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日本 ボス トン会が 20周 年 を迎えている。言
己念行
事 も色 々企画 されてい る。 ここでは会 の発足 を振 り
返 ってみ る。

私がボス トン 日本人会会長を引き継 いだ 1991
(平 成 9年正月、
副会長だった藤盛紀明氏が突然帰国
を表明された。私の突然で無責任な反応は 「帰国さ
れたらボス トン 日本人会の支部の ようなものをつ く
りませんか」だった。藤盛氏が 「や つてみましょ う」
と即′
座に反応 されたのが 日本ボス トン会の始ま りだ
った。
実は岩佐前会長の時ボス トンにある日本からの建
造物 の修理支援を申し込まれたのが、当時の 日本人
会では何もできなかった事が頭 の隅にあったのが、
私の突然の反応になったと思える。
当時 日本にはハーバー ド、MIT、 エール会(医者)
等が長年東京に支部をもっていたが、我 々の 目指す
会は企業を含んだボス トンに滞在 した方 々、ボス ト
ンを愛 した方 々総ての人たちの会 として発足を目指
して藤盛氏 の活動が始まった。私は高エネルギー研
究所 との共同研究で少な くとも年一回は帰国 してい
たので、多少 の支援は出来た。
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20周 年

耕一
91年 の帰国の際、前記会の代表者 との会合を藤盛
氏が企画 して帝国ホテルに集まったが、当ホテルに
診療所を持つ医師 (集 会場の責任者)の 不参加でエー
ル会以外 の人たちと話を進めた。92(平 成 4)年初
頭、 日本人学校運営委員 の土居陽夫氏の帰国で設立
準備会の活動が急速に進んだD
一方、ボス トン 日本人会役員会では顧問 (元 会長)
の反対が多 く審議が進んでいなかった。主な反対理
由は募金活動だけで支部を作る必要性だった。
同時に 日本側では、ボス トン 日本人会支部でな く、
独立 した友好団体 としての発足を 目指 していたので、
ボス トン 日本人会で も特に問題ではなか った。

日本 ボス トン会設立準備委員会世話人会(米 田、藤
盛、土居、神部、吉野)の 呼びかけで設立準備委員会
が 1992年 10月 30日 、東京工業大学大岡山キ
「我が国 と歴
ャンパ スで 55名 の参加者で開かれた。
史的にも関係の深いニ ューイ ングラン ド地方 との交
流を促進 し、 日米友好 の増進 に寄与する」事 と共に
会員相互の親睦を計る目的で 日本 ボス トン会は発足
した。

20周 年 記念行 事

(

24(2012)年 11月 10日 (土 )午 後 2時 〜午後 7時 。
NEC三 田ハ ウス芝 クラブ (JR田 町駅、都営地下鉄三 田駅下車
平成

:

5‑21‑7、
■L 03‑5443‑1400
午後 2時 半開始 (予 定)

)

港 区芝

記念講演 :
記念 出版披露

顧問 吉野耕 一(初 代代表幹事)
: 会報掲載寄稿文・合本
「フェ ノ ロサ 、 ビゲ ロ ウと三井寺」
山 口静 一埼 玉 大学名誉教授、前名古屋 ボス トン美術館長
・
パ
ー
:
ティ
総会 記念
午後 5時 開始 (予 定)
日本 ボス トン会 の活動 はホームペ ー ジにて ご覧下 さい。壁:菫 :症墨:==量:座 曇盤
慮:止 上∞墨型
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紅葉狩 りの会 (11月

27日

平成

24(2012)年

3月 8日

国分寺釈近 く!こ ある独立行政法人 「情報通信研
究機構」の広報担当の女性 丹ア ドバイスをもと
に、藤盛拳
事が事前￨こ 下見をして決めただけあ
ヤ
って、料理もおい しく、気持ちのよい食事会 と
なった。
‐ な細:こ 位置する醤室か らの眺が すぱ らしい
と母ことだったが、人数 嬌i多 す ぎて置奎:こ :■ λ

)

辻 篤子

2011年 度の紅葉を見る会は、都立殿 ヶ谷
戸庭園で行われた JR国 分寺駅から歩いて 2、
一
3分 の所にある、知る人ぞ知る名園であ孔 ―
歩入れば、剛専司通 の喧曝を忘れさせる、男il世 界
のよ うな静けさ(こ 包まれるっ天候不順だった影
響か、紅葉は例年ほどではない とのことだった
が、1̲6入 の参加者は、内部の高低差 10m以
≧員を変え
上としヽう園白をそぞろ歩きながら、な

りきれず。それでも、暮れ ゆく式薫野の最色を
少 し離れ た窓:越 し:こ 楽 しみな鱒｀ら、飲み放電 の
ビールや フイ ンなどがまたたくま:こ 体義 に吸収
されていった。
食事会 では、次国の紅:葉 を見る会の需‐
催場所
ついて意見が交わされた。 ボス トン会分紅葉
狩 り,■ これまで、新宿御苑を皮佛 り:こ 、駒込
六義園、奥多摩、神奈,11七沢森公闘、小石川 後
￨こ

ての紅葉狩 りを大いに楽 しんだ。
この庭園(ま 、東京都立の文化財庭園九つの う
の
ち 一つであ り、都指定 の名勝で もある。高低
二の南縁に位置 し、立川
があるのは、納
市か ら大澤区まで 25・ .に 及ぶ 「国分寺崖線」
と呼ばれる産 の一部を利用 しているためだ。
もともと:ま 1913 (,た ]12)ど 子か ら24二 カ1
か りで、後に記 請 1鉄道副総裁 となる江 口定藤

'

