
日本ボス トン会会報 (The 30st01■ AssOclatiOn Of Jttan)羊 32 平成 20(2008)年 9月 29日

覇 本 ボ ス ト ン
ノヽ

/一ヽ

ヨしヽ 7=

*紅葉狩 りの会 (小石川後楽園を予定)

ll月 30日 (日 )

*お花見の会 (千鳥が淵を予定)

2009年 4月 6日 (日 )
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本年 11月 で2年の任期を終え、_会長を退任いた

します。佐々木浩二前会長から引き継いであっとい

う間の2年間でした。会員の皆様のご支援・ご協力

に対し心から御礼申し上げます。

会の運営については、私をご推薦頂いた茂木賢三

郎元会長が退任のご挨拶で述べられた通り、藤盛紀

明副会長を始めとする幹事の皆様が精力的且つ献身

的に各催物の実行を図られました。幹事の皆様には

改めて御礼申し上げたいと思います。従って会長と

しての実績を問われても特に誇るべきことはありま

せん。それよリー会員として、幾つかの行事に家内

ともども参加して楽しませていただきました。

特に印象に深いのは、昨年のお花見の会です。会

食会場の手配の都合上、日取りを早いうちに決めな

くてはなりません。確か比較的暖かい冬であり長期

予報からも開花が早まりそう、との情報があり、幹

事の皆様の各種意見も拝聴した後に、今こそ会長の

出番と意気込んで当初予定よリー週間早い日取りを

決定いたしました。結果は大外れ! 開花を控えて逆

に冷え込む日が続き、当日は書のみ。僅か一 。二輪

の桜を見るに止まりました。勿論人出もほとんど無

し。「こりゃあ空いてていいや」と強がったものの、

肝心の桜が咲いていないんですから何がいいんだか

訳が分かりません。

また当会の実績ではありませんが、この二年間で

ボス トンと日本の距離がぐっと縮まりました。松坂

大輔・岡島秀樹両投手のレッドソックス加入です。

松坂投手は期待通りの活躍でしょうが、特に岡島投

手の活躍・地元での人気の高まりは嬉しい限りです。

会長退任 :こ 当たって

会長 鶴 正登

2008年 日本ボス トン会イベン ト

レッドソックスはヮール ドシリーズでも優勝。加え

て今年 NBAでセルティックスも優勝。N.E.ペイ ト

リオッツはスーパーボウル準優勝。これで NIILの

ブルインズが復活すれば4大スポーツボス トン万々

歳です。

さてここで次期会長についてお伝えします。佐々

木前会長からご推薦があり、既に一昨年の会報第 28

号でご紹介された通り、株式会社フェロウテック社

長の山村章氏にお願いいたします。同氏の略歴は同

会報に記載の通りです。

更に山村氏の次の会長 (2010年 11月 ～)候
補に法眼健作 (ほ うげんけんさく)元ボス トン総領

事をご推薦申し上げます。同氏は1941年生まれ、

東京大学在学中に外交官試験に合格され 1964年
外務省入省。更に英国ケンブリッジ大学に留学され

て学士及び修士の資格を取得されました。ボス トン

には1989年から91年まで総領事として歴ン孔

その後ホノノ
"レ

総領事、帰国後中近東アフリカ局長、

研修所長、ニューヨークで国連事務次長 (広報担当)、

カナダ大使を歴任されて2005年に退官。現在N
EC顧間、ホンダ取締役をしておられます。ご本人

も失念されていたようですが、当会にはホノノ
"レ

か

ら帰国された1995年に入会しておられます。こ

の度の次々期会長就任要請を快くお受けいただきま

した。

最後になりましたが、日本ボストン会のますます

の発展を祈念いたしまして、退任のご挨拶といたし

ます。本当にありがとうございました。

*総会・懇親会(NEC三田ハウス芝クラブ

11月 13日 (本)

*親睦ゴルフ会011崎国際生田緑地ゴルフ場)

11月 27曇 (本)
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観桜会報告

2008年 千 鳥 ケ 淵

属二月逹2参t2008)奪19_埼 29翼

けられてとても喜んだ話とか、試合前のレセプショ

ンにはレッドソックの大ファンの小澤征爾氏が顔を

出した話を披露して、「サクラ」に乾杯の音頭をと

っていただきました。

食事に入る前に、初参加の方に自己紹介をお願い

いたしました。

*福 田絵里子さん :学生時代に友人を尋ねてボス

トンに行った記憶があるとのこと。

*高橋利彦氏夫妻 :1980年 代、生田幹事の住

んでいた家を引継ぎました。

*福島豊氏夫妻 :1973～ 79ボストン滞在。

当時、領事館もなく、日本人小学校も作った。

子供達の心の故郷である。

*小野田勝洋氏夫妻 :1972～ 79ボストン滞

在。

午後 7時に食事に移り、懇談のあとで、吉野先生

から吉野屋の古川義子さんの葬儀の模様の報告を頂

きました。葬儀はマウント・オーバン墓地の教会で

無宗教で執り行われましたが、 75人の席にたいし

て立つ人もでる満席の会葬者があり、先生が葬儀責

任者を務め、日本からもお香典をお届けいただいた

ことへの謝意を表されました。今回の来日で遺骨を

持ち帰り、甥御夫婦に成田でお渡しして無事に責任

を果たされたとのことでした。

吉野夫人からは、義子さんが事業に失敗し、新居

に移るまでの間、吉野屋の店の反対側の空き屋に住

んでいたが、マンション建設までの間、中近東の人

々が彼女を助け、インド人の経営コンサルタントが

弁護士を雇って彼女をサポートしていたとの事でし

た。これから帰国して、遺品の後始末の仕事が残っ

ているとの報告がありました。その他、「ボストン

ヘようこそ」の編集責任者であった横野洋子さんが

若くして、小学 1年生の子供を残してガンで急逝さ

れた話も報告されました。 (別項参照)

藤崎先生からは、名古屋ボス トン美術館が今年の

4月 から9月 まで「クロード・モネの世界」の展覧

会を準備しているチラシ、およびジョン万次郎がフ

ェアヘーブンで過ごした米国捕鯨船のウイリアム・

ホイットフィール ド船長の自宅が売りに出されたこ

とを知った有志 (代表 。日野原重明先生)の「ホィ

ットフィール ド・万次郎友好記念館」募金活動の報

告を頂き、有志に募金協力を呼びかけられました。

この後、幹事から桜に因む俳句・和歌 22首のク

イズを全員に配り、詠み人を考えて貫いました。

締めは藤盛紀明副会長のご発声で、古川義子さん

を偲び 3本締めで、閉会いたしました。

(俣野善彦記:)
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昨年の観桜会は 3月 24日 に開催したために、開

