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この度、 日本ボス トン会 の会長 の任を仰せつか り
ま した。 よろしくお願 いいたします。
当会は創立 20周 年を超え、その活動も定着 して
きています。会員の皆様は米国のボス トンに関わ り
を持 った方 々や、ボス トンに興味のある方々です。
その方々 といろいろな活動を通 して、人のネ ットワ
ー クを広げて行 くことによ り、我 々の生活が豊かに
なるだろ うと考えます。そのために微力なが ら、お
手伝い させていただ く所存です。
私 のボス トンとの関わ りは、1974年 にマサチュー
セ ッツエ科大学Mつ の大学院に籍を置いた時に始
ま ります。実際、生活をしていた場所は、ボス トン
か らチャールス川を隔てたケンブ ッリジで した。当
己念して製作 されたホル ダーの
会 の創立 20周 年を南
表紙を飾るボス トンの景色は、まさしく MITか ら
いつ も眺めていたボス トンの街を思い起 こさせる懐
か しいものです。
私が初 めて米国に着いたのは、ニュー ヨー クで し
た。20代 半ばの若者には、そこは、ある種の恐怖感
を抱かせ る騒 々 しい所で した。然 しながらボス トン
にた どり着いた時、そ こはニュー ヨー クとは異な り
落ち着いた雰囲気で、ホッとした親 しみを覚えた記
憶 があります。
MITで は大学院生および技術助手 として 2年 半
ほど CADの 勉強をいた しました。その後、英国で
5年 間、CADの 開発に携わ ります。その CADが 日
本 で使 いたい とい う企業が現れて、 1981年 に会
社 を創 る事にな りま した。そ して私は日本 で CAD
の開発・販売 の仕事を始めて、現在に繋がっていま
九
一方、CAI)の 大きな市場である米国で も私が英
国で開発に携 わつた CADが 、80年 代に入 り実際の
設計業務に使われ始めました。その当時、全米一の
公共工事 といわれた、ボス トン市の Cen缶」A樋 7
and Tuimel Proje凛 通称 Big Dl」 で、この CADが

拶
雅則

←念会における就任挨拶)
採用 されました。それまでボス トンの街を分断 して
いた幅の広い高架の 自動車道が地下に移 されたので、
ウォーターフロン トか ら街の中心まで、一体感のあ
る綺麗な街に生まれ変わ りました。 この大きな図面
が弊社内に飾 られていましたが、やがて倉庫にしま
われて、そ して 2、 3年前に倉庫 のスペースの整理
のため、この図面を廃棄するこ とにな りま した。私
としては捨てることが出来ず、思案の結果、自宅の
ガ レージの壁に飾 っています。我ながら、良いスペ
ースを見つけたと悦に入っています。ttj掲 、P‑19)
さて、この 2、 3年 はボス トンを訪れる機会が増
えそ うです。それは、MIT Ahm五 Ass∝lattnの

lbm Boadヽ lember(2012Jdy‑2015J■me)を
仰せ つかったか らです。 四半期毎 の会議 (3回 は
MITで 、あとの 1回 は米国各地で行われます)に 米
国を訪れる予定です。今年は、3月 (シ カ ゴでの会
議),4月 、6月 、9月 、12月 に Mrを 訪れる予定
です。
これから2年 ほど、会長 として皆様のお役に立て
ることを願 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
お花 見 の会 (日 黒川)。 ・・ 4月 6日 (土 )
音楽 の会 (ホ ーム コンサー ト)6月 2日 (土 )
美術 と歴 史 の会 ・・・・・4月 25日 (木 )
幹事会 ・・・・・・・・・ 6月 14日 (金 )
ゴル フの 会 ・
4月 25日 (木 )
総 会 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11月 15日 (金 )
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日本 ボ ス トン会創 立 20周 年記念行事報告
(土 )午 後 2時 30分 〜 7時 30分
於 NEC三 田ハ ウス芝倶楽部

2012年 11月 10日
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ご参加 をい ただいた方 々の ご賛 同をい ただ き、発足 してか ら 20年 が経過 した記念す べ き
節 目を迎 える時期 になってお りま した。
幸 い 、多数 の発足以来 の会員 の ご参加 をい ただき、恙 な く記念行事 を終 えることがで き
ま した。 この記念 までに、 20周 年記念特集号をお届 け します。 これ までの ご支援 に感謝
を申 し上げ、今後 とも変わ らぬ ご支援 のほ どをお願 いい た します。

日本ボ スト ン会総会記念写真︵
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日本 ボ ス トン会創 立 20周 年記念行事 開催 にあた り
2011年 12月 8日 に 20周 年記念行事 を開催す る委員会 を開催 して準備 を始 めま
した。思 い起 こせ ば、1992年 10月 30日 に 日本ボ ス トン会設 立準備委員会 を開催 し、
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日本 ボ ス トン会 20周 年記念 式 典 ・ パ ー テ ィ式 次第

2012年 11月 10日 (土

第

)

記念式典 14時 30分 〜 16時 30分
1.開 会
司会 副 会 長 藤 盛 紀 明
2.挨 拶
法眼健 作
会長
3.祝 電披露
4.会 の歩 み
副会長 土居 陽夫
5。 記念 出版報告 「三 井寺 に眠 る フェノ ロサ と ビゲ ロ ウの物語」
山 口静 一
会員
「大気汚染 の嘘 と本 当」
6.記 念講演
吉野耕 一
顧問
鶴 正登
挨拶
顧問
17時 〜 19時 30分
念 パ ー テイ ー 兼総会
司会 副 会長 近藤 宣 之
・ 乾杯
井 口武 夫
顧問
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「ボ ス トンヘ よ うこそ」頒布 を終 了 して

eY

第 1部 の記念講演 か ら一転 して賑や かな第 2部 と
な り、司会者 としてもなるべ く多 くの方か らご挨拶
や ご報告 をしていただ くよ うに努 めま した。途 中で

ボ ス トン 日本人会婦人部 が 作成 し発行 した生活ガ
イ ドブ ック、「ボ ス トンヘ よ うこそ」 を 日本 国内 で

20年 にわた り頒布 してきま した。
お蔭 さまで好評 を博 し、合計 1, 000冊 以 上 を
ボス :ト ン地域 へ赴任 、留学 され る方 々 にお届 け して

短 く切 り上げていただ くよ う、失礼な ことも申 し上
げま したがお許 し下 さい。
最後はプ ロの酒巻則子会員 の演奏 と指導 で、皆で

きま した。 当会 へ の外部収入 ともな り、運営上 にも

歌 うと言 う盛 り上が りもあ り、 20周 年 の祝 い をし
め くくることがで きま した。
副会 長

長 島雅 則
酒巻則子

貢献 させた ことは幸 いで した。在庫 もな くな りま し
たので 、20周 年 を機 に終了 させ ていただ きま した。

幹事 近藤百合子

近藤 宣 之
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日本 ボ ス トン会創 立 20周 年 記 念行 事 に 寄 せ られ たお 祝 辞
日本ボ ス ト会会長
法眼健作様
同会会員 の皆様

この度、 日本 ボス トン会 の設 立 20周 年にあ
た り、心よりお慶びを申し上げます。皆様方 は、
この地 と深 い関係 をお持ちにな り、 日 。ボス ト
ン、日米関係 の促進に努力 されてお り、深甚な
る敬意を表明させていただきます。
日本ボス トン会 の一層 のご発展 と皆様方 の
ご健勝 をお祈 り申し上げます。
平成 24年 11月 10日
在 ボス トン 日本国総領事
武藤

顕

日本 ボス トン会 創 立 20周 年 おめで と う御
座 います。ボス トン 日本人会 の中塚久生 と申し
ます。
2012年 が創 立 20周 年 とのこと、改 めておめ
で とうございます。
我 々ボス トン 日本人会 も創 立 50年 を超 え
てお ります。日本 ボス トン会 の皆様 の中には 日
本人会 にご尽力 された諸先輩 の方 々がた くさ
んい らっしゃると思います。この場をお借 りし
て、今迄 のご苦労に感謝 したい と思います。
と言い ます のが、こ う言 ったNPO活 動をボ
ンテ
ラ
ィアで継続 させ るには関係者 の一致協
力 と会員 の皆様 のご理解 があつてのこと。
私は今、日本人会を末永 く継続 させ る責任 を
強 く感 じてお ります。皆様 のご指導頂きなが ら
精一杯努力 して参 る所存で御座 います。
今後 とも宜 しくお願 い致 します。
,

日本 ボス トン会 の皆様

11. 10. 2012

このたびは 日本 ボス トン会創 立 20周 年記
念式典 の開催 、ま ことにおめで と うござい ま
‐
ト
ン○

ボ ス トン 日本 人会

会長

私は昨年一月か ら先月まで、在 ボス トンに 日
本国総領事 の職務を勤めてお りま した。約 二十
ヶ月間の短い期間ではあ りましたが、東 日本大
震災の発生 と引きも切 らぬ対 日支援、日米桜交
流百周年、成 田 。ボス トン間の直通便就航等、
さまざまな事がございま した。
そ うした中で折に触れて、ボス トンの方 々の
日本 に対す る暖かい思いに励まされ、また これ
まで積み重 ね られてきた彼我 の交流 の豊 か さ
に感銘 を受けま した。現在 の 日本 とニ ューイ ン
グラン ドとの実 りある関係は、まさに本 日お集
ま りの皆様方 のご尽力によるものであ り、改め
て心より敬意を表 した く存 じます。
日・ニュー イ ン グラン ド関係 の さらなる進
展、日本 ボス トン会 の一層 のご発展 と会員 の皆
様 のご健勝、 ご活躍をお祈 り申し上げます。