楽園、￨ヨ 古詞庭園、そ して 20110年 の奥養老
渓谷と、さまざまな名所をめ ぐってきた
そろそろ 1漁 旅行を企画 しては、とい うこと
で、それぞれがこれまで:こ 訪ねた紅葉銭 所 の
中でお卸めの場所を被露 した。:東 北地方 から、
鎌倉、京都まで、さらには、成藝か らのボス ト
ン直行縫就航!こ 絡んで、ニュー イングラン ドの
紅葉 ￨こ まで話題はふ くらんだが 、結局、吉野初
による美 ヶ原高原を候補 とした〕
代会長の 様
今回 も実:ま 、美 ,原 高原の旅 を試みたのだが、
す でにホテルが一杯で取れず、次甕は早 めに手
藝己すること￨■ なっナ
L̲
散会後、駅 ビルのエ レベ ーター前で開催警だ
った青森ひぼの晨示鐸売会に吸い寄せられ、心
酔 い も手伝 ってまな板やひば油などを買
地よし｀
い込む結果†
亀 その香 りが八 甲醍の.燃 えるよ う
(l

i｀

の別邸 として作 られ、 29(昭 和 4)1年 :こ :ま 、
の孫 :こ 当たる彦弥太が買
三菱財爾の岩中
:i邸
収、以来、岩崎家の兄 として使われ てきたそ
うフ
t
その後、駅前の一等地とあって産業施設な ど
を獅発する計画が浮上 し、それに対す る住民の
反対運動が盛 り上が った としヽう。結局、都が買
い取 って、1979年 から:有科庭園 として開放
、
都内で もち
している。竹林あ り、湧き水あ り、
ユニ
ーク
い
の
っ
な回遊式
ょ と例を見な 和洋折衷
庭園である。 よくぞ残 って くれたむ/Dだ と、参
加者か ら出1蓄l実 の声が しきりだった。
食事会は、庭園か らまた 2、 3分 の移動で、
「
駅 ビル 9階 にある中華家庭料理の店 華蕪」、.

な紅葉も思職 させ、満ち足 摯た気持ちで家諄
ついた。楽 しい企画を立てて下さ′
)た 、藤‐
盛
紀明、冨美子さんご夫妻 と水軸
乃 さんに感
謝 したい。
￨こ

紅葉 狩 り ︵
殿 ヶ谷 戸 庭 園 ︶
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観桜会 のお知 らせ

第 6回 定期 ホーム 0コ ンサー ト

恒例 のお花見の会をお知 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 8日 (日 )を 予定 します。申込締め
切 りを 4月 1日 (日 )に します。
*開 催 日時 : 4月 8日 (日 )午 後 5時。
*集 合場所 : 千鳥が淵、三井アーバ ンマン
シ ョン前、
*交 通機関 :(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、 自由散策係勺1時 間
*懇 親会 : ホテルグラン ドパ レス
レス トラン(カ トレヤ)

生 田 恵子
秋 の温かい 日差 しにつつまれた 2011年 10
月 9日 (日 )午 後、関家 の定期ホーム・ コンサー
トに出演 させて頂きま した。
スイスに留学 した とき室内楽を専攻 した私は、
ピア ノのソロ曲を演奏す るのが 7〜 8年 ぶ りだっ
たため内心大い に冷や汗をかいたのです が、今回
は大沼岳彦 さん (ピ アノ)と 堀子孝英 さん (オ ー
二人の頼 も しい仲間達 と共演でき、
ボエ)と い う、
い
らし
素晴
経験を させて頂 くことができました。

)。

特に堀子 さん とご一緒 したプーランクのオーボ
エ とピアノの為のソナタは、プーランク独特の、
時に空虚で、時に重 く、そのなかにも決 して失わ
れないパ リ風 の軽妙洒脱な雰囲気がオーボエの音

6:00〜 8:00)、
千代田区飯田橋 1‑1‑1
(03‑3264‑1111)
*懇親会費 :
お一人 6, 000円 。会費
(午 後

がマ ッチ した美 しい作品で、演奏する私達 もとて
も楽 しんで演奏 してお りました。演奏後に伺 った、
オーボエの音 が秋 の空気によく合 っていて良い雰

は事前送金でお願 い します。
当日払い出 盤 型 敷 立 願四
*費 用払込先

囲気だった、との感想 もとても嬉 しいもので した。

曲の解説中に『フランスと言うと、みなさん何
を連想されますか?』 と問いかけると、即座に
『ワ
イン !』 」とお返事を返して下さる、そんなお客様

it̲̲̲

*申 し込み先 : 幹事 生 田英機

のア ッ トホー ムで温かな雰囲気にも大いに助けて
頂 いたと思 ってお ります。
もう一人の ピア ノニス ト大沼 さんが演奏 された、
佐藤彰信 さんの作品は私 も初めて聴 く曲で したが、
現代的な面 白い作品で、皆様には私の演奏 したシ
ューベル トや リス トといった、クラシ ックな作品
との コン トラス トもお楽 しみ頂けたので はないか

懇親 ゴル フ会報告 ・案内

1.秋 期の懇親会は 11月 17日 (本

と思 ってお ります。
そ して演奏会後 のビュ ッフェスタイルの懇親会。

では少ない ようです。お客様の反応をご く近 くに
に感 じられ、そ して逆に演奏家の息遣いをお客様
に直に感 じて頂ける 。・ 。こ うい う演奏会は、私
達 の ように経験がまだ多い とは言えない演奏家た
ちにとって何 よりの 「修行 の場」にな ります。
今回、演奏 のチャンス を与えてくださつた 日本
ボス トン会 の皆様、そ して何 より関様 ご夫妻 の素

すばらし
い天気に恵まれた川崎国際生田緑地 ゴルフ場で
12名 が参加 して開催されました。
結果は吉田博 さんの初優勝でした。
2.春 期 ゴルフ懇親会は下記の通 り行います。
① 日時 :4月 12日 (木 )午 前 8:47ア ウトコース
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。 このゴルフ場ではカー ドは使用
できません。
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。

晴 らしいお宅 とお心遣 いに、心か ら感謝申し上げ
たい と思 ってお ります。

多くの方のご参加生お待ちします。
申込先 :山 崎 巨

これは何よりものご褒美です !実 を言 います と、
演奏会の前に リハーサル をさせて頂 いてい るとき
か ら良いにおいが漂 つてきていて、いやが上にも
気持ちを盛 り上げてくれま した。
ホーム・ コンサー トと言 う形式はまだまだ 日本

本当にあ りが とうございま した。
3
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日本 ボ ス トン会総 会 ・懇親 会
2011年 11月 18日 (金 )開 催 、 於 NEC三 田ハ ウス芝 クラブ
日本 ンボス トン会 の第 19年 度 の総会 は、NECの 御好意 により同社 の三 田ハ ウス芝クラブにお いて 11
月 18日 午後 6時 か ら開催 されました。今年の総会には京都 か らご参加 いただいたジャメンツ・ 登三子 さん
か ら京都 ボス トン交流 の会 の活動状況 をお話いただ き、久 しぶ りにご参加 いただいた書家 の矢萩春恵先生 か
らは法眼健作会長 の 20数 年前 に戻 ったボス トン在勤時代 の思い出話が披露 され、ボス トンで共に過 ごした
ことを思い出す機会にな りま した。お陰様で会員・ グス ト41名 のご参加 をいただ きま した。 この機会にお
世話頂 いた方 々に厚 く御礼を申 し上げます。 (総 会記録参照) 幹事 近藤 宣之