花には早すぎる観桜会になりました。そこで、今年

は繰下げて 4月 5日 の開催になりました。

現実は 1週間早い 3月 末が満開となりましたが、

冷気が続き、花が 4分かた残る観桜会となりました。

地下鉄「九段下駅」から千鳥が淵への人並みも、

夕方にはゆっくり歩ける程度に減っており、落ち着

いてお花見を楽しめる雰囲気になっていました。武

道館への入り回の上手から眺める桜は、遠目には葉

桜とは思えない程にまだ花びらが残っていて、十分

に楽しめる風情が残っていました。

千鳥が淵の入口から、係員の誘導でお堀越しの桜

を眺めながらゆっくり歩き、集合場所の三井アーバ

ンマンションの前には、午後 5時過ぎに当会の参加

者が集まり始めていました。ボート小屋前にはボー

トにのる人達の長い行列が作 られていました。

定刻の 5時半前には参加者は遊歩道を半蔵門の方

に歩き、桜の本が切れた辺りから戻る散策を楽しん

で、再び集合場所に戻り、参加者を確認してから、

会場の九段下駅側のホテル・グランドパレスまで、

会話を楽しみながら歩き、混雑が招く雑踏がないば

かりに、午後 6時過ぎに着くことができました。

個室が予約されていたので、開場時間までゆっく

り休むことができました。我々の部屋はブッフェ・

テーブルが準備されている大食堂に隣接しており、

個々に取りに行く手間はありましたが、参加者 28

人が静かに会話が出来る雰囲気を楽しみました。

茂木賢二郎顧間、藤崎博也顧間の到着を待ち、午

後 6時 40分に生田幹事が司会して開会、茂木顧間

から、今年のお花見にはボストンから吉野耕一先生

夫妻、および初めての参加者を迎え、歓迎申し上げ

るとのご挨拶を頂きました。さらに、本年 1月 に急

逝された吉野屋の古川義子さんには1971～ 73

年にお世話になったとの思い出を語られ、全員で 1

分間の黙結を捧げました。

藤崎先生からも昨年の大津旅行以来の参加になる

旨のご挨拶を頂きました。

乾杯は千鳥が淵の桜に特別の関心をお持ちになっ

ている水野賀弥乃さんにお願いしました。同僚であ

る同じ職場の福田絵里子さんを紹介され、 3月 24

日にボス トン・ レッドソックスが来日した時に、球

団が子供達 140人を招いて野球教室を開催し、選

手から指導を受け、後で選手のサイン・ボールが届
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2008年千鳥が淵の桜に思 う   歌の作者は誰で しよう

水野 賀弥乃

昔、我が家の庭に大きな桜の樹が 3本あった。

その下で春には園遊会を催 し、今でい うケイタリ

ングを頼んで、お寿司や焼き鳥が振る舞われた。

私たち姉妹、:ま くじ弓:き を担当し、賞品を買い出し

に行ったり、小さな紙にくじ引きの番号を書いた

り、賞品に因んだフレーズを考えた りした。その

ような賑やかな時難が過ぎると、近所に友人のい

ない私は一人で庭に出て、桜の樹 と遊んだ。桜の

枝にぶ ら下がってブランコのように空に向かっ

て飛ぶと、花びらが一斉に私 と裁れ、その購間が

小さな私にとっては至福の時であった。青空と花

で
'ミ

らと私の大好きな遊びだった。以来、桜の大樹

をみると、あの庭の桜 :こ ぶら下がった至福の時を

思い出す。

千鳥 ヶ編の桜に毎年会いにいきた くなるのは、

幸せで小 さな子供であったあの頃に、春の一瞬で

はあったが私の遊び相手だった桜 に会 えた よ う

な気がするからなのだろ うc自 分の花枝に私をぶ

ら下げた頼 もしい桜の大い幹の温か さ、花び らと

一緒に空に飛んだ幸福感。千鳥ヶ淵の桜の下を歩

きなが ら、そんな子供の頃の感覚が甦って <る c

千鳥ヶ淵の桜の下でカップ酒をすす りながら

思い出すのは、幼稚国の時からの規友を纂いて、

水の入った銀の徳利にお猪 口を二つ用意 しても

らい、庭の桜の樹の下に毛布を敷いて、大人達の

真似をして二人だ|す のお花見をしたことだ。何が

面白くて、二人でお水を酌み交わし合ったのかわ

からないが、よっぽど我が家の庭での大入達の酒

盛 りが、子供心 :こ美味 しそう:こ見えたのだろう。

今は本物のお酒を楽 しめて、人生 7倍楽 しいと思

つ。

お酒を楽 しむといえば、今年から日本ボス トン

会のカラオケ幹事を藤盛氏の鋳手 として務めさ

せて頂くこととなった。初日:ま 9月 8日 、京三ブ

ラザホテルの「カラオケ47」 |こ て午後 6時から

開催、鶴会長夫妻、茂本顧間、生彗観桜会幹事、

幹事の藤盛様ご夫妻 と私の 7名 が集まったc皆様

の美声とお酒に酔い しれ、やんや、やんやと歌っ

て 7倍楽しいひと時を遇ごした32時間の予定を

大幅 :こ過ぎる午後 10時解散となったこ次甕:ま是

非、皆様のご参加をお待ちしてお ります。

1.散る花や 己に己(お のれ)も 下 り坂

2.散る櫻 残る桜も散る櫻

3.四方より花装きいれて にほの波

4.花を踏みし草履も見えて朝寝坊哉

5.櫻散る あなたも河馬になりなさい

6.水面や花散りかかる鯉の口

7.花衣 脱ぐやまつわる:紐色々

8.東大寺湯屋の空行 く落花かな

9,花びらを乗せて走れ り厨水

10.哀れ花びら流れ/おみなごに花びら流れ/

おみなごしめやかに語 らひ歩み

11、 久方のひかりのどけき春の日に

しづ心なく花の散るらむ

12_花 !ま散 りその色となく鬱ヒむれば

むなしき空に春雨ぞ降る

13.吹 く風をなこその関と思えども

道も背に散る曲櫻かな

14.警散 りぬる風のなごりには

水なき空に波ぞ立ちける

15.山里の春の夕暮れ来てみれば

いりあひの鐘にぞ散 り〔する

16.春風の花を散らすと見る夢は

目覚めても胸の騒ぐなりけり

17.散 りまがふ花は衣にかかれども

みなせをぞ思ふ月の入 り方

18.散 るぬればのちは芥になる花を

思ひ知らずもまどふ蝶かな

19.惜 しめども散 りはてぬれば桜花

いままま梢を眺むばかりぞ

20.櫻 きくら 棲咲き初め咲き終わり

何もなかったような公園

21 さくら さくら ナ`クラ Sakura
散るさくら

22 街に野に立ち現われて狂えしが

葉桜となり諸本隠る

(生 溺英機 )

