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幸運は神への感謝から

1984年から1992年末まで、足掛け 9年、

ボストンに駐在しましたが、この間、日本人会の副

会長、Japan SoQeサ ofBostonの EVP、 ニューイ

ングランド日系企業懇話会代表等をさせていただき

ました。Japan SOcieサ では、Buslness Ad宙soW
Boardのメンバーとして会合に出ていました。

そのとき米人仲間の一人から、米国で成功する条

件をどう思 うかと聞かれたので、1.Hedth、

2.Competence、  3.Hard Workだ ろうと答えたと

ころ、それだけならいくらでもいる、それだけでは

成功するとは限らないと言われました。

良いご縁、幸運に恵まれることがもっと重要な条

件だ。生かされていただく、仕事をさせていただく

ということで、神に感謝することが大切だとの説明

でした。その感謝への具体的な証として、喜んで、

ホームレスの人たちに食事の提供を初めとするボラ

ンティア活動や寄付等をしているとのことでした。

しかし、神への感謝が全ての成功への基本と言う

視点は、日本人として、馴染み難いものでした。

'"There is no way to happiness."

その後、別の機会にアメリカ人牧師から聞いた言

葉があります。

“There is no way to happiness.Happinessお

the way.''

でした。

ボス トンで学んだ成功する条件

副会長 近藤 宣之

幸艮

幸福とは何か?ど うしたら幸福になれるのか?人

生の満足とは何か?何のためにこの世に生まれ、何

のために生きるのカー ーー?と言う問いにこの一言

が答えているのかもしれないと気づきました。

お金が出来たり、出世したところで、幸福になれ

るとは限りません。他人と比較してまだまだと思う

でしょうし、何か条件が満たされて幸福になれるわ

けでもないでしょう。

`TheК is■o way to happiness."と は、幸福にな

るための、普遍的な道もなければ、一般的な条件も

ない、こうなったら、幸福になれますよ、というこ

とはありえないことを意味していると、理解しまし

た。

■Iappiness is the way."は 、英文としてなかなか

難しい。前の言葉を受けての、''the way''と は、そ

うした幸福になりたい、成功したいと思って努力す

る過程、生きていくプロセス、日々 の生活の場での

実践そのものでしょう力沌

“Happiness h the way."と はそうした日々 の実

践の中に、幸福があるのだ、人生の達成感があるの

だ、と解釈しています。

病に冒されても、生き抜く希望をもって日々 感謝

して生きる人と、健康でも、不平不満をもって日々

の生活を生きる人のどちらが幸福なのか、個人の価

値観によっても変わります。

人は、偶然ではなく、何らかの意味をもって生ま

れたのかもしれません。

そうだとすれば、生命が尽きるまで、心からの感

謝をしつつ、自分(魂)を磨くことで、人生の役割を

果たせるのではないでしょう力、

△
ム

2010年 日本 ボス トン会イベ ン ト

*お花見の会(千鳥が淵)  4月  4日 (日 )*総 会・懇親会 (NEC三 田ハ ウス芝クラブ )

*親睦ゴルフ会(川 崎国際生田緑地ゴルフ場)            11月 19日 (金 )

4月 15日 (木)*紅 葉狩 り      12月  4日 (土)

*美術の会・歴史を飲もう会 4月 24・ 25日 (土 。日)
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日本ボス トン会観桜会
恒例の日本ボス トン会の花見の会を下記の要領で開催

します。

今年も夕方の櫻を楽しみたいと思います。知人をお誘い

の上ご参加下さい。Hα「の方もお誘いしています。

申し込み締め切りは3月 29日 にします。

開催日: 2010年 4月 4日 (日 )午後 6時

集合場所 :千鳥が淵、ボー ト小屋乗り場付近、

三井アーバンマンション前。

(地下鉄「九段下」駅下車、2番出口か

ら徒歩 10分)

散策ルー ト:千鳥が淵→靖国神社→武道館付近

自由散策

懇親会 :  ホテルグランドパレス(午後 7:00～ 8:30
レストラン「カ トレヤ」

電話 03-3264-1111
千代田区飯田橋 1-1-1

参加費用  お一人 :6, 000円。会費は事前送金で

お願いしま ご協力下さい。

費用振込み先

生田英機

ゴルフ懇親会の報告・案内
日本ボストン会の平成 21年秋季ゴルフ懇親会は

11月 27日 (金)に川崎国際生田緑地ゴルフ場に

て、開催されました。

当日は最高の天気で、女性からは、半袖シャツを

持ってきていたらよかったとの声が漏れるほどでし

た。

優勝は営間きよみさん、佐々木杯に名前を刻むこ

と、三度目の快挙でした。グロス104、 HC2 9
不ット75。

次回の懇親ゴルフ会は4月 15日 (木)に以下の

要領で行います。

日時 : 4月 15日  午前8時 33分インコース

スター ト

場所 : 川崎国際生田緑地ゴルフ場

費用 : 16, 000円 チェックイン時に各自現

金支払い。

参加費 : 4, 000円 (参加費 。賞品代)

申込数 : 16名 (申 し込み順で、一杯になり次

第締め切ります。)

集合 : 午前 8時 15分。 10番ホールティグラ

ウンド周辺。

幹事連絡先 : 山崎恒

近況報告

茂木賢二郎
昨年は総会にも出席できずご無沙汰申し上げまし

たが、皆様お変わりなくお過ごしのことと存じます。

さて、昨年 6月 の株主総会においてキッコーマン

騰取締役副会長を退任、非常勤相談役に就任いたし

ました。長年お世話になり厚く御礼を申し上げます。

7月 1日 から文部科学大臣の発令を受け、独立行

政法人日本芸術文化振興会の理事長に就任いたしま

した。当振興会は、伝統芸能および現代舞台芸術振

興と普及、演技者の養成、調査研究等を使命とし、

国立劇場等を統括する法人であります。

芸術文化は国家と民族の誇りを守る上で極めて重

要なものでありますので、企業経営に関するいささ

かの経験を活かし当振興会の使命達成のために努力

したいと考えております。

皆様方からのご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願

い申し上げます。

追記

茂木賢三郎顧問から、国立劇場の 3月 花形歌舞伎

公演「通し狂言金門五山桐(きんもんごさんのきり)

