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東 日本大震災から半年がすぎま した。 この間、復
興のための努力は色 々 となされてはいるものの、そ
のスピー ドが今一つ遅い とい うのが一般に持たれて
い る実感ではないだろ う力Ъ もちろん放射能の危険
とい う事態を踏まえて、なかなカイ乍業がはかどらな
い とい う面はあるが、それに して も政府サイ ドの施
策が もの足 りない。野田首相 とい う実務型の首相に
なって変わると良いのだが。
そ うい う中で、世界各地から寄せ られた支援には
有難 い思いである。ボス トンのフィッシュ 。東光・
厚子 さんのエネル ギッシュな活動については、棚橋
さんが詳 しく書いてお られるので、重複は避けたい
が、お嬢様 と現地に赴かれ、実際に支援活動を行わ
れるとい うことは、仲 々出来るものではない。 ボス
トン会の一部 の方々 と昼食をご一緒 してお話を伺 っ
たが、ほとほと頭の下がる思いである。 しか もボス
トンでメデ ィアに働 きかける等継続的に活動 してお
られ ることを知 り、更めて敬意 と感謝 の念をこの場
をお借 りして表明 したい。
私は外務省 に 41年 いたが、その中で途上国支援
の仕事を したことがある。大震災の後、アフリカ、

拶
健作
東南 アジア等の途上国か ら心のこもった支援 が数多
くなされている。 もちろん先進諸国から支援が沢山
来ているが、これ ら途上国、特にアフリカか らの支
援は 「これまで 日本が してくれた援助に対 し少 しで
もお返 しが したい」 とい う個人個人の善意の積み重
ねであり、額の大小にかかわらず胸を打たれる。
大震災を機会に、
我々 日本人は、
将来 の 日本 の姿、
々
あ り方に色 な形で思いをはせる機会に直面 してい
ると思 う。将来に対す る不安 とい うものが、大きく
出ている。財政赤字、人 口の減少、老齢化、物造 り
国家でありながら、国内で物造 りがどんどん減少 し
ている事実等々数限 りない。今度 の大震災を一つの
機会 として反省すべ き点は反省 し、改める点はどん
どん改善 し前に進むほかはない。
それにしても足を引っ張ってい るのが 「政治のお
そまつ さ」である。政治家を選ぶのは国民なのだか
ら、国民一人ひとりが責任 を持 って少 しでもましな
政治家を選出することしかないのだが、まともな候
補者がめったにいない現実は、 この国の将来を物語
っているような気が してならない。 日本の復興は政
治の復興 と一体をな していると考える。

蝙
(敬 称 略)

棚橋征 一 、水野賀弥乃、吉野耕 一 、 フィ ッシュ夫人、吉 田博、法眼健 作。
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2011年 度紅葉狩 りのご案内
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東北の被災地救援に立 ち上がった

日目
寺 : 11月 27日 (日 )15日 寺 入 口集合
場所 : 殿 ヶ谷戸庭園 (国 分寺市南町二丁 目)
JR中 央線、西武線 「国分寺駅」下車
徒歩 2分
問合電話 : 0242‑324‑7991
150円 (65歳 以上 70円 )
入園料 :
会食 : 北の味紀行 と地酒 北海道
国分寺南 口駅前店

ボス トンの親 日団体
米国ボス トンでは 3■ 1東 日本大震災の発生後す
ぐに、ボス トン日本協会Oapan Soclety ofBottoD、
ボス トン財団(The Boston Fo■ mdaiODお よびフィ
ッシュ・ファミリー財団(FBh Fan」 y Fmndadon)
が連携 して、東北被災地救援を目的とする日本災害
救援基金 。ボス トン(Japan DisasteriReliefFund―
BostoDを 立ち上げました。

電話

042‑300‑1277

国分寺市南町 3‑9‑15
国分寺 ステ ップス 4F
開始 : 16時 予定 費用 :飲 み物別 4,000円 程度
JR国 分寺駅徒歩 1分
申し込み :藤 盛紀明 冨美子

この うち、1999年 に ■sh夫 妻 が設立 した FF財
団の理事を務めるフ ィッシュ・ 東光・厚子理事 が娘
の Emilyさ ん と共に今年 4月 に来 日しま した。滞在
中、ふた りは福島、宮城、岩手の被災地を訪れ、現
地の NPO関 係者 の協力を得て、惨状をつぶ さに視
察 し、支援活動を行 って きま した。 当協会では この
機会をとらえて、4月 26日 、法眼会長にホス ト役 を
務めて頂き、都内で Fish夫 人を囲む昼食会をもち
ま した。Fお h夫 人か らは臨場感にあふれ る体験談や、
今後の救援復興 に向けての率直な ご意見を伺 うこと
ができま した。
Fお hさ んはボス トンヘ戻 った後 も、現地のマスメ

(前 日まで受け付けますが レス トラン予約 があるの

で出来るだけ早 く申込み下 さい。)
記
心を
た
は
本年 都
離れ 国分寺駅前 の殿 ヶ谷戸庭園 に
しま した。 あま り大 きな公 園 ではあ りませんが、公
園 の HPに よれば武蔵 野 の 自然 の地形、すなわち段
丘の崖 にできた谷 を巧みに利用 した 「回遊式林泉庭

ディアの要請を受けて精力的に取材に応 じるなど、
あらゆる機会をとらえて被災地の惨状を伝えて上記
JDRF‐ Bへ の寄付・ 協力を呼び掛けてきま した。 8
月末現在、JDRFB‐ Bへ の寄付は FF財 団の当初拠
出額 10万 ドル を含めて約 75万 ドルに達 していま
ー団のプ リンシパ
す。 この 9月 にはボス トン・バ レー

園」 です。崖 の上の明るい芝生地 と崖下 の湧水池、
樹林 で雰囲気 が一 変す る造園手法がみ どころのひ と
つ です。庭園 の名称 は、昔 この地が国分寺村殿 ヶ谷

ル・ ダンサー(日 本人女￨り の協力を得て特別チャリ
ティ公演 「千羽鶴」も挙行するそ うです。

会食場所 は国分寺周辺 には沢 山の レス トラ ンが あ
り選択 に迷いま したが、無難 な居酒屋チ ェー ンに し

戸 とい う地名であつたこ とに由来 します。

ま した。 どなたかお勧 めの レス トランが あれば ご連
絡下 さい。

一方、JSBで は 6月 に、PS細 胞 の研究で著名 な
京都 大学再生 医科学研 究所 の 山中伸弥教授 お よび
CNNの ニ ュース・ アンカーマ ン AndersOn C00per