1.一茶、 2.良寛、 3.芭蕉

4.与謝蕪村 5.漱 石、 6.紅緑

7.杉田久女、8.宇佐美魚、

9,南 うみお、10.三好達治、

11友則、12.式子内親王、

13.源義家、14.貫行、

15.能因法師、16.西行法師

17_壬生忠苓、18.僧正遍照

19.後 白河院 20.万智

21.種墨彙頭火、22.富小路禎子。

(答 え)
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「ホイットフィール ド・万次郎

友好言≧無迦 開設募金の件

藤崎 博也

4月 5日 の華彗在見こ:ま、久峯こ参力曇させていただき

有難うございました。満開をやや過ぎたとはいえ、千

鳥が淵の櫻はまことに見事で、丁度ライ トアップの始

まった夕景を堪能いたしました.また、その後の会食

でも、皆様のお話を楽しく伺うことができ、有難うご

ざいました。特に生田幹事様には、行き届いたお世話

になりましたこと、早御 を申し上:デます。

さらに、まことに唐突なお願iいだった|こ もかかわら

ず、「本イットフィーをド
｀
"写郷 友好言己念鎗」の開設

のための募金に、当日ご参加の多くの方々からご寄付

を頂き、大変に有難うございましたっ

内訳の詳細は省かせて頂きますが、皆様からのご芳

志:こ小生の分を力露えて、総額5万円を「日本ポストン

会有志」の名義で送金いたしましたところ、このほど

募金事務局から、ご寄付をいただいた方 に々日野原重

明先生の直筆の署名入りのお礼状が送られてまいりま

したので、お届けいたしました。

席上でも申し上:ザましたよれこ、今後もよろしけれ

ば、お知り合いの方々にも、この募金についてお知ら

せ下さいますよう、重ねてお願い申し上げます。

鋳、この募金の■とは、下記の事務所あてにお問い

合わせ願いま丸

「ホイットフィール ド・万次郎友好記無義

開設準備室
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習学生の親代わつ:こ なった在留邦人

(ボス トン日本人学生会の記録より)

三 好  彰

ポストンに留学した入々の記録集に留学生を世話

した人々が出てくる。その人たちは学生が開くパー

ティなどに招待されるので名前が分かるのだが、ど

のような方なのか分からないことも少なくない。い

くつかの資料で分かった大正期、戦前、戦前から戦

後の三つの時代を代表する方々:こうをヽて認すL

1.大正期

記録集のお茶会への招待者リス トに Ishikawaと

だけ出てくる方がある。これだけでは調ぺようも無

かった。しかし大正 5年から6年間 |こわたり月刊(当

初は隔月)で発行 された雑誌 Th Japanese Stu品 武

1こ KMatsimoと しヽ う●ヽ一バー ド大学の警学生が

〔)ピ M譴 霊 猛 Ittkawa of Bosお nと い う 記 事 を 書

いているのを見つけた。

この記事によると菖壼b:waさんiま B彎:Lねn通つ

で日本品を商っていたのだが、Ma“unoが年末に買

物に行ったら「大晦日にソバとお雑煮を振舞 うから

お友達を連れてきなさい」と声を掛けられた。当日、

行ってみると45人もの日本人が集まっていた。

最初:こ年越 しソバを鼻轟れた3カルタ遊びなどを

しているうちに年が明け、そしてお雑煮が賄われた。

IsEbwaさ んが一人で卵盛 りされた。遠い異国に

居るのに、まるでふるさとの母のもてなしのようだ

ったと書いているc

なお The Japtte鍵 &udent誌は日本人留学生の

ために発刊されたものであり、その編集長 lまシカゴ

大学医学部を卒業して研究員になっていた加藤勝次

氏だったここのとき氏tシ寺ゴから参壌していた

加藤氏は血液学の権戒であり、戦後のことだが昭不「

天皇への御前講義味 誉を担われた。

L翻bwaさんの経1歴など1ま何も分からな
=ヽ
。こ

のような方が各時代におられたようだっ

2.戦前

大王半ば|こ ダヽ一′ヾ― ド大学墨学部で矯三裁科を学

び講師になったあと、現地で開業した藤代信次氏|ま

ご自分が苦学生であったこともあって自宅が留学生

のたまり場瞳 夢まどに面倒を見られた=

実はボス ]ヽ ン薔本入学生会の記録:ま覇戦によって

現地に置いておくよりなかつたが、戦後に留学され

た真次氏の長女の素子さんがケンブリッジで見つけ

た厳父の遺品中 にあった。戦乱の中で保管してお

られたのも留学生の世話の一環だったのだろう。

蓄学生 iま 日米霧の橋渡 しをする 鋼饉attattls

ごg∞赫 通 になって欲しいと、素子さんは戦後の最

初のページに書いている。

現在デ トロイ ト郊外 iこ住んでおられる素子さんと

連絡が取れて戦前の留学生のお話を聞くことが出来

たし、たくさんの写真を頂戴した。そのなかに新年

会などの写真があり都留重人氏やライシャフー博士

などが写っている。

3.戦前から戦後にかけて

戦前から戦後:こかけて、日本人留学生がとりわ:す

お世話になったのが在留邦人の人橋さん一家である。

家長の春通氏は Copley Squtteに あった山中商会

ボス トン支店長であった。

山中商会というのは、111中定次郎氏が明治27年
1こニューヨータで隣業した東洋吉美術の販売を行う

会社であったが、事業が順調に伸びてボストン・シ

カゴ・ロンドン。北京につぎつぎ支店を開設し、イ

ギリス王室からロイヤル・フラント(英国王室御層達

の証明紋章)を贈られるまでになった。明治 。大正・

昭和(戦前)における東洋美術の世界的コレクション

1ま、ほとんど彙幸商会が聞っていたといわれている。

昭和 6年に高松富、同妃両殿下がボストンを訪問

された祈の鍵餐会で:ま、春通氏がメイン・テーブル

につせヽていることんヽらも山中議会の発展:ぶ りが分ア)ヽ

る。

戦後暴記録には、壽嬢様の菊横さんが学生会の集

会のたびにビアノを演奏されたことや、ハイキング

を予定した日が雨になったので、人橋家のS理ュ鋸

Hou鸞 でバーベキューをすること:こ したことなど

が書かれてい孔

なおご一家の方々が判明したのは、ボストンの鶏

本協会から春通氏の長男・道夫氏の末亡人である正

子さんを紹介していただいたことによるの正子さん

とお電話でお話し十ることが鶏記

5
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フェノロサ、ビゲロウと法明院 (Ⅲ )