一石川五右衛門―」(中村橋之助 。中村扇雀出lω
lの御

案内をいただきました。

今回は予約申し込みまでの時間的な余裕が 5日 し

かなく、幹事間で連絡できる範囲の方から20人の

申し込みを集めました。

定期コンサー トの御案内
第 3回 日本ボス トン会定期ホーム・コンサー トと

懇親会を下記のように楽しく開催しますので、お誘

い合わせの上、お出掛けください。コンサー ト前の

付近の散策も一興です。

日時 : 3月 14日 (日 )午後 3時開演 5時から

懇親会

場所 : 大田区田園調布 4‐ 11‐6 関宅

出演 : ホルン    笠原慶昌

ピアノ    新井彩香

ヴァイオリン 関 尚子

会費 : ¥5,000(高校生以下¥4,500)

申込 : 音楽の会幹事 関 直彦 。尚子

詳しくは別紙チラシをご参照ください。



日本ボストン会会報(The BostonAssOciat10n OfJapaD#35  平成22(2010)年 3月 1日

美術の会・歴史の会

名古屋ボス トン美術館の見学と伊勢神宮の参拝

2010/01/29

美術の会 幹事 酒井

歴史の会 幹事 二好

1.日 程

4月 24日 (±1) 正午 名古屋ボストン美術館 (金山駅隣接) 1階 ロビー集合

見学後、鳥羽市へ移動

宿泊  「サン浦島悠季の里」C鳥羽駅より送迎バス)

伊勢神宮参拝 (外宮、内宮)

午後 3時頃現地で解散

4月 25日 (日 )

2.費用概算

①交通費とホテル代 (東京都区内発での料金)

(D交通費 (JR)と ホテル代 :東海ツアーズの快速みえ号プランを利用

2人部屋利用の場合 (週末宿泊) 43,500円 (一人当たり)

(b)ホ テル代のみの場合 (ジパング会員でJR切符を別途購入の方など)

2人部屋利用の場合 (週末宿泊) 26,100円 (一人当たり)

註 :2人部屋から
′
5人部屋までがあり、人数が多いと割引きがある。

②名古屋ボストン美術館入場料
一般者 1,200円 (イ ンターネット割引有り)  900円 (シルバー割引)

③その他

伊勢市周辺の交通費(バスと近鉄)未調査だが数百円と想定。

昼食代金 (各 自払い)

3.参加申し込み

参加希望を申し込まれた方に旅程計画をお知らせします。E― メール・アドレスをお知ら

せ下さい。

①参加の受付

参加希望者は 3月 20日 (必着)ま でに下記について幹事に連絡ください。
・参加者氏名、電話番亀

・部屋の区分 (2人部屋から5人部屋までのどれかを指定)

個室は無いので単身での参加者は相部屋での利用(3月 末までに部屋割り決定)。

・往きの JRの列車番号と乗車駅(東京、品川、新横浜)

・帰りの JRの列車番号と下車駅(東京、品川、新横浜)

②旅行日の 3週間前以降(4月 4日 )でのキャンセルはペナルティがかかる。

キャンセル料は旅行日が迫ると高くなる、参加者には詳細を別途お知らせします。

問合先 :   酒井一郎

3
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紅葬91守 り (2009年 12月 5日 )

旧古河庭園探訪と懇親会

前日からの天気予報では、当日は曇り、午後から

雨になるとのことであった。

東京メトロの南1じ線「西ヶ原」駅から駒込方面に

本郷通りを約 7分歩くと、右側に旧古河庭園の入口

に到達する。集合時間は午後 1時半、当会会員 19
名がほぼ時間通りに集まってきた。

6組の夫妻参加 (藤盛、酒井、吉田、三好、俣野、

関)と個人参加 7人 (吉野先生、生田、幸野、鶴夫

人、法眼夫人、篠崎夫人、水野)の面々であった。

本郷通りに面した入日の左手に管理事務所があり、

入園料 (一般 150円、 65歳以上は70円)を支

払って中に入る。石造りの洋館 (大谷美術館)が馬

車道の前方左手に見えるが、まず先に3万平方メー

トルの邸内をゆつくり散策するように作られていた。

邸宅は入口 (現在)から裏門(昔の正門)まで馬車

道が屋敷の回りを半周する形で作られており、入る

とすぐ左手に綺麗な芝生の庭がある。その入日から

芝生に沿った道を左に歩くと、道は二手に分かれ、

右の少し険しい自然石で築かれた小道を辿るが、思

ったより険しく、高尾山の下り道を想い起こすほど

であった。崩石積みを左手に、大滝を右手に眺めて

茶室脇を下ると心字池に達する。

池に沿って歩く。左手を見上げると見晴台と十五

層石塔が目に入ってくる。その下に山水の景観を表

現すると言われる水のない枯滝があり、右手には大

きな雪見灯篭が池畔に置かれている。道なりに歩く

と周囲の紅葉が綺麗であり、池を半周する。この和

風庭園は京都の著名な庭師、小川治兵衛の手になる

ものである。

道が交差する角で、左手にあるツツジの間の急な

小道を登ると、突然、石造り洋館(大谷美休誼官)が正

面に省える洋風庭園に辿り着く。テラス式に作られ

た庭園は見事で、もしバラが満開であれば、素晴ら

しい光景を満喫できる風情であった。

石造りの洋館(大谷美術館 *)内部の参観は予約制

で、我々は午後 2時 30分から約 1時間、玄関で入

場料を支払い、靴をスリッパに履き替え、身の回り

のバッグなどは管理者に預けて入館し、ゆっくりと

解説つきで喰官内を見ることができた。ほぼ 1時間を

掛けて見て回ったが、古河家三代目御曹司の古河虎

之助が薩摩の西郷家から嫁を貰った新居が、大正初

期の庭園の原型を留める存在として旧古河庭園と旧

古河邸本館が国の名勝として平成 18年に指定され

た。 (*審 03-3910-8440)