本年 の紅葉狩 り場所 として吉野初代会長 か ら美 ヶ
原高原 の提案 があ りま した。早速手配 を試みま した

氏(都合 によ リビデオ 出演)を ゲ ス トに招 いて 開催 さ
れ た 年 次 デ ィ ナ ー に お い て 、「Help suppo乱

が 、周辺 の宿 は既 に どこも満室で した。

DlsasteriRehefln Japan.Help hed a Nation」
を
ス ロー ガンに掲げ、200名 を超 える参加者 等 か ら寄

日本 ボス トン会 の紅葉狩 りは第一回が新宿御苑、
ついで駒込の六義園、奥多摩、神奈川七沢森公園、
小石川後楽園、1日 古河庭園、昨年はバス貸切で奥養

付 を募 りま した。 また、 ことしの お hn E.Thtter
Awrdは 、3.11発 生直後に気仙沼へ急行 して被災者
の救援 に当た って きたボ ス トン在住 の医師 3名 に贈
られま した。

以上、Fish夫 人および JSBの GriL理事長 か ら提
供 された情報をもとに簡単に報告 させて頂きま した。
棚橋

征一
2

老渓谷で した。そろそろ一泊の旅 も企画 してはと思
います。今回の会食で皆 さん と議論 して早めに宿の
手配を したいと思います。
幹事

:

藤 盛紀 明、藤盛 冨美子 、水 野賀 弥乃。
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『 ボス トン日本人学生会の記録』の調査
三好

河鍋暁斎記念館見学記

彰

ート
1.『 ボス トン日本人学生会の記録』の調査 レポー

三好

*調査 レポー トに纏めあげた。B5サ イズで本文が
110ペ ージ、付表(名 簿)36ペ ージである。

5=ノ

早チ

*こ の記録 には約 650人 の 日本人 。日系人 と、
約 190
人 のアメ リカ人が登場す る。保井 コノ(日 本人初 の
女性 の理 学博 士), 山本 五 十 六 (元 帥)、 姉崎 正 治

うに埼玉県川 国市にある河鍋暁斎記念
館を見学 した。会報 に 「フェノロサ、 ビゲロウと三
5月 21日

(量

井寺法明院」 を連載中の山 口静一会員は河鍋暁斎 の
研究家で もあ り、 2007年 の法明院参詣のよ うに
山 国会員に案内いただけるのが見学のきつかけであ

(日

本人初 のハ ーバー ド大学客員教授、宗教学者)、

った。

モース(大 森貝塚発見者、東大教授)、 都留重人ぐ蚤
Dな どの著名
済学者)、 ライシャワー(駐 日米国大イ
人が多数登場す る。また学生の親代わ りになった

尚子 ご夫妻 と棚橋征一氏 、
参加者は会員 の関直彦 。
美術 と歴史の会 の幹事である酒井一郎氏 と三好美智

在留邦人も出てくるが、 これ らの人々は歴史の影
に隠れ てお り、実像がつかめるのは一握 りの人だ

子・彰のほかに三好 の友人の福 田久子 さんであった。
河鍋暁斎は幕末から明治中期にかけて活躍 した絵
師である。身 につ けた伝統的な大和絵 の描き方に基

けである。

*大 学問をまたがった 日本人学生の活動でほかに類
例を聞かない。 ボス トンはこのよ うな活動を可能
にする規模 の学術都市であることが背景にあろう。
*調 査 レポー トの刊行を検討 したが広い読者層 に訴

づ きながらも、その枠を越 える大胆な筆力 と奇抜な
発想 で多様なジャンルの絵をものに した。取 り分け
若 い頃に狂斎 と名乗 った ように戯画や風刺画を得意

キ ョウサイ と読ませた。

求できるものでない と判断 して断念 した。
*調 査 レポー トの コ ピー(DVI)版 )を 調査 の段階で
お世話になった方 々に配布する予定である。 日本
ボス トン会の会員で この コピー を希望 される方は

河鍋暁斎記念館は御子孫が運営 されてい る。河鍋
家 には暁斎 の書き残 した膨大な下絵 があ り、その本
絵を見つ け出して展示するように したそ うである。

担当幹事までお申し出で くだ さい。
2.原 本 の永久保管先について
この『 ボス トン 日本人学生会』 の記録 の調査を

ちょうど物語をテーマ にした作品の企画展が行われ
ていた。天岩戸の神話、仏教関係 の説話、そ して桃

企画 した元会長 で現顧間の井 口武夫氏のお骨折 り
で、財団法人 国際文化会館 に原本を永久保管 し

太郎などの民話が鮮やかな色彩で描 かれていた。そ
の中に山国会員 が海外か ら買い戻 された作品もあっ
た。 この 日のための特別展示だ と知 った。

ていただけることになった。原本 は一般公開され
る予定である。
国際文化会館 は世界の人々 との文化交流 と知的

来 日した著名な外国人に暁斎 の愛好家 が多 く、そ
れ らが現在では欧米各地の著名な美術館 に所蔵 され

協力を通 じて国際相互をはかるために、1952年 に
設立 された都内にある非営利 の民間団体である。
各種 の国際交流事業を実施す るプ ログラム部門と、
その事業を支える国際交流 の場 としての施設 の維

としたが、筆が滑 って筆禍事件を起 こして投獄 され
て しまった。出獄後 に暁斎 と改名 したが、 この字を

ている。 このことを現地調査 された山国会員が詳 し
く解説 して くだ さった。
そ の著名人 を各国 か ら一人ず つ 挙げるとベル ツ

持管理にあたる業務部門とか らなってお り、多数
の関係書籍を有する立派な図書室がある。原本 は

ギメ(フ ランス)、 キオソーネ(イ タリア)、
コン ドル(イ ギ リス)、 それにラファージ(ア メ リカ)
となるが、このほかに も枚挙に暇 がない。建築家で
あるコン ドルは暁斎に弟子入 りして暁英 とい う雅号

(ド イツ)、

この図書室で保管 される。
尚原本を戦争直後にハーバー ドで発見 した藤代
素子 (ケ ンブ リッジ生まれの 日系二世、戦後 に留
学)は 国際文化会館 に勤務 したことがある、奇縁 で

で絵を描き残 しているのだか ら、その心酔振 りが伝
わって くる.
会員 の方になじみのあるフェノロサ とビゲ

(前 受)

ロウが蒐集 したものはボス トン美術館に、そ してモ
ースの コ レクシ ョンはセーラムの ピーボデ ィ 。エセ

山 国会員は現地調査 の秘話 を披露 された、また最近
の ご研究 のことのほかに大戦中のお話やパ ソコンと

ックス博物館 に収まっているそ うである。

の格闘振 りな ど尽 きる ことのない楽 しいお話 を伺 い
時間がたつの を忘れ るほ どであ った。

ある

スト
ランで遅い昼食をとった。
見学の後近くのレ
′
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フ ェ ノ ロサ 、 ビゲ ロ ウ と三 井 寺 法 明院 (Ⅸ )

