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大山新会長就任

私はこの度外山興三会長よりイリノ

イ大学日本同窓会の会長を引き継ぎま

した大山でございます。外山前会長に

は 7 年間に渡り会長を務めて頂きご苦

労様と申し上げるとともに、その大役

をお引き受けすることになりました私

にとりましてこの新春は新たな気持ち

で迎えたスタートラインと考えており

ます。今までの当同窓会の活動として

は、毎年行われている留学生の派遣、

テニスやスキーなどのスポーツ活動、

イリノイ大学日本同窓会名簿の製作、

そして昨年、一昨年に行われたイリノ

イ大学日本館新設募金「ジャパンハウ

スプロジェクト」など数えればきりが

ございませんが、これらの活動が皆円

滑に行われ成功裡に終わったのもひと

えに同窓会の先頭に立ちご尽力下さっ

た外山前会長のお陰とここに改めて敬

意を表する次第です。私も前会長の姿

勢を踏襲すべく会の運営に当たらせて

頂く所存です。

（尚、「ジャパンハウスプロジェク

ト 」 を 締 め 括 る JAPAN HOUSE

GRAND DEDICATION については外

山興三前会長他数名の JIC 会員が出席

されました。このときの様子は本号に

掲載されております外山前会長、郡司

先生他の方々の記事を是非御一読下さ

い。）

現在このイリノイ大学日本同窓会に

は約 1200 名が会員として登録されてい

ます。しかし、残念ながら実際に年会

費を支払って頂いている会員数は約

200 名、年１回の総会に参加頂いてい

る会員数は約 100 名という状況です。

1000 名以上の方が登録されている

にも関わらず、会の運営にはご興味

を持って頂けていないのが現状です。

この方たちの実態を把握し、どうし

たらこの同窓会の活動に参加して頂

けるかが私が新会長として検討すべ

き最初の課題と考えております。役

員理事については現在検討中であり、

決定次第、新体制により具体的な活

動計画を立て実行に移して参ります

が、各会員の皆様方からもご協力を

賜り、イリノイ大学日本同窓会のよ

り一層の発展に努力して参りたいと

思っております。

また、昨年、一昨年行われた募金

活動によって得られたイリノイ大学

本校と本同窓会との交流を絶やすこ

となく、新しくジャパンハウスが完
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成したことですので、これをきっかけ

