ ューセ ッツ
州 フェアヘ ー ブンの町に引き渡 されま した。 166

日本から同行 した中島良能氏の指揮で、 日本 と米匡
にちなんだ室内楽の演奏会が もたれました。
次いで、Chel■y Stteet l l番 地友好記念館工場
所を移 しての除幕式が行われま した。独立戦争当日
寺
の民兵の衣装を身につけた 3人 の砲手が轟かす 3発
の 祝 砲 に 合 わ せ て 、 私 は 「WIITΠ EID―

年前に万次郎 が滞在 した 当時 の面影 をそ のままに、
見事に再現 されたこの家 の 自色のポーチにホイ ッ ト
フィール ド船長 と万次郎の子孫 とが並んで立 ち、 フ
ェアヘ ー ブ ンの 町 の人た ち と日本 か ら馳せ参 じた

71人 の参加者 か ら、日米友好 の新 しいペ ージが開か
れたことを祝 う熱 い拍手が寄せ られま した。

MANJIRO FRIENDSIIP HOUSE」

と書かれた
己念板を覆 っていた幕を空 に向かって力いっ￨ま い打
言
ち振 りました。
現地の新間はその場面を

166年 前の歴史に思いを馳せて
私が初 めてボス トンか ら車で 1時 間半のこの町を
訪れたのは、この 1年 と 1日 前の 2008年 5月 6日 。

"I)nHiЮ hara unvetts the slgn with a■

日本 で募金活動を始めてか らわずか 3ヶ 月余 り後の
ことでしたが。日本での思わぬ反響に意を強 くして、
己念館 とすべ くホイ ッ トフィール ド船長 の旧宅の状
言

報 じていますが、私の気持ちは天空に翻 ったこのベ
ールのよ うに感動ではちきれんばか りでしたD
このあと歓迎昼食会があり、中濱家 とホイ ッ トフノ

態を視察に出向いたので した。 1日 宅はかろうじてそ
の名残をとどめていま したが、 しばらく無人のまま
放置 されていたので荒廃が進み、一時も早 く修復に

ール ド家の子孫がそれぞれ紹介 されるなどさまざま
のセ レモニーがつづ きます。

0■ lnsl■ ''と

翌 8日 の午後 にはボス トン市に移 り、昭和女子大
学ボス トン校で同じく 「友好のためのコンサー ト̲、
そ して、その夜はボス トン総領事館主催 の完成記念
レセプションが行われました。私たちはその翌 日、
アム トラックでニュー ヨークに移動、翌 々 日の午後
にはシェラ トンホテルで講演会。300人 の 日本人、
米国人が集い、11日 夕刻にはニ ューヨー ク日本ク
ラブOapan Socleサ )で のレセプション、次いでニ
ュー ヨー ク総領事館公邸訪間と歓迎夕食会。そ して

着手 しなければならない とい うような件まいで した。
私がこの旧宅1呆存のために日本で募金活動に心血
を注いだのは、このときに出会 ったフェアヘーブン
の町の人たちが万次郎の故国から来た 日本人の私た
ちをあたたかく歓迎 して くれたからです。そのフレ
ン ドシ ップに私たちは心打たれました。万次郎を郷
上の誇 りとしてフェアヘーブンの住民に親 しまれ、
尊敬 されていました。万次郎の現地での存在は日本
人の私たちの想像を超えるもので した。
幸い募金活動 も順調に進み、約束の 1年 後には予

その翌 日は首都 ワシン トンに移 り、夕刻から日本大
使館でのパーテ ィと晩餐会に列 しました。いずれ も
民間 レベルでの 日米友好の新 しい扉が開かれた こと
の喜びに満ちた もので した。 私は今 さらのごとく
H文 "や"友'P'と い
化
う形では見えない ものが引き起
こす力に圧倒 される思いで した。
これか らこの家は日米友好のための記念館 として
フェアヘーブンの町の人たちの手に委ね られ、運営

定を超える額を集め、万事計画通 りに運ぶことがで
きました。
.子
きらめく光の中、粛 々 とセ レモニーが名
訴
さて、5月 7日 のこの 日、ボス トンを出発 した朝
にはかな り強 く降つていた雨も、フェアヘーブンに
着き、譲渡式のセ レモニーが行われる 9時 半頃には

されることにな りました。私たち募金に関った発起
人一同は これか ら「ホイ ッ トフィール ド・万次郎友
己念館」協力の会 として引き続き日本からの支援
好言
をつづけます。私は近い将来、オバマ米国大統領 と