山 口 静一
【36】 ボストンでの反響
漸 く著名にな りかけたこのジャパ ノロジス トの急
逝を ロン ドンで報 じた新聞は一紙 もあ りません。各
紙 とも連 日サラサーテの言梓及に埋められています。
美 術 批 評 家 ロー レンス・ ビニ ヨ ン (Lawe∝ e
Bmyon、 1869‑1943)が 『 サタデー・ レビュー』
に載せた小論 の前半部をフェノロサ追悼に当てたの
は翌月になってか らで した。 アメリカでは 1908
(明 治 41)年 11月 2日 付けでハーバー ド大学ク
ラスメー トによる公式追悼文が公表 されています。
注 目すべ きは後者です。筆者 は同窓の詩人・翻訳
家 N.H.ド ール (Nethan Hash■ Dole, 1852‑
1985)。 二つ折 り 4ペ ージの短い文章でフェノロサ
「彼には妻 と 1
の生涯を要領 よくまとめていますが、

【37】 フェノロサ追悼法要
法要は 1908(明 治 41)年 11月 29日 於上野
寛永寺。故人の教 え子で、終始恩師 の 日本研究を扶

883年 7月 25日 生まれの娘ブ レンダが後に残 っ
ている」 と記 し、メア リとの再婚を認めていないの
です。締 め括 りも 「我 々は友人の過ちに目をつぶる
わけには行かぬが、人生の最 も貴重な財産に恵まれ

けた有賀長雄が祭主 とな り、輪王寺 門跡救護栄海上
人を導師 として僧侶 13人 が読経、帝国大学総長浜
尾新、前宮内大臣土方久元が弔辞を棒げ、参列 した
友人知己 60余 名 が焼香 したのち記念写真撮影があ
って、追悼記念会 は上野精養 軒で開催 されます。

た友人 として彼 を記憶 に留 めることに吝 かではな
い」 と結ばれています。 ボス トンの友人たちが、 フ
ェノロサの業績に関心を示 しなが ら彼を敬遠 した理

文学部第 1期 生 としてフェノロサに教わった井上
哲次郎 (帝 国大学教授)の 挨拶、ハーバー ド大学で
同期、フェノロサに 日本美術 の手 ほどきをした と自

由がよく分る追悼文で した。
実際 リジーは離婚後 も、 自らフェノロサ夫人 と名
乗 り、他 か らもそ う呼ばれていま した。以下は離婚
裁判 で も彼女の味方であった ビゲ ロウの 12月 6日
付 け リジー宛哀悼文です (ハ ーバ ー ド大学ホー ト

認する金子堅太郎 の講演があってか ら遺著 の出版、
故人半身像を美術学校内に建設す ること、メア リ、
リジー両未 亡人に追1卓 文 と記念写真を贈 ることが決

ン・ ライブラ リー蔵 )。
・・・彼はある意味では偉大な人物で した。能

議 され、その後食卓を囲んで各氏の追悼談が始ま り
ま した。
席上メア リか ら有賀長雄に宛てた 10月 23日 付
けの手紙 (彼 の弔文 に対す る返書)の 邦訳が配付 さ
れま した。その中でメア リは、亡夫の遺骸 をモ ビー
ルの 自宅の近 くに移葬 したい と述べ、「かって彼は、

力 と実行力を具えていま した。多 くの点で例外
的な人物で した。 しか し、あらゆる点で例外的
た り得 ると考えた ところに彼 の過ちがあったの
です。人間はあらゆる時にあらゆる人よりも賢
明であるわけにはまい りません。最 も強烈な個
性 の中にさえ、きわめて凡庸な大いなる過ちが

わた しと一緒 に三井寺に葬 られたいもの、 と言 った
ことがあ りますが、それは到底実行 し難 きこと。臨
終の時もそのよ うな こと話 しませんで した」 と書い

あるものです。 これ を無視することは即ち災い
を招 くことにな ります。

ています。
この時点でメア リは遺骨 の 日本送還を考えていな

彼 の霊 の安 らかに眠 らんことを。 も し彼に し
て正 しく身を処することがで きたな らば、彼は
真に偉大なる人物にとなつていたであ りま しょ

かったことが分 ります。 しか し 12年 前に三井寺を
訪れた際、琵琶湖を見下ろす法明院 の庭 に立 ったフ
ェノロサが 「死んだ ら一緒に ここで眠 りたい」 とメ

う。 しか しなが ら、大いに世のために尽 くした
ことは事実であ ります。・・・

ア リに語 ったのは事実だったので しょう。 その景観
のすばらしさをメア リは生涯忘れませんで した。
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【38】 遺骨の三井寺移葬
故郷モ ビール に帰 ったメア リが最 も頼 りに したの
はデ トロイ トのチ ャールズ 。フ リーアで した。彼は
遺産処理その他 故人の残 したさま ざまな問題につい
て助言を求めた未 亡人に対 し、哀悼の意 とともに懇
切を極めた返書を送っています。懸念 された前夫人
リジー と娘ブ レンダか らの遺産相続に関す る異議申
し立ての提訴について も、
親身になって相談に応 じ、
こまごまと対処 の仕方を教えています。(フ リーア・
ギャラリー所蔵書簡)。 遺骨 の環送 も、フ リーアの示

三井寺法明院

唆によるもので しよう。
メア リは翌 1909(明 治 42)年 4月 、遺骨を ロ
ン ドンか ら日本に改葬 したい、就いてはその斡旋を
願 いたい 旨の手紙をニ ュー ヨー クの山中商会支店に
送 りま した。山中商会はフェノロサに講演を依頼 し、
前年には主催する浮世絵展に解説 目録を執筆 させた
縁故もあ りま したが、 フェノロサは在 日中か らの上
得意であった上、最近はフ リーアの代理人 として輸
入作品の鑑定購入に当たっていました。
この手紙はニ ュー ヨー クの水野幸吉総領事を経て
三井物産社長益田孝 の許に届けられます。鈍翁 と称
した益田孝は当時財 界きっての古美術蒐集家 として
知 られ、故人 とも面識 のあった人で した。彼は手紙
を追悼会の代表者有賀長雄に渡 します。
その結果メア リか ら直接 、三井寺への改葬を望む
故人の遺志を伝える書簡が有賀 に届きま した。有賀
の奔走が始ま ります。彼はたまたま帰朝 していた山
中商会 ロン ドン支店 の林愛作 と面談 してハイゲー ト

法 明院

フェ ノ ロサ の墓

墓地 の様子 を聴取 し、改めて火葬 に付すための手続
きや経費の調査を山中商会に請 う一方、自ら三井寺
に出向いて直林敬円長吏 と交渉、法明院墓域への埋
葬許可を得ます。
やがてハィゲー トの火葬費用は 3,

40ポ ン ド、法明院 の墓は 300円 程度で出来るこ
とが分 りま した。
同年 7月 、有賀は東京帝国大学山上御殿で総長浜
尾新、東京美術学校長正木直彦 、同校商議員河瀬秀
治 ら生前フェノロサ と親 しかった有力な先輩諸氏 と
相談。結果美術学校か ら200円 、大学か ら400
円の贈呈が決定 します。
一方、同年 8月 中に ロン ドンか ら送 られてきた遺
骨は、あたか も故人 の一周忌に当る同年 9月 21日
シベ リア鉄道を経由 して敦賀に到着。即 日法明院に
埋葬 されました。(以 上、フェノロサー周忌、十三回
忌 の有賀長雄回想録による