中塚 久

日本 ボ ス トン会 の皆様

本 国は創 立 20周 年記念式典 の開催、誠に
おめで とうございます。
ボス トン 日本語学校 で昨年度 か ら校長 を し
てお ります中川 と申します。本校 も 1975年 6
月に開校 して 38年 目を迎 え、ここ数年 700名
を超える子 どもたちが学んでいます。創 立当時
か ら、大変お世話になった皆様 も会場にい らっ
しゃることと存 じます。
皆様 のご尽力のおかげで、今 、子 どもたちが
本校 で学ぶ ことがで きます。心より感謝 申 し上
げます。
本校 で学ぶ子 どもたちが世界 中で活躍 して
くれ る日を夢見て、ボス トン 日本語学校 を発展
させて参 ります。今後 とも、変 わらぬご支援を
よろしくお願 いいた します。
日本 ボス トン会 の さらなるご発展、会員 の皆
様 のご活躍、 ご健勝を祈念 してお ります。

外務省欧州局参事官 引原毅
(前 在 ボス トン 日本 国総領事 )

ボ ス トン 日本語学校
第 13代校長 中川 豊 巳
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日本 ボ ス トン会創 立 20周 年記念行事 に寄せ られ たお祝辞
THE JAPAN SOCIETY OF BOSTON
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(1)ctober 12, 2012
Dear Nlember of the BostonAssociation of Japan

It is a great pleasure to send you congratulation on the twenheth arrriversary of

the

establishment of the Boston Association of Japan (BAJ) .Your friends in Boston are delighted that the BAJ
exists and that it has reached this milestone in its history.
I very much wish I cor-rld be with you in Tokyo on November 10 to attend BAJ's 20th Anniversary
Party. Hower,'er, I have just returned to Boston from several weeks in Japan and it is not possible for me to
go back to Japan so soon. I was delighted to meet a mrmber of BAJ members in Tokyo recently, when I gave
a talk about the history of the Japan Society at the Haward Ciub of Japan.
It is a pleasure to know that all of you retain strong good memories of your personal experiences in
Boston and that you share such memories at the regular meetings of the BAJ. Please be assured that we at
the Japan Society of Boston enjoy exchanging news and irrformation with you in order to continue
strengthening positive ties of friendship between Boston and Japan. Through our mutual efforts, I am
certain that the relationship of Boston and Japan will continue to expand and grow ever stronger in the
years to come.

Tha* you for your

filendship, and warrnest congratulations again on the occasion of the

20th

Anniversary of the BostonAssociation of Japan!
Yours sincerely,
(signed)

Peter M.

Griilli

President

「日本 ボス トン会創 立 20周 年をお祝 い して」
日本 ボス トン会がこのほど創立 20周 年をお迎えにな りま したこと、心か らお慶びお祝い申し上げます。
私共の名古屋 ボス トン美術館は米国 。ボス トン美術強官の姉 :官 として 1999年 に設立以来、日米文化交流の
'薦 では、現在、あたかも 「ボス トン美術館
日
重要拠点の役割を果たすべ く活動を続けて参 りま した。 当館
本美術の至宝展」を開催中であ ります。
すでに東京 国立博物館 で開催 されました東京展で ご覧いただいた方 も多いことと存 じます が、フェノロ
サ、ビゲローなどが岡倉天心の手を借 り、明治 10年 代か ら収集を始めま した優れた多 くの 日本美術 の中か
ら国宝 。重要文化財級 の名品を選 りす ぐってご覧 に入れ る里帰 り展であ ります。 ことに曽我粛 自の巨大な
「雲龍図」は 日本初公開であ り、言葉 に尽 くし難 い迫力 をもって、私 たちに日本美術 のす ごさを再認識 さ
せてくれてお ります。おかげさまで名古屋でもすでに 20万 人を超える観客が来館 されま した。
去る 9月 24日 にボス トン美術館 を支える財団の理事会に列席 して来ま した。日本お よび当館 に寄せてい
ただいてい る期待 と友情の深 さをじかに感 じて帰 って参 りま した。それに応 えられるように、 これか らも
努力 してゆきたいと念願いたしてお りますので、 よろしくお願 いいた します。
学術 と共に芸術文化 の香 り高いボス トンに深 いかかわ りをお持ちの皆様方 の絆がますます年輪を重ね ら
れますことを心か らお祈 りしてお祝 いの言葉 とさせていただきます。
この度はま ことにおめで とうございました。
名古屋 ボス トン美術館 館長 馬場駿吉

5

日本ボ ス トン会会報 (The Boston Assoclation Of Japan)#41

平成 25(2013)年 3月 4日

日本 ボ ス トン会創 立 20周 年記念行事報告

日本 ボ ス トン会 20年 の歩み
1992年 春、ボス トン駐在か ら帰国する時
に、当時のボス トン 日本人会会長 の吉野耕一先
生から、先 に帰国された清水建設 の藤盛紀明 さ
んを助けてボス トン 日本人会 と連携す る会 を
日本で立ち上げて欲 しい とのお話があ りま し
た。同年夏、′
藤盛 さんが呼び掛けられ、米田隆
一 さん、神部信幸 さん、土居が集 ま り設 立の準
備 を始めました。
同年 10月 30日 に東京工業大学大岡山キャン
パ スの 100年記念館で、55名 のご参加 を得 て
日本 ボス トン会設立準備委員会を開催 し、会 の
設 立のご承認を頂き、日本 ボス トン会はスター
トしました。

1993年 4月 に会報第 1号 を発行 し、同年 10
月 18日 に第 1回 の総会を NEC三 田ハ ウス芝
倶楽部にて開催 しま した。4回 の幹事会 に加 え、

「講演 と音楽のタベ」をハーバー ド大学准教授
の柳沢幸雄先生 の講演 とニ ューイ ングラン ド
音楽院大学院 を卒業 された松岡英子 さんの ピ
アノ演奏で行 いま した。また、ボス トン 日本人
会婦人部編集 の「ボス トンヘ よ うこそ」の販売、
年 2回 の会報 の発行を行 い、会員数は 84家 族
とな りました。

翌 1994年 には、代表幹事を初代 の吉野先生
か らボス トン初代総領事であられた井 口武夫
大使にバ トンタ ッチ され 、「ボス トン桜 の本植
樹 10周 年 」協賛 寄附 、 日露戦争 ゆ か りの
「ウエ ン トワースホテル保存」ヘ
ポーツマス 。
の寄付を行 い、ボス トンか らの派遣教員 のホー
ムステイを会員 の酒井 ―郎 さん宅で 引き受 け
て頂きま した。会員数は 102家 族 とな りました。

1995年 にはボ ス トン 日本語学校創設 20周 年
募金 寄付 に協賛 し、帰国 され た会員 か らの寄付
を受 け付 ける窓 口を創設 しま した。同年秋 には
レデ ィ ース会 がボ ス トンヘ のツ アー を企画 し、
20周 年記念 寄附金 を同校 に届 けま した。
そ の後 、年 1回 の総会 、年

2回 の会報発行 、
6

日本 ボス トン会歴代会長 の リス ト
初代

吉野耕 ‑

第 2代

第 6代

1994年 11月 か ら。
藤崎博也 1996年 11月 か ら。
高木政晃 1998年 11月 か ら。
茂木賢二郎 2000年 11月 か ら。
井 口武夫 2002年 11月 か ら。

第 7代

佐 々木浩二

第 8代

鶴

第 9代

山村

第 10代

鶴 正登

第 11代

法 眼健 作

第 12代

長島雅貝11 2012年 11月 か ら。

第 3代
第 4代
第 5代

1992年

10月 か ら。

井 口武夫

正登
章

2004年

11月 か ら。

2006年 11月 か ら。
2008年 11月 か ら。
2009年 11月 か ら。
2010年 11月 か ら。

ボス トン 日本人会婦人部 の"日 本里帰 リツア
ー"の 御―行を当会 の集 いにお招きす るとか、
岡倉天心六角堂へ のツアー、「日本 。ニューイ
ングラン ド交流 の記録」の発行、北海道マサチ
ューセ ッツ協会 との懇親 、ボス トンポ ップス・
エ ス プラネ ー ドオー ケ ス トラの コンサー ト開
催、名古屋 ボス トン美術館訪問等 とワーキング
グル ー プ主体で各種イベ ン トを行 って きま し
た。昨年 も、歌舞伎鑑 賞、お花見、弘法山ハイ
キング、ゴルフ、ジャズ コンサー ト、紅葉狩 り、
美術 と歴史を求め静嘉堂訪間、20周 年記念 パ
ーテ ィ と各種活動を行 っています。
また、1908年 か ら 1953年 までの間にボス ト
ン 日本人学生が書 き継 いだ 4冊 の ノー トを三
好彰幹事が調査 し、当会のホーム・ペー ジに報
告を載せています。
尚、 日本 ボス トン会 の活動 は、ホーム・ペ ー
ジ担 当 の 吉 田博幹 事 が 纏 め られ た 20年 分 の
日本 ボ ス トン会活動年表が HPに 掲載 され て い
ます。そち らをご参照 いいただ ければ幸 い です。