に海外の同窓生、大学関係者、学生の

方々とより一層交流を深め、私共が留

学した頃を思い出し、楽しかったこと、

つらかったことが蘇ってくるような楽

しい会にしていければと思っています。

ついては会員皆様のご支援、ご協力

の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。

第２４回 JIC 年次総会報告  --  平成１０年１１月７日開催

 この会の一つの愉快な特徴でもある

らしいが、予定を大幅に上回る出席者

が集まるというのが、ここ数年来の傾

向である。それゆえに今回の総会につ

いても３０名の出席回答について心配

する人はいなかった。ちょっと肌寒い

ような曇天ではあったが、緑に囲まれ

たお茶の水の東京医科歯科大学 グリ

ルセインツで開催された総会は予想通

り（？）７０名を超える出席者を数え

盛会であった。

　外山 JIC 会長（当時）から開催のご

挨拶と新日本館竣工式に出席された報

告があり、次いで JIC の“母”として

大変親しまれ、大きな功績を残された

故谷川氏に黙祷がささげられた。新任

の大山新会長からは新日本館の今後の

発展に寄与していくのが使命の一つだ

との力強いご挨拶があった。続いて、

来日されていた郡司先生からは新日本

館に寄せられた JIC の貢献に対して深

い 感 謝 のこ と ば が あ り、 Fine and

Applied Arts の Dean, Dr．Conlin からの

感謝状が読まれた。新日本館の竣工式

の模様がヴィデオで流され、緑の高台

に建つ美しい日本建築の外装と内装が

紹介された。“このような立派な宝物

をいかに有効に活用していくか”につ

いては、我々、母校でお世話になった

人たちの今後の課題としていかねばな

らないと思う。

East Asian Languages and Cultures の

Ronald Toby 先生から素晴らしい日本

語のご挨拶と先生のお声がけで会に駆

けつけてくれた日本在住の７名の JET

プ ロ グ ラ ム の 留 学 生 も 紹 介 さ れ 、

Educational Psychology の Delwyn

Harnisch 先生からもお言葉を頂いた。

次いで９９年の夏に留学される４名の

ラビット達の夢や抱負などが紹介され、

その後恒例のビンゴーゲームで騒ぎ、

母校を偲ぶ景品と９９年度のキャンパ

スカレンダーを手に再会を期して散会

した。爽やかで楽しい一日であった。

（田中 信子）

New Japan House 竣工!!
　やっとできたナァ、というのが本音

です。ついに新しい JAPAN HOUSE が

完成しました。この間、 JIC 会員の皆

様をはじめ、イリノイと直接関係のな

い方々からも暖かいご支援をいただき

ました。厚く御礼申し上げる次第です。

　1998 年 6 月 19 日に新しい JAPAN

HOUSE の GRAND DEDICATION（竣

工式とでもいうのでしょうか）が行わ

れ、私も職責上出席して参りました。

日本からは、野澤幸弘募金委員会副委

員長とそのご家族、曽田幸雄さん、内

丸文彦さんご夫妻、それに私と同じこ

ろイリノイに留学した寺井允英さんご

夫妻が出席してくれました。在米の何

人かの JIC 会員も出席してくれました。

　前日は雷を伴ったものすごい暴風雨

で、しかも竜巻発生というニュースに

ひやひやしましたが、幸い竣工式の日

は雨は上がりました。当日朝何気無し

にテレビをつけたら、ロジャー  マー

ティン氏の顔が飛び出したのにはビッ

クリしました。地元のテレビがライブ

で新 JAPAN HOUSE を現場から紹介し

ていたのです。郡司先生も出演してい

ました。

　さて、朝から式典が始まりましたが、

なにせ前夜までの凄い雨の後で、まだ

整備をしていない JAPAN HOUSE の回

りは泥々です。テントを張って、その
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中で式典がはじまり、大学学長、チャ

