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会長

法眼

私はボス トン総領事 として 1989年 1月 か ら 1
991年 11月 までボス トンに在勤いた しま した。
マサチ ューセ ッツ州知事はマイケル・デ ュカキスで、
前年 の大統領選挙でブ ッシュ (父 親)と 闘った全米的
政治家 でした。市長 さんは全 くの ローカル なニュー

健作

親 しくなることですが、
今でもジョーゼフ・す
イ、LttTの ディック・
サムエルズ、スザ ンヌ
。バーガーの諸教授 と

イ ングラン ドー本の人で、私 の前任 の丹波 さん(後 の
「法眼、あの市長には困ってい る。
ロシア大使)か ら、
新任総領事 の表敬訪間に応 じないのだ。 ニューイン

昨年より勤 めてお りま
す明治大学の生活の上

グラン ドの 田舎 の人 とは言え困ったものだ」 と言 わ
れま した。そ うは言 って も、やは り表敬訪間の申し

でも役 立ってお ります。
これ も御縁 と考えてお

入れはせ ざるを得ません。そ うした ら 2週 間 も経た
ない うちに 「どうぞ」 と言 う返事がきました。秘書
のアメ リカ人が驚 いて 「こんなことは始めてです」

ります。

のお付き合 いがあ り、

と言 うのです。市長 の所 に行 くと、 とても気 さくな
良い人なのですが、どうも様子がおかしい。何か「納

ボ ス トンはアメ リカ有数の名門都市であ ります。
私はボス トンか らホノルル総領事 として転勤いた し
ま したが、 ご承知 の とお リハ ワイに最初米本土 から

得 がいかない」 と言 う顔 をしています。私は ピン と
来て 「市長 さん、あなたは私の名前 Ken Hogenを
見てアイルラン ド人 と思 ったので しょう」と言 うと、
市長はや っ と笑顔 になって 「■ s」 と言 う。要す る

や ってきたのは主 としてボス トンを中心 とす るニュ
ーイ ングラン ドの人 々で したcジ ョン・万次郎を救
つたホイ ットフィール ド船長 もニ ューポー トの人で
す。「今度の総領事はボス トンか ら来た」とい うこと

に、市長 と同じアイル ラン ド系の米国人が 日本 の名
「残念で し
誉総領事になったと勘違 い を した訳 です。

で 日系人の皆様や、アメリカ人か らも親切にされま

たね。市長 さん、こいつ に会っておけば南ボス トン
あた りか ら 50票 ばか り入ると思 ったのでしょう」
と言 うと大笑 いにな り、その後は特 に仲良 しにな り
ました。
当時 のボス トンには 、NECが ボ ックス ボ ロー で
大 きな工場 を展開 していま した。因みに 5年 余前 に
私 が外務省 を退官 しま した後、N:ECの 顧間を 1年
程前まで勤めて いま したが、 これ も何か の御縁 で し
ょう。 また、ボ ス トン総領事 の大 きな仕事 のひ とつ
は、ハーバ ー ド、MITを 始め とす る大学の先生方 と

2011年
*音 楽 の会
*ハ イ キ ング の会 。山 の会
*お 花 見 の会 (千 鳥 が淵 ):
:

3月
3月
4月

した。
現在、 日本 の若者は内向きになつていて、アメリ
カヘの留学生はかつての半分近 くに減 ってい ると聞
きます。私 どもの頭 の中には リト
国の大学に留学 し
の
アメ
たい。そ 中でも
リカ、特 にボス トンあた りの
大学に行きたい。」とい う気持ちがあ りま したぃあの
ように素晴 らしいニ ューイ ングラン ドの良さを日本
の若者に分 って欲 しい。 日本 ボス トン会が少 しで も
力になれればと願 ってお ります。今後 ともよろしく
お願 いいた します。

日本 ボ ス トン会 イ ベ ン ト

13日 (日
27月 (日

)
)

3日 (日 )

4月 28日 (木 )
*親 睦 ゴル フの 会
5月 21日 (土 )
*美 術 と歴 史 の会
*総 会 ・懇 親 会
11月 18日 (金 )予 定
:
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日本 ボ ス トン会総会 ・ 懇親 会

2010年 11月 19日

(金 )開 催、於

NEC三 田ハ ウス芝 クラブ

日本 ボス トン会の第 18年 度 の総会は昨年 11月 19日 午後 6時 30分 よりヽECの ご好意により、同社 の
三 田ハ ウス芝クラブにお いて開催 されました。今年 の総会では会長 の交代 と次 々期会長候補の選任をお諮 りす
る場 とな りました。お陰様 で会員・ ゲス トを交えて 47名 のご参加を戴き、ボス トン大好 きな方 々に幅広 く懇
親 の場 を提供する機会にな りました。 この機会に関係 された方 々に御礼を申し上げます。(幹 事会言
醸永参照):

木村 義 尚

笠 原慶 昌

滝 沢典 之

朝熊滋之

三好 彰
小 野途 子

鶴夫人

法 眼夫 人

佐 々木 浩 二

吉 野耕 一

日本 ボス トン会観桜会
恒例 のお花見の会 の要領をお知 らせ します。 今年 も夕方の桜 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。開催は 4月 3日 (日 )を 予定 し、申込締め切 りを 3月 28日 (月 )に します。

*開 催 日時 : 4月 3日 (日 )午 後 5時 30分。
*集 合場所 : 千鳥が淵、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 ら徒歩約 10分).
*散 策ルー ト : 千鳥が淵→ 靖国神社→武道館付近、 自由散策 (約 1時 間
*懇親会 : 九段 会館 (午 後 6:30〜 8:30)、 千代 田区九段南 1‑6‑5
)。

03‑3261‑5521
お一 人 6, 000円 。会費は事前送金 でお願 い します。 当 日払 い は釣銭不要 でお′
原貢い しま
電話

*懇 親会費 :
*費 用払 い込み先
*申 し込み 先 :幹 事 生 田英機
:

︵
敬称略︶

俣 野善 彦

生 田英 機

土 居夫 人

酒 井夫 人

井 上恵 美 子

今脇 順 子

中 埜紀 子

三好 夫 人

山崎 恒

法 眼健作

篠 崎史 朗

俣 野夫 人

営 間夫 人

山崎夫 人

山 口静 一
鶴 正登
ジ ャ メ ン ツ ・登 三 子

酒巻 則 子

長島 夫 人

長島 雅 則

桜 井 武雄

吉 田博

酒 井 一郎

藤 盛紀 明

関直彦

柴 山夫 人
吉 野夫 人

藤盛夫 人

笹 口玲

関夫 人

水 野賀 弥 乃

り
=t
r15

柴 山哲 治
土 居 陽夫

林 泰紀

近藤 宣 之

写 真 欠 席 一井 口武 夫
茂
木

ワ ¨

日本 ボス トン会 会報

平成 23(2011)年 3月 4日

(The BOston AssOclatiOn Of Japan)#37

伝 統芸能 の会 、歌舞伎観 劇 「仮名 手本 忠 臣蔵 」

2010年 12月 25日 (土 曜 日)於 国立劇場
日本ボス トン会茂本賢二郎顧問 (元 日本 ボス トン会会長、 日本芸術文化振興会理事長)の 御厚意 により、昨
年 12月 25日 に国立劇場にて 「伝統芸能の会」の歌舞伎観劇 「仮名手本忠臣蔵」(出 演 :松 本幸四郎、市川染
五郎、中村福助 他)お よび舞台裏見学が行われま した。
赤穂浪士の討ち入 りを題材にしてい る この作品は、初演以来上演すれば必ず大入 りになると言われ、江戸時
代 の漢方 の妙薬 に警 えられて「芝居の独参湯(ど くじん とう と呼ばれた人気狂言です。主演 の松本孝四郎 が、
定評 のある大星由良之助に加 え、初役 となる高師直の二役を演 じました。
)」