ここは江戸時代には牡丹園として知られていた。

明治になり陸奥宗光の屋敷となっていた。彼は日清

戦争(1894～95)の時に外相として活躍した。古河財

閥創始者古河市兵衛は支援者で、陸奥の死(189つ後

この土地を譲り受け、陸奥の次男潤吉を養子に貰い、

鹿鳴館を設計したイギリスの建築家ジョサイア・コ

ンドルが洋館と洋風庭園を設計し、大正 3(1914)年

に着工、同6(1917)年に竣工した。英国貴族の邸

宅にならって天然スレー ト葺きのレンガ造り、外側

は伊豆真鶴産の赤味を帯びたイ寸公石で覆われている。

この建物には全館暖房の配管がなされ、1階には

来客用の洋室として大理石造りのマントルピースが

設けられ、サンルーム、談話室、会議にも使用され

る広間、食堂とこれに隣接して調理場が設けられて

いる。2階には当主家族の和室の居住区を構え、お

湯はボイラーから2階に作られた風呂に汲み上げら

れ、客を泊める一部屋と家族の寝室・居室・子供部

屋、そして仏壇までが作られている。三階から眺め

る景色は武蔵野の高台にあるだけに洋式庭園と言い、

富士山・丹澤から秩父への遠景は素晴らしいものが

ある。ただ、当主カイ主んだのは大正年間だけで、あ

とは他に居を移されたと聞いた。暖房も石炭ボイラ

ーを2日 間焚かないときかないとのことで、利用具

合に不便があったと推察される。戦前は古河財閥の

クラブとして使用されて、折々の庭の風情が活かさ

れていた。戦後は進駐軍に接収され、英国将校宿舎

として利用されたが、現在は国の所有となり、テラ

ス式庭園と洋館は、それぞれ別の管理者が管理にあ

たっている。(庭園 :東京都公園協会 文化財庭園チ

ーム、審03-3910-0394)。
大谷美術館を出てくると、予想通り雨が降り始め、

本郷通りを地下鉄南lb線の「西ヶ原」駅まで歩き、

南北線で「麻布十番」に向かう。そこから六本本の

芋洗坂まで約十数分、普段であれば何の支障もない

が、坂のたもとの北欧家庭料理・スエーデン料理の

リナ・ダーラーナ*ま で、強い雨の中の移動となっ

た。 (*容 03-3478-4690)
水野さんご推薦のこじんまりとした店は2時間貸

し切りとなり、鶴夫人のご挨拶で開会し、飲み放題

で、北欧料理を堪能した。最後は、幹事の準備した

クイズは旧古河庭園、大谷美術館、函館、紅葉にま

つわる問題が出題され、函館のお土産が賞品として

提供された。

素晴らしいお料理を堪能した後、小止みとなった

中を新名所になった六本木ミッドタウンまで足を伸

ばし、庭園に飾られたクリスマス・イルミネーショ

ンを巡り、午後 7時半頃現地で魂峯散した。

当日お世話になった藤盛夫妻、水野さんのお手配

とご配慮に感謝をいたします。 (俣野善彦言D
4
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正誤表

会報 34号 2頁掲載の写真の上段氏名記載の訂正
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*東京都公園協会文化財庭園チーム作成資料による。
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フェノロサ、ビゲロウと法明院(Ⅵ) とはありません。しかし学生の中から二人の偉大な

仏教者が現れました。井上円了 (1858-1919)と 清

沢満之(1863-1903)です。

井上円了は新潟県来迎寺村 (現越路町)の慈光寺

という浄土真宗大谷派の寺に生まれた人です。新潟

英語学校在学中に京都の本山東本原頁寺に呼ばれ、将

来僧侶養成の教師学校教授となるため、給費留学生

として東京大学に派遣されました。東京大学予備門

(大学と同じキャンパスにあつた 3学年制の予科)