発足以来、会長 の任期 は 2年 としてお願 い し
てきま した9」 表参照 今年 の総会で会長は 12
代 目の長島雅則 さん とな り、会員数は 179家 族
となっています。
)。

土居 陽夫

記
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日本ボ ス トン会 20周 年記念講演 (要 旨)

フェノロサ とビゲ ロウ
山口 静
の追悼文で岡倉天心が述べているように、フェノロ
サをして名を成 さしめたのは実はビゲロウで した。
フェノロサの美術運動を経済的に援助 したばか りか、
友人ウエル ドにフェ ノロサ蒐集絵画を購入 させてボ

本誌連載記事を増補 し小著『 三井寺に眠るフェノ
ロサとビゲロウの物語』を出版 させていただきまし
たが、創立 20周 年記念行事の一環として講演の機
会を与えてられましたこと、まことに光栄の至 りで
あります。

ス トン美体預官 (MFA)に 遺贈 させ、同館に日本美

フェノロサは美術関係のみ喧伝 されてお りますが、

術部を新設 して帰国後 のフェノロサをキュレー ター
に着任 させたのもビゲ ロウの斡旋 によるものでした。
その上MFA理 事 となって 自ら蒐集 した数万点にの
ぼる多様な文化財 (絵画、彫刻、刀剣、陶磁器、漆

12年 間の在 日生活を終えて帰国 した時、日本を手本
にアメリカ社会を改革 しよ うとい う抱負を手記に残
しています。同胞意識 と犠牲的精神、平和 と寛容、
協調 と人類愛に象徴される菩薩の′
L― ― これが 日本
人の特性だと言 うのです い ささか面映 ゆい感 じで

器、根付、衣装、古書籍 など)を 寄贈 し、MFAを
世界に冠たる日本美術の宝庫としたのもビゲ ロウで

すが、明治の日本には外国人にそ う感 じさせるもの
があったのでしょう力、 或いは強烈な自己主張に貫

明治政府は ビゲ ロウに動 3等 旭 日章を授与 しまし
た。動記は日本美術を世界に紹介 した功績を称えて
います。明治の 日本人は国際的視野が広かったよ う

した。

￨。

かれて異民族を排除 し続ける西洋を暗に推畔 したの
か もしれません。
やがてその熱意は東西融合の思想へ と展開 し、帰
￨」

で、現在のよ うに文化財を流出させたとい うような
近視眼的な見方をしていません。

国後 3年 目のシカ ゴ万博に合わせて刊行 された詩集
『 EAST AND WEST』 に結実することにな りま
す。その経緯は概ね レジメのとお りです御」
項参月
0。
西洋 の男性的力 と東洋 の女性的な美、これが美術 と
宗教すなわち美 と愛を媒酌人 として結婚 し一体 とな
った新世界の実現すそれがフェノロサの理想でした。
今回の講演では、冒頭 ウイ リアム・ S。 ビゲ ロウ
の事績を紹介 しました。 ビゲ ロゥはフェノロサの蔭
に隠れた ように思われた存在で したが、フェノロサ

:

学者でMIT創 設に関わったとい う、生粋の名門ボ
ス トニアンでした ウイ リアム 。S。 ビゲ ロウこそ
日本 とボス トンを結ぶ もっとも重要な人物だった と
いって過言ではない と思います。
(埼 玉大学名誉教授、前名古屋ボス

日本 ボス トン会創 立 20周 年記念行事 (2012年 11月

フ ェ ノ ロサ

フェノロサはスペイ ン系の二世、モースはメイン
州ポー トラン ド出身で したが、 ビゲ ロウは父ヘ ン リ
ーがハーバー ド大学医学部教授で大統領侍医、祖父
ジエイ コブ もハーバー ドで医学 と生物学を教 えた医

10日

トン美術館館ず
∋

開催)

東 西 融 合 の 思想 (レ ジ メ )

1 1901年 フェ ノロサ手記

山 口 静一
Houghton Libraryフ ェノロサ資料bMS Am1759.2(60)

ボ ス トン美術館 での 5年 間、 フェノロサ は 日本文化 。日本 美術 の 宣揚 に 目覚 ま しい業績 をあ
げた。 美術館就任 の 翌年す なわち 1891年 5月 1日 の 日付 で 、
彼 は将来 の抱負 を綴 った手記 (全
12章 、 ノー トブ ック 4ペ ー ジ)を 書 き残 してい る。

自分は極東 の古 い文化に共感を持つたが、アメ リカ人 としてアメリカ文化 の向上に寄与 し
たい。個性 と社会 との調和を図 り、美術を社会機能の重要な要素たらしめるには自分が最適
任 であると自負 している、
第 12章 梗概
美術家の能力 といえども政治的、経済的現実に左右 されるのは当然で、現実に背馳 した美
術 の発展は考えられ ぬが、それに して もアメリカ国民一般 の美術的無関心さを黙視すること
はできない。彼 らに適切な美術教育を施 し、新 しい意識 の社会を作 り出す ことによって、少
7
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フェノロサ : 東西融合の思想(つ づき)
なくともアメ リカの都市や住宅をもっ と美的 なものに しよ う。その規範は 日本人の美的感覚にあ
同胞意識 と犠牲的精神、平和 と寛容、協調 と人類愛
る。それをはぐくんだ 日本人の仏教理念
―
,こ
に象徴 され る菩薩 の ― ―に学ばなければな らない。
Ⅱ

中 国 お よ び 日本 の 特 徴 、

Chttse and J叩

祖

ese■ alts、

物 θИゴ

"虎

″ ♭堕漉 ヶ

Jme 1892

結論部分抄訳
・・
・遠 い将来中国が軍事的大国に発展 しヨーロッパ連合国が東方の戦略基地 に関心を向け
ざるを得ぬ時期が到来するかもしれない。しか しそれ以上に可能性 の大きいのは、入念に仕
上げられた優美 さと超俗的な理想 と、創造性豊かな個性 によってイ ンスピレー ションを発揮
これが宝船に満載 されて西欧の 自由市場 に侵入 し、その霊剣を
した 日本 の完璧な美術品
―
以つて全世界を平和の うちに征服す る日の近いことである。
それ故に、理論的にも実際的にも、日本 の とるべ き最善の道は 日本が東洋的伝統の理念を
しっか りと保持 して行 くことだと私は信 じている。この道 こそ 日本が人類 に対 して果たすべ
き重大なる任務であ り、日本 こそこの聖火を守る最後の国である。日本は西洋 の仰 々 しい材
料を用 いてその炎を再び燃 え上がらせ よ うとする一方、西洋文明が迷 い込んだ物質主義の幻
影を見通す不思議な力を持つ唯一の国である。東洋 と西洋 とい う二つの類型 の融合 を図るこ
とは、2000年 前ア レキサ ンダー大王がギ リシャの国境 をイン ドに接せ しめて以来今や三度
目の機会であ り、かつていずれの一方 も想像 しえなかったほどの完成 した文明を東西両洋 に
創 りだす可能性を秘めているが、日本 こそ我 々の最も注 目すべ き先達者 となる測 りがたき力
をもつ国である 。・・。

Ⅲ 長詩 EASTAND

WESTの 朗読

ハーバ ー ド大、 フ ァイ ・ベー タ・カ ッパ

IV

詩集

(Φ

BK)ソ サエテ ィにて、Jt[rle 30,1892

EASTAND WES■ T[HE DISCOVERY OFAMERICA and OTHER POEMS,
7Lθ塑′
syι レθ,yθ 〃ι

PREF:ACE

b″ 髭巌′ October 1893
̀b.′

̀へ

E.ASTAMD WEST 目次 及び概要
PART I The F士 st LIeeing ofEast

PART

RT

Pい、

and Ⅵ石
est
レ
ー
一
ア キサンダ 大王の東征 による 時的な古代東西文化 の融合 。両者 を代
表す る二人 の天使 がそれ ぞれ の辿 った運命 を語 り、再会 を約 して別れて行 く。

Ⅱ The Separated East
フェ ノロサの霊が亡 き狩野芳崖 の霊 に導かれてイ ン ド、西域、中国、と美術
遍歴 の旅 を続 け、最 後 に到達 した 日本 に理想的な社会 を見出す。 やがて 日本
の宗教 にと濯iか れ 、亡 き桜井敬徳 の霊 の指導 で仏教 の世界 を探 る。
ⅡI The Separated WViest

PIART IV

西洋文明発達 の歴史。科学、貿易 の進展 によ り西は一方的 に東 を求めるが、
二人 の天使 はこれ が正 しい出会 いでない ことを語 る。
The Present卜 (Iee儀 ng ofEast and Ⅵ石
est