当日は 35名 の会員 の皆様に参加 いただき、楽 しいひ と時を過 ごす ことができま した。茂木顧問お世話にな
り、あ りが とうございま した。 (幹 事 吉野静子、滝沢典之)

篤子

滝 沢典 之

柴柳 美 佐

藤 盛紀 明

今 脇資郎

経子

小 野途 子

鶴

俣 野員 由 美

藤 盛 冨美 子

酒 井典 子

三好 美 智 子

島 田充 子

菊 池徹
吉 野静 子

菊池崇 子

朝熊春 子

︵
敬 称 略︶

正登

一
二好 彰

鶴

俣 野善 彦

直彦

棚橋征 一

関

吉 野耕 一

小 野 田富 子

井

朝熊滋之

中 埜岩男

土 居 陽夫

中 埜紀 子

今脇順 子

光藤 京 子

尚子

士 居嘉 子

関

篠崎史朗

光藤 昭男

写真 欠 席
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「弘法 山ハ イ キ ングの会 」 の ご案 内
開催 日時 :2011年 3月 27日 (日 曜 日)午 前 9時 30分 集合 (時 間厳守 )
集合場所 i小 田急 線 鶴 巻 温泉駅 北 口改札 口、解散場所 :小 田急線秦 野駅 (チ ラ シ参 照 )
幹 事連 絡 先 : 幸 野 真 士
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Demystitting Pearl HarbOr''

日本 ボス トン会元会長 の井 口武夫顧間が長年調査 された結果を 2008年 、「開戦神話・・対米通告はなぜ遅れ
たか」(中 央公論新社刊)と して太平洋戦争勃発時の対米通告の内容 と遅れた事情について上梓 されま した(2008
年 9月 29日 付会報第 32号 11頁 参照 今般、国際文化会館により英文にて出版 され、その発行にあた り、著
者 が要旨を TheAmh Shimb■ m'' に寄稿、掲載(F■ day,NoК mber 12,2010,22頁 )さ れました。 (俣 野記
)。

)

polNT OF V:EW/Tα た3olglchi

separatittgfactsfronlfictionabOutPeaFIHarbOr
Speclal to Ths Asahl Shimbun

Japanese diplomacY leading uP to

the Paci6c War in World Wu tr hro
remiEed in a sbroud of mYstery. T'tre
aim of my book "DemYstifYing Peul
Harbor" is to re-exmine the histor-

ical process md rectiff bised but
widespread views bY digging iEto
neglected facts from priuary docummrs md testi.Eonies thac escaPed

close atteBtioq. I hoPe it wiII contribute to the sharing of h.istorical

oerceorioDs md murual uderstmdiy rhe iatemarional comuilv'1) SoPe
JaPuese, w[i-le arlmilging
the lapu-Chitra'Wu was a wu of
aggression by IaPu, Eaintain that
Japan had D.o choice but to go to war
ie-ailst Britais md the Uaired Scates
dr its om survival and self-defeme
because it was drivea into a corner by
economic salctions- But such a view
is pmial md noc 6.:.lJ.Y endorsed bY
coroboracive evideuce or facts.

ings

-.

Otr the other hmd, the ruIiag of
the IDteroatioEal Military Tribunal
for the far Est that JaPuese leaders compired to cooquer Asia is iEcorrect. A.lso there is mother wong
umeqt bced ou the Ecricious view
rh-it US. Preideqt Franklin Rrcsevelt
iateutionalJy sacrificed the U.S. Pacific fleet, knowilg that a JaPmese
fleet wr approachiag Hawaii, h m
aneEpt to ia-6.riare U.S. public opinion and pave the waY for the Uniced
SLares to iolo the fight agai.Bst Germary iu the EuroPean theater of
World Wu I[.
2) The assertion that the United
States is respomibie for provoking
IaDu to go t-o wt bY Preseariag the
HirI oot", which ircLuded ProPosals
unacceptable to JaPan, just before
]apm-O.S. negoriariom were about

a compromise solution,
seems also ooe-si.ded. This ssertion
is bced ou the rosmPtion tl]at JaPe
wouLd have automatica-lly accepted
a tentstive solution conceruiog the
easing of ao oil embargo at the fia'al
staee of neeotiations.
B-ut it ovirlooks the facc thar tbe

to reach

maximum anoutrt of oil to be allowed by the Utrited States and
Britain wis fa below ]aPm's demd
md it was more likelY that such a
Eeager uount of oil could not have

satisfied Japm's

cue rich oil

militry

Iaoanese Embassy officia-ls whose
caused a delay ia detv-

ering the 6sa1 note to the Ucited
Tb.is Yiew hides the fact that

wu

tle

i-gteEt os makiu a sdrprise aEtach resisted adva-o.ce
no"ti6edbn, md thac the mY chiefs
of staff pulled rhe srings behild the
scenes io delay the wiri-ug of ootiEcation. This book also revea-ls tbat

milirarv. which

had-ffiitten meadmests to tle coBcluding put of tire Fhal Memormdum. Due to such utrexPected

developments, trassmission, of the
noti-&carioa to the embcsY in Wuh-

ilgron wx firther delayed.

4) lapm's fi.aa.l D.otifrcalion to the
Unired States did [ot meer requiremeots of iltemational law for u ultiEatu-EAna.loqous to the case of entering
the Rusio-Japmese War md World
Wu I, the Foreig:E Ministry's drart

military demmded its deletioa to conceal the iateati.otr to go to war and
chmged the notifi.catioa to simply inform tbe breaking off of JaPu-U.S'

fbe original draft mitten

bY the

Foreigr Midstr-y read; ". . . we herebv solemaly norifY You . . . thar the
govemem o[ the United Suts sha]I
Eeu respousibil.iry for uy md a-ll

consequences that may. uise in the
futurel'.The erpression "any ard dl

coseoueaces" impljes wu.
But ihis passage was deleted md
the final docurdent ended with the
followi-o.g wordlogs: "Tbe ]apuese
Govermetrt regrets to have to Eotifu herebv the Americm Govemeut
rlat . . .-it caruroE but consider thac
it is iapossible to reach m agree-

EeEt tbrough

fitther negotiatiom."