に入学したのが明治 11(1878)年、20歳。フェ

ノロサの来日と同じ年でした。この年フェノロサは

予備門で経済学を兼担していましたので、入学早々

フェノロサの警咳に接したことになります。廃仏棄

釈の悲劇を体験していましたので、「宗教沿革論」を

も当然熱心に聴講したと思われます。

文学部に進学し哲学を専攻した円了にとつて、フ

ェノロサのスペンサー、カント、ヘーゲルの哲学講

義はまさに眼を開かれる思いでした。語学ができな

いため、或いは学資がないため大学に入れない人た

ちに開かれた学校を作りたい、これが円了の切実な

願いとなります。

明治 18(1885)年 7月 大学を卒業した円了は、

俗界に在って布教に努めたいと本山に懇請して京都

に戻らず、本郷に私塾哲学館を開き友人たちの協力

を得て授業を開始します(明治 20年 9月 )。 これが

現東洋大学の発祥でした。授業の主体は哲学と政治

学と理財学。初期東京大学文学部でフェノロサが担

当した学科と全く同様のカリキュラムでした。

明治 20(1887)年 7月 帝国大学文科大学 (前年

3月 東京大学文学部改称)哲学科を卒業した清沢満

之まんじ
(旧姓徳永)も、東本願寺から派遣された留学生

でした。お寺の生まれではありませんでしたが、縁

あって東本願寺育英学校に在学していた人です。予

備門を経て明治 16年大学哲学科に進学。フェノロ

サ (明治 19年大学退任)には哲学、論理学、社会

学、審美学を学んでいます。大学院在学中、哲学館

に出向して井上円了を助けましたが、円了とは違っ

て本山に戻り、宗門の教育と改革に生涯を捧げまし

た。仏教における近代的信仰の樹立者として、キリ

スト教の内村鑑三と並び称される人物です。

明治 30年満之は41歳の若さで病死しましたが、

晩年真宗大学 (現大谷大学の前身)の学監だった頃、

三度も三度も「フェノロサ氏を米国から招こうか」

と言われたと、これは満之門下の学僧で後に大谷大

学学長になった佐々木月樵の回想です。フェノロサ

の講義は満之にとつてそれほど印象の強いものでし

た。満之と円了とは共に、詳細なフェノロサ講義の

ノー トを残しています。

山口 静一

【19】 道場建設と敬徳の示寂

明治 22(188の年 5月 26日 、敬徳は月心こと

ビゲロウの紹介で米国人フォスター (Charles

A.Fos"L1850-?、 横浜繋留中の米国軍艦オマハ

乗組)に十善戒を授戒し天心の法号を与えています。

場所は町田久成の別邸ではなく、寛永寺(天台宗)の

子院、上野の護国院でした。

裕福なビゲロウは同年春から、敬徳の東京におけ

る伝道教化の場として小石川久堅町(現東京学芸大

学付属竹早小学校のあたり)に円密道場の建設を始

めていました。円密とは天台宗と真言宗のこと。三

井寺(天台宗)ばかりでなく真言密教への関心の深さ

が偲ばれます。フォスターの受戒は、新伽藍未完成

のため、護国院の古道場を借りたものでした。

しかし、同年 12月 24日 、体調不良のため日光

から戻って療養中の敬徳は、フェノロサ、ビゲロウ

の懸命の看病も空しく、竣工直前の新道場で逝去。

早年 56歳でした。

急を聞いて駆けつけた弟子直林寛良(後の法明院

阿閣梨敬円、第 156代園城寺長吏になった人)によ

って遺体は大津に運ばれ、法明院墓域に葬られまし

た。元老院議官だった町田久成にとっては、これを

機に剃髪し僧籍に入ったほどの衝撃でした。

フェノロサは翌23年 6月 、契約満期を以って文

部省(東京美術学校幹事)。 宮内省(帝国博物館理事)

を辞任、翌月家族と共に帰国します。同時にビゲロ

ウも帰国してボストン美術縦官理事に就任、フェノロ

サは新設日本美術部のキュレーター(5年契約)と し

て自ら蒐集した美術品を管理することになります。

円密道場はその後岡倉天心が校長になった東京美

術学校に移築され、職員や学生のクラブとして利用

されていましたが、戦後に取り壊され、現在その跡

が東京芸術大学美術穀官になっています。

1201フェノロサが育てた仏教者

前述のように市民講座 「宗教沿革論」はキリスト

教の拡大に対抗する仏教界の強力な助勢となり、ま

たビゲロウと共に始めた仏教研究や美術講演での仏

教擁護論は一般市民にも温かく歓迎されましたが、

フェノロサは大学の諄義でとくに仏教を鼓吹したこ
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『zェノロサ_ビゲロえと二差寺法明院 (Ⅵ)』 容易に引き出せるように設計されていました。現在

観音像は鉄筋コンクリー トの観音堂に安置されてい

ますが、復元された御厨子が本堂に飾られています。

調査旅行中、同年 6月 5日 フェノロサは奈良三條

通りの浮教寺を会場に「奈良の諸君に告ぐ」と題す

る講演会を開き、またビゲロウは 8月 17日京都室

町の宝錦舎で講演しますが、いずれも市民に仏教文

化財の重要性とその保護の必要性を訴えるものでし

た。

【21】 寺院への寄進 寺宝の保護

ボス トン美徘強官所蔵品のうち、もし日本に在れば

間違いなく超国宝級に数えられるのがビゲロウの入

手した「法華堂根本曼陀羅」と呼ばれる奈良時代の

釈迦如来説法図でありましょう。これは東大寺二月

堂(法華堂)の本尊でした。仏像では鎌倉時代の名品
「聖観音坐像」、湖東三山の一つ金剛輪寺の旧蔵です。

フェノロサも「馬頭観音」「普賢延命菩薩」など美し

い平安仏画の数々を購入しています。鎌倉時代の「四

天王図」は廃絶した永久寺真言堂(天理市)の障子絵

でした。

両人の蒐集目的は将来ボストン美体総官を日本美術

の宝庫にすることでした。これは明治 15年夏、モ

ースと共に蒐集旅行をした時の 3人の誓いでした。

当時の寺院は廃仏棄釈の嵐に襲われて貧窮を極め、

伝来の宝物を手放さざるを得ない状況でしたので、

仏像仏画の蒐集は比較的容易だったのです。

しかし当初からこれらの保全を願う気持ちも強か

つたようで、フェノロサが京都東福寺に寄進して寺

宝を修復させたのは明治 1'3年、最初の関西旅行の

時でした。明治 17年の法隆寺調査の際、ビゲロウ

はフェノロサと相談し、巨勢金岡筆と伝える破損し

た花鳥画などを自費を投じて修復させた記録もあり

ます。余談ですがこの年法隆寺夢殿開扉事件があっ

たとされていますが、これは岡倉天心の記憶違いに

よるもので、法隆寺の記録から推してもフェノロサ

の証言によっても、明治 19年とするのが正しいよ

うです。

明治 21(1888)年夏、政府は宮内、内務、文部

の三省合同の大規模な関西古社寺宝物調査を実施し

ました。首班は九鬼隆一。古美術に精通したフェノ

ロサは顧問格で指導的役割を果たしました。調査の

模様は連日各新聞が報道しましたが、とくに同行し

たビゲロウの「義挙」が話題を提供しています。巡

回する寺院には「仏前へ種々の美香を供え」、修復を

必要とする品には「修繕料として金五十円或いは百

円を寄付せし所少なからず」といった具合で、そこ

には明らかに仏教徒としての意識が窺えます。

援助を受けた寺院が何処であったのか、現在は唐

招提寺、桜井市の聖林寺以外は不詳です。フェノロ

サはすでに明治 19年に聖林寺を訪れ秘仏であった

「十一面観音立像」(国宝、奈良時代)を開扉してい

ました。同21年 6月 調査団―行と共に再訪。この

とき観音像の御厨子が腐朽しているのを見て、ビゲ

ロウはフェノロサと連名で金 50円を寄進し厨子を

新造させます。

新しい厨子は秋に完成。火災のとき背後の土間に

【22】 ボストンヘ

帝国大学(明治 19年東京大学改称)から 4ヵ年契

約で文部省 (宮内省兼任)に転出したフェノロサは、

岡倉天心と一心同体となって欧米美術事情の視察、

関西古社寺の宝物調査、東京美術学校の創設という

美術行政官としての大任を果たし、明治 23(1890)