薄 日が差 し始 め、北海道 と同じ緯度に位置するフェ
アヘーブンの町にはまだ早春のみずみず しい木々の
葉や赤、黄、自の花 々が私たちを歓迎 してくれまし
た。
譲渡式開会に当た り、日米の国旗が掲げられ、 日
米国歌が奏でられる荘重な雰囲気の中で、譲渡のサ

己念館において 日米会談を持つ
日本の総理 とがこの市
こと期待 しています。今後、 日米の友好の絆がます
ます強く結ばれることを願 ってやみません。

一 般 財 団法 人 「ホイ ッ トフ ィ ール ド・ 万次郎友 好記 念館 」協力 の 会事 務 局
8

日本 ボ ス トン会 会報 (The 3oston Ass3clat■

0■ Of Japaつ

)'#34

平成

21(2009)年 10月

5日

(同 事
二
章)

(1司 111章 ￨)̲

1鼈

歴史の新 し1ヽ 一ベージ

f三 泣 :焉

収支計算書 (20襲 .12̲1.〜 20='ラ ■ 15,サ
科

1

目

金
額
113,=イ 4,352
彼 ス合計 A'
奇イ
寸金収ノ、
11,3.150.387

北代淳 二 [発 起人〕

収入 の部

中濱家 ￨二 伝わるジ ク スが一つ あ ります]万 次郎に
ちなむ行事の始めには必ず風雨が起 きるとし｀うもの
です3そ して行事 が終わるまでには晴れ 間が とって
代わるといいま キ
「ホイ ッ トフィール ト ,万 次郎友好言
己念館」 の完
)′

824、

入

+口 1叉

435

支出の部 (支 出合計 E)
l総
W邸
旧
取得酬
88、 408.838
ド 52,331,422)
(直 接費用 49万 5千 ル
、
(修理 ・ 修繊 用 lう 万 ￨,33,197.2991)

成 を祝 った 5月 7日 も、フェアヘ ーブンは早朝 か ら
激 しい雨で した。 しか し日野原代表 の手により 新
装なった記,含逍官の除幕 が行 われた頃には雨 もあが っ

,633=531

1｀

(そ 1の

2,970,117)

他

記念館会館 関連費用支出 7,638,764

て、晴れ間 こそ 出ませんで したが、そのあ との 「万
次郎 トレール 」 の散策は傘 をささずに楽 しむ ことが

寡金活動関連費用支出
収支差額 (A)一 (B,

4,545,929

13,291,3望

(注 :発 表 された報告 を見易 い表記に しiし た。念)

できました〕 万次郎 の劇的な生涯は嵐による漂流か
ら始まったのだか ら、 とい うのが このジンクスのオ
チになっています。
いずれに して も この友好記念館 の開設によって、

ボ ス トン 日本 協会 か らの便 り
卜12DF IC,

ホイ ッ トフィール ド船長 と万次郎 の友情か ら始 まっ
た 日米草の根交流 の歴史に、新 しい一ペ ージが加 え
られ ま した。 これか らは フェアヘ ーブンのホ イ ッ ト

Der Tan産 盪sL―

フィール ド・万次郎友 好協会が記念館の運 営に当た

Whtteld― Mttl「 0‑FieLttLp

り、 日本側は これ を支援す る形にな りますが、言
己念
の
館 活動 を成功 させ るのは双方の共 同責任だ とい う
べ きで しょ う。
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最大の問題は記念館 の運営経費をどのよ うに確保
す るか とい うことにな ります.記 飾 は町の公共財
産 とな りま したが 、
町の財 政 か らの補助金は望めず、
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日前の募金 によってまかなわ なければな りません。
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美術 の会