Accordiog to Foreigtr MinistrY

records, the-mi-ojstry wrD.ed that if
Japu resorts to Biljtary actiou with-

otit sivils advmce sotice to break
diolJmarii ties md enter ilro hostil-

ities, it woutd violate ilternatiosa-l
law. Ir illutraces a tragic siruation il
Japu whereby diplomacY wu sacrifiCed for &g miligilYs strategic toP
prioriry of effuilg the success of a
slmdse actaclc
f)'Depice the {act t}at a meetiog of
the lmperial Headquuters-Government Liaisoq Coottreace made a de-

cisioD to traEsE.it the Fitral

IvleEoranduE to the United Stales

trmmissioo of the fi.na-l part of the
Memoraqdum was delaYed bY 12
bous util 4 P.ro- ttre sue daY. Be-

fore I solved the Puzzle, the recon
for the 12-bou delay had never been
fultv clariEed due to inconsistent excusls and cover-ups made bY those

supected of shady oPeratiotui.
P'oswa tescimonie giveu bY

those

ofEciah repeatedly changed posicion
lD' a stateEenr to rhe prosecurion before the Tokvo milicry tibtrnal, Foreien M.inistii Shigeuori Togo said

thE aalsmission wu delaYed becaue
'tevising the tert of the telegrm took

tiEe."

4

the Final lvfemo, the U.S. president's
Eessage to ttre emPeror wm
seiretlv decoded bY the my's iltellisence commuicatioa grouP. It
is stioogty suspected *nt, by decodine the Dresident's message, Sejima'

uger!

Fi Ecrem Ivlilitary Tribud did
not cite the safegwd of secrecY nor
the possibility of decipheriag. It ouIv siated that there was a need to
send teleg,-. with one-hou iatervals to avbid u excesslve flow of cables so as to not ieoPardize the
the

w6o *a3 a protege of Prime Minis-

ter Hideki

embassy's decodilg Process arouse
bY the America

udue suspicions

istrv, which lemed duing tJre triUu-oel that diplonatic telegrams had

toio ud Hajime

Sugi-

va.ma chief of the AmY Geasal Su-ff'
Lad fouaa a Derfect excue ro fufiher
delav the tr-msmissiou of the flmal
notiEcatioi. by necessitathg i.ts mod-

ifrcatioa to take into accout Roosevelt's appeal to ttre emPeror. The
Foreiga lvfinisrry feil ilco the uuY

oonitors.

neeotiations.

sPelled out

In parallel with the wirhholding of

trm-mining the concluding Put of

duins rhe wu some ooutbs beiore

been decoded. So tLeY used such a
fa-lse excuse to Protect themselvds
md also sheltsed the military's secret

Memoredm

10 hou-rs-

ment ad explained that it with-held
the concludiag part for mole thm 12
hous to safeguad the secrecY.
A document the mi-Bistry wrote

Jaiu's intention to use force if aecessary in &g geoqlurling pa:t But the

of the Final

personal Eessage to the emperor for

However, at the trial, the ninistry
oflicials coutradicted Togo's state-

However, three correctioq cables
were equally delayed, ud tb.e corriqenda cables, which required ugent
ijsposal, had little to do with safeEuilding of cable. contents. .
It ws a.E aJterthougnt oI tue ELa-

at 4 a.m. on Dec. 7, 1941 (2 P.u on
Est In- Dec. 6 io Washiagtoa time), the

3) Aaother aisuderstood Yiew iD
Iaou is that the attack os Peal Huiroi ** oor ueacherous but fi:ilY iusti6ed, if a bluder was not made bY

States-

were forced to make last-miDute

quest to se-

fi.elds iE Dutch

dies.

-i"hudling

the lmperial Japmese Army seized
ud decoded a persoral telegr@ setrt
by President Roosevelt to Emperor
Hirohito on the eve of the suPrise
attacks in Hawaii ud British Malaya
As a result, Foreip Ministy officials

trap.

.-

Slii-ma md ToEura successfullY
mmeuvered to delay the noriEcaEioa
to swaDtee rhe zuccs of the army's

ar Kota Bhm beachhead, which was Plamed an hour aad
a half before the Peul Hubor raid

s:-6rise attack

8) Alother imPonmr reveladon is

that IaDaD went iDto wu agaitrst
Brirain urithout griag my diPlonatooeratior
^6) The
ic noli-6.catioc Foreip MiEistry docJapmese EmbusY io Wchbefore tbe
hcon had waiced for the mival of meats made one qoathuiJ.itary
acrhE telegrm util 3:30 a.m. on the wu cleulv stated such
istemaviolatioo
of
tion wou.ld be a
eye of the outbreak o( tbe wu. llowever, sirce the concluding 14th part of
the ]vlemorudr:-u, aod the conection
cables were not desiguated as

"extreEely urgeot," they wele Eot
delivered duing the midnight or predam hous.

Futhermore, the Foreign Miaisu'Y
had orieiaallv muked s "extremely
ursent'iits r;legru irutrucriog the
de-liverv of the Final Memormdm
at 1 DE, Dec.7, Wchiagton tine (3

*m-, D.".

ra-o.pered

8,

JaPu time), but it

ws

wicLmd domgraded to

'fusent."

,{i

a result, irstead of deliveriag ic

at midtrishE or dawn, a telegraPh

Washin$on wirhheld it
moming. The embusv code-offrceis, who had waited
,oti.i d"*u but returned home for
some rest, found rnaaY telegra-ms
when thev went back later in the
morniog ,od th"o scarted decodiog
ir. Ic a]s6 took time to clem-ry'pe the
Memormdum- Wf,in the
"..r*i.a mbassador huded it to
IaDmese
'U.^S.
S".t"t"ty of Srare Cordell Hull
ose hou latgs thrn the insructed delivery-dne, ?earl Harbor had been

"o-p*y-i.o
uril the followiag

raided.

7) Morio Tomua, a comui.catiom ofEcer at the lEPerial Japaese
Army's staff headquaters' oversaw
c.osbrship at tbe Tokyo telegraph
office iusf before the Pearl Hubor
,n^.k it" delayed the t'mmission of
telegraEs to md ftom foreigl countries for 10 to 15 hous.
Tomura is suoected of comPiri.ug
wirh Rvuzo Seiida, a staff ofEcs who
arafref, the oider for attackiag the
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ハイキングの会(目 黒駅周辺散策)
幹事

鶴

正登

2010年 10月 3日

(日 )朝 10時 、参加者 10名 で 目
￨口 : 幸野、
黒駅出発。参加者(敬 称略・アイ ウエ オサ
酒井、関夫妻、鶴夫妻、長島、三好、吉野夫妻。
徒歩 10分 で 「国立科学博物館附属 自然教育園」

に到着。同園は 4〜 500年 前に中世 の豪族の館 であ
ったそ うです。その後、高松藩主松平頼重 の下屋敷

平成 23(2011)年 3月 4日

紅葉狩 りの会 (12月 4日

)

2010年 紅葉狩 りは快晴の中、15名 参加(ハ ー
バー ド大から 1名 )で 和気藷 々で行われま した。
参加者は午前 8時 前後か ら東京駅前の丸 ビル前に
集 ま り、 8時 半に手配 されたバ スに乗車・ 出発、往
復東京湾アクアライン経由で、海ほたるに寄 りまし
サ
た。海 ほたるでは往 きは青空の中の富士 山、リ
吊りは
夕焼けの富士 を見ることが出来、皆 さん写真撮影に