年 6月 契約満期となって帰国、9月 からボストン美

術館(MFA)に勤務することになります。勅任官待

遇、年俸6000円 は各省次官級の糸餅斗で、フェノ

ロサとしては当然契約の更新を望んだのですが、美

術学校年間経費 1万 2000円の中からフェノロサ

の給料を支払うのが美術学校開設の条件であった以

上、翌年から校長になる盟友の岡倉天心も、その希

望には添いかねる立場にありました。事実フェノロ

サの去った後 7人の専任教官を雇うことができたほ

どです。

当時のMFAは現在地よりずっと都心に近いカプ

リ・スクエアにありました。 1876年 に開館して

以来富裕市民の寄贈、寄託によってコレクションは

次第に増強され、とくに日本美術の発展は目覚しい

ものがありました。MFA寄託を条件にウエル ドに

譲渡された旧フェノロサ・コレクション、ビゲロウの

寄託品 。寄贈品など3000点余りの絵画を管理す

るため、新たに日本美術部を開設することになり、

フェノロサがキュレーターに指名されることになっ

たのですが、日本美術部新設もフェノロサ指名も、

実はビゲロウの影響力によるものと考えられます。

ビゲロウの父 (Henw Jacob Bigelow)は ハーバー

ド大学医学部教授でMFAの理事でした。ビゲロウ

自身も父を継いで1890年以来終生理事としてM
FAへの援助と寄贈を続けました。

MFA理事会とは 5ヵ 年契約、年俸2500ドル。

キュレーターとして特に安い糸針斗ではありませんが、

当時の為替レー トからすれば2800円、日本での

俸給の半額以下でしたが、収蔵品解説目録の作成、

相次ぐ企画展の開催とその目録執筆、館内外におけ

る講演と執筆活動、と精力的に仕事をこなしていき

ます。          (続 く)

(埼玉大学名誉教授、前名古屋ボストン美術館長)
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美術の会

Rogier Vander Weyde n(1400～ 64)

Hotel Dieu, B eaune (France)

二度目の旅(12/1～ 1/6、 2010)は新たな出会いが待

っている。三度目の L"nではまさにそれを体現す

る人々そして美術品に触れることができた。

都市 Lyonを見下ろす現代風のアクロポリス

FowⅥeК (フルビエーノいの丘の上のバシリカ風教

会堂は変わらぬ美しさで迎えてくれた。坂を下って

行くと、そこは 01d Lyon、 そこにあるトラブール(抜

け道)、 それは家のなかの通りから又他の家の中の通

りを通って違う建物へ通り抜ける。知人の案内が無

ければ迷ってしまう。ルネッサンス期のこの建物の

通りに又今回も驚きいる私である。

L"nから車で15分の所にあるGrezleu、 そこか

らさらに車で2時間、ブルゴーニュ地方 “黄金の丘"

の中心地BeaШ■e(ボーヌ)を尋ねる。その中心街に

Hotel Dleu(ホ テル・デュー)がある。

1443年、ブルゴーニュ公爵フィリップ 。ル・

ボンの宰相ニコラ・ロランによって建てられた貧し

い人々のための病院、この HOtel Dleuは ゴシック

様式のファサー ドを持ち、中世のブルゴーニュ地方

の美しい建築物として保存されている。院内の出口

近くの部屋、聖ルイの部屋に入ると、ロランに制作

を頼まれた北方ルネッサンスの画家 R)舒er Vander

Weyden描 く衝立画“最後の審判"(1442-51)
に会うことができた。中央部が高くなった横長の大

画面に “最後の審判"の情景が目を驚かせる。3玄 し

いほどの紅色の光が画面一杯に広がる。慈愛に満ち

た眼差しの聖マリアはより人間的に描かれている。

足しげく通ったBoston美術館のWeyden描く“聖

母を描く聖ルカ"(1435)は画家の守護聖人ルカ

の姿を仮託し、画家自身の姿が描かれている様であ

る。椅子に座り乳を与える聖母の姿は、市井の女性

の様に自然であった。

北方ルネサンスを代表するもう一人のブルゴーニ

ュ公に仕えた画家 “Jan Van Eyck"(1390～ 1

441)は “宮廷の聖母"を描き、Weydenは “謙

遜の聖母"を描いたと言われた。 (つづく

酒井典子

Lィ()Carl皿O]n
l  rヽ  ′ 。

(aleにJrezleLl

‐1,::■・111

餐
文

ロヒール・ヴァンデル・ヴァイデン

“聖母を描く聖ルカ"(1435)

ロヒール・ヴァンデル・ヴァイデン(Rogler VandeF WeydeD“ 最後の審判"(1442-51)
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投稿

帰国と戸惑い

顧問 吉野 耕一

45年間のボストン生活後、帰国永住となった今、

税金等日本定住のための戸惑い、失敗などを会報に

寄稿することを依頼されていた。米国の税金は4月

半ば、日本では3月 なのでまだ先のことと思ってい

たところ、幹事会 (1月 29日 )で税金抜きの記事

を2週間以内に書けと依頼されました。

①賃貸住宅 :

家内の妹家族が工場跡地に中型マンションを建て

る計画し、帰国の足がかりとして建築計画中に一番

好条件の、部屋を借りることにした。いまだ建築中

にマンション運営会社に契約に必要な書類を質した。

住民票、印鑑証明、保険証、金晰予口座等が示され

たが、我々はいづれも所持しない。幸いマンション

所有者の保障で契約できたが、普通に帰国した場合

にはどのように処理されるのか気になった。

②住民登録、後期高齢者医療保険、介護保険 :

長く外国に住んでいた際、住民登録は本籍地に置

かれていた、帰国後本籍地の証明をとり、住民登録

を現住所 (江東区)に復元するのは簡単に済んだ。

指示に従った保険証の手続きで頓挫した。保険料

は前年末の税金で計算とか、その提出を求められる。

勿論帰国者には日本での税金納入の記録は無い。後

期高齢者に近い担当者はなすすべも無く、しばらく

して若手の係員に引き継いだ。

結局アメリカの年金 (Sttd Secu」い を基準

にすることになった。後に、まだ納税記録がないの

で、現役で働いている同級生に比べて低い負担と知

った。

③東京都シノ″ ―ヾパス :

住み着いた江東区北砂は近くに電車の駅が無く、

都バスを使うことになる。江東操車場に後期高齢者

保険証を持ってパスを貰いに行く。後期高齢者に近

い担当者が前年末の税金の証明者を要求、それが無

いことを理解させるのにかなりの時間をかけ、電話

で本部と話し、私の答えの取り次ぎ時間ばかり過ぎ

ていった。最後に事務室の中に呼び入れられ、本部

の担当者と直接話して、税金納入額によってパスの

料金が年千円か、2万円になり、納税額証明書のな

い帰国者は後者に該当するとのこと、これだけのこ

とで 1時間ほど過ごした。

④運転免許証 :