法明院 フェ ノ ロサー周忌法要

)。
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フェノロサ、 ビゲ ロウと三井寺法明院(Ⅸ)続 き
物語が記 されて い ま した。

39】 墓碑の完成
【
・・・ ある時、それは中世の、仏教 が 日本で最 も栄
同年 10月 、自川石の五輪塔墓碑完成。碑型は伊
藤忠太、正木直彦が相談 して相国寺の定家卿 の墓に

えていた頃のことです。全国の寺院 の釣鐘で一番
名 の知 られていたのが三井寺の鐘で した。 ところ
が何マイル も遠 くのある寺では大層それを妬んで、

倣 い五輪塔 に決定。梵字は敬円阿閣梨、撰文は教え
子の長老井上哲次郎。 日吉神社宮司伊藤紀 の浄書 し

頭 の弱い大男弁慶を雇い、夜陰 に紛れ てその鐘を
盗ませたのです。鐘を自分 の寺に運ばせ、かねて

た碑文が墓石基壇四面に刻 されています。墓前 の石
製香炉、石製花瓶、石製灯篭、各一対はフリーアの

用意 してあった鐘楼に吊 り下げま した。 よこしま
な坊主や行者は喜びの酒宴を開き、い ざ鐘を打っ

奉納 によるもので した。碑文は現在苔む して読みづ
らくなっていますが、別記 の通 りです。

てみたのですが、三井寺の誇 りであったあの深 く
段 々 と響き渡る音色は聞 こえて参 りません。その

40】 法明院での一周忌法要
【

代わ りに鐘は怯えだ し、 しくしく咽び始め、やが
「三井寺に帰 りたい」
て大声で「三井寺に帰 りたい」
と泣き出したのです。何度や って も同 じ有様 です

同年 11月 14・ 15の 両 日、フェノロサー月忌
の法要 が法明院で盛大に挙行 されました。墓前には

ので、遂 に嫉妬深い僧侶たちも諦め、再び弁慶を
雇 って鐘を三井寺にかえ したのです。
アーネス ト・ フェノロサは友人 ビゲ ロウ博士 と

動二等瑞宝章、動四等旭 日章を胸に飾 つたフェノロ
サの写真 と供花に花輪。茶菓数種が供えられ大僧正
直林敬円長吏および一 山衆僧 の読経、宮内大臣岩倉
具定の祭文代読、続 いて有賀長雄 のフェノロサ来歴
朗読、
発起人・幹事 らの祭文 が読み上げられま した。

共にか って三井寺の阿閣梨すなわちアーキビショ
ップの もとで仏教を研究する許 しを得た ことがあ
り、三井寺の場所 と環境に深 く惹きつ けられてお
りました。そ して私や他 の人たちに、よくこ う申
していたのです。死が 自分を襲 った時は、た とい

参列 70余 人には、神戸の米国総領事、同志社 の ミ
ス・デ ン トン ら在留外国人に混 じって ヨーロ ッパ か
らの帰途法会参加 のた めに立ち寄 ったチ ャールズ・
フリーアの姿もあ りま した。
「メア リ
法明院の言
醸景には敬 円阿閣梨読経 のあと、

それが どこであろ うと、 自分 の遺骨はやは り三井
寺に葬 って もらいたい ものだと。はっき りと申し
ま した。 もし他 の場所に葬 られたら、きっ と盗ま
れた釣鐘のよ うに 「三井寺に帰 りたい」 と泣き叫
ぶであろ うと。 ロン ドンの、あの痛ま しい最後 の

未 亡人献香」 とあるのですが、有賀 もメア リ来 日の
ことに触れていません。おそ らく代理 の焼香だった
と思います。当時メア リはモ ビールの 自宅で遺稿 の

日にも、心臓 の発作がお さまるたびにそれを申し
てお りました 。・ 。・・・・・・・・・・・・・・
私がアラバマの故郷 に帰 り、や っ と筆を持 てる

整理に忙殺 されていま した。
一方法明院 の茶室では煎茶が立て られま した。 こ
こには神戸の川崎正蔵愛蔵の古画 と並んで山中商会
蔵 フェノロサ筆 「月下流水図油絵」 の額が飾 られた

よ うにな りま した時、何人かの 日本 の友人たちに
夫 の 「三井寺に帰 りたい」 とい う希望を書 いてや
ったのです 。・・・・・・・・・・・・・・・。

と『追悼会会言
回 は記録 しています が未見です。
また当時三井寺塔中の一つだった円満院では、山
中商会の肝入 りでフェノロサ追悼古画展が催 され、
三井寺什宝を始め主 として関西 コレクター所蔵 の古
画。
円山四条派 。
浮世絵など 100余 点が陳列 され 、

フェノロサの遺志をかな り大袈裟に脚色 した文で
す。メア リが小説家であったことが改めて思いださ
れます。また、 日米関係が悪化 した頃の書簡で、亡
夫が真に日本仏教に改宗 したわけでないことを訴え

また京都 の吉田直次郎(著 述 家、出版書肇 至誠堂主
人)別 邸 では追悼茶席 が用意 され るとい う盛大な法
要で した。 これ らの費用もすべて山中商会が負担 し

た文章でもあ りま した。同 じ趣 旨の文を週刊誌『 ラ
イ フ』に投稿 した と述べていますが、
『 ライ フ』は記

たと、有賀長雄は伝 えています。

事に していません。
(次 号に続 く)

41】 三井寺に帰りたい釣鐘の物語
【

(埼 玉大学名誉教授、前名古屋 ボス トン美術館館長)

後年メア リはMFAの 館長宛てに亡夫 の復権を求
める書簡 (Aug.2,1940)を 送 っていますが、その
中に遺骨 の三井寺移葬に関する次のよ うな興味深 い