24年 に全域が天然

熱中 しました。
養老渓谷の 「栗又 の滝」は絶景 で記念写真撮影。

記念物および史跡に指定され、その稀 に見る豊かな
自然が一般 に公開され るようにな りま した。

紅葉は前 日の嵐のよ うな風雨で少 し散 っているとこ
ろもあ りましたが、 日の光に輝 く紅葉は輝 いていま

総面積 6万 坪 の中で武蔵野を代表する四季お りお
りの植物をそれぞれ の生育に適 した場所 で観察でき、
併せて滅び行 く種 の保存 も行われ ていますcl時 間
強をかけてゆっくりと歩き、さまざまな花・ 草・木

した。

リ、白金御料地
リ、陸海軍の火薬庫(明 治時イ
(江 戸時イ
(大 正時イ
0と 歴史を重ね、日
召和

の観察を しま した。釣舟草(ツ リフネ ソウ)と い う可
愛 らしいピンクの花がありま した。帆掛け船を吊 り
下げたような形をしています。三好 さんが 「英語名
は toК h‐ me‐ notと 言 うんだよ」 と教えてくれま し
た。触れ ると落ち易 い花 だそ うです。あとで花言葉
「私
「期待」、
「詩的な愛」などと並んで、
を調べたら、
に触れないで ください」 とあ りました。
また同園では第 1・ 第 3日 曜 日に 「日曜観察会」
が開催 されてお り、偶 々この 日の対照は「女郎蜘蛛」
で した。確 かに園内の随所に多 くの蜘蛛 が巣を張っ
ていま した。それ に しても 「女郎」 とは本人達にと
って甚だ不本意であろ うと思 って調 べたところ、古
人が身分 の高い女官を表 わす 「上贈」 と名付けた と
い う説 もあるそ うです。
続 いて訪れたのは隣にある 「東京都庭園美術館」
(旧 朝香邸 「世界の香水瓶」を展示 してい る美術館
には入 らず、お茶室や池を配 した 日本庭園、洋館 と
)。

芝生 の西洋式庭園を散策。
その後、約 30分 をかけて恵比寿ガーデ ンプレイ
スヘ移動。まず 「エ ビス ビール記念館」へ入館。 エ
ビスビールの歴史を示すギャラリー、 レアグッズ満
載 のショップを通 り、各種 ビールの試飲ができるテ
イステ ィングは素通 りしていよいよ昼食会場 の 「ェ
ビスビアステーション」へ。 ここか ら水野さんが加
わ って 11人 。まずは期間限定のエ ビス生 ビールで
乾杯 !そ の後各種 ビール を飲みなが らソーセ ージ、
根菜サ ラダ、フライ ドポテ ト、ジンギスカン鍋、オ
ム ライスなどをワイワイ言 いなが らたべま した.心
配 された雨にも降 られず午後 2時 頃解散 しました。

渓谷 の散策後、バ スが迎えにきて秘湯の宿 「滝見
苑」へ。 まつたけご飯・猪鍋・地元 自然薯などで、
ビールでは足 らず皆 さん千葉 の冷酒を楽 しみました。
ランチ後秘湯へ。温度も快適 。清潔な温泉で、露天
風呂の紅葉は最高で した。
養老渓谷を後 にして鳴川へ。海鮮物販売店 に寄 り
皆 さん大いに買い物を楽 しみま した。土居 さんのご
提案により鳴川港に寄 り写真撮影。房総外房 の海を
満喫 しました。
今回の旅は紅葉・滝・渓谷・せせ らぎ・海・富士、
マ ツタケ・猪・地酒・千物 と山川海 と食を満喫 しま
した。
予定通 り夕方 6時東京駅前で漁翠散。最初 に集 めら
れた会費 1万 円の中か ら最後はバ ス・チャー ターの
経費 も精算後、参加者に返金 もいただきました。
バスの運転手も大変良い方で した。終 日、お世話
された藤盛 ご夫妻・水野幹事 の気配 りがあ り、楽 し
い一 日を過 ごす ことができました。あ りが とうござ
いま した。

(言

酪飛 俣野善彦)
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フェ ノ ロサ 、 ビゲ ロ ウ と三 井 寺法 明院 (Ⅷ )
山口

静一

【32】 メアリの喜びと悲しみ
メア リは毎 日丹念に日記を付けていました。 また
何通かの手紙が残っていますので、夫妻の 日本での
生活はかな り詳 しく跡付けできます。
東京でメア リが最 も感激 したのは、ラフカ ィデ
・
―ン との出会いで した。文学少女時代か ら尊
オ ′ヽ
敬 していたハー ンとの交渉は、 日記や往復書簡に感
動的に綴 られています。又、親 しく付き合 った同国
人女性 に、の ちに同志社女学校勤続 60年 の ミス・
デ ン トン、(Ma■ y Detton、 1857‑1947)、 また彼
女 との縁で知 り合 った宣教師バー トレッ トの夫人 フ
ァニーGレ s.Falmy Btttlet、 1873‑9)が いますQ
ファニーは新島襄の依頼 で同志社 の教員 となった ゴ
ー ドン牧師 (Lafayett Gordo→ の娘です。
しか しメア リには 日記にも書けなかった悲 しみが
あ りま した。東京セン トポール男子校 (現 立教大学)
・聖マーガ レッ ト女学校 (現立教女学院)の 各校長

メア リ夫人(法 明院蔵

だった ガーディナー夫妻 (Ⅳ野.&M鵬 .James
McDon』 d Gttdiner)は 、以前か らフェノロサ と親

￨

夫妻 が帰国の途に就いたのは 1900(明 治 33)
年 8月 。翌年夏 4ヶ 月ほど訪 日して研究成果をまと
め、以後晩年 の 7年 間、毎年米国東部か ら中西部 の
諸都市を歴訪 し、 自薦他薦 の講演会・夏期学校講師

しかった宣教師夫妻で した。ある日麹町の 自宅にガ
ーディナー夫人の招待会があ り、東京在留英米人 の
夫人たちが集まったこ とがあ りま した。そ こヘ フェ
ノロサ夫人メア リも招かれま したが、来入 したメア
リを見るな り、ひ とりの英国外交官夫人は 「ツンと

として生計を立てます。お りか ら高まっていた 日本
への関心に乗 つて、 この計画は間違 っていませんで
した。
とくにデ トロイ トの蒐集家 フ リーア (Chど les

顔 をそむけ、械 らわ しい ものか ら避けるようにスカ
ー トの端をつ まんで退場 して しまった。他 の夫人た
ちも其 々言訳をつ くろって全員退席、部屋には フェ

Lang Freer、

ノロサ夫人だけが残った。」 この村 人分 のよ うな仕
打ちは、当時 12歳 だったガーディナーの長女ハス
ノハナにとって、生涯忘れ られない大事件で した。
以後牧師夫妻は、同国人の誰 からも招かれること
のないフェノロサ夫妻をしば しば招待 して歓談 した
と、ハス ノハナは回想 していますが、父親 の異なる

