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JIC Newsletter↓

　早いもので外山前会長から会長職を

引き継いで、すでに１年が経ちまし

た。おかげさまで昨年１１月の総会で

は多くの会員の皆様にご参加頂き、ま

たイリノイ大学からは Conlin 学部長

(College of Fine and Applied Arts) が郡

司日本館館長とともにお見えになり、

盛会裡に終えることができました。こ

れもひとえに皆様のご支援の賜物と厚

く御礼申し上げます。

　思い起こせば私がシカゴキャンパス

で２年間お世話になったのは２９年も

前のことです。言葉も生活習慣も異な

る不安な環境下で、大学のみならず滞

在先の各所において多くの方々から恩

恵を受け、学業ならびに人間面におい

ても多大なる影響を受け、未だに感謝

の念に堪えません。現

在、私の勤めます大学

病院におきましても多くの

留学生を積極的に受け入れております

が、彼等にもまた私同様少しでも有意

義な生活を過ごしてもらえればと、常

日頃支援を心がけております。

　本同窓会におきましても、毎年数名

の留学生を公募により選出し、イリノ

イ大学への留学を援助しているのはご

周知のことと存じます。会員の皆様方

にも、今一度ご自分の留学当時を振り

返り、貴重なご経験を多くの今後の若

い世代に伝えるべく、本会の主意がイ

リノイ大学への留学生の支援にあるこ

とを再認識され、ご協力頂ければとお

願いする次第です。

　イリノイ大学にございます日本館は、
お蔭様を持ちまして創立2 年目を迎え
ることが出来ました。創立以来、数多く
のグループにお越し頂き、その人数は
3,200名を超えました。地元の小学生か
らイリノイ大学を50年前に卒業された
方に至るまで、非常に幅広い年齢層の
方々の訪問を受けております。　日本
館は大学の植物園内にありますので、
環境にも大変恵まれております。今日
本館はTranquility on the prairie(平原の中

の静けさ)と称さ
れ、多くの方々の
注目を浴びている
ところです。私共と致しましては、日本
館を訪問して下さる方々にご満足頂け
るプログラムを提供することで、皆様
の思い出作りに貢献したいと日々試行
錯誤を重ねている次第です。
　日本館のプログラムは主に大学の授
業が中心となっておりますが、その他
にも地域の方々を対象とした茶道のク
ラス、着物着付けのお稽古、生け花の
ワークショップもございます。　また、
サンデーアフターヌーントークと呼ば
れるミニ講演会では、方面でご活躍中
の方を講師にお招きし、貴重なお話し
を伺う機会を設けております。日本館

イリノイ大学日本館館長　郡司紀美子

日本館創立二年目を迎える

イリノイ大学日本同窓会会長　大山 喬史

日本の伝統品を送ろう！
詳細は次ページを御参照下さい ☞
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の一般公開は、学期毎に行われておりま
すが、毎回大反響をいただきまして、地元
の新聞にも大々的に取り上げられました。
　つい先日行われました秋のオープンハ
ウスでは、アメリカ人のアーチストが作
成したお茶用の器の展示会を開催致しま
した。来訪者の皆様に対しては、学生がた
てたお茶を振る舞い、このユニークな展
示を目と舌とで楽しむことが出来たとの
感想が数多く寄せられました。
その他今年度の主な事業計画としまし

ては３月２６日に日本館で特別プログラ
ムをするために資金集めの「オークショ
ン」、そして４月１日に計画しています
「着物リソースセンター」設立がございま

す。「オークション」に関しましては、下
記の「オークション」の御願いをお読み
いただき、ご協力いただければ幸いで
ございます。どうぞ宜しく御願い申し
上げます。
「オークション」からの収益で、客員
アーチスト、或いはインターンシップ
の制度を設け、JICの会員の方やお知り
合いの方の中から、日本伝統工芸や伝
統芸能に携わっておられる方を日本館
にお招きし、講演会や講習会を行って
いただける制度を確立したいと存じて
おります。将来的な計画として、イン
ターンとして英語で日本文化芸術の紹
介をする方を育てていくプログラムに

ついても検討中です。多くの方々に日
本文化芸術を広め、理解していただき、
友好の輪を広げるていきたいと思って
います。
　日本館のお茶庭はバイヤーさんとい
うご夫妻のご寄付出、ご主人のジムさ
ん自身が設計をし、造庭を手がけて下
さっています。完成間近に迫っており
ます。JICのメンバーの方々の訪問をお
待ち申し上げております。是非近いう
ちにイリノイにいらして下さい。日本
館スタッフ一同、皆様のご来館を心よ
り歓迎申し上げます。
最後に皆様のご健勝とご多幸をお祈