ンセラー、阿部シカゴ総領事他の式辞

がありました。私は、自分の席がテン

ト内に設けられているのに気づかず、

あたりをうろうろしていたら、本日の

ゲストとして名前が読み上げられ、端

の方からハイハイと手を挙げたら、強

制的に席に座らされてしまいました。

大体私はこういう席は嫌いなので、恐

縮して頭を低くしていました。そうこ

うしている間に千宗室家元がご到着。

なかなかの演出です。

　式典が小一時間位ありいよいよ新

JAPAN HOUSE の見学です。泥々の靴

を脱いでビニール袋に入れて順々に中

に入ります。ウーン、確かに素晴らし

い、木の香がします（錯覚かも）。小

さな茶室、それをこえると大広間に出

ます。向かって左手の部分が我がＪＩ

Ｃの寄贈した部屋にあたります。右手

は、清光庵と名づけられ、裏千家の寄

贈になる部屋です。JIC ROOM には、

現代書家の矢萩春恵さんが寄贈してく

れた掛軸（竹林）がかけられています。

室賀三郎先生と一緒に写真をとったり

しているうちに、家元と学長が並んで

の お 茶 会 が 披 露 さ れ ま し た 。 JIC

ROOM の裏は台所にあたります。全体

としてかなり広いという印象を受けま

した。頂戴した和菓子をほうばりなが

ら外に出て、いずれ庭園となるところ

を歩いて見ました。既に大きな池が、

それも三つ、昨夜来の雨で殆ど満杯の

感じです。元イリノイの地質学教授だ

ったビアさんが日本庭園を管理するよ

うですが、そのモデルも作成されてお

り完成したらすばらしい日本庭園にな

るだ ろう

と思 われ

ます。

　そ う こ

うし てい

る内 に記

念ラ ンチ

の時 間に

なり 、あ

わててクラナートホールに向かいまし

た。ランチにはなんと４００人を超え

る人が参加したそうです。ランチの代

金にも JAPAN HOUSE 宛の寄付の意味

が込められています。プロボスト代行

のトム メングラー氏の司会で始まり、

途中で私に指名があり JIC を代表して

参加の皆さんにお礼を言っておきまし

た。特に室賀三郎先生には募金活動で

大変お世話になったことを強調してお

きました。最後に、金集めは弁護士や

るより難しい、と半分本音の冗談を言

ったら皆笑っていました。このランチ

で皆さんに配られた JAPAN HOUSE の

水彩画は、マーティン氏の奥さんのパ

ットさんの名作です。

　ランチも終わりやれやれ一休み。室

賀先生のお宅に一寸お邪魔し、学長宅

でのティーパーティに顔を出し、夜は

郡司先生のご自宅でパーティ。郡司先

生の顔の広さで、裏千家関係の方々、

着物教室の方々、それにロータリーク

ラブの面々等多士済々の参加者でした。

さすがに疲れてロジャー  マーティン

氏にモーテルまで送ってもらいました。

蛍が飛び交っていたのが印象的でした。

外山興三 (JIC 前会長 Law  '68)

イリノイ大学日本館開所式に出席して
　今回９年ぶりに Urbana-Champaign

の地を踏みました。会社から１週間の

休暇を取得することはそれなりに大変

なものがありましたが、思い切って行

って良かったと思います。それも、Ｊ

ＩＣでの募金活動があってこその思い

出深いものとなりました。募金活動を

ご一緒させていただいた会員の皆さん

には心から感謝致します。

　Urbana-Champaign に 入 る 前 に は

Chicago に立ち寄りましたが、今アメ

リカは大変景気が良いし、ちょうど数

日前にシカゴ・ブルズが２回目の３年

連続優勝を決め、シカゴ・カブスも今

シーズンは調子が良いとのことで、街

には活気が感じられました。イリノイ

大学のキャンパスは総じて新しくきれ

いになっていました。皆さんも一度は

お 世 話 に な っ た は ず の Illini Union

Bookstore や Folle'tt といった書店は立

派になっていますし、Internet に接し

て い る 方 な ら お 馴 染 み の

NCSA(National Center for

Supercomputing Applications) の あ る

Beckman Institute や新しい施設がたく

さん出来、かなり充実してきています。

　 今 回 開 設 さ れ ま し た 日 本 館 は 、

Lincoln Avenue の東、Florida Avenue の

南に位置し、イリノイ大学総長公邸の

南の植物園の中にあります。まだ未完

成の部分がありますが、将来的には、

Tea Garden、Strolling Garden、禅式の

Raked Gravel Garden の三つの庭園が出
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来る予定だそうです。日本館の中には、

フォーマルなものを含めた三つの茶室

と教室、台所等があります。Japan

Illini Club のプレートが貼られた部屋

もあります。

　開所式の前日には、大学関係者等の

手配により Campus Tour, Farm Tour,

Picnic の行事が組まれ、それぞれ多数

の参加者がありました。夜にはイリノ

イ名物の激しい雷雨がありましたが、

当日は嘘のように

晴れ上がりました。

開所式は、定刻の

10:00 より次のよう

なスケジュールで

行なわれました。

♦ アイケン学長によ
る開式挨拶

♦ 郡司紀美子教授に
よる日本語の挨拶

♦ グレーベンホースト評議員会議長
の挨拶

♦ スタッケル総長の挨拶

♦ 阿部知之在シカゴ総領事の挨拶

♦ 森明子(財)今日庵裏千家国際局長
の挨拶

♦ シーバーイリノイ土地改良業協会
会長の挨拶

♦ スンナン・クボゼ師によるお払い
の儀式

♦ 裏千家家元、千宗室宗匠の挨拶

裏 千 家 関 係 者 、 Champaign ・

Urbana 両ロータリークラブと姉妹ク

ラブの柳井・小石川ロータリークラブ

関係者、シカゴ日本商工会議所関係者、

ＪＩＣからは凡そ 10 名程度、全部で

500 名ほどの参加者がありました。開

所式の後には、 Krannert Center での

Celebration Luncheon と Symposium、

総長公邸での Tea Party と行事が目白

押しでした。日本館開所式関連行事に

ついては、現地の新聞記事、テレビ番

組等でも取り上げられていました。開

所式の模様はビデオにて収録してあり

ますので、この秋の JIC 年次総会でで

も紹介したいと思います。

野澤幸弘 (Business '89)