6

背 面 ︵南 面 ︶

右 面 ︵西 面 ︶

治 十 一年 為 我

不己将著書 以

美術 之精妙 而

千園城寺法明

門 人相謀改葬

信 之遂受戒 号

飛諾洛薩 先 生

来講哲学︒ 論 理

志 也︒ 明治 四

左 面 ︵東 面 ︶

諄越璽 涅乱篤
・
仏蘭 西斯 格︒ 一

明晰撃撃中︻︵
翠

暴 没 干倫敦 客

十 二 年 十 一月

正 面 ︵北 面 ︶

千人百五十三
居数年芳考究

舎 時 一千 九 百

有所大主張而

一日 也 先 生 曾
学 仏 教 干桜 井
敬徳 阿閣梨 深

伊藤 紀筆

日吉 神 社 宮 司

井上哲次郎撰

一日 文 学 博 士

院蓋 干因其遺

日諦 信 故 知 友

年 二月十八 日
日本 美 術 ︒ 大 有

自是 干講演 干

生 千米 国沙 列
所 得 ︒ 明 治 二十

朝廷乃叙動三

著 述 唱 道 日本

誤市︒ 其先 出千

八年九 月 二十

先生学千吟ナヘ
等後再三来遊

東京大学 所聘

西班︒ 母米 国 人︒
三年 期満 帰 国︒

土大学専修 哲

然 不久留而去

背面 ︵
南 面︶
右面 ︵
西面︶
東 面︶
左面 ︵
これより講演に︑著述 に︑
受戒し号して諦信と日 ２
明治十 一年わが東京
日本美術 の精妙を
故に知友門人相謀り て
大学 の聘す る所と為 り︑
唱道 してやまず︒将
園城寺法明院に改葬
来 た り て哲学 を講ず︒ 論 理
す︒蓋しそ の遺志
家﹂
明晰︑盤盤 と し て 一
ク ワ ン︶ にあた る︒ に書を著 し以 って
大 いに主張する所あらんとす︒
によるなり︒
居 る こと数年︑芳 ら 日本美術
而してにわかに ロンド ンの客舎 に没す︒ 治四十 二年十 一月
明
を考究 し大 いに得 る所
時に 一千九百八年
一日文学博士
あ り︒ 明治 二十
九月二十 一日也︒
井
上哲次郎撰
二年期満ち て帰国す︒
先生曾 って仏教を
日吉神社宮司
朝廷 乃ち動 二等 に叙す︒′
桜井敬徳阿闇梨 に
伊藤紀筆
学び︑深く これを信じ︑遂 に
後再 三来遊す︒
然 れども久 しく留ま らず し て去 る︒

学 以英才顕︒ 明

北 面︶
正面 ︵
フ ェノ ロサ先生
いみな︶ は エルネ スト ＝
諄 ︵
フラ ンシ ス コ︒ 一
千 人百五十三
年 二月十 八 日
米 国サ レム
市 に生 る︒ そ の先
は スペイ ンに出づ︒ 母は米 国 人
先生 ハー バード大学 に
学び専 ら折息子を修 し
英才 を 以 て顕わ る︒
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日
米

税

会員新刊図書紹介

金

丹波責元外務審議官の著書

吉野 耕一

「わが外交人生 」

平成 21(2009)年 春 に帰国永住 した際 の経験 を
「帰国 と戸惑 い」(会報第 35号)に 記 したが、税金

丹波 さんは、外務省 の中でも珍 しく米中口三大国
に駐在 してお り、7月 に外交官 の回顧録 として 「わ

に関 しては確定申告前なので述べなかった。平成 21
年度 の所得申告は同年 1月 1日 に日本に居住 してい
なかったので、 日本における 3月 15日 までの申告
義務 は生 じていなかつたが、 日米夫 々の税理士に任

が外交人生」を出版 された。読売(8月 16日 )、 朝 日
)、 日
経(9月 11日 )が 同書の書評を掲載 し、

(9月 4日

好評を博 している。

せて対応 し、特に記す こともなく済ませた。
平成 22(2010)年 度 の所得申告は、 日本国税に関
しては自分で対応 したので、その経験を述べます。

日中国交正常化交渉、PKO法 案、サ ウジアラビ
ア大使、外務審議官、 ロシア大使 として、我が国外
交 の最前線 でご活躍 されたご自分 の半世紀を綴 った
もので ある。同書 の評論は専門家に譲 つて、 ここで
「ボス トン」へ とい う章を設
同書を取 り上げたのは、

私の場合、収入源 が米国だけです。米国の税金申告
は 4月 半ばで、3月 の 日本での申告 の際は米国の税
金 申告以前 である故、Intem』 Revenue SerⅥ ce
(IRS)へ の報告 Form 1 0 9 9(年 金等)の 数値 に基
づ き計算を行なった。 これ らの報告での税金差引額

けて、ボス トン駐在時のご活躍や思い出を語 ってい
るためである。外務省全体の経験を通 じてボス トン
総領事ほど嬉 しい発令はなかった と述べている程ボ

の総計は最終税額 とは異なる。
日本での 申告は当然円建てなので、為替 レー トに
従 って全ての ドル を円に換算する。前年度 の税理士

ス トンが大好きな丹波 さんである。
ボス トンは、外務省研修生時代にハーバー ド大学
に通った町であ り(同 大学で ロシア研究 の修 士 号取

は金
斯子から詳細な レー ト変動を取 り寄せて平均 レー
トを出 して換算 した。面倒なので、実際に換金 した
際の レー ト平均で換算 したが、税務署か ら何の指摘

得)、 ボス トン総領事(1986〜 1989と しての赴任は 2
壺生である。
回 目のボス トン馬

も受 けてい ない。米国で の収入総額 と差 引税額 を
夫 々円建てにす る。 日本での 申告では、年金等の収
入は雑収入にな り、その内訳は年金 とその他 となっ

1980年 代後半は 日米貿易摩擦が頂点に達 してい

ている。 連邦政府 と Hど穏五 か らの年金 とSoc皿
Securiサ か らの収入を 「年金」
、それ以外を 「その
他」 とした。 この数値で確定申告の手順に従 って税

た時代 であ り、ボス トンを中心 としてニューイング
ラン ド地域 の大学等を中心に積極的に実施 した講演
活動、当時の皇太子明仁親王、同妃美智子両殿下の
ボス トンご訪問 (1986年 10月 )の 受け入れ、デ ュ
カキス・マサチ ューセ ッツ州知事が民主党大統領候

金の計算を行な う。計算 された国内税額か ら国外収
入による税額控除ができる。控除限度額 の計算は所
得総額中の国外所得総額 の割合で決められる。

補になったことに伴 う、デ ュカキス陣営の情報集収
活動等が取 り上げられてい る。私的にもゴルフ、ボ
ス トン沖での釣 り、冬 のスキー を楽 しんだことに触
れてお り、公私 ともにボス トンでの生活をエ ンジ ョ

写夕績'x(al外,テ 子
写″1須 ;ィ国内勁存κン
国内勁子
妙

=
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殆傷盛″

国内での収入が無い場合は国内所得税額 と国外所
得総額が同 じとな り、国内所得税 が控除限度額にな
る。即ち同額になるので、全額控除 された国内納税
額はゼ ロとなる。国内収入がある:場 合は、その割合

イ されたと語 っている。

で控除限度額 が少なくな りその差額が国内納税額 と
なる。

最後に、その頃のボス トンか ら見た 日米関係につ
いて外部 の雑誌 に発表 した鋭 い洞察の一文を掲載 し
ている。今か ら考 えても、変わってない ところもあ