薫i螂 扁訂
~

【8】 明治初年の宗教環境

ここで明治初年の宗教事備を概観しておきましょ

う。ご存じのように明治初年は、膨大な数量の仏像

仏画や古建築など貴重な文化財を失う結果となった

いわゆる廃仏棄釈の嵐が吹きまくつた時代でした。

しかしこれは明治政府が強制した命令ではありませ

んでした。
=政

復古が重要なスローガンだつた新政

府は、従来の神仏混浦の風習を廃し天皇家の先祖を

祀る日本古来の神道を復権させるために「神仏判然

令」を公布したのでしたが、各地の藩知事たちがこ

れを拡大解釈し武力によつて寺
'電

の破壊統廃合を強

行したのです。民衆がそれを許容したのは、それほ

ど仏教積弊の堕膠 目に余るほどだつたのでしょう。

しかし、 16世紀宗教改革後のカトリック教会の

ように、地醒した新進仏教徒、仏教指導者の薔甲軍は

日覚しいものでした。コーロッパやインドに渡航じ

て仏教を研究し、帰国して日本仏教の革新に尽力し

た僧侶たちに、島地黙雷、石川瞬台、南条文雄、藤

島了穏、赤松連城その他多くの人々が輩出していま

九

一方キリスト教の方ですが、新政府がキリシタン

禁制の高札を撤去したのはようやく明治6年、それ

も信徒迫害に赫 るコーロッパ射国の圧力による

ものでした。それまで、来日した欧米の宣教師たち

は、ヘボン博士やジェームズ・バラのように、公的

には医師として、あるヽヽは英語謗師として密力
'こ

伝

道に従事するだけでしたが、それでも彼らの人格に

感化されてキリスト教に改宗する日本人が員を逐っ

て増えて行きました。

改宗者の増加を恐れた政府は、「なりふり構わず」

の表現が妥当と思われますが、神道と仏教の大同団

結を図ります。本来は神道国教化を目指して明治5

年教部省は大教院を設置、「三条の教訓」(敬神愛国・

天理人道・皇上奉瑯めに則つて国民教化のための教

導職制度を設けていました。全国の神官と僧侶が教

導職に任じられ、その織制には「教正」『講義」に大

中少およびそれぞれに次位を表す「権」の字のつく

12の職階 (大教正、権大教正、中教正、権中教正

など)と 、さらにその下に「訓導」があったようで

す。大教正には伊勢神宮祭主や出雲大社宮司、寺院

側からは各宗派の管長や法主が任命されています.

国民教化の説法はもともと僧侶の得意とするところ

で神官の仕事ではありません。当然ながら神職と僧

選の所説1ま矛盾するところが多く、2年後に1■両者

の対立によつてこの制度は廃止されますが、仏教側

ではその後 10年以上にわたつて、教正、講義等の

呼称を残し、キリスト教蔓延防上の説教活動を,続 :す

ました。

姿述するフェノコサ、ビゲ撃クの編、三井寺法嬰

院の住職は、明治 17年 6月 の仏教新聞に「桜チ崎文

徳中教正」として報道され、廃寺となった伊勢の小

寺を再興した静土藩は現治24年の再興葡辞剥こ「甲

講義夫江学翁」と自署していますc

]9]モースの進化論講義とクリスチャンの反発

しかしながらモースの来日した明治 10年前後に

:ま全国各地:こ教会やミッションスクールが出来、プ

ロテスタントとカトリックを問わず、病院、養育院

とい′,た社会事業を通して教勢:ま拡大し、改宗者が

増え続きます。

西洋人がキリス ト教を説くのは当たり前、これも

文明開鰤 しるしと考えていた一般市民を驚かせた

のは、モースのキリス ト教継f[判でしたのダーウィン

の信奉者だった動物学者モースの進化論講演は、ア

メリカでも保守的なキリスト教徒から妨害や鎌がら

せを受けていたため、穏健な人柄ではありましたが、

彼ら:こ対しては幸謙な言葉で応醐することが多かっ

たと伝えられています。モースが隅田川に臨む浅草

須賀町の井生村楼 (いぶむらろう)という会場で江

本学校主催の市民講座 鴨レ竣遷論」4国連続講演

を行ったのは明治 11年 10月 のことでした。

私立江木学校の主宰江木高遠 (1850-188
0、 注記参照)|ま高名な儒学者江本鰐水の嗣子。米

国留学から帰国して東京英語学校およびその後身の

東京大学予備早号教師を務め、フェノコサ来目まで経

済学を担当しておりました。留学中に知った市民講

座の開設を企画し、福沢諭吉、西周、藤国茂吉、菊

池大麓、加藤弘之、中村正直ら当代一流の文化人を

擁してこの年 堕勢奪較講談会」を組織します。モ

ースが講演を依頼されたのは、前年 10月東京大学

主催の進輪 特別講義が聴:講者に与えた感銘を一般

市民にも伝えるのラうゞ目的でした。通訳は江木と菊池

が務めています3そ、′う要約が『芸術叢誌」とし`う雑

誌|こ連載されていまづL

動物進化の過程を卑近な実測で示しながらきわめ

て平易に解説し、両手を同時に使って黒板 iこ図解す

るなど、モースの人気 :ま一気に高まり、.毎回満員の

盛況だったと伝えています.

人類の進化:こついて聖書 玲11世記」の言己述を真っ

向から否定するモースに対して執拗に反駁したのは、

6
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イギリスの宣教医で築地‐病院を開いたヘンリー・フ

ォールズでした。後に上器に残された指紋|こ示崚さ

れて指紋を研究し指紋法の基礎を築いた人です。彼

は講演中のモースに反口金を試みましたが、主催者か

ら「ここは議論の1場所でiまない」とたしなめられ、

後暴銀座で弁駁論を抜霧することになりまづLキリ

スト教をめぐる西洋人同志の争いは、日本人穂衆に

とって実に興味深い一幕でした。『芸術叢誌』はフォ

ールズをからかって

「・・・いずれ天主がこう言われたとか、耶蘇 ヤ

ソ)が然か考えたとか、証拠もな<形跡(あ と)も な

い空中の談薗へ登って痴夢 〔ゆめ)の判断を講釈、

することなるべければ、無1鉄砲に画白い事なるベ

し。この面白連中が世間に沢山なるは嘆息々´々」

と書いています。進化論の「自然淘洵  『適者生存」.