イリノイ大学新日本館設立にあたり

この度Japan Illini Clubの会員の皆様のご協力を得まして新

日本館が出来上がりました。６月１９日裏千家千宗室お家元、

日本国在シカゴ総領事阿部知之様ご夫妻、Japan Illini Club会

長外山興三氏、その他多くのご来賓、日本からのお客様、卒

業生、一般の方々全部で５００名ものご出席を頂き、新日本

館竣工式が盛大に行われました。この新日本館には裏千家ご

寄贈の２部屋のお茶室とお水屋、そして Japan Illini Clubご寄

贈の１０畳大広間、板の間のお教

室、並びに事務所、キッチンが備

わっています。

イリノイ大学は歴史が古く、今

年の５月に第１２７回目の卒業式

が有りました。現在の学生数は３

６０００名、教授２１８８名、職員が８３００名おり、１４

４部門の専門分野と４５００の科目が教えられています。私

の茶道の授業はその中の一つで、芸術学部の正規の科目とし

て教え始めて今年で３０年になります。受講生は芸術学部の

学生のみでなく、社会学、政治学、経済学、工学、コンピュ

ター、人類学などと様々です。最初は坐ることが出来ず、抹

茶は海草の様な味がすると嫌っていた学生が、わずか１５週

間で正座が出来るようになり、抹茶を賞味出来るようになり

ます。自分達の専攻に関係なく、茶道の精神に基き心の安ら

ぎを覚え、楽しみながら新しい知識を身に付けていく学生の

姿に接し感嘆致します。お茶の授業以外に今、日本館を使っ

て教える授業は「生け花」「書道」「一般文化」などです。

Japan Illini Clubの会員の皆様方のお力添えをいただき、コ

ーン畑の中で花開いたこの立派な新日本館を活用して今後数

多くの有意義なプログラムを展開していきたいと思っており

ます。今下記の様な新しい授業、その他のプログラムを発展

させることが出来たらと思っております。

１．日本から伝統芸術の様々な分野の紹介及びワークシ



5 JIC News Letter Vol. 7

日本館竣工式ビデオのご

案内：送料込みで 700 円
　皆様をはじめ日米から多くの方々の力が結集

されて日本館が完成しました。昨年行われた竣

工式の様子、完成した日本館の姿がイリノイ大

学によってビデオに作成されました。収録時間

は約１３分英語音声で編集されています。当ビ

デオは送付代を含み７００円で入手できます。

　ビデオご希望の方は、同封されているビデオ

用・振込用紙（3 枚の振込用紙の内、金額 700

円と記載してあるもの）で金額をお振り込み下

さい。皆様のお手元に届くまで１ヶ月程度お時

間を頂くこともあります。ご容赦お願い申し上

げます。　　　　　　　　　　　（原　史郎）

ョップの実施。そのための各分野の芸術家を日本か

ら招待（陶芸家、漆工家、竹細工師、書家、染色師、

織物師、能役者、舞踊師など）

２．セミナーシリーズ（日本に関してアメリカ人が興味

のある題目を選び各々の専門家による講演開催）

３．着物Resource Centerの設立（着物に関する資料を収

集、着付け専門家による指導、着物文化講座開講）

４．日本に関するテーマを選び、それにふさわしい展示

会開催

上記の様なプログラムを行うために、こちらで有志が集ま

り資金集めをするための「Friends of Japan House」を結成し

協力を募っております。日本でもJapan Illini Clubのご協力を

得て後援会を設置しプログラム運営のご協力を得られればと

思います。後援会にお入りの方と次のような交流をして行き

たいと考えております。

１．こちらの様子を定期的にNews Letterでお知らせする。

２．日本から団体旅行としておいで頂く。そしてその

方々とこちらの後援会メンバーの交流をはかる。ホ

ームステイなどのお世話をする。

３．留学、短期アメリカ訪問のお世話をする。

今日本館では私とパートの事務員のみですので何しろ人

手不足で困っています。こちらでは「Friends of Japan

House」にご加入の方にお願いしてボランティアを募り毎週

木曜日の午後来て頂きツアーガイドをしてもらっております。

日本からも後援会メンバーの方でアメリカ生活をして見たい

と思われている方においで頂きボランティアとして日本館で

お手伝いをしてもらう。その方たちのお世話をこちらのメン

バーがするといったようなことを組織だて、日本館を通して

日米相互交流、さらに数多くの有意義なプログラムを発展さ

せていくことを願っております。広大なアメリカの大地－イ

リノイ大学のキャンパスの中に出来上がった立派な新日本館

で日米両国の方々のご協力を得て日本の伝統文化芸術を末永

く伝える続けることが出来ることを念じております。

歌人坂村直民さんの歌集「念ずれば花ひらく」に次のような

詩があります。

念ずれば花ひらく

苦しいとき

母がいつも口にしていた

このことば

私もいつのころからから

となえるようになった

そうして　そのたびに

私の花が　ふしぎと

ひとつ　ひとつ

ひらいていった

新日本館の維持、運営にはで

こぼこ道を歩まなければなり

ませんが多くの皆様のお力を

御借りしまして一歩一歩前進

し、ひとつ、ひとつ花が開い

て行くようにと念じておりま

す。大変未熟な私ではござい

ますが、一生懸命努力致す所