近くの警察署に運転免許証の発行に必要な書類等

を聞きに行く。若い女性が対応したが、直接の回答

は無く、電話で外部と相談しながら質問してきた。

パスのこともあったので、直接話をするべく申し出

ると、直ちに電話を渡してくれた。有効なアメリカ

の免許証、免許証の翻訳 (JAF)、 本籍地明記の住民

票、写真、旅券、あれば古い日本の免許証が必要と

か。数日後、全書類を整えて江東運転免許試験所に

行く。

先ず問題になったのが、マサチューセッツ州の免

許証には発行日がないこと、外免の場合ある特定の

期間、外地で運転経験が必要で発行日が無いことは

その証明にならない。担当官は私が40年以上もア

メリカで運転していたことを疑わないが、ファイル

に入れる書類がないので受付できない。マサチュー

セッツ州からD五宙ng Recordを 取り寄せることを

求められた。インターネットで簡単に受け取った

D五vhg Recordには発行日等はいっさい記載せず、

簡単に過去 10年間無事故、規則違反無しの証明だ

けであった。担当官はD五宙ng Re∞rdを前に考え込

んでいるので、横から10年間の記述を指摘して、

少なくとも1年以上は運転していることの証明にな

ることを納得させた。書類確認、納金、視力検査、

写真撮影を経た後、1時間近く待たされてからやっ

と免許証が手渡された。

マサチューセッツ州では以上のことを担当官一人

で行い、当日は仮運転免許証を渡し、本免許は後で

郵送される、本人の住所確認にもなる。

⑤シノレ ―ヾ割引 :

色々な割引を利用しているが、証明には後期高齢者

医療保険証を求められる。保険証を持ち歩かない私

が日本国旅券を示すと、先ず受け付けてくれない。

東京都シルバーパスを見せると、先ず通用する。

なぜ、写真の付いた旅券が駄日で、写真の無い保険

証等が有効なのか分からない。 トロントのTV塔の

割引が65歳だった時、思わず来年来ればよかった

と囁くと、割引料金で入れてくれたのと大違いであ

った。
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投稿                       投稿

言葉と文化 (I)   オバサン 2度 目の語学留学

法眼 健作

俣野さんから手紙を頂戴した。「会報にエッセイ

を書いて欲しい。言葉の重みについて論じてもらい

たい。」というお手紙である。おそらく最近の政治家

の言葉の軽さからこのようなご依頼になったのだろ

うが、もとより私にはそのような観点から論じる資

格もなければ、用意もない。ただ、言葉という点に

準拠すれば、全く別の観点からではあるが、私は日

頃から「その国民が使う言葉がその国民の精神生活、

人間性、国家観、ひいてはその国民の音楽にまでど

のような影響を与えているか」という点について私

なりの見解を持っている。丁度良い機会であるから、

数回に分けて論じてみたい。

先ず、ペルシャ語である。ペルシャ語を用いるイ

ラン人は誇り高く、容易に妥協しない人達である。

私はイランに在勤中、何故このように頑ななのだろ

うかと考えた。そして得た結論はペルシャ語にその

因があるということである。

ご承知のとおり、ペルシャ語はラテン語、ギリシ

ャ語の先生である。だから現代のフランス語、 ドイ

ツ語、英語等のルーツもペルシャ語にある。私はテ
ヘラン在勤中一所懸命勉強し、西欧の言葉、数、文

法等の面でペルシャ語が及ぼしている例に直面し、

感動すら覚えた。

一つの分かり易い例をあげよう。我々が英語を習

う。数を覚える。十二は TⅥ電LVEだと教えられ、

これが一つの単位となるとONE DOZENと なる。

ここまでは良い。そのうちにフランス語をやるよう

になると「アーー、この DOZENはフランス語の

DOUZE(12)か ら来ているのだ」と知り、一段上

に昇ったような気分になる。ほとんどの人はここで

終わる。

ここでペルシャ語である。DOUZEはペルシャ語

の十二(こ れがラテン語文字表示だと)DOVAZEDA
となる。つまリペルシャ語の十二と言っているので

ある。これはシンプルな例であるが、他にも例は限

りない。要するにペルシャ文明を継承するイランに

は「我々こそ世界文明の中心」との自負があるので

あろう。

中央アジア、中近東、アフリカにペルシャ文明の

影響が及んでいることは周知のことだが、西欧諸国

において文明、文化の根幹となる言葉 。言語がペル

シャに源があるとすれば、イランという国が「もっ

と我々のことを評価しろよ」との思いを持つことは

理解できる。書きたりないが、次回はこの続編、そ

して英語と日本語の類似性、その次また次には日本

語と音楽について論じてみたい。

井上 恵美子

昨年 9月 、ケンブリッジ市・ハーバー ド・スクウ
エアにある語学学校(NESE)に て、4週間学んでまい

りました。

10年前も完璧なオバサンでしたが、今回は頭の

回転速度は十分の一、顔のシワは10倍となり、“今、

来て良かった!!1年後では遅すぎた!!"と 、最年長生

徒であろう私は、幾度となく自身の蛮勇 ?に拍手?