の説は、様々な疑問を解く、まことに説得力のある

新知識でしたが、この文章1事ま宣1教師を採楡しキリ

スト教の普及を懸念する当時鰊 一般の空気が

感じられます。

【101フェノロサの宗教沿革論とキリスト教擁帝』

モース講演最終回の日|こ『芸術叢誌』
`ま

フェノロ

サを紹介し、進化論を常に攻撃する宗教といえども

幾多の変遷あって今日に至つてし'ヽ る事実につし`て
「モールス氏の友人哲学教諏米国フェノロサ氏」:こ

講演を依頼した旨を報じています。新任のフェノロ

サも2週間ほど前、大学主催の定例講演会で 千社会

道化論の諸問題」と題する所論を発表しておりまし

た。井生村楼の江本学校で「宗教ノ起源及ビ沿革論」

の4画連続講演を開始したの1ま明:治 11年 11月 2

日のことです。

その「傍聴記間」が同じ膨罰暉鵠劃 (Nos.26‐ 40)

に連載されますt、 まず未開人の霊魂観から発生した

死と再生|こ関する観念を説明して天国と地

`訳

の思想、

墳墓の意義などに及よ 霊魂崇拝が儀式と祭縫を生

み出して一つの宗教に成長する過程を、主としてス

ペンサーに拠りながら多くの新鋭社会進化論学説を

援層して解説したもので、書蒙的ながら蓋書をきわ

めた講演でした。

しかしキリス 開饗:比判に関しては、ほとんど挑発

的と感じられるほど幸技なものでした。キリスト教

が難何に近代学術の自由な発展を證害したかという

告発(こ始ま :,、 キリスト教の説く天ま鋳 ぜ造、人類の

堕落,原罪観、1救世主の出現等をことごとく迷信愚

説と断じ、キリスト教が本来、未開人種に見られた

霊魂再生の信炸から強大なる人物の霊:こ対する祭記
へと推移したものがその起源であることを証明しよ

うとします。結論として、キジスト教の神 iま、冥iま

カナンの地の暴君が神格化したものと断言します。

要するにこの「宗教沿革論」はキリス ト教絶対の観

念に対する大胆率直な批判、きわめて意識的な反発

に終始していると言っても過言ではありません。

フェノロサそこれほどのキリス ト教批事:こ駆り立

てたもの|ま何だったのでしょう力、 もちろん前国の

モース講演を補強する意図のあつたことも考えられ

ますが、やはり′ヽ一ヴァー ド時‐代に専攻したスベン

サーの社会進化諭が本源:こ あったのではないか。

スベンサーは未開人に見られる宗教の変遷を説い

ても、キリス ト教に1■沈黙を守っていました。哲学

科を最優秀の成績で卒業した若き学徒フェノロサは

大学院に進学しますが、一時大学内のユニテリアン

神学校に通った記録があります。おそらくこの問題

を解決するためだったと考えられます。しかしスペ

ンサー宗教論0当然の帰結私 ダーウィンの進化論

と同様キリスト教批判は避けられないものでした。

モースは少年時f・t、 兄の葬儀のときの牧師の説教

や厳格なクリスチャンだった父親への反抗から、キ

リス lヽ 教には反感麹 いていたとモースの伝記_作者

は伝えています。フェプロサの場合、スペイン移民

でカトジック教徒だった父親は、セーラムに落ち着

いてからプロテスタ/卜 に改宗した人で、少なくと

も熱心なタリスチャンだったとは思われませんcし
かし、フェノロサがとく|こ反キリスト教的家1庭環尭

に育ったという記録は見つかりません..或いは死ん

だ母親の実家との複雑な鶏係が信抑問題にまで絡ん

だものかもしれませんが、これも証拠はありません。

いずれにせよ、西洋人による反キリス ト教演説を、

諸手を挙げて歓迎したの
`ま

いわゅる「耶蘇拠壁包

に躍起になっていた仏教界でした。フェプロサは明

治 15年の龍池会演説「美術真説」を機に、日本伝

統美術復興運動の旗手として全国にその名を知られ

るようになりますが、この「宗教沿革論」:こ よって

仏教者の間でも忘れられぬ存怒こなりました311
年後の明治 22年、『 日本之教学』という博文館発行

の雑誌にこの宗教論の前半部が収録されたほどです。

(つづく)

{:埼玉大認 誉教授、前名古屋ボストン美体輩自長)

(註ヨ己I「進化論」の通訳をしたII本高1遠はモースとたtし んヽ親し

くなりましたが、調冶13年 3月外務省書記言としてフシント/
の日本£疑難轟二選任しました。モースが東京大学との契事む満難で

帰国した半年後のことで―
九 ところが日午6月 公使1館で謎のビス

トル自殺を送げました。 日本産品の輸入をめぐっての潮 ilを在米

日本商社から糾弾されたJ〕が原因とす赫 あります。あるい

はモース蒐奥轍器の機入に関与する事件だったかもしれません。)

7
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「美術・歴史の会に参加 して」 平成 20年 歴史を飲もう会、