1856‑1919)の 知己を得てか ら、生

活は目立って好転 したよ うです。彼はフェノロサ所
蔵品を高価に買い上げ、また自らの蒐集にフェノロ
サを選定顧問 としたからで した。現在 ワシン トンの
フ リーア・ギャラリー と、隣接するサ ックラー美術
館 にはフェノロサの旧蔵品に加 え、フェノロサの鑑
定で購 入した淋派や北斎肉筆の優品が所蔵 され、M
FAと 肩を並べ る東洋美術 の宝庫になっています。

二人の子供を持ち、 しか も三度 目の結婚相手が直属
の上司だった とい うメア リは、在留英米人の女性た

1902(明 治 35)年 にはメア リの実家のあった

ちにとってまさに編盛の的で したcメ ア リを快 く受
け入れたのは主 として教会関係者だけだったようで

モー ビル市の郊外にマイホームを建てたほどで した。
1903(明 治 36)年 にはルーズベル ト大統領の

す。

招待を受けてホワイ トハ ウスで講演 し、日本 の国際
的立場を擁護 しています.こ の年の秋、 コロンビア
大学で中国語 。中国文学の講演を連続聴講 した記録

【33】 巡回講師の生活

が残っています。旺盛な知識欲は衰えていません。
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と三井寺 法 明院 (Ⅷ )続 き

日露戦争勃発後は講演依頼が激増 し、特にニュー
ヨー クでは 1906(明 治 39)年 11月 か ら婦人
講座毎本曜 日20回 連続講演、翌年 2月 山中商会主
催毎週火曜 日 12回 連続講演が開催 されています。
後 者 の 演 題 は Epochs of Ch‐ se and
Japanese Aど この頃のフェノロサはライ フワー
ク 「東洋美術史」の構想に熱中 していましたが、 こ
'。

病床でフェノロサは、携行 した『 オクスフォー ド
詩集』 の 中か ら好 きな ロゼ ッテ ィの詩 Blessed
DamOzel"を アー ウイ ンに読んでもらってい る時、
「メア リ」と一言叫んだのが
三度 目の発作に襲われ、
最後だったとも、
記 しています。享年 55歳 で した。
この手記は、
続けて遺骨を三井寺に移葬 した事情、
夫の仏教研究が決 してキ リス ト教 に背を向けるもの

の講演はその試論だったので しょ う。 のちにメア リ
が編纂 した遺著『 東亜美術史綱』 の骨格を形成する
もので した。
蛇足ですが、フェノロサにとつて もう一つの楽 し
みはメア リの小説執筆に助言することで した。 19

ではなかった とい う弁解、遺著出版に至る経緯、の
ちにハ イゲー ト墓地に建 てた記念碑 の ことな どを
綿 々 と書き綴 った もので、1940(昭 和 15)年

Pttnter"は 日本の画家を主人公に した もので、のち
に早川雪舟主演で映画化 されるほどの人気を博 して
います。

亡き夫を少 しで も誤解 の圏外 に引き出 したいとい う
気持ちにあふれています。結局『 ライ フ』 はこの手

06(明 治 39)年 出版 の 3冊 目の小説 Drapn

【34】 フェノロサ、ロン ドンで急死

1908(明 治 41)年 5月 、ニュー ヨー ク山中
商会画廊開催『 浮世絵肉筆版画展』 目録 の執筆を終
えたフェ ノロサは「ヨーロ ッパ美術研修旅行クラス」
の解説者 として ヨー ロ ッパ各地の美術館を歴訪 しま
す。妻 メア リと、4年 前に レ ドヤー ドの死去以来母
の許に戻 っていたアー ウイ ン(16才 )が 同行 しま した。
無事 日程を終え、フェノロサは 8月 下旬 ライ ン下
りを楽 しんでケルンヘ 、9月 初 め大英博物館 で環太
平洋文化圏に関す る資料を調査するため一家で ロン
ドンのホテルに宿泊 していましたが 9月 21日 、突

75歳 になつたメア リが雑誌『 ライフ』編集部に書
き送 った書信です。折か ら険悪な様相を呈 し始めた
日米間の政治的情勢に伴 う米国民の反 日感情 から、

紙を取 り上げなかったよ うで、彼女はその写 しに、
フェノロサが三井寺に葬 られ ることを望んだ理由を
明 らかにする手紙を添えて、今度はボス トン美術館
長宛に送 りま した。 この 2通 が、現在 卜願IAア ーカ
イブスに残 っています。

【35】 フェノロサの訃報
埋葬後 メア リは、取 り敢えず夫の死 をニ ュー ヨー
クの新聞社 と、マサチ ューセ ッツ州ケンブ ッリジに
住む前夫人 リジーに電報で伝えます。 リジーか らの
連絡で故郷セー ラムの夕刊紙に訃報 が載 ったのはそ
の翌 日、フェノロサの死か ら 5日 経 った 9月 26日
で した。

然、急激な心臓発作に襲われて急逝 しま した。 メア
リは後に手記に記 しています。
。・・ 明 日は リヴァプールか らアメリカ行 きの

翌 27日 、東京朝 日新聞ニ ュー ヨー ク特派員 か ら
電報 「フェプロサ博 士逝去、わが国に縁深きフェノ
ロサ博士は此の程倫敦 の客舎 にて死去せ し由留守宅

汽船に乗ろうとしていた時だったのです。当時
イギリスに親 しい友人はいませんで した。 この

に通知あ りた り」が同紙に掲載 され、その後故人の
友人知己による追悼談が相次いで 日本 のジャーナ リ
ズムを賑わすことにな りま した。因みにフェノロサ

突然 の不幸に見舞われた時、私はどうしてよい
や ら何を考えてよいや ら分 りませんで した。十
何歳かになった娘が一緒 に居ませんで した ら、
どうして生きて行かれた ことであ りましょ う。
夫は英国国教会の葬儀によリハイゲー ト墓地に
、 埋葬 されま した。数 日後、娘 と私は帰国 しまし
た。

は学位 としての博士号を取得 したことはあ りません。
「学識豊かな人物」 としての敬称です。
各種新間に掲載 された十指に余る追悼文 は、それ
ぞれ興味深いフェノロサ生前 の逸話を伝 えています
が、井上哲次郎談話 に始まる雑誌『 太陽』 (同 年 11
月)の 特集記事「日本美術界の恩人故 フェノロサ君」
が もっ ともまとまつているよ うです。
(次 号に続 く)
(埼 玉大学名誉教授、前名古屋 ボス

トン美徘諄官長)

名 古屋 ボス トン美術館 (4F ボ ス トン ギ ャラ リー )展 覧会 の予 定
ジム ・ ダイ ン"― 主題 と変奏 :版 画製 作 の 半世 紀 、2011年 4月 23日 〜 8月 28日
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ボ ス トン 日本協会 グ リー リ理事長 の来 日
会報第 36号 で昨年春にボス トン 日本協会 の グリ
ー リ理 事 長 夫妻 が来 日 し、米 国 の 作 家 James