明治維新後 の 日本 の現状。東 は西 に圧倒 され、西 の 目的無 き物質文明を模
倣す るばか りであることを批判。
PART V The FtlijFe Union ofEatt and Ⅵ石
est
フェノロサの理想、 西洋 の男性的な力 と東洋 の女性的な美 とが、美術 と宗
教 の力すなわち美 と愛 の力 を媒酌人 と して結婚 し一 体 とな り、もはや東 も西 も
ない涅槃静寂 の境地

以上
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年号
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1876 明 治 9

1商

1877

10

1878

11

1882

15

1884

17

1885

18

1886

19

1889

22

1890

23

1891

24

1893

26

1895

28

1896

29

1898

31

1900

33

1901

34

1902

35

1903

36

1908

41

1909

42

1910

43

1926 大 正 15
1928 日
召禾日 3
1934

9

1935

10

平成

25(2013)年 3月 4日

フェ ノロサ ・ ビゲ ロ ウ 略年譜

山 口静 一

要

ェノロサ、マサチューセッツ州セイラムにて生まれる。
2月 18日
6月
フェノロサ 、ハーバー ド大学大学院修 了。
6月 17日 モース (39歳 )来 日、9月 に東京大学理学部教授 に就任。2年 間勤務 。
6月 12日 フェノロサ、25歳 、リジー(25歳 )と 結婚 、7月 20日 、サンフランシスコから日本 へ 。
8月 9日 横浜着 、翌 10日 、東京大学と契約、文学部教授 に就任。
6月 5日 ビゲロウ (32歳 )、 モースと共に来 日。以後 8年 間、フェノロサと共に美術品収集。
11月 30日 ビゲロウ宅を赤松連城 (43歳 )訪 間、フェノロサも来訪。仏教対話。
6月 27日 フェノロサ、仏教 ノートを残す。(ハ ー バ ード大学ホートンライブラリー所蔵 。)
9月 21日 フェノロサとビゲ ロウ、町 田久成 (47歳 )私 邸 にて三井寺法明院桜井敬徳 (51歳 )に
受戒。法名 、フェノロサ 諦信 、ビゲ ロウ 月心。
秋
来 日中のウエルド、フェノロサの蒐集美術品を買収 。のちにMFAに 遺贈 。
8月 1日 フェノロサ帝国大学 (改 称)よ り文 部 省・宮内省美術行政官 に転職。
10月 2日 フェノロサと岡倉 (23歳 )、 ビゲ ロウを同伴、美術事情調査 のため欧米に1年 間出張。
12月 24日 桜 井敬徳 (55歳 )の 示寂 。
ビゲロウと共に帰国。
6月
フェノロサ、37歳 、契約満了で文部省 口
宮内省を辞任 、翌月家族 ロ
7月
ビゲロウMFA理 事 に就任 。
9月 1日 フェノロサ MFA美 術館の新設 日本美術部キュレーターに就任。(5年 契約)
5月 1日 フェノロサ 、帰国 の抱負をノートに書き残す(ホ ートンライブラリー蔵
10月
シカゴ万 博 に際し長詩
『 東と西』を発表。
ェノロサ、予定の美術品目録完成せず、助手メアリとの関係スキャンダル化し休職。
9月
10月 2日 リジー 夫人との 離婚 が 成立 。
12月 8日 フェノロサ (42歳 )、 メアリ(30歳 )と ニューヨー クにて結婚 。
ニューヨークにて、
「浮世絵の巨匠たち」を刊行。
1月
4月
MFA理 事会 フェノロサヘ無期休職を通告。フェノロサ は辞表を送付 し、新夫人と欧州へ 。
7月 9日 フェノロサとメアリ、英仏を回遊後、横浜 に到着 。
4月
フェノロサ 、解説 目録
『 浮世絵展覧会 目録緒論』(英 文、和文 )を 刊行 。
8月 17日 フェノロサ夫妻帰国、漢詩・能楽 に関する研究成果を纏 める。
5月 14日 フェノロサ夫妻 、来 日4ヵ 月滞在 。以降米国 にて巡回講師 の生活 に入 る。
メアリの 実家アラバマ州モービル市郊外 にマイホームを新築。
10月
3月
フェノロサ 、ルーズベルト大統領 に招待され 、日本の立場擁護の講演を行う(21・ 27日 )。
5月 1日 フェノロサ、ニューヨーク山中画廊
『 浮世絵展』目録執筆を終え、ヨーロッパ 歴訪に出発 。
9月 21日 フェノロサ 、ロンドン滞在 中 に狭 心症で急逝 、享年55歳 、ハ イゲート墓地 に埋葬された。
9月 26日 訃報 はセーラムの 新聞に報 じられ 、翌 日、日本の新聞で報道す。
「インガソル講座」に引き続き、ハーバード大学にて仏教講義。
10月
ビゲ ロウ、
11月 2日 フェノロサの追悼文がハーバード大学クラスメー トによつて公表される。
11月 29日 フェノロサ 追悼法要が上野寛永寺に於 いて執 り行われた。
4月
メアリ、故人の遺骨を日本に改葬したい旨をニューヨークの山中商会に打診。
9月 21日 ￨フ ェノロサの遺骨は山中商会 の手でシベ リア鉄道経 由敦賀到着 、即 日三井寺法 明院
￨に 埋葬される。
10月
翌月フェノロサの一周忌法要が法明院にて挙行される。
￨フ ェノロサの 墓碑完成。
娘アーウインを伴 い来 日。夏 、ロンドンに向かい、ハ イゲート墓地 に記念碑建 立
春
￨メ アリ、
・オー バン墓地に埋葬される。
10月 6日 ￨ビ ゲ ロウ、76歳 で死去。ケンブリジのマウント
2月 16日 1山 中定次郎 、ビゲ ロウの分骨と遺品を携えて横浜 に帰着 した。
4月 27日 ￨三 井寺法明院 にビゲロウ墓碑完成。法要と茶会が開催された。
12月 14日 インド学者ウッズ博 士、ビゲロウの仏教研究遺稿を携えて来日。
1月 14日 ウッズ、
天台学受講後、帝国ホテルにて急逝。後に法明院ビゲロウ墓域に記念碑建立。
)。
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大気汚染 の嘘 と本 当
顧問
は じめに

吉野

:

過去 40年 間世間を騒がせた大気汚染 の問題 で 1
970年 代 のオ ゾン層崩壊 を分光学見地か ら考 えて
みる。又 これ らの問題 を報道 したメデ ィアの取 り組
みを科学的本質 との絡み合 い も興味 の深 い問題です。
現在進行 している放射能 とメデ ィアを比べ ると、メ
デ ィアが作 り出す一般人に与えた恐怖 と同 じよ うに、
オゾン層崩壊 での危 険は本 当だ ったのかの疑間を振
り返ってみ る。

大気 を構成 してい る分子
我 々の大気 の構成 は窒 素 と酸素で両者 の比率は
4:1と なる。その他沢山の不純物があるが水、オ
ゾン以外は対流層圏内では均一に混 じり合 つている。
地球表 面か ら上空 10:Kmま でが対流圏 と呼ばれ台
風など気象現象はこの圏内で起こる。その上が成層
圏 とよばれ 、対流圏 との混合は殆 どない。
Jet機 が運行 されているのは成層圏の下部で、上
部にオ ゾン層 があって、オゾンが散在 している。超
音速 JET機 の開発 が進んだ時、
運行 されるのが成層
圏中部にな リオゾン層 の中に廃棄ガスを排出してオ
ゾンを破壊する事が警告 された。幸い米国空軍、民
間共に開発を断念 したが、英仏は開発をすすめ、一
部運行 されたが、現在は運行を廃棄 した。
:

太 陽光 と大気 の吸収
太陽光は虹で見 られ る様に、赤か ら紫 にわたって
七色に分かれるとされる。詳 しく観測すると、連続
な光のなかに細かい吸収が見 られ、 これ らが一定の
規則に従 い、 この分析 が量子力学へ の発展 となる。
光の波長では赤から紫へ と短 くな り、可視部外の短
いのは紫外線 、長 いのが赤外線 とよばれる。
波長が短 くなると、光のエネルギーが高 くな り、
大気中の分子を破壊 ∽旱
離)す る。解離に必要な光
エネルギー は分子 ご とに異な り安定な分子の解離 に
は高いエネルギー又は短い波長 の光が必要である。
オゾンは 350‑250nmの 太陽光を吸収 して
オゾン 自身は解離 して しま う。 250nm以 下は酸
素分子が吸収 して、酸素分子は角
術 rし て酸素原子 と
なる。 100nm以 下は窒素分子 の吸収解離で、
350nm以 下の紫外線は地球表面に達する事はな
:

い

。

オゾン
大気中分子 の中で窒素分子はもっ とも安定で、1
10

耕一

00nm以 下のエネルギーの高い光が必要である。
一方酸素も安定な分子であるが、強 い化学反応 ;酸
化で作 り出される熱で我 々動物 の生を支えてい る。
オゾンは不安定で簡単に他の分子 と反応 して爆発
する事 も稀でない し、350‑250nm波 長 の太陽
′
た
光を吸収 して、酉
素分子に解離する。 この反応 が危
険な紫外線 から 我 々を守 つている。250nm以
下の太陽光は酸素分子を解離 して酸素原子 とな り、
さらに酸素分子 と反応 してオゾンが作 られ、所謂オ
ゾン層 が作 られる。当然赤道上空ではほぼ垂直に太
陽光照射す るので、光は強 くオゾン製造も高い。
一方極地上空では、太陽光 の照射は平行になるの
で、光も弱 くオ ゾンの製造 にも制限がある。 つ ま り
オゾンの製造、破壊は常に進行 してい る。
極地上空でのオ ゾン層破壊
太陽光以外でも地表か ら有害物質がオゾン層に達
すればオ ゾンの破壊が起 こる。先に述 べ た超 音速
JET 機 の運行では排気ガ スがオゾン層 にば ら撒 か
れ、オ ゾン破壊 となる。一方で観測 されたオゾン層
の穴は地球 自転に伴 う偏西風が極地では渦巻 きにな
って、地表か ら有害物質をオゾン層まで運び、オゾ
ン層 の破壊が起 こった と説明 されている。 オゾン層
で守 られていた有害紫外線 がオゾン層 の穴を通って
地表に達 して人体に、皮膚癌等 の危険をもた らす と
言われた。 オゾン層を守るために排気ガスの規制 が
行われ、地球大気汚染が改善 されたのは大変結構な
事である。
オゾン層崩壊で危険な紫外線が地球表面に達 し、
皮膚癌発生の危険が報道 されたが、その間にどの位
の紫外線 が地球表面に到達 して、どの位 の皮膚癌増
加については全 く報道 されていない。
極地 では太陽光は水平方向か ら入射す るので、オ
ゾン層 の穴と関係な く紫外線はオ ゾンに吸収 され る。
先 に述べ たよ うに極地上空でのオゾン製造は少ない
ので、:観 測されたオゾン層 の穴は、オゾン層 の破壊
と関係 なく只オゾン濃度 が極地でのオゾン製造 の低
さとも考えられる。
:

終 りに
オゾン層は製造 と破壊 の両立で存在 している。地
球大気中に酸素が存在 し、太陽光が変わ りなく地球
に到達する限 り、オゾン層がな くなることはない。
この二つの条件は人間の存在の為の必要条件でもあ
る。
(初 代 日本ボス トン会会長)
:
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日本ボ ス トン会 創 立 20周 年記念行事報告

第 11代 会長

法眼健作

名 古屋 ボス トン美術館祝電披露 (酒 井 一 郎 )

挨拶

・
■■

第一部

祝電披露

記念式典

日本 ボ ス トン会 の歩 み

参加者

鶴 正登 顧 問 (第 8代 。10代 会長 )

ボス トン日本協会祝

記念 出版報告

記念講演

(関 直彦 )
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土居 陽夫 副会長

山 口静 一 会員

吉野耕 一 顧 問

(初 代会長 )
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総会

司

/ヽ

佐 々木浩 二顧 問 (第 7代 会長 )

近藤宣之 副会長

ク リア フ ァイ ル 紹介 (水 野・ 松永・ 法眼 )

井 口武夫顧問(第 2代 ・ 6代 会長)
・ ■￨
ヽ ■■

山 口静 一 会員 、吉 田礼 子会員 (奈 良在 住 )

藤崎博也顧問(第 3代 会長)
(祝 謝

創 立 20周 年お めでとうございます。
日本 ボス トン会 が民 。官・学関係者 の運営で成功 し
たことにお慶びを申 し上げます。今後更 に 日米 の友
好を深 めることを願 っています。 皆様 によろしく。

(第 4代 会長)
高本政晃
日本 ボス トン会 が創 立 20周 年 を迎えま したこと、
まことにご同慶に存 じます。運営にあた られてきた
皆様 に深い敬意を表す ととともに、 この 「ボス トン
大好 き人間」たちの楽 しい集 いがます ます発展 いた
します ことを、心か ら切望 してお ります。
(第 5代 会長)
茂木賢 二 郎

矢萩 春 恵会 員
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軍
■

:
̀
￨

￨

ジ ャメ ッツ夫妻 (京 都在住 )

‐

カ ラオケの会報告 (鶴 )

はざ
i機

■

山 の会報告 (幸 野 ・ 山崎 )

会報作成報告 (俣 野夫妻 )

ゴル フの 会報 告 (山 崎
)

美術・ 歴 史 の会報告

,ヽ 1111・

音 楽 の 会報告 (関 夫妻 )

一 繕 乃会報告 (水 野 )
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１■ ・

「ボ ス トンヘ よ うこ そ」報告

美術・ 歴 史 の会報告 (酒 井夫妻 )

お花見 の会報告 (生 田)

紅葉狩 りの会報告(藤盛副会長)

!:"i::r.*

伝 統芸 の 会 報告

(吉 野夫 人 ・ 滝 沢

会計 ・ 監査 報告

(篠 崎 ・ 山崎 夫人 )

)

男性 コー ラス発表 (生 田・酒井 ・鶴 ・ 藤盛 )

■ 一

女性 コー ラ ス発 表
14

(写 真
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ボ ス トン・ ス カイ ライ ン・ ク リア ヽ
一フ ァイ ル
松永通子 画
2011年 12月 8日 に BAJ20
周年行事の打ち合わせを致 しま
した。20周 年を記念 して何か記
念品を作 っては如何か と提案を
致 しましたが、さぁ、どうしま
しょう。あれ これ考え、Tシ ャ
ツ ?マ グカ ップ等 ?考 えま した
が 、いずれにせ よ、ボス トンヘ

の想いをどのよ うにヴィジュア
ノ
イヒし、皆様にとって記念とな
る品ができるかと、あれ これ思
いめぐらす ことは、楽 しい悩み
事でございました。

1988年 までお仕事 で ご一 緒

てお ります。特 に風 景画を得意
となさってい らして、とりわけ、
彼女 の生み出す海の色 、湖 の色
等 の青色 にいつ も感動 してお り
ま したので、懐 か しのチ ャール
ズ・ リバーの爽やかな青を 「松
永 ブルー 」 で描いて頂 けた ら
と思いつ きま した。松永様 にお

は作成 した くない と思い、3υ
のご婦人方にも相談致 しま した。
結果、画家 の松永様 のご意向に
託 しま しょ うとい うこ とにな り、
「勿論
松永様にご相談 した結果、
ク リアー地

と決定。出来上
がったク リアーフ ァイルの包み
!」

を ドキ ドキ しなが ら開けま した
が、思 った通 りの仕 上が りに、
ヽ
ノ
」
躍 りしま した。

あとは、会員の皆様 に喜んで
いただけるかが心配で した。で
も、どなたにも使 って頂けて、
邪魔にならず、大切な書類を入
れる 。・ 。そんなクリアーファ
イルが出来上が りましたことを、

くざ 鏑３ Ｓ ｓＮ

してお りま した松永通子様が、
ご退職後に画家 としてご活 躍な
さり、いつ も個展にお招 き頂 い

ま した。絶対に期待外れ の代物

!

願 い致 しま した ところ、 ご央諾

とてもとても楽 しんで描 いて く
だ さった と伺 い、嬉 しく、有難
く思 いま した。

ミ ト ヽミ

頂きま した上に、沢山のボス ト
ン風景を描 いて下 さり、それ も、

沢山描いて頂いた風景画を幹
事会でお諮 りしたところ、多く
のご賛同を得ま したボス トン・
スカイラインの絵をクリアーフ
ァイルにすることに決定いたし
ました。

ヽ
ヽヽヽヽ一ヽヽ

ところが、それか らがまた悩
み どころで した。クリアー ファ
イル を作成するにあたって、業
者 さんは自地に絵を薦 める一方、
私は地はクリアーが良いと主張
し、専門家の意見 と、素人の私
の意見ですので、またまた悩み

15

とても嬉 しく思つてお ります。

20周 年言己念式典において、無
償で この度 の記念品へのご協力
を頂きました松永様へ、RUよ
り感謝の品としてクリアーファ
イル を 50枚 贈呈致 しました。
松永様からは、BAJへ お祝 い金
壱高円を戴きま した。後 日、松
永様はボス トンの風景画を絵葉
書にもしてくださいました。ク
リアーファイルは BAJ事 務局
にございます。3枚 千円ですの
で、是非お求め くださいませ。
絵葉書もご希望の方がい らっし
ゃいました ら、ご連絡 ください
ませ。
水野

賀弥乃記
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第 9回 紅葉狩 りの会報告

美 ヶ原 高 原

王 ケ 頭 、

2012年 10月 13日 (土)〜 14日 (日 )開 催

2012年 度 の紅葉狩 りは吉野耕一先生のご提案によ
り、信州・美ヶ原高原の王 ヶ頭ホテルに一泊二 日で行
くことにな りました。
吉野先生は若か りし頃徒歩で訪れ、素晴 らしかった
と言 う印象をお持ちで是非もう一度行 ってみたいとの
ご希望でした。本当に素晴 らしいご提案を頂いた と思
います。
一泊二 日の紅葉狩 りは初めてで参加者数が心配でし
たが 13名 の参加希望を頂きました。実は今回の旅行