都区民税は国内税額を元に計算 され、控除限度額
か ら計算 された値が都区民税から控除 されるが、控
除額 は少ないので、可な りの納税額 となった。

り、特 に日米関係 をさらに発展 させ 、幅を広げ、安
定化 させ るために今後 ともいか に努力 してい くこと
の重要性 を指摘 してい るが、今こそこのことの重要

所轄の税務署に提出された確定申告書は、地方公
共団体にデータが送 られるので、改 めて住民税の申
告書 の提出を求められ ることはなかった。確定申告
書の提出義務 のない人は、住民税の 申告書の提出を

性 を痛感する時はない。
(文 責

市区町村に求められ るとのことであった。
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ボ ス トン 日本語 学校創 立 35周 年」記念誌 (2011年 1月 15日 発行)か ら転載

ボス トン 日本語学校創 立者 の願 い

武田行松氏とジョン・コックス氏のこと

ボス トン日本語学校

元ボス トン日本語学校運営事務局長

名誉校長 増渕

マサチューセッツ大学堪誉講師 小久保

興

武

ボス トン 日本語学校創立 35周 年おめでと うござ
います。(以 下略)
1974年 の秋であった と思いますが、そのころ
日本人会幹事会に提案 として持ち出されていた 日本

ボス トン 日本人会で 1974年 に会員 の希望調査を
した ところボス トンか ら東京までのチ ャー ター・フ
ライ トが最 も多 く、次は 日本語学校 の設立で した。
これ らの事業をす るのには 日本人会が公益法人 と
して認可 され ることが必要で、その作業 に取 り組み
ま した。認可を受けたのが 74年 10月 で早速学校の

場所 と資金のネ ックに突き当た り、
語学校開設案が、
先に進めない状態 に陥っていました。そんなある日
の幹事会 で、オブザーバーの武田社長から「週一度

設立を計 りま した。教室にする場所が無 くて困って
お りました ところ、当時 レキシン トンにあった NEC
システム研究所 の武田行松社長 か ら同社 のオフィス

の クラスなら、 うちの会社 の部屋を使 ったらどうで
す、土曜 日は会社 が休みですか ら。」とのご提言があ
り、結果的 にこれが翌年 6月 の開校 に発展す る契機

の一部を教室 として使 って良い と言われたので 75
年 6月 に僅 か 25名 の生徒 で開校 しま した。
当時 日本人会の会長 をしてお りま した私は日本語
学校 の校長を兼務いた しま した。 ところが建物の持
主か ら 「児童 の安全を保証出来ない」 と言われたの

武田社長はさらにもう 1つ 、本校 の土台固めに役
立つ 目に見えない貢献をされました。それは、開校
と同時にご自分の社 の経理 の方を本校 の経理担当委

で、私 の独断で M「 の教室を使 って授業を続けま
した。然 し Mrに は多 くの建物 があるので生徒 の
一人が迷 って仕舞 う事件 があ りま した。その当時、

員 として推薦 して下さったことです。(以 下略)
もう1人 の恩人はメ ドフォー ド・コ ミュニテ ィ・
スクールの校長(Dlrecわ r)ジ ョン・ コックス氏です。

通商産業省 か ら派遣 されタフツ大学に留学 してお ら
れた原田義昭氏は 日本語学校 の世話を精力的に して

氏 も今は故人 となられま したが、当時はメ ドフォー
ド・ハイスクーノ
ズ1965年 の大火で焼失)が ミシシッ

お られま したが、氏がメ ドフォー ド高等学校で柔道

ピ以東 1、 2を 争 う、壮大な校舎 と施設をもつ高校
に生まれ変わって間もない時期で、 この立派な施設

となったので した。(以 下略)

を余暇に教えてお られた関係で、10月 からそこの教
室を使わせて戴 くことが出来る様にな りこれが今 日
まで続 いてお ります。 ボス トン 日本語学校では創 立

を市民の誰 もが、いつで も利用出来るよう、毎 日午
後 3時以降および週末 の時間を、 コ ミュニテ ィ・ス
クール が全面管理す るとい う体制 が敷かれ 、 コック

10周 年、 20周 年及 び 25周 年に記念誌を発行 して

ス氏はその最高責任者 の地位にあったので した。
この コックス氏 とその管理下にあるこの コ ミュニ

お り、
多 くの関係者 のご努力が紹介 されてお ります。
幸いボス トン 日本語学校は概ね順調に運営 され、
生徒数 も段 々増加 して現在は 700人 以上の生徒 が

テ ィ・スクールが本校 と結びついたのは、
開設当初、
っ
の
1人
であ
た
学校運営委員
原 田義昭氏(当 時タフ

毎週土曜 日に学校で勉強をしてお ります。 日本語学
校を開設 した 当時、私は 「世界中で多数ある日本語
学校 の中でボス トン 日本語学校が生徒数で一番にな

ツ大学院で研修中の、前衆議院議員)が 柔道 の師範を
していた縁 か らであ りました。 (以 下略)ボ ス トン 日
本語学校 の益 々のご発展をお祈 りいたします。

る可能性は全 く無いが、その質では一番になれる可
能性は十分にある」 と言 ってお りました。 1990
年 にボス トン 日本語学校は 「特に優れた海外 の補習

(前 受)

校」 として外務大臣表彰を受けま した。その後 も生
徒諸君は勿論保護者、教職員など学校 の運営に関係
された多 くの方 々の献身的な ご努力が続けられ 日本

で世界 中の人 々 と交流す る人 々が必 要 で、次 々 と多
くの若 い世代 の人 々が参加 されなければな りません。

語学校 の運営が色 々な面で改善 されて今 日に至 った
ことを大変嬉 しく存 じます。

の は非常に残念 に思います。外国で幼少時代 を送 ら
れた 日本語学校 の生徒諸君 が 日本 の将来 の発展 は勿

米国の大学には多 くの国か ら留学生が来てお りま
すが、
最近は 日本 か らの留学生が減少 してお ります。

論世界平和 の為に大 い に貢献す ることは確実です。
昔 か ら 「良く学び、良 く遊 べ 」 と言われてお ります

小 さな島国である日本が繁栄を永続する為には外国
との貿易など国際化が重要であることは誰 も知 って

が 、土曜 日に 日本語 を勉強す る丈でな く、月曜 か ら
1程 迄現地校で勉学す ると共 に友人 を作 ることをさ
金「
れてお ります。今後皆様 の益 々の ご活躍 を祈 ります。

此 の様 な時に外国 の大学に留学す る学生が減少す る

」

お ります。それを実現す る為には非常に多くの分野 ′
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音楽の会(報 告)

Pier re lBonna r d

哀悼 の定期 コンサー ト

(1867‑1947)
大震災から僅 か 2日 後で したが、熟慮 の末、予定
通 り3月 13日 (日 )に 第 5回 日本 ボス トン会定期 ホ
ーム・ コンサー トを開催 しま した。交通の不安か ら