「An
「したとい う話で、一昨年、
け出して、遺品を返去
lwo‐ Jlma :髄 hc Blnds Generattns」
とい う題

Brattey氏 の講演を支援 したことをお伝え しました

名 で New Yo止 Timesの 記事でも紹介 されま した。
当日は、
武川氏の長女のちえさん とHobbs氏 がそれ

が、昨年秋には同理事長が単独で再来 日されま した
今回も精力的に様 々なプ ロ

(10月 20日 〜30日

ぞれの思い出を語 り、メディアや一般参加者 か らの

)。

グラムに参加 されましたが、筆者 も参加 した下記 3
件のイベ ン トを簡単にご報告いた します。

質問に答えました。

10月 28日 、 1979年

に干1行 され た 「Japan

10月 26日 、日本橋にあるオンワー ド・ギャラ
ー
リ が NYCに 在る V五 とan Ga■ evの 作品を紹介
する運び とな り、 26日 にオープニ ング・ レセプシ

As Number One」 は一世 を風靡 しま したが 、この
著者 で 国際的 に高名 な Ezra k)"1教 授 (現 在 、
Harvど d大 学 の名誉教授 )が 80歳 を迎 えた ことを

ョンが行 われ ま した。展 示 され た作 品 の 中に、
HaⅣ冨d大 学の著名な科学者 で、1980年 に化学
分野 (DNAの 研究)の ノーベル 賞 を受賞 され た

祝 い 、また、そ の後 30年 を経た 日本 が置 かれ てい
る現況 を考察す る機会 として、国際文化会館 で 「再

Wally Gttert博 士の作品が含 まれていま した。(コ

ポジ ウムが開催 されま した。当日は同会館 の明石康
理事長 の主催者挨拶、中曽根元首相 の祝辞につづ き、
Vo"1教 授から問題提起がなされ、この後、「文化と

考 :ジ ャパ ン ア ズ

ンピュー タグラフィックスを用いた美 しい幾何学慎
様 の画像)グ リー リ理事長 の永年の友人だそ うです。

ナ ンバ ー ワン」 と題す る シン

社会変容」、「ビジネ ス」、「経済」および 「政治 と政
府」の 4セ ッシ ョンにおいて、 日米 から選ばれた識
者 が意見表明 。質疑を行 いました。 グリー リ理事長

10月 27日 、有楽町にある日本外国特派員協会に
Sい て、「Another Let"r ionlwo― Jlma」 と題す る
才
記者会見があ り、 グリー リ理事長 が全体のモデ レー
タを務 めました。 これは、硫黄島で戦死 した 日本兵

は最初 のセ ッシ ョンにおいて、 日本育ちの体験や親
交のあった音楽家、武満徹にまつわるエ ピソー ドな

(武 川松治)が 身に着けていた女児の写真 と絵を、米

どを紹介 しました。

国 へ もち帰 った米兵 FranklE■

Bro■ lhe在 住)が

HObbs Gm州

(棚 橋

60数 年を経て 日本 の遺族を見つ
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美術の会

Louis Comfort T iffany
(1848‑1933)
Musee du Luxembourg,FRANCE
2010年

1月 5日 、パ リ

LtⅨ embowg公 園を散策、1月 に しては暖 かい。

真 っ青 に晴れ 渡 った空 の下 ジ ョギングを楽 しむ人、
ベ ンチに座 り本 を読む人 も見 られ る。広 々 とした幾
何学的 フラ ンス式庭園 と木 々 を 自然 の ままに配置 さ
れ たイギ リス式庭園は、パ リで最 も美 しい庭 園 とさ
れ市民 の憩 いの場 とな っ ている。 葉 の落 ちたマ ロニ
エ の木 々の間か ら沢 山の彫刻 (マ リー・ ド・ メデ ィ
シス、 ジ ョル ジュサ ン ド、 ボ ウ ドレール 、 ヴェル レ
ーヌ、他 ギ リシャ、 ローマ の神 々)が 見 える。又
パ リにある二つの内 の一つ

自由の女神像 "も 目に

入 った。
庭園 の近 くにある Luxembowg美 体誼官では質 の
高 い企画展が年 2回 開 かれ る。この度、幸 に Loms

Comお 武 T』any企 画展 ''(9/16‑1/17

卜lusee du Luxelmbourg

2010)を 鑑 賞す ることが出来た。
■ hny商 会 の創始者 Chttles Lewls ll∬ any
(1812‑1902)の 息子 IЮ Шsは 、家業 には興
味を示 さず 1895年 頃にイギ リスで起 こった国際
的美術運動 アール

LO‐ sの 作品アール

(元 は

17世紀 にマ リー・ ド・ メデ ィシスの建てた宮

殿 の一部、後にライ ブラ リー になる。現在、美術館)

ヌーボーに魅 せ られて行 った。
ヌー ボーの 11lE6al■ y Lampは

世界 コ レクター達 の熱狂的人気 を博 した。 ステ ン ド
ガラス製作、そ のた ま ったガラスの再利用 のため作
られた Tifalmy Lampの それ らの殆 どに植物の名前
がつ け られて い る。
今回、展示 されて い た

(1900‑ア

Woodbme tabb ltump''

メ リカヅタ)は 目の覚 めるよ うな緑

の濃淡 の動 きある曲線 が、明 か りが燈 された とき、
どんなにかエ レガン トであろ うと想像す る。

酒井

典子

リュクサンブル公 園 の「自由の女神像」、パ リの「自
由の女神」 よ リー 回 り小 さく、ニュー ヨー クの彫像

Woodbine table lamp

-

の準備 のため作 られた。 1906年 に設 置 された。

1900
9
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ところでル・コル ビジェの設計 した建物がハーバ
ー ド大学にある、それは博物館群 の ビル に隣接 して
い る Carpetter Center である。北米 では唯一の
ル・ コル ビジェの作品であるが竣工は 1963年 なの

国立西洋美術館 の見学

で国立西洋美体静官の弟分にあたる。なつか しく思い
出され る会員 もお られ ることであろう。
建物 の見学を終えるとちょうど昼食 の時間になっ
た。館内のレス トラン 「す いれん」を予約す ると大

この ところ美術の会 と歴史 の会はの会は共同で活
動 している。今回 は世界遺産 へ の登録 を 目指 してい
る国立西洋美術館 の建 物 (本 館)の 見学 を行 ったc歴

(1887‑1965)が 設計 し、彼 の弟子である前川回男 ・

人数なので仕込みの関係 で事前に食事を選 んでお く
ように依頼 された。それで参加者に伺 った ところご
夫妻 で参加 された方 々はいずれ も肉料理 と魚料理を
一つずつ希望された。ご夫婦仲 の良さとい うべ きか、

坂倉準三・ 古坂隆正が実地設計 を行 った。施 工 した

それ とも奥様方の献立のご苦労を垣間見た とい うベ

のは清水建設であ り、
竣 工は 1959年 3月 であった。
2007年 に国の重要文化財 に指定 され ている。

きか、 どちらかは決めかねた。
食事 の中の会話の中心は建物見学の途 中で見かけ

ル ・コル ビジェはフランク・ロイ ド・ ライ ト(1867
‑1959、 1日 帝国 ホテル な ど日本に も作品あ り)と と
もに 「近代建築 の三大 巨匠」 として知 られて い る。