したものでした。

ボス トンはちっとも変わっていませんでした。授

業のスタイルは以前と驚くほど同様で、講師陣の中

にも懐かしい方々を見つける事ができました。

どぎまぎオバサンにとっては、容易に勉学生活に

勤しむことができ、学校の選択は正しかったと安堵

したものでした。ハーバー ド・スクウエアの店舗の

相当数は健在で、殆ど私の記憶にあった景色のまま

でした。東京に暮らす私にとって、その変わらない

さまは不思議さを覚える程でした。壊しては建て直

す日本の文化と、アメリカのそれとは異なるのでし

ょうか ?それとも、ボストン・ケンブリッジという

歴史と伝統の学園都市の独自性に由来するのでしょ

うか?どなたか、ご回答いただければ幸いです。

一点だけ驚愕 ?の変化がありました。それは、無

料 Wi―R(W士e-less ndd″ )の拡充でした。日

本でも空港・駅等の施設で一部、少数のカフェで無

料公衆無線 LANサービスが受けられつつあります。

ボストンでは、小さなカフェでも Free o Wi― Fiの

ボー ドが入り口に掲げられていました。

語学学校の生徒たちは母国から持参のノー トPC
を使い、寮・ステイ先でWi一Fiで S時ipeを通して、

無料国際テレビ電話を楽しんでいました。また台湾

の生徒は携帯で、韓国の生徒は固定電話で母国と無

料通話できるとのことでした。変わらぬ風景の中、

ネットワーク構築は学園都市だからできたのか?日

本の通信事業は?答えを模索した 4週間でした。

毎日のように午前 2時近くまで、3科目の予習復

習に追われ、10年前(3ヶ 月間)以上に観光の暇があ

りませんでした。無事授業終了の翌日、友人 3人を

ローガン空港に出迎え、ボストン3泊・アム トラッ

クでNYに移動し3泊の 1週間で、やっと観光を味

わえました。また、その間は友人たちのツアーガイ

ドとして、僅かな勉強の成果を感じることができた

日々 でした。来年、また蛮勇をふるって挑戦したい

ものです。
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投稿

久米生光なりひこ氏の死を悼んで

酒井一郎

昨年の11月 13日 、久しぶりに名古屋在住の久米さ

んに電話をかけたところ、奥様が電話口にお出になり、
「主人は9月 29日 に亡くなりました」と言う衝撃的な

お話を聞かされました。

いつも、にこやかで、人を楽しませてくれる活発な久

米さんしか知らないので、一瞬息を呑み、唖然と奥様の

お話を聞いてしまいました。

1999年 7月 に日本ボストン会、美術の会としてオ

ープンしたばかりの名古i屋ボス
|ト ン美術館訪間をきっ

かけにして、知り合ったのですが、音楽と客船でのクル

ージングを愛し、楽しまれた方でした

音楽では、名古屋でボランティア団体「トラッツフォ

ーム」を主宰し、地元の「若手有望音楽家」を育むこと

を目的として活動され、オペラ、シャンソン、ジャズに

始まる声楽家、ピアノ、バイオリン、チェンバロン、チ

ェロ、フルー トの演奏家など幅広く音楽家の卵が集まっ

ていた様です。

名古屋ボストン美術館に、過去4回訪れ、その夜のデ

ィナーの後、カクテルなど飲みながら久米さん企画のミ

ニコンサー ト、久米さんに声をかけられた若手音楽家の

演奏 (ピアノ、バイオリン、ファゴットの独奏、協奏)

久米さんのお嬢さんを含む 3人のコーラスなどで名古

屋の夜をボストン会の皆様と共に、楽しませていただき

ました。

クルアジングの会を幹事として担当され、会報に2度

1平 帯新高してくださぃました。す度|まご本人自身が豪幸
客船クリスタル・セレニティに部分乗船し、グアムから

横浜までの船旅とクリスタル・セレニティについて語っ

たものでした。久米さんは、「船旅の魅力は、未知への

遭遇、自然とのふれあい、新しい友との出会いである。」

と言っておられました。

クリスタル・セレニティ、クリスタル・ハーモニー、

クリスタル・シンフォニーが横浜港に寄港した際には、

船内見学、ランチに招待していただきました。

この様に、人を楽しませ、自らも楽しむ1央活で多彩な

趣味を持つ人でしたが、何と普段は、牛毛神社の神主さ

んで、亡きお父上は、氷上姉子神社の宮司をされ、13
010年前、熱田神宮力鴻1健:さ れた時に、三種の神器の一

つの草薙の剣を献上したとされている名家であります。

68歳と若くして旅立たれましたが、今は静かにご冥福

をお祈りいたします。          合当亀

2009年 度総会報告 (追加分)

*京都ボス トン交流の会(ジャメンツ登三子さん)

(沿革)京都市とボストン市は1959年に姉妹都市と

なり、2009年度は50年になる。提携以後、両市

は青少年使節団の相互1派遣、音楽・美術交流、文化交

流など、親密な交流を続けている。姉妹都市20周年

にあたる1970年、京都がボストンに寄贈したボス

トン子ども博物館の「京の町家」は、今もボストンの

人々のみならず、全米の人々に愛され親しまれている。

1997年に「京都ボストン交流の会」が発足し、

市民レベルの友好交流。相互理解に努めている。

(報告)京都ボストカ市妹都市提携50周年記念事業

(2009年度)と して、京都、そしてボストンでも次の催

しが行われた旨、報告された。

① 日米青少年野球交流プログラム歓迎レセプション

と交流試合開イ亀 (今年はボストンから少年団来謝。

8月 6日  レセプション (新島会館大会議1室|

8月 8日 交流試合(1西京極総合運動公ヽ動

② 京都市代表団ボストン訪間、8月 24～ 30日

京都市長、市議会議長他ボストンを訪間、ボストン

市長主催の記念式典等に出席。

③ 大人用浴衣の贈呈

長刀金利果存会と長刀鉾祇園囃子保存会より祇園祭

にて着用された浴衣を寄贈頂き、帯・腰紐を交流の

会で唄毒入の上、京都市代表団がボストン訪間の際に

贈呈D

④ ボストンのタベの開催

10月 3日 ∈D18時より20時、京都駅室町小路広場

⑤ ボストン・チルドレンズ。ミュージアム Kyotoプ

ログラムを11月 22日 (日 )元春日ノjヾ静佼(河原町丸

太町)にて開催し、8月 3、 4日 ボストン子ども博物

館|こおいて開催した同行事の報告。

⑥ モ‐ド:ジヤポニズムー浮世給と日本の髪型―

2919午 1月 11日 ウイングス幕郡,ィベント小
―ルにて開催し、10月 16日ボストン・シンフォ

ニーホールにおいて開催した同行事の報告。

⑦  「花習塾 能公演」僚:都市後援事:莉|をボストンで

は 9月 20日 (於ジョンハンコックホール)。 京都で

は9月 26日銀・京都市北文化会館ホーノめにて開イ色

第66回幹事会

日時 :2010年 1月 29日 (金)午後 6時半‐́9時

場所 :新宿サミットクラブ 22名 出席

*鶴正登会長挨拶、ご挨拶。

*茂木賢二郎顧問、日本芸術文化振興会理事長就

任のご報告と3月 花形歌舞伎公演「金門五山桐

石川五右衛門」の観劇案内を頂く。0」項参員0
*山村前会長の顧問就任を承認、

*吉田博氏のHP担当の幹事就任挨拶。

*事務局報告 :新入会員なし。
:*HCJapanと連携 :観桜会への参加を呼掛ける。
*次回幹事会 :2010年 6月 18日 (釜D。
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日本ボス トン会 2009年 度総会報告