A■ Galle17 of Ontano, CANADA

2010年 10月 13日 、 トロン ト

何人か欠席 されましたが、総勢 20人 の参加者 で、
冒頭に黙祷を捧げ、震災で亡 くなられた方々に哀悼

真 っ青に晴れ た空 、太陽 の光 が色鮮や かに変 る葉
つぱにあた り、キラキラまるで宝石の輝 き、風 に吹

の意を表 しました。
クラリネ ッ ト、ホルン、 ピア ノでボス トンゆか り

かれ葉 っぱが触れ合 うときお話でも してい るよ うだ、
トロン ト郊外、車で 30分 、Richmond H」 の娘 の
家 の窓か ら見 える裏庭 の風景は朝 の 目覚めを心地 よ

の奏者 による素晴 らしい演奏。災難 と不安をしば し
忘れ ることができました。
日本 の音楽評論界で第一人者である蒲生美津子先
生もご希望で出席 され、かって ヨー ロッパで盛んに

くさせ て くれ る。
この 日の午後 Richmond C.に 駐車 し、バ スで 15
分 の Fillch C.へ 、 そ こか ら地 下 鉄 で

45分 の

行われ ていたホー ム・ コンサー トをイ
方彿 させ る、 と
の素晴 らしい講評をいただ きました。演奏 の後は恒

DШdas通 りの AGO(Att Gallew Of OntanO)を
訪れ る。入 口にヘ ン リー・ ムー アの大きな彫像が訪

例により皆 さんで、懇親会の花を咲かせま した。

れ る人 を出迎 える。
トロン トは丁度 、美 しい紅葉 の季節、やは り 秋
の景色 ''(1933)を 描 いた Rere Bormard(1867

幹事

関

直彦・ 尚子

‑1977)の 作品に 目を奪われた。木 々 の葉 の活発な
音楽の会(予告)

色彩、朱 く、黄 色く、華や か な色彩 を繰 り広げて い
る。画家 の ご機嫌 な様子が感 じられ る作品である。
人 々 を楽 しませ る色彩 が画面 に広が ってい る。 い く
つ かの強烈な色 彩 の響 きあ うリズム は、 ゴ ウギャン

第 6回 定期 ホーム・ コンサー ト

の絵 を思 い起 こす。 ボナー ドの描 く景色 の 中には生
涯 の恋人マル トが描 かれて い ることが多 いが 、 この
秋 の景色にそ の姿は無 い。それ に して も心地 良い光

猛暑 の記憶 も薄れて芸術 の秋 の始ま り。 日本 ボス
トン会 の第 6固 定期ホーム・ コンサー トを下記 の要
領 で 開催 しますので、秋 の優雅 なひ と時を満喫 して
くだ さい。 当会会員である大沼岳彦 さんの ピア ノ、

が満 ち溢れてい る絵である。
酒井

典子

当会 の生 田幹事 のお嬢 さんで、最近 ヨー ロ ッパ か ら
帰国 された生田恵子 さんの ピア ノ、それ に堀子孝 英
さん のオーボエ の組み合わせ。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
九
記
日時

: 10月

9日

(日 )開 場

場所 :大 田区田園調布

4‐

11‐

2:30PM、 開演 3:00

6関 幹事宅

必要な ら地図を Faxか メール で送 ります。
会費 :¥5,500(高 校生以下¥4,500)
締 切 :10月 6日

申込 : 関幹 事 ま で
[[i言

舌:03‑6459‑7553 Fax:03‑6459‑7554

E。 メ ー ル :ユ 盤 壁 菫 藝 壁 聾 .bi曇 塾 鐘 詮 曇

秋 の景色"(1933)
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懇親 ゴル フ会報告 。予告
)、 すば らしい天気
ゴ
に恵まれた川崎国際生 田緑地 ル フ場 で 12名 が

̲El三

10月 11日

杢:■

4:II:旦 ̲≦:≧ ̲1̲垂 :」 ::11̲][̲」 :と =Ω

」
ヨ

̲̀:[三 :延 ]∠:≧:型

堕
:

'壺
日頃、 日本 LET会 の活動にご支援を賜 り、心か
ら御礼を申 し上げます。
さて、本年 2011年 は、母校 MITの 創 立 150周 年

参加 して開催 されま した。
結果は吉 田久夫 さん の 2度 目の優勝 で した。
2.秋 期 ゴル フ懇親会は下記 の通 り行 い ます。

① 日時 :11月 17日 (木)午 前 8:33イ ンコース
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支
払い下さいの このゴルフ場はカー ドは使用できま

に当た り、母校では数多 くの催 しが行われてお りま
す。一方、 日本 Mr会 も米国外 の同窓会 として初
めて設 立 され、今年で 100周 年を迎 えま した。
この言
己念すべ き年を祝 うために、母校 よりSusan
Hocltteld学 長をお迎えし、下記 の通 り式典 と記念

せ ん。

④参加費 :4,000円 、賞品代およびプレー後の表彰
式をかねたパーティの費用です。
⑤人数 :4組 16人 分を予約 してあります。
⑥プレー方法 :従 来通り、ハンディキャップ戦。

講演会を開催 いた します。
日時 :2011年 11月 11日 (金 曜 日)午 後 6時 (開 ￨ガ

5時 開場)
アークヒルズクラブ

(午 後

多 くの方 のご参加をお待ちします。

会場

申込先 :山 崎 巨

:

東京都港区赤坂 1‐ 12‑32
アーク森 ビル イース トウイ ング 37F
「岐路 3.11と 日本 の再生」
己
言 念講演会
島田晴雄氏 (千葉商科大学学長、
講師
86年 Ⅵsiting proissor)

「伝統芸能 の会」 の ご案 内
国立劇場開場 45周 年記念 「平成二十四年初春歌
舞伎公演」の観劇会を 1月 に開催 いた します。
今回は河竹黙阿弥作「通 し狂言二人吉三巴白波(さ
「奴凧廓春風(や
んにんきちさともえの しらなみ)」 。
)」

23(2011)年

士)
(お 知ら式

1.春期 の懇親会は 4月 28日 (本

っこだこさとのはるかぜ

平成

会費

:

7, 000円
9, 000円

日本 M「 会正会員
非会員

島田晴雄先生は、現在、千葉商科大学学長 ・慶応
義塾大学名誉教授 で、小泉政権下で内閣特別顧問 と
してご活躍にな り、国内外に幅広 い人脈 とネ ッ トワ
ー クをお持ちで、現在 日本で最も著名 なエコノミス

で松本幸四郎ほかの出演

です。
観劇 は 1月 14日 (」 ∋正午(開 :反 )を 予定 していま
すが、準備 の都合上参加希望者は 11月 29日 まで
に幹事宛てお知 らせ下 さい。

トであられます。 日本国を愛する先生の視点から、
国際社会 の中でこれか らの 日本が進むべ き道につい
て御話 し下さる予定です。
会員各位はもとより、ご家族、ご友人 のご参加 も広