小野田 富子       美術の会共同開催記

6′月 14日 、天気のよい土曜日、鎌倉駅西国に午

前 10時集合。

駅から10分の鎌倉記念大:谷美'安栽吉(鎌倉|ま何回

も行っているが、開くのは初めてだつ0に行ってび

つくり、日本画は鏑本清方、橋本関雪、前露青部、

伊東深水、杉山寧 等等。洋画はル ドン、それにデ

ュフィの絵が何枚もあつた。デュアィ0そ明 るい

色彩感覚に私はモダンなものを感じ、絵葉書も買っ

た。その他ガレの花器もあり、彫像の立つサンルー

ム:ま、稀に見るぐらい細やかな気配りがされている

立派なサンルームで特に心に残つた。 2階からは不目

模湾も見えた。「何て素敵なお邸に、立派な美術

品 !!」 といたく感心し 江ブ電鎌倉駅、:こ。

時あたかもアジサイのシーズン。押しつぶされそ

うになりながら轟村ガ崎 で1鋒 り、徒歩 2分のイタリ

アン Pe"r's(ペーターズと呼ぶそう)に。 (混んで

いてチョット待たされたけれど)カジェアルでおい

しかったので、ますます幸せな気分に。

その後、アジサイ巡りに極楽寺、成就院に 人、

人で一杯だったが、鐵 の:海に臨む階段の申 1に

駅くアシサィはその景色と共に一幅の絵。又アシサ

イの頃の平日に来よう、と思った。

何とも圧巻の 1日 だつたが、私麒 日本参加だっ

た主人を達れて、もう一度是非来ようと思ったコー

スで、中でも鎌倉大谷記念美術館:ま大きな普通の美

体隷官ではないけれど、とても心に残つた。

生購さんからお誘いをいただき、初参雄せヽたしま

した。素晴らしい美術鐘賞あり、美味しい食あり、

足を使って歩く健康あり、二命月のプランを立てて

下さった酒井 ,纂綺‐様まことても感謝いたしました。

ありがとうございました。

鎌倉,大谷:記念美衛館1地理・電話饉 7‐2機 1

灌井一良轟

6月 14日 (D午前 10時、況 鎌倉1取西口に掲題

の開催で、生日、癬野日、二好の諸氏並びに、榛崎、

藤盛、俣野、酒井の各夫妻の計 11名が集まった。

早速、鎌倉大谷記念美術館に向かった。 10分余

で到着したが、建物はちいさな緑の縁の山肌に囲ま

れ、静寂な環境の申にあり、美術館というより、蒲

洒な邸宅が侍んでいると言う感じがした。その筈で、

美術館はホテルニューオータニ前会長、故大谷米―

氏の邸宅を家族の方々で、1997年 5月 に美術館

として開館さ‐せたと記されていた。

当日は「東西の水辺の情景」――清方からデユフイ

まで一までの特別展が展示されていた。色彩の魔術

師と呼ばれるデユフイ (1877～ 1955)の作品、海の

絵「トウルーヴィルの波上場』、競馬の絵「ドーヴィ

ルの競馬」、音楽の絵‐「黄色いコンソール」など色彩

と造形の美しさを鑑賞し、館内の窓から,よ 美しい

庭と緑に包まれた鎌倉の街、その向こうには海が眺

められた。

1■ 時30分頃にrム美術館を後にして、江ノ電、

稲村ガ崎で下車、ランチに向かう。海岸方向に3分

も歩けば、本日のレストラン、ベーカリーンストラ

ンPeta'sにたどり着く。

腹ごしらえと歓談を終えた後、再び江ノ電で隣の

極楽寺釈で下三  「紫陽花」の観賞を兼ねて成就院に

向かう。徒歩5～ 6分。最後は緩やかな坂道を少し

登る.鎌倉幕府第二代将軍執権北条泰時が建立した

とされる。参拝の後、有名な紫陽花を見ようとした

が、兎罐 凄い人でチラッと見ただけで、十分な鑑

賞とはいかなかっぅ電

極楽寺駅に戻る途中、駅に隣接している極楽寺

(12"年北条義時の三男重時が建立)にも参拝し、

本日の予定を終了し(午後2時 10分)、 現地解散と

し
'Lこの時期の鎌倉は人出が多く、江ノ電は常に満員、

上、 日は避けた方が良さそうだ。

く追記 :鎌倉大谷記念美衛館iま、入り日の間がつつじ

で国まれています。姜術館`7)方
が3月 !こ くれば、素

晴らしいと話してくれました。 5月 には新 らしい

つつじの花が迎えてくれるでしようこf碧聯

御
成
中
学

紀ノ国屋

御成小

鎌倉駅

―逗子
西 日

北鎌倉→
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美術の会

塾a。還Du愛ブ (1釘7～1953)

藩井 輿子

.=.ヽ ,…

..,--: - -,- '-;.t..'-' .'

デュフィはフォービズムの先駆者マテイス1905
年の作品 “豪奢、静寂、悦楽l①、その作品の色彩の

持つ表現力に驚嘆した。それまでブーダン (1824
～1899)やシスレー (1839～ 1899)風の

海岸の絵を描いていたデユフィも又フォープの隣場こ

移っていくのであつた。

フォービストとしての最初の被の作品 “海辺のテラ

ス"(1907)②は、ピンク、オレンジ、グリーンが

大まがこ配されてい乙 自由な発想で軽やうヽな線で簡

かは 楽しげである。

鎌倉大谷記a美術館デユフィ コレクションの中の

2つの作品“ニースー幌馬車'と
‐
3本の椰子"(19

26～ 27)は光に満ちた明るい色彩と、早い筆使|ヽ

でリズミカフ●こ機力れている。 数年前に訪れたとき

と変わらない懐かしい属憬がそこにあった。

シカゴ美多膝言展 (1994-損保ジャパン)で出会

ったデユフィのつ目いた窓―ニース"(1928)Cは、

開かれた窓から見える澄んだ真っ青な空と海、そして

はる力ヽ向う岸に見える赤茶色の屋根ど薄tヽ 柿色σ燿は

記憶に新し,、 描かれてはいないが、ニース特有の自

い玉砂利のビーチ、そこに憩う人々の姿が日に浮かぶ

様であった。今にも潮風にのって波の音も聞こえるよ

(Э

① マティス ``豪奢、静寂 :、 悦薬''1905

うであった。赤い布の掛けられたソファーに座 り、飽

くことなく窓の外の景念を眺あるデユフィ、のんびり

静かに時が流れる。何 と幸せなひと時であったこと

力、、、、、

野艶年 (1952)のデユフィはベネチア・ ビエンナ

ーレで国際大賞を受賞、近代美術に大きく貢献するの

であった。

③

:

:

:

:

!

:

:(2デユフィ 罐理のテラスタ' 1907

9

C,デユフィ こ
爾しヽた窓一ニース"1928

=■●すサ[~` ,

II■‐■●ィ

… ■`'|

:ヂ

ヤ
‐

尚 ‐ ・ t
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ボス トンでの1読跡

1992年 ご主入の軽蒙でポストン移壼

1994年 長男出産

1995年 ハーバー ド大学大学院入学

1007年 同 卒業

1998年 次男塞産

1998年 毒F軒暴曇

2000年 再度ボストンに渡米

2000～ 2006年 B‐T Sch∞1及びニュート

ンDay醍釜:選e最爆通 OFⅨk調
本語学校 。日本人会婦人部にて活躍

2006年 3月 メラノーマと診断された

2007年 2月 家族にみまも機 がら永眠
ゴ96θ-2θθ7

■=摯 薔マきヽ ム 7_摯  ) 1、 ■⊇ I 、■7
伊 事 翼 千 寸 ^O/υ こ 炸 ソ ヽ百1)

吉野 静子

婦人部の歴史を語るとき、横響洋子さんiま[計t.られ

ないかたです:過去形で語らなければならないの手ま非

常に残念でつ功 、`昨年2月 、皮膚がんで亡くなられま

したI享年46歳でしたフ婦人部の次の時代を担ラ逸

材を失ったことは非常に大きく、残念でなりません。

1992年、婦人部発足まもなく、婦人部財幹 基

1盤となるボストンのガイドブック「ボストンヘようこ
ム 〕 ス゛′、高 ヽ こ‐ ,奪二,, すれ 佳 夭

=■
ハ _ス 1´ ,ラ‐ お`ユ :十,´

こ」 ″tこ世馴cu●′しヮ|マ _、 羽冊開o(豫
=ξ

ミV_ノ
~~/、

こ ノヽ :ヽス■1~ノ 百ヽ1'