日時 :2009年 11月 13日 (49午後 6時半～8時半

場所 :NEC三田ハウス芝クラブ

議事 :会長挨拶、会員紹介、活動報告、会計報告。

出席者 : 43名。

遠隔地参加者 :京都 。ジャメンツ登三子。

会員紹介 :北代淳二、中埜紀子、木村夫人、

宮内智久、佐藤|ラ亀

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

日本ボストン会の総会は定時に、近藤宣之副会長の司会

で開会しました。

まず、鶴正登会長から、山村章会長のご都合で舌軒■のお

申し出があり、幹事会にもお諮りした結果、残り任期 1年

間を担当することになった旨のご挨拶があり、現在ハーバ

ー ド・クラブ 。オブ・ジャパン (HCJ)主催の “ジャズ

のタベ''が 11月 28日 夜に開催されるので、当会から1

1名 の方が参加される予定であるとのご報告がありまし

た。一方、当会の集いである “紅葉狩り''のプログラムも

先方に紹介し、今後交流を図りたいと結ばれました。

乾杯は佐々木浩二顧間にご発声をお願いし、会員のご健

康と日本ボストン会の発展を願って杯を挙げ、懇親に移り

ました。

しばしの懇親と食事の後で、法眼次期会長から、最近の

日米関係につきお話を伺った。オバマ米大統領は昨年の大

統領選挙で'チェンジ'を訴えて当選し、鳩山首相に同情的

である。日本でも、選挙民|ご 'チェンジ'を訴えた民主党が

自民党から政権が引き継いだが、米国メディアは沖縄基地

問題、インド洋への自衛艦派遣問題で、両国関係の将来に

懸念を表明している。これまで両国関係には貿易関係での

問題はあったが、安全保障は、国の根幹にかかわる問題で

あり、極力11真重に取り扱わねばならないとお考えを述べら

れた。

米国と欧州の関係とは違う。日本側には正常な関係に持

っていく努力が常に必要であると思わねばならない。米国

が対中国との関連で、日本の民主主義が成熟した成功例と

して使えるようにしたいのかもしれない。米国が日本を重

視していることは明らかである。これに応ずる努力が日本

側に求められている。

今回、鳩山首相がアフガニスタン支援にこれから5年間

に 4～ 5千億円の協力を申し出ているが、インド洋への自

衛艦7「爾置の年間費用は年百十億円程度で、米国・英国。オ

ーストラリア・パキスタン他から高くその貢献を評価され

ていることを考える時に、政権維持に疑問視されているカ

ルザイ政権に4～ 5千億円を出すことは勿体ないと考えざ

るを得ない。

鳩山首相には国内の論争は水際に留め、国際問題では日

本政府のブッシュ前政権との合意を尊重する姿勢が望ま

れる。日米間の関係悪化は、中口を喜ばせることになるこ

とを自覚し、日米関係重視の姿勢を確認して欲しいと結ば

れた。

この後、初参加の会員が紹介された。

北代淳二氏は井口大使から入会を勧められて入会した

と自己紹介され、本年 5月 6日 にフェアヘ‐―ブンに寄贈

されたジョン万次郎友好記念館開設の募金活動をお手伝

いしてきた経緯と、日米交流の原点となったこの言己念館で、

オバマ大統領と鳩山首相の日米首脳会談が開催されるこ

とを願っていると関係者の期待を披露された。今後はこの

言藍渾1絲倒寺への支援活動が残されているので、引き続きの

支援を求められた。

木村夫人は数年前に入会されたご主人に同伴されて、今

回の総会に初参加された。

中埜紀子氏は、吉野ご夫妻が帰国参加されると知り、本

国参加したと自己紹介された。

宮内智久氏は、ハーバード大学に留学し家族でボストン

に滞在したc数年前に参加したが、初出席したと自己紹介。

佐藤信雄氏は当会創設当時に入会していた。今、ハーバ

ー ド・ビジネス・スクールで交流プログラムを担当。

この後、各ワーキング・グループの活動報告が行われた :

*美術の会 (酒井・三好・篠崎幹事)

4月 に茂木本家美術館を見学した。27名参力叱次回は

明年 4月 24/25日 (土 。日)名古屋ボストン美術館・

伊勢神官訪間を計画中。いI項参10。

*ボストン日本人学生会の記録報告 :(三好幹事)ボスト

ン日本人会との関係を調査したいと報告。

*音楽の会 :(関幹事)5月 ・ 7月 にホームコンサー トを

開イ亀 次回は春・秋の2回開催を予定L OI項参照)

*ゴルフの会 :(山崎幹事)4月 23日 に川崎国際生田緑

地ゴルフ場にて開催、次回は11月 27日 開催予定と報

告6卿l項参照)

*山を歩く会 ,ハイキングの会 :(幸野・営間幹事)休業

状態であるが、ご希望を伺い企画したいと報告。

*京都ボストン交流の会 :(ジャメンツ登三子さん)京都・

ボストン姉妹都市提携50周年事業の報告 (次頁参照)。

*観桜会 :(生田幹事)明年 4月 に千鳥が淵にて開催鰯 IJ項

参員【0。

*吉野耕一顧問 :(東京に戻られて半年経過、)ボス トン・

レッドソックスの岡島投手のことや、故郷、松山の秋山

好古・真之兄弟が登場する「坂の上の雲」 (司馬遼太郎

作)がNHKTVで 放映されるので、応援を要請された。

*事務局 :会報は186家族宛に送られたと報告、新会員

は4名。

*会計報告 :山崎幹事より書面にて報告があった。

収入の部 :(含繰越金)  952,892円
支出の部 :          451, 862円
残高 (次期繰越金)(A)    501, 030円
ようこそ特男11会言十残高 (B)  795, 400円
ボストン会資産 体)+(B)1, 353、 930円

最後は、酒巻典子さんの指導で、全員で「小さい秋見つ

けた」他 2曲を歌い、恒例の藤盛紀明副会長のご発声によ

る一本締めの拍手で開会した。(俣野善彦言D
12