Jubs Breton(1827〜 1906)
フランス 19C絵 画展一横浜美体隷官
19C、 田園風景を主題 に描 いた画家達の一 人 ブ
ル トン、彼は田舎 での 日常生活 に美 と古典的な響 き
本
を与えた画家 であったD今 回展示 のブル トン描 く千
息(1864)は BostЮ n美 術館で 何度 も目に した、ろ
うそ くを持 つ女 (1873)を 思い起 こす。
ブル トン描 く休息は、農婦 が右手 をあ ごの下に置
き、土手 に腰掛 け、一息ついてい る。彼女は ドレー
プの多い濃 い紫 のスカー トをはき、そ の上に緑濃 い
大きなエ プ ロンをしてい る.
頭 にターバ ン風 に巻 くアースカラーのスカー フは
夕 日に映 えて美 しい。イヤ リングをした耳元 か ら顔
全体は細 か く描 かれている。何 かを考 えてい る様 な
柔和 な 目つ きは、古典画に登場す る天使にも似 てい
る。空間は平坦に描かれて女性 が ぐっ と前にせま っ
て来る様である。
鍬 を持 つ彼女 の腕 と大地に しつか りつ けた彼女 の
足は何 とた くま しい こと。 左側に描かれた赤 い野 の
花 (ひ なげ し)の 色が女隆の濃緑色エ プ ロン と響 き

Jules Breゎ n

油彩

合 っている。
Bosね n美 ク
ブル トン描 く、
敵官の ろ うそ くを持 つ女

′
ぎ'
休′

1864

カンバス 7■ 5x60.5 cln.

Arras,lvluseさ des BeauxA■ts

の画面いつばい に描かれた女性も又同様 に顔立ちが
優 しきに満 ちてい る。正確では っき りした輪郭で人
物 が描 かれて い る.ド レス、ロザ リオ、レー スの衿、
そ して レー スのスカーフ、これ らの衣装は フランス
ブル ターニ ユ地方 と思われ る。
女性 の持 つ長 い ろ うそ くの灯は、今、灯 されたか
,

の様 にかすかに揺れてい る様であ った。
田舎 の主題に愛着を感 じた画家 ブル トン、 このろ
うそ くを持 つ女に見 られ る様に、農婦 に象徴的 な役
割 を与え、道徳 と家族、 日舎 の社会 において 、キ リ
ス ト教 が重要 であることを も表現 している。
1948年 に起 こった革命後、強い女畦へ の賛美
を持 って描 く画家が増 えていた。 その内の一 人、画
家 ブル トンは故郷 を想 う心が人一倍、強い様 であ
酒井典子

った。

名古屋 ボ ス トン美体赦官
愛 と美 の女神 ― ヴィーナ ス展

2009年

7月

18日 か ら 11月 23日

・
問合先 :名 古屋 ボス トン美術館

審 052‑684‑0101(代

コ
●5月 ′
￨を 嗜c

Jr"rles

iま ￨■

Breton
油彩

)
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1873
54x399cm.

ろ うそく
カンバス
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ボス トンマ ラソン主催者 が
山田敬蔵 さんに記念 の盾を贈呈
ボ ス トンマ ラソンの主催者であるボ ス トレ・ア ス
レチ ック・ア ソシェー シ ョン (以 下 BAへ )が 、 20
09年 の 同大会で フルマ ラ ソン引退を表明 した 山田
敬蔵 さん (81歳 )に 記念の盾 を贈 呈 した。
山田さんは 1953年 にボ ス トンマ ラソンに初仕
場 し2時 間 18分 51秒 で優勝ぅそ の後、競技者 とし
ての第 一―
線 を退 いてか らも含めて計 19回 同大会 を
走 った。 1995年 か ら 2009年 までは連続 出場
し、そ の間、4度 の年代別優勝 も果た したc
このよ うな形で BAへ が選手に記念 の盾 を贈呈す
るの は 112年 の歴 史の 中で も初めて のこ とこ歴代
の優勝者 としてボ ス トンマ ラソンの歴 史に名 を刻ん
だ 上に、市民 ランナー としても 81歳 まで走 り続 け
た ことに対 して も敬意 を示 したためで あ乱 山田さ
んは
「尊敬す るジ ョン 。ケ リー選手が走 る と観衆 が とて
も喜ぶぅ私 もそん なランナー を 目指 していた。」
!

エ ドワー ド・ムーア 。ケネディ上院議員
水野

賀弥乃

平成 21年 8月 25日 (火 曜 日)、 エ ドワー ド・ムー
ア・ケネデ ィ上院議員逝ム マサチューセ ッツに、否、
アメリカにボッカ リ大 きな穴が空いた。若か りし頃の、

「お金持 ちの ドラ息子 」 の
イメージは 、彼が大統領選
出馬 を断念 した時か ら徐 々
に薄れ ていったよ うに思 う
それは、ケネデ ィ家 の家長
として、二 人の兄 の遺族 を
含 め、一族 の喜び と悲 しみ
とともに常に在 ることを優
先す る決断であったc
t