俣 野善彦

生 田英機

酒巻則子

近藤夫人

藤盛夫人

関夫 人
酒 井夫 人

山崎夫人

矢萩春恵

法 眼夫 人

俣 野夫 人

日本ボ スト ン会総会 ・懇親会
二〇 一一年十 一 十九 日︵
金︶
月
︵
敬称略︶

長島雅則
土居夫人
中埜夫人
今脇夫人

幸野真士
岡崎 宏
滝沢典之
山 口静 一

藤盛紀明

広瀬智 子

当 間夫 人

関 直彦
佐藤信雄
山崎 恒
土居陽夫
棚橋征 一
法眼健作

三好 彰

茂木賢 二郎
篠 崎史 朗

吉田 博

吉 野夫 人
吉 野耕 一
ジ ャメ ンツ ・登 三 子

酒 井 一郎
佐 々木 浩 二
大沼 彦
岳
鶴 正登
朝熊滋 之

井 口武夫

近藤宣之

写真欠席

「弘法 山ハ イ キ ン グ の会 」 の ご案 内
開催 日時 :2012年 4月 1日 (日 )午 前 9時 30分 (時 間厳守 )
集 合場所 :小 田急線 鶴巻 温泉北 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
4
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伝 統芸能 の 会 、歌舞伎観劇 「二 人 吉 三 巴 白浪」「奴 凧廓 春 風 」
2012年 1月 14日 (土 曜 日)於 国立劇場
国立劇場開場 45周 年記念 「平成二十四年初春歌舞伎公演 :河 竹黙阿弥作、松本幸四郎他 の出
演 「二人吉三巴 白浪」、「奴凧廓春風」」の観劇会を ご案内 した ところ、 35名 のご参加 をいただ
きま した。
当日は午前 10時 15分 、国立劇場に隣接す る新事務所棟 3階 の会議室 に集合 し、 日本芸術
文化振興会 の茂木賢二郎理事長 (日 本 ボス トン会元会長)に ご挨拶 いただき、北潟様 の歌舞伎に
ついての レクチャー (歌 舞伎は論理的に理解す るのではな く、心の感 じるままに感性で楽 しむの
が 良い とのこ と)に 感銘 を受けました。この後、昼食 を共にした懇親会では会員相互の親睦を深
め、歌舞伎鑑賞では松本幸四郎父子孫三代 の共演 も堪能す ることができま した。前回に続 き、舞
台が眺ねた後 の舞台裏見学 ツアー も楽 しむ ことがで きま した。
茂木理事長、北潟様、河原様、吉岡様 には大変お世話 にな りま した。改 めて御礼を申 し上げま
す。次回もまた、一人でも多 くの会員 の皆様 のご参加 をお待ちしてお ります。
幹事 吉野静子、滝沢典之

土 居夫 人

中 野夫 人
俣 野善 彦

小 野途 子
広瀬智 子
酒 井直 子

酒 井夫 人

吉 野夫 人

博

俣 野夫 人

吉田

吉 田夫 人

滝 沢典 之

伝 統 芸 能 の会 国
︵
立
場
劇
︶
二〇 一二年 一月 十 四 日︵
土︶
︵
敬 称 略︶

ヒ ロ ︒高 田

鶴 正登
中 埜岩 男

生 田英 機
篠 崎夫 人
田部 悟

吉 野耕 一
藤盛夫 人

佐 々木 浩 二

藤崎博也

直彦

篠 崎史 朗
森 平幸 一

関

徹

酒 井 一郎
蛯 名英逸
土 居 陽夫

菊池

茂 木 賢 三郎 菊 池 崇 子
藤 盛紀 明
三好 夫 人

Э

鶴 好 辻
夫
人 彰 篤
子
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Japan Societv of Boston

Dear BAJ Members,

It is a great pleasure to send all of you warm New Year greetings from Boston. lthink often
of the
friendship linking the Nihon Boston-kai and the Japan Society of Boston. our members deeply
appreciate
the friendship and support of the BAJ and we wish you well.
2011 dawned brightly, but it was soon enveloped in disaster. Japan's suffering
in the long aftermath of
the terrible events of March 11 remained in our hearts and minds throughout
the year. Everywhere in the
world, people were deeply moved bythe strength and fortitude of the people of the Sanriku
coastline of
Tohoku, and were impressed with the determination of the entire Japanese nation
to recover quickly. Such
feelings were especially strong in Boston. I am proud that so many Americans-first
the U.s. military
forces and then ordinary Americans throughout this country moved quickly
to the support of Japanese
friends' lt revealed the depth df the friendship that links ourtwo countries at every level. we know that
the sense of friendship and support is mutual, and that the people of both countries
will help each other
wholeheartedly and without hesitation in times of need.
2012 has also dawned brightly, and with it our hopes and prayers that this year
will be a much happier year
than last' There are wonderful indications that Japan and New England will grow
ever closer in the
months and years to come. This year we will celebrate the 100th anniversary
of the 1912 gift of cherry
trees from the people of Japan to the United States. Those original cherry trees
have transformed the
Potomac Basin in washington DC into a site of extraordinary beauty. This year,
new cherry trees will be
planted in manyAmerican cities, including Boston, as a symbol of the
enduringfriendship of Japanese and
Americans. The springtime will also bring to Boston a long-awaited direct link to Japan, when
Japan
Airlines inaugurates its non-stop service between Boston and Tokyo. That will
make it immeasurably
easier and more pleasant for Japanese visitors to come to Boston and for the people
of New England to
travel toJapan. Finally,awonderful bi-national "hero"
-BobbyValentine-hasjustarrivedinBoston,and
his presence here will transform not only the Boston Red sox but will
also be another strong kizuno or bond
of friendship between Boston and Japan. Last week, the Japan society of Boston
hosted a reception to
welcome Bobby to Boston, and he spoke movingly about his experiences in Japan
and his deep affection for
the Japanese people. I wish all of you could have attended that wonderful evening with
Bobby valentine
at Fenway Park.