た絵、彫刻 のことであった。都合のつ く方で食後に
絵 と彫刻を見学することは予定外であったが実は想
定内のことだった、はからず も全員 が参加 された。
ロダン作 カレーの市民像、宗教画や女性 の 肖像画

史的な建造物である美術館 の見学 とい うわけである。
快晴 の 2010年 11月 6日 に 17人 の会員 が参加 した。
西洋美徘 官の本館は フランス人 のル ・ コル ビジェ
]1含

フランス政府 が 中心にな り、世界各地 にあるル ・ コ
ル ビジェの建造物 を纏 めて世界遺産 に登録す べ く申

画像)を 見て、本美術館 の母体 となってい る松方
コ レクシ ョンを代表する印象派の絵画をル ノアール

(自

請作業 が進 め られてい る。
西洋 の建築 は伝統的に石積み レンガ積み によつて
い るが、ル・ コル ビジェは厚板 (ス ラブ),柱 、階段
知 られてお り、 この考 えが西洋美術館 にも活か され

とモネを中心に鑑賞 した。
なお 日本 ボス トン会 で 2006年 10月 に本美術館 の
常設展を鑑賞 したが、その後大幅な展示替えがあっ
た し、また新たに購入 された作品もあってす っか り

てい る。館 内に林立す る大 きな柱、手す りの無 い階
段が先ず 目につ く。 また 自然光 の もとで の芸術品 の

様変わ りしていた。参加者か ら興味深い質問が相次
いで出された こともあって予定の時間を倍以上 も超

鑑賞 を意図 した三角窓や天丼 の工夫 もあ って建物そ

過 して しまったのが反省点 となった。
参加者(敬 称略 アイ ウエオ￨ID:幸 野、酒井夫妻、

を主要要素 とす る ドミノシステ ム を考案 した ことで

の ものが芸術 である。 しか し多 くの人が出入 りして
鑑 賞す るには安全性 や天候 の変化な どの観点 か ら現

関夫妻、土居夫妻、藤崎、藤盛夫妻、前 田夫人、
俣野夫妻、三好夫妻、吉野夫妻、17人 。

実的な配慮 も必要 とな り、現時点では手す りの無 い
階段 は使われ てお らず、人工光が採 り入れ られて い

担 当幹事

る。

二好

彰・美智子

建 築 が ご専門の藤盛紀明副会長 か らル ・ コル ビジ
ェの提案である柱で建物 を支 える構造は耐震性 に問
題 があるとのお話があ った。そ のため 1998年 に
建物の地下に免震 装置 を装備 して建物 を地盤か ら絶
縁す る免震 レ トロフ ィ ッ トエ事 が行われたが、藤盛
さんが この工事にかかわ られた との ことで免震 のメ
カ ニズム を分 り易 く解説 して くだ さっ た。 この免
震装置 によって建物だけでな く、見学者 の生命 と芸
術 作品 が地震 か ら守 られ るよ うにな り安心 して美術
鑑賞 を楽 しめるよ うにな ってい る。本館ばか りでな
く前庭 の彫刻 にも免震台が設置 されて い るが、 この
よ うな免震装置は 日本 が 世界に誇 る技術であ り、今
では世界各地で採用 されて い るとの ことであ り誇 ら
しい気分 にな ったc

(写 真は土居陽夫副会長 の御好意 に よる)
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音楽 の会

美術 と歴史 の会

初 のジ ャズ・ コンサー ト

河鍋暁斎記念館見学会

音楽 の会 の初 めての試み として、1月 23日 の 日
曜 日に関幹事宅においてジャズ 。コンサー トを開イ
亀

数年来活動 を共 に してきた 「美術 の会」 と 「歴史
を飲 も う会」を統合 させて、「美術 と歴史 の会」と し

演奏 して くだ さったのは、1970年 代 の終わ り頃
にボス トンの名門、 バーク リー音楽院で研鑽を積ん

て再 ス ター トした。 この最初 の見学会 を企画 しま し
た。

で、その後、アメリカや 日本で演奏活動を続けてい
る ピアニス トで作由家 の ヒロ高田さん と、ベースの

1.見 学先 :

河鍋暁斎ヨ
己念館 (埼 玉県蕨市)
べ
河鍋暁斎(か わな きょうさい 1831‑1889)は

河原秀夫 さん。燻 し銀 の ような演奏で、 1日 き良き時
代 のアメ リカを4方彿 とさせ る曲、懐 か しい曲が 30
余人の聴衆を魅了 しま した。感動的なテネ シーワル
ツのアンコールで締めくくり。演奏 の後は、アル コ
ール あ りのテ ィパーテ ィで歓談に花を咲かせました。

幹事

関 直彦・尚子

幕末期か ら明治期に活躍 した絵自
軋 歌川国芳に浮
世絵、ついで狩野派の大和絵 を学んだが、流派に
縛 られることを嫌 い独 立 して新境地を開いた。社
会を誹謗 した狂画や風刺画を描 いたため投獄 され
たこともある。
2008年 に京都国立博物館 で開催 された特別展
は大盛況であった。欧米でも高い評価を得ている。

第 5回 定期 ホー ム・コンサー ト

2.最 適な案内役

2007年 5月 に三井寺法明院を案内 していた
だいた山口静一会員 (元 フェノロサ学会会長 、埼
玉大学名誉教授)は 河鍋暁斎 の研究家で もある。

い よい よ春です。音楽 の会では、ボス トンで修練
を積んだ若手音楽家を中心に、ホーム・コンサー ト
を年 2回 、定期的に開催することにしています。今
度はオーボエ・ホル ン・ ピアノによる第 5回 の コン

今般再び案内役 をお願 い した。
なお、 2009年 12月 5日 に紅葉狩 りの会で旧

サー トを下記のよ うに開催 しますの楽 しいプ ログラ
ムを用意 していますので、お誘 い合せの上、ぜひお
出かけ下さい。演奏 の後は、 ビュ ッフェ・ス タイル
の懇親会で歓談をお楽 しみいただきます。

古河邸を見学 したが、 この設計者たる英国人建築
家 ジ ョサイア・ コン ドル は暁斎の弟子 とな り暁英
の号を授 かった。

記

参考文献 :コ ン ドル原著、山 口静一訳『 河鍋暁斎』

同時 :3月 13日

(日

)開 場

場所 :大 田区田園調布

2:30PM、 開演 3:00

(岩 波:文 庫、2006:年 刊)

4‑11‑6関 幹事宅

3.見 学案内

必要なら地図を FAXか e‐ メール で送 ります。
会費 :¥5,500(高 校生以下¥4j500)
締切 : 3月 9日

日時 : 2011年 5月

21日 (土曜 日)午 前 11時

現地集合

*交 通アクセス (JR京 浜東北線西川 口駅下車
参考 東京駅か ら約 25分
①駅前 10時 17分発バスにて南町ポンプ場下車。
②駅前からタクシーで約 5分 程度。
*記念館入場料 : 300円 (各 自負担)
*昼食後 に角翠肯鮎