ート・ ケ リー(故 人 計 61̲回
ジ ョン・ アル バ ー
ボ ス トンマ ラソンに出場 し完走は 59回 32度 の優
勝 を果た した同大会伝説 の ランナー3)
(注

)。
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この情報は滝沢典之様か らお知 らせい
ただ きま した。感訪t山 田さんが これか らも短 い距
離 で も市民ラ ンナー として走 られ る こ とで、元気な
高齢者 の先達 としてのお手本を示 して 下 さることを
願 ってい ますc)
(会 報担 当

あれか ら四半世紀 の間、日らステー^ジ を降 り、家族
を第一に人生の中心においたことによつて、i藍 鬼的に
政治家 としての公においても自然 (お のず)と して リ
ベ ラル派の重鎮 として、国家の芯 となっていたのでは
ないだろ う力、
肉親を奪 った暴力の負を知るからこそ、報復ではな
く平和を、低賃金引上げや医療保険制度等の具体策に
よる「弱者救済」への尽力は、1968年 に凶弾に倒れた
兄 ロバー ト・ ケネディの手から渡された トーチではな
かろ う力、
家族を守 り、兄達の信念 と恒入の正義を実現 させる
ために生 きた四半世紀の時は、彼 の面差 しを、母君を
街彿 とさせるほど柔和 に美 しく変容 させていた。 オバ
マ大統領が、「民主党の魂」と讃えるまでにアメ リカの
正義 のために戦い、我 のためでなく、家族 とその先に
広がる公のために、政治家 としての有様を以つて尽 く
した。今、アメ リカに大きな穴が空いてしまった。彼
の トーチはオバマ大統領によって再び正義を実現すべ
く引き継がれてゆくことを願 うぅ
テ ンド・ ケネディ氏の魂に平安を、ケネデ ィ家御 一
族に平安を、そ して大 きな星を失ったアメリカ合衆国
に平安を、心よりお祈 り申し上げる。
(写 真は故 ニ ドワー ド・ ケネデ ィ ヒ
院議員、
ーク誌より)
ニ ユーズ・ ウィー

日米少年野球交流
1:J.S―

Japan Wbuth Basebatt Exchange

昨年、Red Sox財 団 とJapan SOcЮ サ Of Bosゎ n
が 協力 して立ち上げた首記交流プ ログラムによ り、
昨夏、日本か ら 10代 の野球少年 12名 がボ ス トンを
訪れ、地元の リ トル リー グ・チー ム と交歓試合 を行
った り、ホームステーや観光を楽 しんだ り、有意義
な 2週 間 の交流 が実施 され ま した。
今年 の 8月 には 12名 の野球少年 チームがボス ト
ンか ら来 日しま したc最 初 の滞在地、千葉 では千葉
工科大 のグ ラウン ドで交歓試 合を行 い ま したc BAJ
か らは吉野耕 一先生 ご夫妻 と小生が 出掛 けて、ホ ス
トファ ミリーの皆 さん と一緒に応 援 しま した。 一行
はその後、大阪、京都 、広島を訪問 して帰国 しま し
■

棚橋征 一

日本ボス トン会会報(The BOstonAssociation ofJapaD筆
第

平成 21(2009)年 10月 5日

ゴル フ懇親会 のお知 らせ

64回 幹 事 会

日時:2009年 6月 12日 (金 )18:30〜 20:40
場所::NEC三 田ハ ウス 22名 出席
*吉 野耕一顧間、帰国挨拶。
*会 計報告 :会 計残高報告。
*お 花見の会報告 :4月 4日 開催、参加者 20名 。
開始を遅 らせ、ライ トア ップのサクラが最高。
*美 術の会・歴史を飲 もう会::茂 木本家美術強官訪間を
【
4月 26日 に開催、 27名 参力L Ol項参月
0。
*カ ラオケの会 :4月 27日 開催、報告。7名 参力L
*ボ ス トン地区留学生記録 :日 本英学史学会例会(9月
初旬))に て発表予定 と報告。
*ゴルフの会 : 4月 23日 開催報告。01項 参￨]0
*音楽の会 :5月 16日 ホーム・ コンサー トを開催、
項参貝
0
好評 であった 次回は 7月 12日 。傷」
*紅 葉狩 りの会 :11月 下旬を予定Э
*総 会開催 日 1 11月 13日 (49に 変更する。
*会報発行 : 会報第 34号の原稿 は 8月 末締切。
次号 トップページでは観桜会にて藤崎博也顧問か
ら報告 された WM友 好記念館への募金結果の報
生 を取 り上げることを諮 り、了承をえた。
第