:こ入られたのが、洋子さんとの議りの始まりでした

それから後、お料理の本「るる税  (作る、食べる、

かたずけるの意)I、 Ⅱの出版に際しては編集長とし

ての購を1遺懸:な く発揮:されて大役を果たして下さいま

した。

ガイ ドブック碗 郵 1寺、ご岳男を出産され、雄飛と

名付 tす られ、生まれたばかりの赤ちゃんをバスケット
,_、 ■,■ri寃

=‐
O=′ヽ

=¥オ
‐ ■コ 春 'I↑ ― ら 、■ _=、 十´ sを ■■ ′

=‐
→ ‐ ニ

4_V・κし、班餞ョ≒li=、 配ば`_卜犠″籠(■ 4し 、V'ム_Vノ 2■ 、 口
「

F:V′ ヽノ

i.■鮮義に思キヽ轟されま
｀
九

「るるる」完結後の1995年、渡米以前にキャリ

アー・ウーマンとして外資系の銀行で働いていた経1験

を生かして、ハーバー ド大学大学院ケネデ
‐
ィー スク

ール オブ ガバメントに入学、卒業をましかにして

観 翔勇を翅曇.再び「るるる」Ⅱの編集、、と活醒さ

れ、1997年江鯰 されましれ
、 金 → o´■■ :」 ‐■,1ヨ

==:ヽ
‐■, → ハ ハ ィヽ‐脅 =三ぎ,=_ド■ソフO・十、 申4｀に■‖ヨむ4し、 4Ψ υ ′`二十ギー1■5“ |｀

ス トンに来ら庁L‐て力ヽもまま,く アー‐全議、地域社会、:菱趣

校、邦入社会、特にボストン日本語学校運営委員とし

て、又ボストンロ本人会婦人部役員として大きな功績

を残されました。

ここに横野洋子さんの場績を称えると共に衷心より

ご冥福をお折りしていますl

杵 十 こ ル の 1暦ル で`

平 山 菫子

横野さんを想う時、まず真っ先に浮かぶことは、は

つらつと日本語学校の廊下を聞歩する姿です。もうそ

の
―
笑顔をみることができないのだと、誰が想‐i像できた

でしょう力?日本語学校になくてはならない方を亡く

してしまった 。・・・と、たくさんの人が感じている

と思います。

横野さんは下のお子さんが小学校に上がる前後から、

PTAの活動:こ
―
積極轟きこ参弗曇されるよう:こなりました3

ご主人と一緒に安全バトロール委員をなさったことを

始めに、2002年 4月 から2003年 3月 まで、ウ

エルケア委員会を設立し、その委員長として保建室の

立ち上げに尽力されましたcまた同時に、学校として

の食品アレルギー対策をまとめられました。

2003年 4月 か 叡 ま、 運巨営 [葵員 1会
,に:元属 し 、 安 全

乗 皇 彗 沖 一 斗 景 曇 /、二 彗
=^‐

ブ ル _,.=■ :―ず 、警 ■ .

=々
■■

「

てく__、 →=ょ多 壼ヽゴ歯発′」
‐

/^、「/~γ /● ｀ン /｀ Vノキ子/ヽ
~

繰 鐘 室 の 充 実 な 江 貢 義 さ れ ま し ず亀

発病直前の2006年初旬には、息子さん達が通って

いたニュー トンの学校で、インターナショナルフェア

の企画メンバーに加わり、大裁1功諏 くヽみたと伺いまし

た_、 また、これより少し前に典 息子さんのプリスク

ールでの折り紙のボランティア経験を生かしJ縄子の

ための折寝紙12カ 現」という横野さん手書きの図解

の付いた素敵な器子もまとめていらっしゃいます。

様 な々方面での活轟一一一モウ金薦角とアイデア島

:ま、まさ:こ 「スーバー横野さん」でありました.本当

に言葉:こ尽くせないほど着しい方をなくしたという想

いで一議:ですLしかし、彼女が手がけた裁 象

そして、そこで離れ合った人の数だけ、たくさんの人

の心に彼女!ま生きているのだと信じっつ、今|ま洋子さ

んのご冥福をお祈りしたいと思いますG
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2008年
紅葉狩 りのご案内

新刊の紹介 井目武夫著

「蘭戦神話 'う 。

対米通告:まなぜ運れたか」

戦争を始めるにあたっては、相手国に正式な限戦

通告を事繭に与えな発数ル 一ヽグ条ネむで決められて

いる。それが太平洋戦争では、結果絢鞭 寺襲

後の通告となったために、「覇まし打ち」として日本

がアメリカ藝巽1341轟敷を買うこととなったのi爛卸

のとおりであ盈 そして戦後、その通告の遅れの原

因まま在米日本大使館の怠・:曼 |こあったとする説が独り

歩きし、永年のi壷言鬼となってきたc

目未開戦の時:こ 11歳であった武夫少年はそれま

で、仲良しの友きに国まれた生活をワシントンで謳

歌していた3父上である井国貞夫氏 (後の′
=務

次官、

駐米大毎 ,まその時:こ 目太大掟館で重黄を担つ参事

官であったため、責任を聞われ、あらぬ汚名を着せ

られること:こなる。

大使館側に通夫責任絲 ったとする通説に疑間を

感じていた著者は、外務省を選官した後、学者とし

て精力的:こ真機解瞬:こ乗り出し、誤りを立証する資

料を新たに発掘し、そしてその努力の成果として纏

めたのが本書であ魏

米国との苦しい交渉で矢面に立つ当の駐米大使以

下、覇戦の予定も、電報で送られた最後通告の文書

が何を意味するのかも、事前に知らされていなかっ

た 本省からの時 の遅れは、意図的:こ操作き

れたものであったと著者は指摘する。奇襲攻撃を万

全のものとするための、陸軍参謀本部と、その成に

暑する基務省高官らの卑劣な策謀::こ よるものであっ

たことを、ここで検証している。

敵を欺くには味方を歎けとばかり、現地の大使館

は殆ど何も知らされず、スケープゴー トにされたの

である。しかもその最後退告とする文書は、ハル・

ノー に 対して導 切りを通告するわ に遇ぎ

ず、国
.際
法で決められてtヽる宣戦海告には当たらな

い内容であった。

本書1翼堅史に興味ある人にとって、日から鱒の落

ちる感を生むような力作である.まから通る「嘘_l

を究明し、歴史の客観的真実の軌道に戻そうと試み

る本書の著者は 初代ボストン総錬事を含み、外交

官として数々の要職を経て、ニュージーランド大使

を最後に退官した後、東海大学や尚美学園大学の教

授を務めてこられた。そして、かつての日本ボス ト

ン会の会長でもある。出板記念会:ま、入工頼′ヽ―バ

ー ド大学教授も発越人となり、著名な外交史関係者

も多く参加した,(鋤毬 年、中央公論新社〕1)

(文責 関 直彦)

1.ヨ時 2鎖)3年 11月 80議 (壽 )■簑 3ヽ-5時

又は紅葉情報によって|ま 12月 6目 ([い

2.場所 小石′1隆楽覇 入墨料 @300円
所在地 文京区後楽一丁目

3.交通 :都営地下鉄大江戸線「飯圏橋」個06)
C3鍵興下車 徒歩 2分

IR絡武線 徹 鋼最 東目下車徒歩8分

東京メトロ東西線 ,有楽町線 會南北線

『飯‐霧
‐
橋|」 (T06・ Y13・ N10)

Al出獨下車 徒歩 8分

東京メトロ丸の内線 '南北線「後楽園」

悛22・ Nl■ )中央興下車:徒歩8分

4.会食 : 午後5寺～7時 中国料理 豫憂

@5000日  + 飲み物代

5_会食後 第 2回カラオケ同好会覇握予定

6.申込詢 111月 11型⊆ _____
7.申込先 : 藤盛紀明

「ボス トン翼本人

学生会の記録」

中間報告

明治末から終戦直後迄の、ボストン地区への日本

人留学生の調査勒 鍛報告をいたします。

日時 :11月 13日 (本)午後5時半から6時まで

瘍 催前:こ開催します.)