平洋 ?、 富士 山、北アルプス、中央アルプス、南アル
プス、日本海 ?と 日′
￨(の 全てが見渡せるところで した。
頂上に無線中継施設が乱立 していたのが印象的でしラ
亀
夕焼けは筆舌に尽 くしがたい美 しさとはこの事 と言
う絶景でした。 (で もとても寒かったです)。
夕食後ナイ トツアーとな り、満天の星の中、牧場へ
バ スで出かけました。1夜 になると鹿が放牧の牛 のエサ
を食べに来るとのこと。暗闇に光る鹿 の群れは大変興

100%段 取 りしましたが、旅行の前に急に

味深い ものでした。
翌朝は元気の良い方々は午前 5時 過ぎに起床、 5時

体調不良となったため、急きょ私が代理幹事とな り不
安のままの旅にな りま した。

半過ぎからホテルの一階のカフェ・ラウンジや 、ホテ
ルの外に出て、 ご来光を拝む ことができました。

JRで 来 られた方 々は松本駅東 口前の三井有米湘主車

午前 6時 半過ぎに、王が鼻展望台まで案内するモー
ニ ングツアー (往復 1時 間)の バスが手配 され、王が
鼻から見える 360度 の大パ ノラマの眺めで「あれが自
馬」「あれが穂高 と槍」 と:月 騒ぎでしたQ

は家内)が

レヾ
スに乗車 し
場前に午後 2時 集合、出迎えのシャ トノ
ホテルに向かいました。土居夫妻は ビーナスライン経
由で山本小屋前駐車場に車を止めて徒歩でホテルに向
かい、吉野先生 ご夫妻は ご友人の Klats夫 妻 と早めに
松本に到着 して、市内を見学されました。
バスは午後 2時 20分 に出発、松本市から遥か右手
の 山の上に見える王が頭 の無線 中継施設(海抜 2,000
傷)を 目指 し、浅間温泉・美鈴湖を経て、運転手の説明
する道路脇の真由美 の本、蓮華つつ じ、黄色いカラマ
ツ林の中を抜けて約 1時 間で国定公園の中にあるホテ
ル に到着 しま した。マイカーで来る人達はホテル手前
の 自然保護センターの駐車場までは登れますが、あと
は徒歩でホテルに向か うことにな ります。
途中は紅葉 らしきものが見当たらず不安でしたが、
美が原の頂上は牧場で、越冬のため農家 に戻 される牛
も残ってお り、見晴 らしの素晴 らしい ところで した。
標高 2034(「 の頂上からは 360度 の大パ ノラマ、太

己念写真を撮 り、午前 9時
午前 8時 からの朝食後に言
15分 頃から約 1時 間半、宿のお勧めで目的の紅葉狩 り
に出かけました。岩肌には りついた紅葉 もまたなかな
かのものでした。 この先の方がもっと素晴 らしい と言
うことでしたが、時間の関係もあり(本 当は草臥れてし
まった ここで記念写真を撮 って引き返 しました。
帰路は午前 11時 15分 にホテルのシャ トルバスに
)、

乗車、午後零時半に松本駅前まで送 って貰い、駅前で
解散 しました。
日本を一望出来るこの場所は是非もう一度、家内や
孫達 と一緒に来てみたい と思 う場所で した。元気があ
るうちに一泊二 日の紅葉狩 りも良い もの と思 った旅で
した。
(藤 盛紀明
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王 ヶ頭

写真

海抜 2034イ τ

｀
]三 カ

散策

背景に王 ヶ頭 アンテナ群

散策

下方 に紅葉 を認 める

日の 出

.―

・1● .

il・

散策
牧場
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背景 にアンテナ群

日i本 ボ ス トン会会報 (The Boston AssOciation ofJapan浮

41

平成

25(2()13)午

3月 4日

伝統 芸能 の 会

歌舞伎観濠￨1会 の報告

日立製場別館 の会議室に午前 10時 15分 に参加者は集合、鶴正登顧間か ら「年明けか ら円安が期待 さ
れる新年を迎え、何か良い ことがあるので1ま ないかと予感 させ るので、 日本ボス トン会及び会員 の皆様 :こ 良き
「:で きない茂本理事長か ら参加者ヘ
年になると祈念 している」 と′)並 拶 をいただき、急 の ご公務が入 りご参力
当

￨」

:ま

のメ ッセー ジが伝えられ、 日本芸術文化振興会の北潟様か ら、歌舞伎の楽 しみ方のお話を伺い ま したこ
歌舞伎は出雲 に始 まった念仏踊 りを見せて、市教活動 の傍 らお寿司を売 っていたことに始まると言われ てい
る。語源的に1ま 人 の 日につ く衣装を身 に着けるプ)で 「かぶ く (傾 く)」 と言 う表現が歌舞伎 と称 され る起源 とな
った と言われている。文献的には 1603年 :二 「力蠣｀
き踊 り」 が残 されているとのこ とで、い ろいろ経緯があっ
ず
たが、1653年 には女性 を交え に男性だけで芝居 の興行 が認められ るようにな り、時代の批判 も、過去の事柄
:瀑
として 訴誓無稽の筋書 として演ず る ことが認 められ るようになつた経緯がある。作者 も特定の筋書1年家の ドに
一人ひ とりが勝 手な筋書を書いて、それを通 し狂言 として演ぜ られ
7〜 8人 の書き手が加わ り、大筋の もとで、―
ることとなったので、会 り論理的な筋書 に拘 らず、曇サ
員の役者 の演技を楽 しめばよい との、1解 説を飼 った。
この後で昼食を済ませて、正午 か らの歌舞伎を観劇こ午後 4時 15分 に終演 、解散 したが、都 合のつ く方 々

は、舞台裏方の仕組み の ご案内を受けて、関係者 の ご苦労 の一端に触れ ることができた。
お世話 いただいたli文 興会の関係者 に厚 く感謝を申し上げます。
沢典:之
(滝

記)
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︑
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国立劇場︶
伝 統芸能 の会︵

篠 崎史 襲

生 田英機

俣野真由美

土居嘉 子

土 居 陽夫

篠崎和 子

三好彰

朝熊滋之

三好美智 子

吉 野静 子

小 野 田則 子

撮影者︶
滝 沢典之 ︵

矢萩春恵︑

ヒ ロ高 田

写
真
欠
席

疑
一
や■ チ︑
´

1月 6日 、 日曜 日、 開 催 )
(目 立 劇 場 、 2013年
「伝統芸
日本 ボス トン会茂 水賢 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 お世話で、
「
「
能 の会」は国立劇場 の新春歌舞伎公演、河竹黙阿弥作 櫓 太鼓鳴門吉原」 より 夢市男達競(ゆ めのい ちお とこ
だて くら′
⇒」、 (尾 上菊五郎←監修)、 尾上松緑、尾 il菊 ]J!11、 中1郁 寺蔵 ￨ま か出演 )の 観劇 を致 しま した。

８
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美術 の会
青争物

(パ

リ 、 1901)BARCELONA

PICASSO美

術館

Picasso(1889‐ 197D青 の時代(1901‐ 1900
に始まる直前の 静物"に B2celona Picasso美 術
館で再会する。
この作品は、1997年 初旬 Boston Mus側 皿 にて
も展示 された Plcasso‐ The erly ptts 1892‑1906'
の 182作 品の一つであった。

ジが色鮮やかである。 白いテーブル クロスをかけた
テーブルの上にころがるりんご、ざくろ、 トマ トの
頂点を結べば三角形、この構図は、全体の構図に心

１ ■︱ ・
⁚・

ぜいた くな食事を囲み共に食事をする人々の歓び
が聞こえて くるようだ。魚介類、色を重ねた牡蠣の
殻 が明るい色合 いで描 かれてい る。中央に配 された
薄いブルー地の コンポー ト、そ こに盛 られたオ レン

Still

Life

(1901) 59x78 cln

2012年 12月 14日 、 日本 を発 ち、古代 ローマ文
明の足跡が残 されてい る芸術 の町 BTcelonaに 向か

地良い安定感を与えている。画面 の右手に半分描 が
かれた器に、ぶ どう、オ レンジが盛 られてい る。あ
と半分の器にはどんな果物が つ

体強官を訪れ る。

その器 のそばに置 かれたフランス ブルター ニ ュ
地方 のカンペール 焼きの ビールジ ョッキに描かれた
男 の子 の姿 が愛 らしい。画面左側 に置 かれた花器は

階下、望楼、ファサー ドに使用 された主な建材は
切石、そ して切石を使 った 5 7cmの 厚 さの壁、遠
い昔 と変わらなしV宇 まいの建物、そ して歴史を感 じ
させ る中庭、おもわず見 とれてしま う。‐
観光客も思

力強 い タッチで描かれ 、単純化 された花達が躍 るよ

いのほか少なく、ゆっ くり、夕食までの時間を中世

うに描かれ背景 の青に映えてまぶ しさを感 じる。 そ
の背景 の 中央 の深 い青、この青 い色 こそ、
近 い将来、

時代の細い道を家族たちと散策する。 12/15/2012

った。翌 日、中世 の貴族 の館 を改築 した P■ (as∞ 美

酒井

典子

Picttsoの 主流 になる単彩色 である。

長 島雅則 氏

所 蔵 Central Artery and Tunnel Project 図面 P‐ 1参 照
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グ リー リ理事長 か らの メ ッセー ジ