Continuedon Page

6

T

日本 ボ ス トン会会報 (The Boston Association Of Japan)#39

平成 24(2012)年 3月 8日

マ サ チ ュ ーセ ッ ツ州 と桜 の こ と
日本 ボス トン会会長
私 が総領事 と してボ ス トンに着任 したのが
1989年 1月 末のことであった。当時の知事
はマイケル・デ ュカキス氏で、御存 じのとお り
大統領選挙 でジ ョージ・H・ ブ ッシュ氏 と争 っ
た人物である。そ の頃は、もう地方政治家 に戻
っていて 「日本側 は毎年 、桜 の本を沢山寄附 し
て くれるのが嬉 しい」等述べていた。
谷 口禎一総領事 (故 人)が 日本 のある文化交流
財団 とともに始めた桜 の苗木 の寄贈は、既に 4
年 を過 ぎてお り、一つの人気行事になっていた。
もちろん春 の寄贈式 には知事 さんが夫妻 で
出てくれた。デ ュカキス氏 の後 の知事はウイ リ
アム・ ウエル ド氏で、この人は共和党、マサチ
ューセ ッツ州 の名門の人物であった。奥様が大
の 中国研究者 で、また 日本 について も博識 の方
であった。ウエル ド氏は一時将来 の大統領候補
とも言われた人であったが、共和党の人間 とし
ては リベ ラル過 ぎた由で、結局はいつの間 にか
政治 の世界 か ら姿 を消 した。この人 も桜 の植樹
式には必ず奥様 と出席 した。桜 とい う美 しい 日
本 の優 しさを代表す る花 を誰 しもが愛す るの
である。
それか ら 10年 近 く経 った。私はニュー ヨー

法眼健作
着任後 アメ リカ大使 に挨拶 に行 った。そこに
居 たのはポール・セル ッチ大使、元マサチ ュー
セ ッツ州副知事であった。セル ッチ氏は ウエル
ド知事 の下で副知事で、総領事 であった私 と仲
良 しだった。ポールは 「ウエル ドの後に自分が
当選 して知事になった。同期 がテキサ スのジョ
ージ 。W・ ブ ッシュで、彼 が大統領 になったの
で、頼 まれて大使 としてカナダに来た」とのこ
とであった。私 にとつては誠 に有 り難 い展開で、
旧知 の人物 がアメ リカの大使 とい うことで、在
任 中は色 々な面で助 かった。ボス トン当時の話
になると桜 の話になることもあった。
桜 のことに話 が及ぶ と、誰でも機嫌が良 くな
リスマイルで ある。 ただ一つ心残 りなことは、
寄贈先 がマサチ ューセ ッツ州であるので、知事
さんは受け取 った苗木を州全体に配布する。
そ うす ると、ボス トンに残 るのは限 られた本
数 になるので、一か所 にま とめて植 える効果 に
比べ ると薄 くなる。だか ら仲 々 ワシン トンのタ
イ ドル・ベースンのよ うにはな らない。 これが
唯一の リグ レッ トではあるが、見方を変えれば、
この美 しい花 がマ サチ ューセ ッツ全体で咲 い
てい るので ある。 これ こそま さに Healt to
Healt外 交であると考 える。

クで国連 の事務次長 を 3年 間勤めた後、大使 と
してカナダに赴任 した。

2 0 L 2 New Year Message to Members of the Nihon Boston Kai
Continued from Page 6
The Japan Society of Boston's gala Annual Dinner, on April 78,2012, will highlight a "Sakura 100 Festival"

that will symbolize many of our ties of friendship. I am delighted, and honored, to announce that the
keynote speaker at the Annual Dinner will be Dr. Kazuo lnamori,.lapan's visionary business leader who

is

currently Chairman of Japan Airlines, alongside his continuing responsibilities at Kyocera and KDDI. At the
Annual Dinner we will also honor Ms. Wakako Tsuchida, the legendary wheelchair marathoner who has
won the women's wheelchair Boston Marathon annually for the past five years. The Annual Dinner will be
a truly festive event on April 18, and I hope some of you may be able to attend.
I hope that 2012 will bring many opportunities for our members to meet, either in Boston orJapan. We
look forward to welcoming you here! With prayers for your continued health and good fortune in the
months and years to come, and with warm wishes that we will meet again soon,

Yours sincerely,

ι

Peter M. Grilli
President
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フ ェ ノ ロサ、 ビゲ ロ ウ と三 井 寺法 明院 (X)
山 口 静一
42】 遺骨の軍艦移送説
【

を営んでいた加藤八十太郎だったとい うことです。
岡田氏の詳細な説明にたい し、ウオ ッ トリー夫人
は長年にわたる誤解 が是正 された ことを率直に感謝
してきま した。岡田氏は更にロン ドンの出版社気付
けでパ ウン ドにも手紙 を送 ります。パ ウン ドは戦時

フェノロサの復権を願 う余 り、メア リには他にも
幾つかの誇張 した表現があ ります。一つは帰国後の
フェノロサが コロンビア大学教授 として比較文学を
講 じた、とフェノロサ遺著 の序文に記 したことで、

中スイスから反米放送を行 ったことで戦犯 に指名 さ
れる惧れ があ り、友人たちによつて精神病院 に匿わ
れてい るとの情報 もあって居所不明で したが、予想
に反 しイタリアのテ ィロロか ら丁重な返事が届 きま

これは後 に十三回忌に東京美術学校に建 て られた碑
文にも明記 されて しまいま したが、その事実はあり
ません。 この遺骨移送もその類 いで、 日本政府が遺

した。パウン ドも『能楽』再版の際は当該箇所を是
正する、と記していますが、これは実現しておりま
せん。

体を引き取 るために軍艦を派遣 した話 です。 これは
メア リか らフェノロサ遺稿 を譲 り受けた詩人エズ
ラ・パ ウン ド(E=aP∝ nd、 1885‑1972)が 1916年
フェノロサ と共著の形で出版 した『能楽』(̀Noh'
or Accomphhment)の 序文に述べ られてお り、

『 日本古書通信』
以上は矢野峰人が事 の顛i末 を雑誌
した一文の概略です。
8月
39年
筆者
)に
寄稿
号
(昭 和
「
はそれでも軍艦説にこだわ り、 ウラジオあた りに停