場所 NEC森永ビル内撻   (JR田 町駅隣脚

2階受付:こてご確認下さtt

会場への受汁轟始 : 午後5時 15:;,

会場へのアクセス :JR興町類(三国輔徒歩 1分

都営地下鉄 (三熙。浅草線)三日駅徒歩 1分

申込 : 参加者氏名は事前嚇 ,1必要ですc希望者

:ま ,10月 31目 まで:こ幹事 :こ申し込み下さぃご

11

幹事 :三好 彰
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有志幹事会(土居陽夫幹事との業務引継ぎ)

日B寺 :2榎B年 3月 26日 (対018:13}4Ю :30

場所 :NEC三日ハウス 11名出席

*メ ーリング `リ スト(従来通り 土署幹事)

*幹事会婿 藤筆(酒井幹事

^)率ハイキングの会 (幸野 `営間、山崎幹事に,

*事務局住所 縦抹通 り、但し当赫 住所で代行、

会報 1面の■:ゝI:ま藤盛宅に切替る。)

ネ名簿管理 。会報送付準i蒲 寺泰:盛夫入へ
)

*会報差出入住所 : 封筒・ハガキは藤盛宅に切書。

ま幹事会‐記録は参:蝶者が互選にて,均騒え

第 61回幹事会

ヨ時:2(Ю 81年 6月 16日 朝 )18::蹄～21:∞

場所::NEC三日ハ7ス  19名出席

ネ 次期会長候補、闊フェロウテック山村章社長を紹介。

*ボストン日本人会欠保興会長と会食毅家 6月 2日 )

ボストン日本人会に当会会報を送り入会を勧誘する。

*美術の会 ,歴史を飲もう会:: 6月 14日開催報告。

*紅葉狩りの会 :11月 下旬、小百
'11後

楽理を予:こン

あと カラオケの会開催を予定Э

*お花見の会 : 4月 5日 開催報告。((男 II項参員0
*ボストン地畔 生言己乗つ報告。
*ゴルフの会 : 4月 25日 開催報告。輌:顔:参 :赫

*油絵 `水彩を描く会 :幹事より開会を提案・承ヨR
*総会開催日: 11月 13日 (本)に変更する。

ネ会報発行 : 会報第32号の原稿は3月末締切。

第 62国幹事会

日ロキ:2008年 9ノ層 11日  (尋、)18:30～20:40

場所 il亜〕C 三田ハウス ・19名 出席。

*鶴正登会長挨拶

次次期会長候補 法眼睛 夫妻紹介。

*会計報告 i監査前の状況報告c

*「ボス トンヘようこそ」髪布状況報告曇

*美術の会・歴史を飲もう会 :明年4月 26日 (日 )

茂木本家美術館・醤油工場見学を予:起

ネ紅葉持りの会:  11月 30日 (日 )● :『頁1参照)。

*カ ラオケの会 : 初回 9月 8日 開催、7名参加。 z
次睡:轟正勇華:書りの会C嵯に開撲 /

ゴルフ:懇親会のお知らヽせ

ボストン会の平成20年春期ゴルフ懇;親会は、4月

25日 に、12堪が参加して、川崎国際生田緑地ゴル

フ場で開鐘されました3運聞天1気予報で,よ 24日か

らの雨が25日 にも残ると言うことでしたが、幸いな

事に全員がブレーを終えるまで雨は降らず、諒に幸鷺

でした)吉田久夫さんが、グロス107、 ネット69
という見事な成績で優勝されまし,電

プレー後の1懇親会で、日本、モリシャス友好協会長

の森さんから、モリシャスについての興央熟.ヽお話し

があり、同時:こ香港経由で、簡単にしかも格安で行け

るというi議曇も頂き、モリシャスでゴルフをと言う話

も飛び出すほど盛り上がりました。

次回は9月 1日 の予約甲込の結果、11月 27日 (本)

に、同じ場所で秋期ゴルフ会の開催が決まりました。

国時::  11月 27日午前81:40 インコース

スタート・

場所 :  川崎国際生団緑地ゴルフ場

費用 1  16,000円 チェックイン時に、現

金にて支払い

参加費:: 4, 000円 (参加費・賞品1′→

申込数 116名、申し込み唄で開め切りますじ___

幹事連絡先:山
`難

三

*お花見の会 :  200,午 4月 5日 椰 )予亀

*留学生の会の記録1報告会 111月 13日 曰顔i参照ヽ

*ボストン日本人会会報への寄稿 : 原稿を報告。

*ゴルフの会 : 11月 27日 (本)響 :y:昆参F壽。

まホームページ :活言1厳告の原稿提供について。

*会報1第 32号発行 :予定稿回議 9月 29日発行予,こ̂

*掬璽幹事会 : 2009年 1月 中旬。

ボ丞立 隷 吉浮:世絵名品展
会期 : 2008年 10月 7日 (火)～ 11月 30日 (日 )

入餡鋼■・.午前9時斡 分～午後5時、当曜日7時まで。

体隷
・
ヨ1  10//14、 謡、27、 11//4、 10、 17、 25。

会場 : 江戸東京博物館 (東1京都墨田区I封i潤 1-4-1)
問合先 :日本塁斉師範主翅ヒ事業部 L盤 ―裁弱―盤2

日時

場所

総会・懇親会のお知らせ (同封 チラシ参照)

平成 20年 11月 13日 (本 )午後 6時間場、午後 6時半総会開会

NEC三翼′ヽウス芝クラブ僣R黒師駅、都営地下鉄三田駅下車)

港区芝 5-21-7、 電話 03-轟 443-1400
当日払い お一人 6000円 、同伴者 5, 000円
事前送金 お一人 5000門 、同伴者 5, 000円

出席者

送金方法

|

申し込み先 : 日本ボス トン会事務局 (同封ハガキにて 10月 末 日までにお知 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。L菫
=昼

璽Wl.bttl生菫堅山
=■

壁埜」
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