80STON REPORT
Frorn・ The」 apan Society of Boston′ 2012‐ 2013

lnteresting and exciting events about Japan continue to highlight every year for the members
and friends of the Japan Society of Boston and the Japanese Association of Greater Boston.
2012 was the 100th Anniversary of the wonderful 19L2 gift of cherry trees from Japan to the
United States resulting in the magnificent sakura trees blooming at the Tidal Basin in
Washington, DC. To celebrate that anniversary, many American cities held ceremonial sakuro
plantings, and at least twenty different locations in the Boston area were enriched by new
sakura trees. Another highlight of the spring was the first Boston HaruMatsuri or "Japanese
Spring Festival," which took place on Sunday, April 29, at Copley Square in central Boston,
sponsored by the JSB and the JAGB, with the collaboration of the Consulate General of Japan in
Boston. lt was a tremendous success: festival organizers had expected about 2,500 people to
attend and were amazed when nearly 10,000 participated. Everyone had fun, but it was clear
that we needed a larger space for the 2013 HaruMatsuri Festival.
Other highlights of spring 2012 were the japan Society's Annual Dinner on April 18,2012.
Featured guests that evening included Dr. Kazuo lnamori, the visionary Chairman of Kyocera
Corporation, and also Chairman of Japan Airlines. Another celebrity guest was Ms. Wakako
Tsuchida, Japan's champion athlete who has won first place in the Boston Wheelchair
Marathon for five consecutive years. Two days after the Japan Society's Annual Dinner, Japan
Airlines launched its new direct flight service linking Boston and Narita Airports. This non-stop
route has made travel between Boston and Japan much easier and more comfortable. The
citizens of Boston have responded with great enthusiasm and travel between New England and
Japan has increased dramatically during the past year.
ln June of 2072,1 announced to the Board of Directors of the Japan Society of Boston my
intention to step down as President of the Society in June of this year. Many have been
surprised by my wish to retire - but they should not be. I have been at the Society for thirteen
years, and have loved nearly every minute of my work there. But I have just turned seventy,
and I firmly believe that it is time to hand over the Presidency to a younger person, one with
more energy and fresher ideas than mine. Only that way will the organization continue to grow
in a healthy, positive way. I will continue to live in the Boston area, and wish to remain closely
involved with the Japan Society of Boston by working on special major projects. lt is an
organization of great importance and one for which I hold profound gratitude and affection.
But now is the time for me to move on.............
Once again, the autumn brought a change in leadership at the Consulate General of Japan in
Boston. Consul General Takeshi Hikihara, who had worked so successfully on the Cherry
Blossom Centennial and many other initiatives, returned to Tokyo to assume the important
position of Deputy Director-General of the European Affairs Bureau at the Gaimusho, where he
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Ⅵ′ith

Director― General Toyohisa KOZuki′

hiS predeCeSSOr as Consul Generalin

3oston. ln nlid― Septernber′ BOstOn welcOrned Mr.Akira Muto as the new cOnsul General of
」apan.

ln Very ShOrt order′

Mr.Muto established rnany friendships for」 apan in BOstOn and he

quiCkly beCarne reCOgniZed aS a Valued neM′

rnernber of the lNew England cornnlunity. lt will be
a real pleaSure tO COntinue tO｀ ⅣOrk｀ Ⅳith hirn On the rnany COllabOratiVe prOieCtS Of the」 SB and

the Consulate.

ln late September 20L2, I returned to Tokyo to give a talk at the Harvard Club of Japan on the
history of the Japan Society of Boston. The more I delve into that history the more fascinating it
becomes. At the Harvard Club event, I was delighted to see many BAJ members in the audience.
It is truly heartwarming to be greeted by so many old and new friends wherever I go in Japan.
As all my friends and colleagues in Boston and elsewhere can imagine, my future work will
always be closely related to Japan. Even after stepping away from the post of president of the
Japan Society of Boston, I intend to remain closely involved and to help the organization

whenever I can be of use. I will continue to work on strengthening the sister-city relationship of
Kyoto and Boston. I also hope to continue as Chair of the Shigemitsu Global Cultural Council,
which is a major project of the JSB, and I will also work on other major JSB projects. We plan to
announce some of those projects at our next Annual Dinner, which willtake place in Boston on
June 6. lt will be my "sayonara party," and I hope many of my BAJ friends will be able to attend.

After more than four decades in the field of cultural relations linking Japanese and Americans, I
firmly believe that cultural exchange is the fundamental force that keeps our two nations so
close and well integrated with each other. Geopolitical issues of great severity or trade issues
may challenge the U.S.-Japan relationship from time to time, but it is hard to imagine that such
problems will ever shake the fundamental strength of our cultural relationship. Culture
depends always on human values, and the kizuno or ties that link Japanese,and American
people are founded on mutual trust and mutual confidence. Thankfully, Japan and America,
two of the most influential countries in the world, are strong and steadfast friends. The
relationship of our two countries brings to the world community great solidity and confidence
that - despite temporal threats and challenges - the future will be stronger and better not only
for the people of Japan and the United states but for the entire world.
It has been a privilege for me to serve the JSB and I am deeply grateful for the support of my
colleagues there as well as the friendship of hundreds of teachers, mentors and friends who
have taught me so much and so greatly enriched my life. Working together over many years, all
of us have woven a wondrous tapestry of U.S.-Japan relations. lt is that background that
convinces me that the future of our two countries will be even richer and more beautiful!
Peter M. Grilli
President, Japan Society of Boston
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アメ リカ か らのハ ナ ミズ キ
三好

彰

あ花見 が 近 づ いて くる と決 ま っ て話題 にな るのが
ワシン トン・ ポ トマ ック河 畔 の サ クラであ る。東京

アメ リカ・ハナ ミズキは都 内では 4月 の 下旬 か ら
5月 の上旬まで と桜 よ り比較的長 い期間花 を楽 しむ

市長 だ った尾崎行雄 が 日米友好 を期 して贈 つた ソメ
イ ヨシノで ある。

ことができるc筆 者は昨年 の 5月 初旬 に同校 に見に
行 った。大きく育 った木 の枝 を覆 うよ うにや さしく
白く咲 いていた。
この本の下に記念碑がある (筆 者撮影 )。

昨年 がその 百周年 目であ り日米 関係 の多 くの場 で
話題 になった。 そ の一 例 だが 、一 年前 の 日本 ボス ト
ン会 の会報 にボ ス トン 日本 協会 の理事長 である ピー
ター 。M・ グ リー リ氏 が次 の よ うに紹介 され た。

●t

ヽ.

■

Ths year(2012)we wm celebrate the 100th
ann■ versa7

ofthe 1912 gi■ of cherry trees缶 om

th.e people of Japan to the United States.1'1■

Ose

orlttnd cherry trees have transお rmed the
Potomac Basin ln Ⅵrashngton DC into a s■ e of
extraordina巧ァbeauty.This year,new cherry
treesゝ ri]l be planted l:nn■ any hel■ can cities,
Ilcluding iBoston,as a syn■ b01 0f the enduring
iliendsl■ ip

of Japanese andノ ヽ
1■ ericans.

百年前 の サ クラ の心が 活 きて いて 、更 にボ ス トン を

この写真では読 めないが 、 日本語 と英語 で次のよ う
に書かれてい る。

含 めた新 しい地 に広 が ってい くの は喜 ば しい。
さて 、 このサ クラの返 礼 と してアメ リカか ら東京
市 にア メ リカ ・ハ ナ ミズ キが 届 け られ た。 これが こ
の 花が 日本 に渡来 した 最 初 の ことで あ つた。

大正元年 (1912)、 東京市長尾崎行雄 (号 堂)が ワシン

ア メ リカ ・ハ ナ ミズ キはボス トン郊外 に 自生 して

トンにサ クラを

3000本贈 った。 そ の返礼 と して 、

4年 (1915)、

ハ ナ ミズ キ(白 花種 )40本 が 東京市

お り、山野 を埋 め尽 く して美 し く咲 く。 そ して遅 い

大正

当地 の春 を待 ちわびた心 に深 く染み透 る。 それ を懐
か し く思 い 出 され る会 員 は 多 い ことだ ろ う。

に届 いた。そ の 内 の

さて ソメイ ヨシノの寿命 は

2本 が本校 に植 え られ て い る。
Hanamiztよi(Fbwerlng dogw00め

60年 前後 とされ 世代

In 1915,several Hanarnizuki、 vere presented

代 わ りして咲 き栄 えてい るが 、 アメ リカ ・ハ ナ ミズ

Saktra(cherly
trees)"donated to Washington by Mr.Y:uldo
to Tokyo by U.S.A m return hr

キは長命 で あ リア メ リカか ら来た ものが今 も元気 に
育 っ て い る。 そ の 現存 が確認 され てい るの は限 られ
てい るが、確 実 な のが東京都 立 園芸高校 (世 田谷 区深

Ozah(MayOr Of

Ъ 貯

0).SOme Of these were

planted ln our school.