34

ボス トン会の平成 21年 春期 ゴルフ懇親会は、4月
23日 に 11名 が参加 し、川崎国際生田緑地 ゴルフ場
ネ ット69。
で開催 されま した。優勝は伊藤敦子 さん、
ヘ
モ リシャス のゴルフ旅行け 月 2〜 9日 )は 17名 、う
ち当会からは 4名 参加、すばらしい旅行でした。
次回は 11月 27日 (金 )、 下記の通 りに開催 します。
日時:: 11月 27日 午前 8::33 ア ウ トコー
ス スター ト
川崎国際生田糸
難也ゴルフ場
場所 :
ェ
ン
:
チ ックイ 時に、
各 自現金にて支払い。
費用
→
参加費:: 4, 000円 (参加費・賞品イ
で
め
ます。
:16名
し
り
込み順
切
閉
申込数
、申
集合 : 午前 8時 15分 、1番 ホール、テ ィグラウ
ン ド前。
幹事連絡先 :山 I喘 巨

2009年 紅葉狩 りのお知 らせ
1.日 時 :

65回 幹 事 会

2009年

11月 29日

(日 )

又は 12月 5日 (土
午後 1時半旧古河庭園入 口
見学予定
(午 後 2時半 大谷美術預官
2.場 所 :旧 古河庭園
所在地 :北 区西ヶ原一丁 目
3.交通 :地 下鉄南北線 「西ヶ原」(N15)下 車徒歩 7分
JR「駒込」下車徒歩 12分
JR「 上中里」下車徒歩 7分
4.̀斜食:: とら鬼ゝぐ導喘 〕
△店 喝Ю3‑5974‑8129
お酒別 6, 000円 (予 定)
5.申 込締切 : 11月 14日 (二 D
6.申 込先 : 藤盛紀明
)

日日
寺 :2009年 9月 11日 (金 :)18:30〜 20:40
場所 :新宿 サ ミッ ト・ クラブ 18名 出席。
*法眼次期会長挨拶。
*吉野耕一顧間近況報告。
*事務局報告
新入会員 :北 代淳二 、河内康郎、

)

ロイ羊子、折田純一、4名

*会計報告 :監査前 の状況報告。
*Hど 唸」 Club of Japanと の連携状況報告。

1句

① 「紅葉狩」 の案内を H(万 メンバー にも配信。
②H∝ 「JAZZ80SANOA」 の案内を BAJに も
配信。
*「 ボス トンヘ よ うこそ」頒布状況報告。
*美 術 の会・歴史を飲 もう会 :明 年 4月 24日 (土 )
名古屋 ボス トン美術館、 25日

(日

)伊 勢神宮を計画。

*紅 葉狩りの会 : 11月 29日 又は 12月 5日

GII頁 参照)。

*音 楽 の会 :明 年、春 ・秋 2回 を予定っ
*カ ラオケの会 :未 定

「ボス トン 日本人学生会 の記録

)

*お 花見の会::明 年年 3月 末または4月 初め千鳥が淵を予定
*留 学生の会の記録 :9月 5日 、 日本英学史学会の例会にお

(1908‑1953)」
日本 ボス トン会 で 中間報告 した内容をもとに 日本英
学史学会 の 9月 例会 (09¨ 9五 )で発表 した。留学生を研
究 してい る学者か ら好印象をもって もらえた。ある研
究者 か ら明治末期に活動 を始めていたボス トン 日本人
会 の資料を頂戴 したので、ボス トン日本人学生会 との
関係を調べていきたい。戦前 のことをご存知 のかたの

いて発表した。91項参照
*ゴシレフの会 : 11月 27日 (木 )川 崎国際D Ol項 参照0。
*ハ イキングの会 :山 の会と合同で企画する。5〜 10kmコ
ースで、大勢の方が参加出来るプランを選定 したい。
*ホ ームページ :活 動報告の原希
離副共について。
)

*関 係団体 :吉 野顧問夫妻・棚橋征一氏、日米少年野球交流
戦を応尻

01項 参照

ご協力をお願 いいた します。

)。

ページ稿報告。10月 5日 発行予:亀
*会 報第 34号 :ト ップ。

=好 彰

総会行事の案内案を諮 り、了承をえた。
*次 回幹事会 : 2010年 1月 15日 (金 )予 ia
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