メア リからの間き書きで した。

卸監か駆逐艦が好意的に運んでくれたの
泊 していた石
ではあるまいか」 と結んでいます。

この箇所を、著名 な英文学者矢野峰人博士が洋 々
社刊『 日米文化交渉史』 の一冊『 学芸風俗篇』に紹
介 したのは昭和 30年 です。4年 後博士は宝塚在住 の
岡田友次 とい う人か ら「フェノロサの遺骨を迎える

己念碑
43】 ハイゲー ト
墓地の言
【

ために日本政府が軍艦 を派遣 した とあるが、それは
如何なる文献 に拠 つたか」 とい う質問状を受け取 り
ま した。出典 の根拠を回答 したところ、岡田氏は折
り返 し 「それは事実に反する。遺骨は自分の友人で

亡夫一周忌追悼会に出席 しなかったメア リは、自
宅で東洋美術に関するフェノロサ草稿 の整理に没頭
していました。 亡夫 のニュー ヨー クでの連続講演

山中商会 ロン ドン支店 の社員であった者が携 え、シ
ベ リア経由で敦賀 に持 ち帰 ったものである」 と書き
送 ってきま した。実 は岡田氏は当時山中商会社員 で
ロン ドンに在 り、フェノロサの遺骨 に関するいっさ

EpOchs Of Ch」 nese and JapaneseA■ (190つ

レジメを中核に雑多な旧稿や講演草稿を選択編集 し、
「遺著」 として出版するのが 目的で した。
漸 く形を整えた原稿を携 え、 さらに訂正解読 のた
め娘アー ウイ ンを連れて来 日したのは 1910年 の
春で した。原稿 の修正は有賀長雄 と、最 も親 しかっ

いの手続きを担当した本人で した。
2年 後、 この話に興味をもった同志社大学教授衣
笠梅 二郎はアメリカのメア リ未 亡人に書を寄せ事の
真偽を質 したのですが、 メア リはすでに 1954年 に
死去 してお り、今は ウオ ッ トリー夫(ト ンs.Ⅶ hatleブ
となってい る娘のアー ウイ ンが母に代わって 「遺骨

た画家狩野友信が当た りました。
醸示し
当然法明院に墓参 したはずですが、それを言
た文書は未見です。
約 2ヵ 月の滞在の後母娘は ロ ドンに向かいます。
能楽関係 の草稿をパ ウン ドに譲渡す る話などもあ り

を山中商会 の社員がシベ リア経由で 日本に持ち帰 っ
たとい うのは嘘である」 と回答 してきたのです。衣
笠教授は このことを研究社の リーフレッ ト『英語 と

ましたが、ロン ドンでメア リが最初にや った仕事 は、
ハイゲー トの、一時埋葬 してあった場所に記念碑 を
建てることで した。
碑文は下記 の通 りです。

英文学』 に発表 します。
これを読 んだ岡田氏は、今度は直接京都 に衣笠教
授を訪ね、在来の通説 の誤 りであることを告げると
同時にウオ ッ トリー夫人に自ら手紙を書 いて事 の次

HERE FOR A BRIEF Tn4E LAY
THE BODY OF
ERNEST FRANCISCO FENOLLOSA

第を知 らせました。岡田氏によれば、実際に遺骨を
携 えて 日本 に持ち帰 ったのは当時 ロン ドンで骨董商

LOVER
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フェノロサ、 ビゲ ロウ

の宗教 ・哲学で も到達できる究極の境地であると。
しか し、とビゲ ロウは続けます。「仏教はさらにその

井寺法明院(X)続 き

POET PI]ILOSOPI― IERAND SEER,

先を見る。俗界の更に下、星空 の更に上に、両者を
包括する天空が存在す る」、そ こには「物質世界では
「物質で学 んだ理解を越 え
得ることので きない平安」

BORNAT SALE:M,WLヽ SS.FEBRUARY 18■ (1853
DIED Dヽ JLONDON

SEPTEW[BER 21前

1908.

HE RESTS NOW FOREヽ 電R,TIIROUGH TIIE LOヽ 電

る平安」がる。「無限の意志 と無限の意識 が一体化 し
た平安」この静寂 の境地こそ 《エル ヴァー ナ》であ

AND LOYヽ TY OF JAPANESE FR□ NDS,
I」

IN lIIE SPOT ⅥIIERE III]Ⅵ /1SIIED TO LIE,

る」
。これが講義 の結論 で した。果 た して一般聴衆は
理解す ることができたで しょ うか。

THE TEⅣPLI]YARDAT Ⅳ皿I)ER牝
ON TIIE SIIORES OF LAKE B3V‐ ヽJAPAN,

THE STONE IS ERECTED BY IIS

平成 24(2019年 3月 8日

「IFE
ヽ

インガ
なお 1908年 は 10月 か ら 12月 まで、
・
レ
ー
いて
8回
にわたる仏教講
ソル
クチャ に引き続

WLA:RY卜 IcNEⅡ 」FENOLLOS,生

1975年 私が初 めてハイゲー ト墓地を訪れた時、
この記念碑 は墓地 のほぼ中央、ちょうどカール・マ
ルクスの墓 の裏側 に苔む して建 っていま した。後に

義を開いたことが The H鰤 田d Crmlson"紙 に記
録 されています。(本 会会員三好彰氏よりの情報)

マルクスの墓が立派に改装 されて墓地の正面に移動
己念碑 も移 され、現在は奥の無ネ
した際 この言
尉也区に

45】 ビゲロウ、ウインズロウ、アネサキ
【

ひっそ り建 っています。
ビゲ ロウは大学だけではな くボス トンの私邸や ガ
ー ドナー夫人 の邸宅 で も しば しば仏教講話会 を催 し

441ビ ゲロウ、ハーバー ド大学で仏教を講義
【

たよ うです。

ハーバー ド大学では、卒業生ジ ョージ・インガ ソル
の遺志によ り 5000ド ルの基金で 「霊魂の不滅」を

1922年 は ビゲ ロ ウ 72歳 の年 です が、1月 か ら2
月にかけて 7回 にわたる仏教論議 の記録 が前述 ホー

テーマ に毎年 「イ ンガソル講座」が開講 され、講義
録をホー トン・ ミフリン社 か ら刊行 していま した。
1908年 、ビゲ ロウは この講座に依頼 されて仏教論を