沢五丁 目)の 構 内にあ る。 (下 記写真 は筆者撮影 )
アメ リカに贈 られ たサ クラの何 本かが同校 で 育苗
された縁 もあ る由である。
同校 へ の行 き方 は い くつ かあるが 、筆者 は渋谷発
等 々力行 き の東急 バ ス を利用 した 、停 留場 「園芸高
校前」 か ら一 足 の と ころであ る。
学校 の受付 で事 情 を話せ ば見学 で きる。 予約 は不
要 だ っ た。学校 な ので 団体 で 出 か けて にぎや かに花
を見 るの に必ず しもふ さわ し くな い が 、 日米交流 の
記念 の樹 を静か に愛 で るのは一 興 であろ う。
(美 術 と歴 史 の会 幹事 )
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ゴル フ春季懇親会 のお知 らせ
日本 ボス トン会の春季 ゴルフ懇親会を下記 の通 り
開催いた します。
奮 ってご参加いただきた くご案内申 し上げます。

1.開 催 日 :4月 25日 (木 )午 前 8時 47分
第一組イ ンコース 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 ンの時

3月 4日

マサチューセ ッツ州、ボス トンの郊外(ボ ス トンか
ら車で 3時 間)、 ウイ リアムズタウンにあるクラーク
美術館 の コレクションの中で、質の高い印象派の絵
画(ル ノアール、 コロー、 ミレ、 ピサ ロ、モネな ど)
59点 と出会える展覧会の鑑賞を企画致 しました。
是非 ご参加 ください。
1. 日日
寺 : 4月 25日 (本)午 前 10日 寺30分

2.場所::三 菱一号館美術館、入館チケッ ト売 り

４
５

5.申 込人数 : 4組 (16人 )一 杯にな り次第締切

25(2013)年

春 の美術 ・歴史 の会 開催 のご案 内

３

に現金 にてお支払下 さい。 (こ の ゴルフ場はカ
ー ドが使えません。)
4.参 加費 :4, 000円 、賞品およびプ レー後の
パーァ ィ代。

平成

場付近集合。
アクセス :JR東 京駅・丸 の内南 口/JR有 楽町駅・
国際 フォー ラム ロより徒歩 5分
入館料 : 当日券 一般 @¥1,500
ランチ・懇談 :午 後 0時半頃より近 くのファン
シーな レス トランを予定。

りま
６

6.申 込先 : 山崎恒

参加 の有無

:

下記幹事役の一人に 4月 21日
までに連絡願います。

7.連 絡:先 幹亀 ̲

第 8回 定期 ホー ム・ コンサー ト
第 8固 定期 ホーム・ コンサー トを下記のように企
画 しま したので、新緑香 る中、そ して梅雨に入 る前
のひ と時をクラシ ック音楽でお楽 しみ ください。
今回はボス トン大学音楽部出身のフルー ト奏者 の
辻 由記子 さん(当 コンサー トでは初出演)と ピアニス
ト大沼岳彦 さん、ニューィ ングラン ド音楽院出身 の

静嘉堂文庫美体隷雷方問記
昨年 11月 17日 (日 )、 三菱 の創設者岩崎家縁の静
嘉堂文庫美体談官を訪れ、美術館開館 20周 年記念 の
企画展 受け継 がれる東洋の至宝パー トⅡ 岩崎弥
之助のまなざし"を 鑑賞 し、東京芸術大学佐藤道信
氏の記念講演 「明治 の美術パ トロン」を拝聴 した。

ホルン奏者笠原慶昌さんの組合わせ。楽 しく素晴 ら
しい演奏 が期待 できます。 ボス トンで研鑽を積 んで
活躍中の若 い演奏家たちを皆で応援 しましょ う。

講演は主として明治政府による法制面での伝統美
術 工芸品保護政策 の解説 であったが、 フェノロサ・
ビゲ ロウにも言及 し、二人の 肖像写真を大きく写 し

演奏 の後は、いつ もの通 リビュ ッフェ・スタイル
の食事 と ドリンクでご歓談 いただきます。
開演前に緑あふれ る近所を散策するの も一興。 プ
ログラムなどの詳 しいお知 らせは 4月 末頃に、改め
て e― メール/葉 書で後 日送 ります。

出し、"彼 等の手によリボス トンに渡 った美術工芸品
は、そ こでの素晴 らしい保存環境に、さぞか し満足
していることだろ う"と の コメン トがあった。

(音 楽 の会幹事

日時

:

場所

:

6月

直彦・ 尚子)

:関

参加者は 11名 。
尚、静嘉堂へは田園都市線 二子工川駅より東急 コ
ーチバ スで「静嘉堂文庫」下車、Te1 03‐ 3700‐ 0007
次回は 4月 25日

記
2日 (日 )3:00PM開 演

笠原慶昌(ホ ル ン)
辻由記子(フ ルー ト)
大沼岳彦(ピ アノ)

会費

:

別項記事をご参照のこと。

篠 崎史朗

関幹事宅
大田区田園調布 4‑11‑6

出演 :

(本 )、

¥5, 500(予 定

)

問合先
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創 立 20周 年記念行事・総会 の記録
2012年 11月 10日 (土

観 桜 会 の お 知 らせ
2013年 度の観桜会は、鶴様のご支援で下記の

)

場所

:NEC三 田ハ ウス芝倶楽部

出席者

25(2013)年 3月 4日

要領で開催 を予定 します。ただ、予約 してい るイタ
'申
リアンレス トランは座席が 16名 MAXで す。 し
込み先着順 16名 様に限 りの予約にな ります。(夫 婦

: 47名

笙4丞 墓1=型 塾堕箋笹⊇
遠阻塾堕三三菱週11三 2生LZ生 ≧
の
己念行事は、定刻午
日本 ボス トン会 創 立 20周 年言
後 2時 半から第一部の記念式典を藤盛紀明副会長 の

で経営す る小さなお店です 17番 目以降に参加表
明の皆様 には当日の食事場所 は自己解決 していただ
くことにな ります。 ご了角早ください。
)。

司会で開会 し、第 2部 の総会 は午後 5時 から近藤宣
己念式典では法眼
之副会長 の司会で開催 しま した、言
健作会長か らは創 立 20周 年を祝 うお言葉 と会員か
らの支援へ の謝意を述べ られ、尖閣諸島をめぐる日

今年は少 々、散 り桜 の下を散策することになると
思われます。早めの参加登録 をお願い します。

中間の外交摩擦についての見解を披露 されました。

本件について(日 中間に1978年締結の平和友好条
約があり 心配していない。近年、①民主主義が禁
じられている国、②個人が保障されていない国、③
人権が与えられていない国の政権は存続 していない。
)、

1.日 時 :

2.集 合場所 :

記
4月 6日 (± ∋午後 4時 30分
東急東横線・地下鉄 日比谷線、

中目黒駅 中央改札出 口(山 手通 り側道付iD
3.散 策ルー ト: 日黒川沿いの遊歩道 lkmを
下流に 「目黒新橋」まで 30〜 1時 間散策。

‐
中国はパ ン ドラの箱を開けて しまった。中国には、
ロコ ミで 日本のことが伝わって行 く。米国は 3原則
を世界に伝えてきた。 日本 が米国 と親 しい国である

4.食事会場 :イ タリアンレス トラン サ リータ
電縞舌 03‑3493‑7879

ことを世界に伝える必要がある。ただ、現状を維持
し、経済活動 をスローダウンさせ、いつで も引き上
げられる用意を しておけば良い。中国で 日本企業に
雇われてい る人達は 1,200〜 1,300万 人い る。彼 らは

5.会 費(予算 5,000円
6.花 見幹事 生田 英機

「目黒新橋」から日黒通 り沿いに大鳥神社 に向か
って約 50m歩 いた左側。
午後 5時 半〜7時 半(貸切)
当日精算。

)
:

ローカルの人の 10倍 の給料を受け取っている。
第 2部 の総会では、井 口武夫顧問か ら 20周 年記
念へのお祝 いのお言葉をいただき、乾杯 の音頭を取

会 員の新 著紹 介

っていただ きました。懇親の場が進んだところで会
計報告・監査報告を受け、 ご承認を戴きました。
収入の部
支出の部

当会 の会員 である東京慈恵会医科大学名誉
教授、大野典也(お おの つねや)さ んはがん免
疫治療法で、「ヒ トの身体をひとつの情報系 と
見る」とい うDNA医 学の考え方をベースに成

ボス トン会資産

果を上げている医療 の状況を纏め、講談社か ら
本年 1月 に上梓 されま した。
「DNA医 学 の最先端

:
:
次期繰越 :

590, 996円
307, 908円
283,088円
「ようこそ」特別会計 :1,092, 550円
1

375

このあと、長島雅則新会長からこれまでのご経歴
を語られたあとで、今後の抱負を伺いました。
D
(新会長のご挨拶、P‐ 1参 照) (俣 野善彦 言

*幹 事会 :2013年

自分 の糸剛包で病気 を治す」
講談社現代新書、定価 798円
関 直彦 記

1月 24日 (本)午後 6時 半開催
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