河竹黙阿弥(1816〜 1893)の 紹介
「江戸歌舞伎 の大問屋」と称 され る名作者。自ら会
心の作 と認 めた(自 波物)の 代表作 「二人吉三」な ど
:

く歓迎 いた しますので、是非お誘 い合わせの上ご来
駕賜 りたくご案内申 し上げます。
申込先 :日 本 MITイ ベ ン ト事務局

様式性・音楽性 に富む世話物を書き、江戸歌舞伎 の
粋を集 めた名作を残 した。所作事 にも円熟 した筆を
振るった、「奴凧廓春風」が絶筆 になった。

<非 会員 の方 の登録方法>

お問合先 :吉野静子

お名前 (日 ・英)(例 :佐 藤太郎、Ttto SATO)
所属 or学校名 、連絡先 (メ ール ア ドレス、電話#)

滝沢典之

名古屋 ボス トン美術館展覧会 のお知 らせ
2011年 9月 17日 (土 )〜 2012年 2月 19日
会期 :
「恋す る静物 静物画 の世界」
テー マ :
主要展示品 :セ ザ ンヌ 、ル ノワール 、 マネ

(日

)

絵 画 作 品 に加 えて 、 陶 磁 器 、 工 芸 品
平 日午前 10時 〜午後 7時 、土 。日・祝・休 日午前 10時 〜午後 5時
入館 は閉館 時 間 の 30分 前 まで 。 体館 日 :月 曜 日(祝 日・ 振替休 日はそ の 翌 日)(年 末 。年 始体館 )
開館時間:

お 問合 先

:

名 古屋 ボ ス トン美術館

名 古 屋市 中 区金 山
11
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23(2011)年

10月 11日

第 71回 幹事会記録

第 70.回 幹 事 会 記 録

日時 : 2011年 9月 20日 (火)午 後 6時 半〜9時

日時 : 2011年 6月 10日 (4'午後 6時 半〜8時 半
場所 :新 宿サ ミットクラブ 23名 出席。
*法 眼健作会長挨拶。
明治大学において 4月 から学生 75人 に講義をし
ている。ベ トナム戦争やケネディ大統領を知って

場所

:

新宿サ ミッ トクラブ

23名 出席

*法 眼会長挨拶 :東 日本大震災により留学生 、オー
トレースの レーサーなど、近隣諸国以外 の国か ら
の学生、参加者 の来 日が減 ってい る。国 としての
安全宣言が必要である。 日本 の地震からの復興は

いる学生が少ない、 しかし今回の大震災を機 に学
生の考え方が変わってきた。
*長 島雅則次期会長候補挨拶

政治の復興 と一体をな している。 項参照)
*長 島雅則次期会長候補 :4月 に開催 を予定 した
MIT日 本同窓会の 100周 年記念事業は 11月 11
{(男 I」

MIT1 5 0周 年、MIT日 本同窓会 100周 年記念

日開催 を決定、母校 よりSusan Hockield学 長を
己念講演 「岐路 3.11と
迎え、島田晴雄先生が言
日本の再生」を英語 で講演 される。MIT関 係以外

事業は 10月 に延期 された旨報告。
*事務局報告 :新 入会員 6名 (ヒ ロ高田、中村哲也、
今脇順子、朝熊繋之、広瀬智子、吉田礼子。)
行事案内用の旗 を抜露。
*フ ィッシュ夫人東 日本大震災へのボ ランテ ィ活動

の方 の参加を歓迎する旨紹介 された。Ol項 参照)
*事務局報告 :新入会員 1人 (北 島信一。)

*近藤宣之副会長 : 今年 の総会は 11月 18日

で来 日、昼食会 の報告。 01項 参照
*「 ボス トンよ うこそ」頒布状況の報告。
)。

(49、

会場は昨年 と同 じ NEC三 田クラブ。今年 は開場
を 30分 繰 り上げ、開会を午後 6時 、終了を 8時
半 としたい旨提案があった。(別 項参照)

*HP状 況報告 :容 量の不足は 110MB増

量で対
ペ
東 日本大震災復興応援 ージの新設、
応 したこと、
の一
内容
部を更新 したことを報告。
*一 繕乃会・ アー ト・ゲー ト・プ ログラム報告。

*2012年 日本ボス トン会創立 20周 年記念行事

:

準備委員会 にて検討す ることにした。

*一 繕乃会 : ファミリーハ ウス引越 しのお手伝いこ

*美 術 と歴史の会 :河 鍋暁斎言己念館における鑑賞会

10月 17日 〜21日 、連絡先 :水 野賀弥乃。

開催 の報告。(別 項参照)。
*紅葉狩 りの会 : 開催予定候補の報告。

*紅葉狩 りの会

:(別 項参照)

仰」
項参照)
*音楽 の会 :ホ ーム・ コンサー ト開催 の報告。

(追 記 :11月 27日 、 日曜 日、国分寺市殿 ヶ谷
戸公園にて開催することになった。)
*お 花見 の会 :4月 7日 (土 ∋、又は 8日 (日 )を 予定じ
*音楽 の会 :ホ ーム・ コンサー ト10月 9日 (日 )c

御1項 参照
*ゴ ルフの会 :4月 28日 の会 の結果報告。

項参照
仰」
*ゴルフの会 :11月 17日

り1項参照)
*ハ イキングの会・ 山の会 :予 定ない と報告。

*伝統芸能 の会

*会 報発行 :原 稿 8月 末締切、10月 発行予定。
*次 回幹事会 : 9月 20日 。

*会報発行 :第 38号 は 12頁 、10月 初 め発行予定c

*お 花見の会 :東 日本大震災で中止の報告。
*ボ ス トン 日本人学生会 の記録 の現況報告。

)。

)。

l項 参照)
(本 )幌 〔

:明 年 1月

14日 (土)開 催。

御」
項参照)
これまでの業者 が閉店、扱 い業者の変更を報告こ

*次 回幹事会 : 1月 12日 (木

日本 ボ ス トン会 総会 ・ 懇 親 会 の お知 らせ
同時
場所

)。

(同 封チラシ参照)

23年 11月 18日 (金 )午 後 6時 開会 、午後 5時 半開場
NEC三 田ハ ウス芝 クラブ OR田 町駅、都営地下鉄 三 田駅下車
平成

)

港 区芝 5‑21‑7、
h 03‑5443‑1400
当 日払 い お一 人 6, 000円 /(同 伴者 5, 000円 )
会費
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
送金 方 法
口座名 「日本 ボス トン会」
普通預金 口座 番号 1578981
申込先 :日 本 ボス トン会事務局(同 封ハガキ、又 吐 壁 maiに1:⊆ ≧1』 ̲12日 まで1■

̲

お 知 らせ 下 さい 。

日本ボス トン会の活動はホームページにてご覧下 さい。 h饉詮撫 wwl坐 量l金
12

:量

e.■ 鐘錘生塾 Stoゴ