トン・ ライブラ リー に保存 されて い ます。 タイ トル
は 「ビゲ ロ ウ仏教 ノー ト」 とあ ります が、仏教 に関
す る二人 の質問 とビゲ ロ ウの回答 を、同席 した ビゲ
ロ ウ の 秘 書 が 記 録 した も の で 、 寄 贈 者 は
MrsFredenck Whslow(後 述)で す。天台・真言

講 義 、『 仏 教 と霊 魂 の 不 滅 』 euddlusm and
lmmo瓦 』
出版 されています。かっては桜井敬
")が
の
から
徳
直接、 ちに直林敬円との文通によって研鑽
を積んでいた ビゲ ロウは、すでにアメリカにおける

の密教 のみな らず仏教全般についての ビゲ ロ ウの理
解 を示す貴重な資料です。(興味あるエ ピソー ド1件 。

日本仏教研究の第一人者 と目されていたのです。
わずか 76ペ ージに満たぬ小型本ですが、北方仏教
の説明か ら始め霊魂不滅、永遠 の生 を「涅槃」(ニ ル
ヴァー ナ)に 求める仏教 の理念を、デカル ト、エマ ソ

悲母観音像 と聖母信仰 との関連 で談たまたま狩野芳
崖 に及び、「芳崖 は売れ たが橋本雅邦は無名 だ った。

ンなど西洋思想を例にひきなが ら、 ビゲ ロウの仏教
理解 を聴衆に伝 えようと試みた講義で した。終わ り

も 20円 の月給で芳崖 を雇 い制作 させてい ま した。)
質問者 は D■W、 Mrs.W。 とのみ記 されて いますが、

の方で彼は
「分 けのぼ る麓 の道は多けれ ど同 じ高嶺 の月を

Dr.Fredettck Bradee Whsbw(1873‑193つ と夫
人 Mtty W」 iams Whslow(1875‑1970)と 思わ

見るかな」
とい う日本 の古歌を紹介 しています。一般には、宗

れます。 ドクター・ ウイ ンズ ロ ウはボス トンの著名
な 内 科 医 で ビ ゲ ロ ウ の 後 輩 。 ビ ゲ ロ ウ邸 (56

派は異なって も目指す ところは同 じ、と解釈 され る
歌 と思いますが、 ビゲ ロウは別 の捉え方を していま
す。麓 の道すなわち登攀す る山を彼は 「物質世界」
と考え、頂上は物質世界 の生んだ 「意識」によって

BeacOn Sむ eet)の す ぐ近 く(256 Cl密 endon
Street)に 住 んでい ま した。 10年 前大病 を患 った ビ

そ こでわ しは雅 邦に毎月給金 を払 っ て、作品を購入
した」 と回想 している部分 があ りますcフ ェノ ロサ

ゲ ロ ウの主治医だ ったのか も しれません。 ウイ ン ズ
ロ ウ夫人は スイ ス、 イギ リス、 フランスに留学 して
古典 ギ リシャ研究を専攻 した教養豊かな女性 で、ハ

人間が個的存在を維持 して立ち得る最高地点、「意
識」の最高形態 「多 くの求道者 が安ん じて留まる崇
高な境地」と解釈 しました。「眼下の俗界、天上の星

ー バ ー ド大 学 哲 学 教 授 サ ン タ ヤ ー ナ (George

Santayana, 1863‑1952)の 近 しい友人で した。(こ
の項、三好彰氏 のご教示 による)

空を求道者 が共に把握できる」地点、其処までは他
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ヨーガの著名な研究者で主著

zニ ノ三二L̲̲堕奎空止三二遷型型塑墨整墨匡重

ξ

YOGA― SYSTEM

NJAH''(1927)が あ ります。ウッズは霊魂
OF Rぺ ■へ
不滅をニル ヴァーナに求める ビゲ ロウを仏教研究の
師 と仰いで熱心に聴講。師か ら天台学について作成
された ノー トを託 されていま した。
前述姉崎正治 とは、か って ドイツで留学生同志 と

ビゲ ロウの回答中、 しば しばアネサ キの見解が引
用 されてい ます。東京帝国大学教授(宗教学)姉 崎正
ド 大学 日本文明講座 に
治 (1873‑1949)が ハ ーバ
客員教授 として招聘 されたのは 1913・ 14(大 正 2、 3
年)の 2年 間です。姉崎は 「日本宗教史」を本講義 と
「仏
「詩 と宗教」
して 2年 間、他 に「仏教各派の思想」
教美術 と仏教理念」などを講義 しています。後者は
ⅣTAで の出張講義で した。 ビゲ ロウは これ らの講

して知 り合 い、その後家族 ぐるみの親交を結 んでい
「ウッズの尽力
ま した。ハーバー ドヘの姉崎招聘 も、
による」ものだった と姉崎は自伝『 わが生涯』 で語
っています。関東大震災で倒壊炎上 した東京帝国大
学図書館再建 の隠れ た援助功労者 もウッズで した。
当時兼任で図書館長 だった姉崎教授は、同書で 「再

義を介 して姉崎 と接触 し質疑 を交わ したに違 いあ り
ません。

建 の寄付はウッズの周旋 に待 つ所が多かった」 と回
想 していますが、ハーバー ド大学か らの多大 な図書

461ビ ゲロウの死と法明院への分骨
【

寄贈 に加えて、ウッズの弟アーサーは図書館再建 の
建設費 400万 円を寄付 した ロ ックフェラー財団の
有力理事だったのです。姉崎 はアーサー とも熟知 の

1926年 (大 正 15年 )10月 6日 、1層 A理事 ビゲ ロ
ウは 76歳 で死去 しま した。遺言 により寄託中の美
術品はすべ て ヽ∬IAに 寄贈 されました。 フェノロサ
旧蔵品をはるかに凌 ぐ数万点のビゲ ロウ寄贈品が、
現在 Ⅳ[FA日 本美術 の中核 を成 していることは周知

間柄 でした。
ゥッズはハーバー ド大学を定年退職 したのを機 に、
今や三井寺に眠る ビゲ ロウか ら渡 された天台密教 ノ
ー トを整理出版 し、かたがた 自分 も天台学研究 に後