存でございますので何卒お力

添えのほどよろしくお願い申

し上げます。

イリノイ大学　芸術学部
日本館館長　郡司紀美子
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日本館後援会入会のお知らせ

現在郡司先生が検討

中 の 日 本 館 後 援 会

（案）です。ご賛同

頂ける方は次の趣旨

をご理解頂き、その

中の申込書を直接送

り先住所へお送りく

ださい。正式に後援

会がスタートした時

点で、詳しい案内書

を皆様のお手元に郡

司先生からお送りい

たします。（原　史郎）
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This is the fourth letter that I have
written to all of the special friends of
Japan House, and I regret to say that it
will be my last. I will be retiring at the
end of March 1999 and now that Japan
House is operating, I can fade away.
However, it is wonderful to see the
growth that has occurred in the Japan
House mailing list since the date of my
first letter on September 26, 1997. Not
only have I gained a large number of
new friends around the world, but
Japan House has also gained many
new supporters.

 Japan House should have a very
bright future. It and the programs
being held there are getting a great
deal of attention, but a lot of work and
additional funding is needed.

 The previous Japan House had
almost no operating budget. It did not
have a director or a staff. Shozo Sato
and Kimiko Gunji, with the help of
many volunteers, developed many
programs for the public there and
taught university courses there. The
School of Art and Design, in which
they were both faculty members, gave
them a lot of moral and some financial
support, and the Dean of Fine and
Applied Arts also helped along with
our office. Friends even contributed
from time to time to help keep Japan
House operating.

 We now want to see Japan House
become a campus entity with its own
operating budget and staff reporting to
the Dean of the College of Fine and
applied Arts. In fact, the structure is
now in place, with Kimiko Gunji as the
new Director of Japan House. Kimiko
also has a small staff to help her, but
her operating budget has been funded

on a nonrecurring basis for 1998-1999
with the promise that it will be
reviewed for permanent funding in
1999 at the time of the annual campus
budget review. Kimiko continues to
rely on many wonderful volunteers to
help her.

 We also need recurring state funds to
operate and maintain the building.
Those funds are being requested from
the state for 1999-2000. To date, the
state provided only a small percentage
of the amount included in our initial
request, which was submitted last year.