申込 :関 幹事宅まで

)

「一繕 乃会」

(場 所等は未定、食事代は各 自負担)

「一繕乃会」では、身近な ところで楽 しく社会貢

*会 場 の都合 で先着 20名 迄 とします。予めご承

12月 には、土居様 ご夫妻
が A・ t Gate PrOramの アー トオー クシ ョンに ご

献 を してお ります。昨年

知おき下 さい。

*申 込先

参加下 さり美大生支援 にご協力下 さい ま した。次回

:

̲̲

幹事 :酒 井一 郎

は 3月 18日 (49午 後 6時 半より丸の内にて開催 さ
れます。 ご興味のある方は水野賀弥乃までご連絡下
さい。E― メール

三好彰
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懇親 ゴル フ会 のお知 らせ

録

日本 ボス トン会 2010年 度総会報告
日時 :2010年 11月 19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 : 47名 。
遠隔地参加者 :京 都 。ジャメンツ登三子。
会員紹介 :小 野途子 (鶴 夫人)。
グス ト紹介 :朝 熊滋之 (滝 沢典之)、 芝山哲治夫妻(水
野賀弥乃)、 笹 口玲 (吉 野夫人)、 今脇順子(中 埜紀子

恒例 の春季懇親 ゴル フ会 は次 の予定で開催 しま
す。振 るってご参加下 さい。4組(16人)で 予約 して
い ます。 チラシ参照。
① 日時 :4月 28日 (木)午 前 9:01ア ウ トス ター ト。

②場所 :川 崎国際生田緑地 ゴルフ場。
③プ レー代 :16, 000円 。チェックイン時に、
現金でお払い下さい。
④ 4, 000円 パーテ ィ代お よび賞品代 として。
⑤集合 :午前 8:45 アウトコース 1番 ティー

)。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

近 くに集合。
申込先 :山 崎恒
E‐ mail

総会 は定刻 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、山村章前会長の後を うけて任期
中の残 された 1年 間に会員増加 を図るため HaⅣ 霞d Club

(前 受)

OfJapanと の交流を進めた こと、退任にあた り後任 に法眼

か ら資料を頂 き、ボス トン名門の有力者であることが判

健作氏、次々期会長に長島雅則氏をお願 いすることを報告

明、研究が進められた と感謝の意を表明され ま した。
*今脇順子 さん、ご主人の留学(海 洋学)に ついて、1986‑

され、法眼会長を紹介 されま した。

87に ボス トンに滞在 した 旨自己紹介 されま した。

法眼新会長 か らは会員 の親睦 を深めたい との ご挨拶 を
いただき、乾杯は初代会長をお願 い した吉野耕一顧間の ご

*笠 原慶昌氏、会員の関氏 ご自宅でのホーム・ コンサー
トで 2回 演奏 の機会をいただいた 旨報告 されま した。

発声で、祝杯を上げ、懇親の場に移 りま したc

*関 直彦氏、音楽の会で演奏 された生田英機氏の令嬢、敦

しば しの懇親 と食事の後 で、司会者 か ら御出席の方々か
ら一言ずつご挨拶をいただ くことを求められま した。

子・恵子 さんは今年帰国され、12月 22日 に大倉山コン
サー ト・ホールで演奏 される旨の報告 があ りま した。

まず、会員 として初参加 の小野途子 さんが、次にゲス ト
参加の方々が紹介 され、後は出席者か らお話 し戴きま した。

*ジ ャメンツ・登三子 さん、京都・ボス トン交流の会 の活

*朝 熊滋之氏。 1990年 代にニュー ヨー クか らボス トンに

動状況のお話 しをお聞かせ戴 きま した。
*三好彰氏、ボス トン 日本人学生会の言離剥又集 で、笹 口玲

赴任、以後海外各地に勤務 した と自己紹介 されま した。

*柴 山哲治氏、現在、堺役芸大生支援 のチ ャリテ ィ・オー

さんか ら資料 のご提供を頂 いた 旨の報告があ りま した。

クションとしてA■ Gate PЮ gramを 開催 している旨

*会 計報告 :山 崎会計幹事 より書面にて報告 があ りま したc
収入の部 :(含 繰越金)
支出の部 :

749、 171円
344, 826円
残高 (次 期繰 越金)仏 )
404, 345円
ようこそ特別会計残高 0) 914, 400円
ボス トン会資産 (A)+0)1, 318、 745円

報告 され、支援を求められま した。
*笹 口玲 さん、ボス トン留学中に吉野 さんご一家にお世話
になった旨自己紹介 されま した。仏教美術を専攻 された。
現在、The Japan Times論 説委員 一文芸担当)
*茂 木賢二郎顧間、今度 、伝統芸能 の同好会が発足、 12
(注

月 25日 に国立劇場 の歌舞伎を観劇 され ることにな り、

ご出席 の皆様方か らは簡単に近況をお聞かせいただき、
最後は、酒巻則子 さんがわざわざご持参 されたキーボー ド

歓迎 している旨のご挨拶 を戴 きま した。柳1項 参照)

*佐 々木浩二顧間、M「 は 2011年 に創立 150周 年を迎え

の伴奏で昔なつか しい童謡を斉唱 し、土居副会長 の ご発声
の一本締めで開会 しま した。(俣 野善彦言
D

るので、MITと の交流を深めたいと述べ られま した。
*井 口武夫顧間、太平洋戦争勃発時の開戦通知 の遅れた事
情を、外務省退官後 に調査 。研究を始め、2年 前に 「開
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戦神話・・・」に纏 めて上梓 したが、今度、其の英文版

日時 :2011年 1月 28日 (ai午 後 6時 半〜8時 半
場所 :新 宿サ ミッ トクラブ 29名 出席。
*法 眼健 作会長挨拶。
*長 島雅則次期会長候補挨拶、:MIT150周 年、ⅣⅡT
r.

が発行 された ことをお話 し戴 きま した。仰」
項参照)
*長 島雅則氏、ボ ス トンには 1974‑76年 M「 に留学、
メディア・ラボ以前に勉強 した。佐 々木顧間のご推挽 で
次 々期会長 をお受けす ることにな った 旨お話 しされま

日本 同窓会 100周 年事業 として 4月
され ると報告。

した。建築設計の CADを 開発、このシステムはボス ト
ンの Blg Dlveや

NEC本 社 ビル proJectで 採用 された

19日 に開催

*事務局報告 :新 会員 小野途子、 1家 族。

c

*山 口静―氏(元名古屋 ボス トン美御稚官館長)会 報にフェノ

承認Э
同提案 :非 会員 の参加 の 目印 として旗制作、

ロサ 、ビゲ ロウの話 しを寄稿 しているが、初 めの頃は ビ
ゲロウの帰国後のことが判 らなかった3会 員の三好彰氏

*会 報発行 :原 稿 1月 末締 め切 り、3月 4日 発送。
*次 回幹事会 : 6月 10日 (金)
12