の事実です。

半生 を捧げるつ も りで、大人同伴来 日しま した。
1934年 (昭 和 9年 )12月 14日 のことです。
仕事 の補性を、ハーバー ド時代に
姉崎 はウッズの′

遺骸は トリニテイ教会 の儀式に則 り、ハーバー ド
大学の東方ケ ンブ リッジのマ ウン ト・ オーバ ン墓地
に葬 られま したが、遺言により天台教学の徒 にふ さ
わ しく遺体を密教の法衣で包み、左手に愛用の数珠

助手 として帯同 した矢吹慶輝(1879‑1939)と 岸本
英夫(1903‑1964)に 依頼 しま した。前者 は大正大学
学長、後者 は姉崎 の教え子 で女婿 となった若き宗教
学者、ハーバー ド留学時代 にウッズのお世話になっ

を掛けて葬 った と言 います。(D'ITAl 0 0年 史』
ビゲ ロウもまた、かねてか ら法明院への埋葬 の念
願 を山中商会 の代表山中定次郎に語 っていました。
)。

山中は関係者 の了解 と法明院 の許可を取 り付けた上、
墓石、灯籠、玉垣の築造を京都 の石材商石恒(佐 脇恒
吉郎)に 依頼、1年 後の昭和 3年 2月 16日 、分骨 と
遺品を携 えて横浜に帰着 しま した。遺品の中に敬徳
(敬 円の誤 リカう阿閣外 か ら贈 られた金襴 の袈裟や不

動明王の掛物、水晶の数珠、托鉢な どがあったこ と
を、翌 日の『 大阪朝 日新聞』は伝えています。
山中定次郎 はこの時、貧弱だったフェノロサの墓
召和 3年 4月 27日 、その
域 の改修をも併せ行い、日

た一人です。
二人の専門家はウッズに是正を依頼 した とい うビ
ゲ ロウのノー トを見て吃驚 します。 ビゲ ロウと阿閣
梨 との真剣な問答 はよく分 かるのですが、1英 語 を知
らぬ阿閣梨 と仏教 に疎 い通訳者 により、天台学 がき
わめて ミステ リヤスな信仰 となっていること、また
死後 の世界、霊魂説へ の関心が異常に強 く天台学 の
本質から外れてい ること、な どで した。 まず この部
分 の訂正か ら始めなければな りません。天台密教 に
造詣 の深い浅草寺 の清水谷恭順師が ウッズの顧間イ
t壁 ばれます。講義は 1月 中旬 か ら
ンス トラクターに〕

竣 工 とフェノロサ、 ビゲ ロウ追悼を兼ねた記念の大
茶会を催 し、招請 した故人の知己友人始 め多数 の名
士 と共にその霊を慰 めています。(『 山中定次郎伝』)

と決ま りま した。

48】 ウッズの急死 法明院の供養塔
【

471ジ ェームス ,H・ ウッズ博士のこと
【
ハ ーバー ド大学で の ビゲ ロ ウ仏教講座聴講者 のな
かに、同大学 サ ンスタ リッ ト語教授 ジェー ムス・ホ

正月の休みが終わ って 9、 10、 13日 の 3回 、
帝国 ホテルの ウッズの部屋 で天台学予備講義が、矢

ー トン・ ウッズ(JalneS HaughtOn W00dS,1864‑
1935)が いま した。絶対者 との合 一 を 目指す とい う

吹講述、岸本通訳 の形 で行 われ ます。 ウッズ を大 い
に満足 させた この予備講義 が終 わった翌 14日 の昼
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49】 おわりに
【

フェノロサ、
̲ビ ゲロウと三井寺法明院(X)続 き
過 ぎ、大学の岸本 に突然電話が入 り、ウッズ急死 の
知 らせが飛び込 んできたのです。脳卒中、 71歳 で

長 い間のご愛読 あ りが とうございま した。思 えば
2007年 5月 25日 の 日本 ボス トン会有志による

した。

法明院参拝 がキ ッカケで した。 あの時、病気を押 し
て接待 された滋野敬淳大阿閣梨 も故人 となられま し

17日 青山の トリニテ ィー教会 で告別ゴこ 姉崎正

た。
フェノロサ、 ビゲ ロウの墓 が法明院に作 られた経
緯 については、主 として旧著『 フェノロサー 日本文

治は長年にわたる交遊 を胸に秘めて弔辞を捧げ、法
華経 の一節 をサ ンスク リッ トで誦唱。桐ケ谷で火葬
されま した。
遺骨 が 日本を離れ る前にとい うことで 19日 、仏
式の葬儀が浅草寺で営まれています。友人以外に個
人 と面識 のない著名 な仏教者たち数十人が参列、異

化 の宣揚に捧げた一生』(上 下巻、1982年 、三省堂)
に拠 り、その後 の著述や蒐集 した資料によって補足
したものですが、当時 ビゲ ロウの墓域にあるウッズ

郷 で急逝 したアメリカの仏教学者 を哀悼 したことが、
岸本英夫 を感激 させます。(岸 本 'Dofessor Woods
鑓ld HB Last Ⅵst " Japan' ̀̀Halvard

の供養塔 には全 く関心があ りませんでした。 ウッズ
最後 の訪 日の事情や ビゲ ロウの仏教 ノー トの存在は、
本会会員三好彰様 のご教示 に負 う所大なるものがあ

Ap■ 1986)
1月 15日 の『東京朝日新聞』￨ま ウッズ博士の急
逝を詳 しく報 じています。末尾に 「姉崎博士の談」

ります。 この場を借 りて感謝申 し上げます。また 5
校、6校 に及ぶ修正に辛抱強 くお付 き合い頂 いた編
集 の俣野善彦様 にも謝辞 を捧げます。あ りが とうご

として 「・・・遺骨 の一部は師(ビ ゲ ロウ)の 眠 る三
井寺に葬 ろ うと、今考 えている所 です」 を載せてい
ます。

ざいま した。
書き終 えて改めて感 じるのは因縁 の不思議 さです。
ウッズが天台学に興味を持 ったキ ッカケが ビゲ ロ ウ

ウッズの一月忌、法明院 ビゲ ロウの墓域の 中に、
ビゲ ロウに寄 り添 うよ うにウッズ供養 の五輪塔 が建

だったこと、ウッズの友人姉崎正治はフェノロサの
教 え子だった井上哲次郎直系の後継者 であったこと、

て られま した。

また姉崎を継 いだ宗教学者岸本英夫 の父は、明治 3
0年 11月 フェノ ロサが東京専門学校 (現 早稲 田大
学)で 講演 した「東西文明の比較一斑」で通訳を務め