 We are expecting a new Provost,
Richard Herman, to be arriving in the
office on October 15. He knows
nothing about Japan House or its
history. We also have a new head of
the School of Art and Design, and the
Dean of Fine and Applied Arts is just
beginning her second year. All of these
people will have to be convinced of the
importance of Japan House and its
programs and the need for allocating
recurring resources to the Japan House
budget. The University does not get
much new program money from the
state each year, and the demand for
such funds is tremendous. Funds to
start some new venture usually have
to come at the expense of some
existing program.

 Kimiko works about 24 hours a day.
She will be a wonderful director for
Japan House, and I am confident that
she will sell Japan House and its
programs to the campus
administration. She also has the many
new friends of Japan House that have
joined the ranks in the past few years
to help her. The very presence of the
new Japan House in the University of

Illinois Arboretum and the many gifts
that it took to make it a reality speak
volumes on behalf of all the work that
both Shozo Sato and Kimiko Gunji
have done to bring Japanese culture to
the campus and to the Midwest. I am
sure that those at various levels of the
campus administration will see the
importance of supporting Japan House
and its programs.

 We are already seeing an increased
level of interest in further developing
the U. of I. Arboretum. As the Tea
Garden, Strolling Garden, and Gravel
Garden are developed around Japan
house, that interest will become even
greater, and we expect to see major
progress in the development of at least
the northern half of the Arboretum.
At the present time, the firm of Sasaki
and Associates is updating the master
plan for the Arboretum to help with its
further development.

 All in all, I think we are off to a great
start for 1998-1999. I expect the
following year to be even better as we
attempt to get a permanent operating
budget in place for Japan House and
begin to complete the landscaping and
other features surrounding the house.

 We greatly appreciate all that you
and the other JIC members have done
to make the new Japan House a reality.
We will certainly send a progress
report any time you want one.

Cordially yours,

Roger Martin

Dear All JIC Members
-Japan House has a bright future-

Associate Provost

新日本館建設に情熱をかけたイリノイ在住者へ感謝の気持ちをお送りしたいと思います。ご協力お願いします。

　旧日本館は、1960 年代に佐藤肖像先生がイリノイ大学で茶道、書道、華道等の日本文化を教えることに始まりました。イリノイ歌舞伎
（佐藤先生の指導・演出でイリノイ大学学生による歌舞伎公演）が全米で紹介されました。佐藤先生は、国際間において相互の文化を理解
することが世界平和を確立する上で重要であるということを実践されました。先生は、日本文化に対する深い造詣やお人柄により多くの米
国人のファンを獲得されました。そして、イリノイ州シャンペーン・アーバナの地で日本文化が花開くことができました。
　旧日本館の建物の老朽化により、イリノイ在住米国人を中心として日本館建て替え計画が５年以上前に提唱されました。幾たびかの紆余
曲折があり、日本文化を絶やしてはならないという彼らの情熱がかない、新日本館完成の日の目を見ることができました。われわれ日本人
として、これらのイリノイ在住の方々の熱い情熱に対し、感謝の気持ちをお送りしたいと思います。
　この提案にご賛同頂ける方は、同封いたしました郵便振替用紙（３枚あるうち金額が記入していないもの）にてご寄付お願い申し上げま
す。皆様のお気持ちを一口千円から何口でもご協力お願いします。多くの方からの感謝の気持ちを集めて、これらのイリノイ在住の方々へ
記念の品物をお送りしたいと存じます。     （原　史郎）
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原　史郎    (Engineering ’82)

生井沢 晴夫 (MBA ’96)

古市 昌一   (Computer Sci, '94)

星野 未樹   (JIC 奨学生 Political Sci, ‘97）

田村 一雄   (MBA ‘98）

田中 信子   (Asian Study ’86)