JOtFna1 0fttiaic Sttlと

es"、

た高等師範学校教授岸本能武太 だったことなど。岸
本英夫先生の講義には、私 も専攻学科は違 っていま
したが聴講 したことがあ りま した。謹厳な感 じの先
生で した。先生 の編纂 された『 明治文化史 宗教編』
(昭 和 29年)は 、神益す る所 の大きかった著作です。

2010年

9月

15日

(埼 玉大学名誉教授、前名古屋 ボス トン美術館長)

法明院

ビゲ ロ ウの墓域

名古屋ボス トン美術館 : 特別企画展「ボス トン美術館 日本美術の至宝」(予 告
2012年 6月 23日 (土 )〜 9月 17日 (月 日祝 )
前期 :
2012年 9月 29日 (土 )〜 12月 9日 (日 )
後期 :
*9月 18日 (火 )〜 9月 28日 (金 )は 展示替 えの ため休 日
間合先電話 : 052‑684‑0101

)
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日時 :2011年 11月 18日 (金 )午 後 6時 〜 8時
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

:41名
:

京都 。ジャメンツ登三子。
正登 大沼岳彦(関 直彦)
会員紹介 :広 瀬智子に島
:Ю
XЮ α:X】 Oα :X】 0(Ⅸ :ЮO【 X:ЮαXЮαiXЮα
'α
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、法眼健作会長からは 「今年は EU加 盟
遠隔地出席者

■1■ 1■

)、

:

古
司オ

国の中の財政不安による経済不安、我が国の東 日本
大震災による経済の不振などで苦 しい年で した。

場所 :新 宿サ ミッ トクラブ
出席者 :22名

*法 眼健作会長挨拶

会が増 える。

M「

の創 立 150
の創立 loo周 年

*事務局報告 : 新入会員な し。
*藤盛紀明副会長 : 第 1回 の委員会を 12月 8日
に開催、言
己念行事 と総会を 11月 10日

(土 )午 後 2

時か ら午後 7時 まで開催 したいと提案あり。
己念出版(山 口静一先生の会報寄稿の
記念講演、南

晴雄先生 (千葉商科大学学長、慶応義塾大学名誉教
授)か ら岐路 に立つ 日本にとり、現在は戦後 50年
の経済のひずみを正す必要があることを説かれた話

・グッズの制作、等々。
合本制イ
つ イベン ト
lj項
男 掲載予告記事参10。
*「 ボス トンヘようこそ」販売状況の報告。
現在の手持ち 6冊 。インターネットで情報が取れ
る時代で、
今後の販売は期待できないと報告ありc
*一 繕乃会 :「 ファミリーハ ウス」ボランティア活動
に関心のある方の参加を希望する。
*美 術 と歴史の会 :岩 崎家の静嘉堂文庫美術館(世 田
谷区)の 見学・鑑賞を企画中。(10月 予定
*紅葉狩 りの会 :美 ヶ原 10月 13〜 14日 (土〜日)

を紹介 されま した。
これまでの当会 の歴代の代表幹事、会長を務めら
れた吉野耕一顧間、茂木賢二郎顧間、佐 々木浩二顧

(〔

問からご挨拶を戴き、乾杯を鶴正登前会長にお願 い
しま した。鶴顧間は都合で ご欠席 の事務局の代わ り
に、制作 された当会の旗を掲げ披露 されました。 こ
の後、食事 と共に懇親の場に移 りました。
暫時懇談のあと、 ご参加 の方 々からそれぞれ 自己

)

予約 は半年前に申込みが必要。 目下受付 中。

:

収入之部 :(含 繰越金)

702,408円
337, 463円
支出之部 :
:
364,945円
残高(次期:繰越
̀ω
ようこそ特別会計残高 : 1, 042, 150円
ボス トン会資産 :
1, 407, 095円

(同 封チラシ参照)

*お 花見 の会 :傷 」項参照)
*音楽 の会 :ホ ーム・ コンサー トは今後 、年一 回に
したい と幸贄告。次回は 5月 20日 。 (チ ラシ参照)
*ゴルフの会 :い 」
項参照)
*ハ イキングの会 :同 封チラシ参員
0
*伝統芸能の会 : 伽l項 参照)
*会 報発行 :1月 末締切、3月 初めに発行予定。
*次 回幹事会 :6月 22日 (る い

「見
最後は、酒巻則子 さんのキーボー ドの伴奏で、
上げてごらん夜 の星」、「もみ じ」を合唱、藤盛紀明
副会長が明年は当会の 20周 年を迎えるとのご挨拶
のあと、三本締めで閉会 しました。(俣 野善彦言
D

2012年

*4月

20周 年

*長 島雅則次期会長 :卜 ET関 連 でボス トンに行 く機

周年行事に合わせた、 日本 Mr会
行事の 11月 11日 に来 日された Sttan Hocldeld学
己念パーテ ィを開催、記念講演には島田
長を迎えて言

*4月
*4月

:日 本 ボス トン会創立

行事企画が進められてい る、
宜 しくお願 い したいc

あ り、一生懸命に努力することに務め、来年が良い
年になることを祈 つている」 とご挨拶 されました。

紹介をされて、会は盛 り上が りました。
*会 計報告 :山 崎規矩子会計幹事から書面にて報告

却
日し

日時 :2012年 1月 12日 (木)午 後 6日 寺半:〜 8日寺半

我が国の人 口は現在 の 1億 2千 600万 人が、2
050年 には 9千 600万 人にな り、毎年 75万 人
以上の減少 が見込まれてい る。賢明なる日本人は、
世界のハイテクの工場 として生き延びて行 く必要が

長島雅則次期会長からは、母校

△

7ヽ

日本 ボ ス トン会 イ ベ ン ト
1日 (日 )..弘 法 山ハ イ キ ン グ *5月 20日 (日 )… .ホ ー ム ・ コ ン サ ー ト
8日 (日 )...お 花 見 の 会
*10月 13〜 14日 (土 〜日)紅 葉 狩 り(美 ヶ原 )
12日 (木 )..懇 親 ゴル フ会 *11月 10日 (土 )総 会 ・ 20周 年 記 念 行 事
12