ＪＩＣの“母”を偲んで
谷川敏元会長追悼

　ＪＩＣ元会長の谷川敏（たに

かわ・さとし）さんが昨年７月

３０日に他界されました。

　生前、ＪＩＣの仲間たちと気

軽にゴルフや食事に付き合って

いただきましたが、葬式での参

列者の顔ぶれと「心」友の弔辞

をお聞きして、今更ながら偉大

な大先輩に敬意を表さざるを得ません。弔問客にコントラク

ト・ブリッジのお仲間が何人もおられ、経済界のみならず幅

広い交友範囲に人を愛しておられた谷川さんの素顔を知るこ

とができました。

　谷川さんの７４年の生涯は、実に波瀾万丈で常人の１０倍

以上の経験をされ、中身の濃い人生だったのではないでしょ

うか。陸軍士官学校の第５６期生として戦地に赴き、大変な

青春時代を過ごされましたが、何と言ってもあのインパール

作戦からの数少ない生還者と聞くと、想像以上のご苦労をさ

れたのでしょう。どんな人にも愛情をもって接しておられた

お人柄だけでなく、あの抱擁力の大きさも、そこから得られ

た人生観をベースにされていたのではと推察する次第です。

　終戦後は東大を卒業されてから、三菱化成（現在の三菱化

学）に入社され、初期のフルブライト留学生として我々のイ

リノイ大学に行かれた訳です。当時は太平洋を船で横断し、

まさに渡航だったと聞いたことがあります。アーバナ・シャ

ンペーンでの生活も当時の日米経済格差を考えると、大変な

ショックだったようです。豊かな生活ではなかったようです

が、現在以上に見るモノ、食べるモノなどに感激することが

多く、感動面では豊かであり吸収するものもその分大きかっ

たと述懐されておられたのを思い出されます。また、戦後の

日本経済の復興を志しておられ、学習意欲もかなり旺盛だっ

たとも聞いております。その後、会社のお仕事でブラジルや

ヨーロッパでも勤務され、文字通りの国際人でした。

　１９９５年に他界された元祖（？）会長の小山八郎さんを

ＪＩＣの“父”と称するなら、その小山さんをいつも「はっ

ちゃん」と声をかけ、お互いに良き友人としてこのＪＩＣを

引っ張ってこられた谷川さんはＪＩＣの“母”だったように

思われます。

　あの優しい谷川スマイルは、いつまでも忘れることができ

ませんが、ＪＩＣが今後も発展することこそ、せめて谷川さ

んの功労に報いることだと考えております。イリノイ大学日

本同窓会について、温かいご支援をいただきましたご家族の

方にも感謝とお礼を述べたいと存じます。

谷川さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。

(吉田健司 Comm. & Business '83)

編集後記
　時は流水のごとく流れ去り、山茶花が木

枯らしに震えてはらはらと白や紅の花びら

を黒土に落し、いちょうは黄葉の枝をりん

とした青空に屹立している。そんな初冬の

ある日、ニューズレター・チームはコンピ

ュータとネットワークのプロである古市昌

一さんと、昨年６月帰国されたラビット星

野未樹（みずき）さんの参加に沸いた。さ

らに田村一雄さんの参加も計画されている

と聞く。次号からは素晴らしいニューズレ

ターをお届けすることが出来るのではない

かとこころ弾んでき

た。さて、今回の７

号は総会時にお配り

した臨時７号を改訂

したもので、内容を

より充実させたつも

りですが、どうでし

ょうか？ご意見をお

寄せ下さい。

(田中 信子）

99 年度 JIC 年会費 (期間:98/10～99/9)納入のお願い
JIC の様々な活動は皆様の会費により運営されております。同窓会の準

備や案内、ニューズレターの発行、イリノイ大学とのコミュニケーショ

ン、情報の収集など、有効に使わせていただいております。同封した年

会費用振込用紙（3 枚の振込用紙のうち、金額 3000 円と記載してあるも

の）でお願いします。11 月の年次総会に出席された方、さらに上記期間

の会費を既に払っている方々があります。その方々には年会費用の振込

用紙を同封しておりません。今回の振込は不要ですのでご注意くださ

い。尚、すでに払われている方で行き違いがあった場合には、ご容赦お

願いします。ありがとうございました。  (JIC 理事会)
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