りを申し上げます。 　　　
　　　　　　　　　 　敬具

来る平成12年3月26日、日本館にてオークションを企画いたしております。このオーク

ションで集められた資金は、日本館で行われている様々なプログラムを更に豊かなものにす

るために使わせていただきます。

つきましては、日本の伝統品・民芸品（羽織、木版画、漆器、花器、人形等）その他、手

作りの品（袋物、人形等）の寄付を皆様から広く募りたい次第でございます。

書面のみで大変恐縮ではございますが、「多くの方に日本文化を広め、理解していただき

たい」という日本館の趣旨にご理解、ご協力いただければ大変光栄に存じます。

　　 送り先： Japan House

2000 South Lincoln Avenue,

Urbana , IL 61802 USA

日本館館長 郡司　紀美子 (kimiko@uiuc.edu)

寄付品は３月２５日までに日本館へ直接お送り下さい
オークション＠日本館 3月 26日
寄付品大募集！
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JIC 奨学金制度の由来知ってるつもり？

To:   Nobuko Tanaka
Subject:  Re: History of the Japan Illini
Club Scholarships

Dear Ms. Tanaka:

It has taken some digging to obtain the
information you wanted on the begin-
nings of the JIC scholarship because
everyone who was involved in setting
up the program has retired from the
University.  But I was able to get some
more information.

Shortly after JIC was founded, the club
decided to raise funds that were given
to the University as a gift.  In the early
1970s, when then Vice-Chancellor
Morton Weir (he later became Chan-
cellor of the University), Professor
David Plath, and Dean Bob Rodgers
were visiting with several JIC mem-
bers in Japan, the idea of acknowl-
edging in some on-going way the sup-
port that JIC was giving the Univer-
sity was mentioned.  At that time
Vice-Chancellor Weir said that he
would provide a tuition and fee
waiver for a Japanese student to study
at the University as an exchange stu-
dent. As I mentioned in my earlier

From: Roberta H. Gumport
To:   Nobuko Tanaka-N/PGI
Subject:  History of the Japan Illini Club
Scholarships

Dear Ms. Tanaka:

I have pulled together some history of the
Japan Illini Scholarships.  I hope this is what
you were looking for.

The Japan Illini Club scholarship program
was established by the University of Illinois
at Urbana-Champaign in 1974 on the rec-
ommendation of faculty at the U of I.  The
University awarded one scholarship and the
Japan Illini Club was asked to set up a pro-
cedure to advertise in Japan and to nomi-
nate students for admission.  The nomina-
tion of the first student was sent to the Uni-
versity in Spring of 1976 and this student
arrrived to study in the Fall of 1976.

In 1980, as a gesture of appreciation for the
fellowship support that the Japan Illini Club
had provided to the U of I program for Illi-
nois students who studied each year in Kobe,
President Corbally added one more tuition
scholarship to the program.  Shortly there-
after, two more tuition scholarship were
added to the program, bringing the total num-
ber of scholarships given by the University
to four, which is the present number.

JIC students can be either undergraduate or
graduate students, although the students usu-
ally are undergraduate.  They can study al-
most in every department in the University.
The one restriction is that law and medicine
are only for graduate students in the United
States, so Japanese students in this field can-
not take classes in those schools.

My office in the Department of East Asian
Language and Cultures at the University ad-
ministers the scholarships and I act as advi-
sor for the JIC students while they are here
on campus.

If there is any other information which you
would like have, I will be happy to answer
any questions you might have.

Sincerely,
Roberta H. Gumport

　毎年JICの奨学金(イリノイ大学小山八郎記念奨学金)をもらって、４人の学部生がイリノイ
大学に留学します。でも奨学生達はその起源や歴史を知ってるかな？奨学生ばかりではなく、

JICの同窓会関係者でもしっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。そこで今
回日本留学生プログラムの担当者であるRoberta Gumportさんにその起源や歴史についてお
尋ねしてみました。奨学生を始め私達イリノイ大学関係者も、この名誉を下さった大学に、

もう一度深く感謝をしたいと思います。　           (田中 信子)

note, a committee of Japanese studies
faculty members here, pleased with the
idea of continuing relationships between
alumni in Japan and the campus, made
recommendations about the way the
scholarships should work.

The rest of the information which I sent
you earlier gives the history of scholar-
ship after the initial period.  I hope this
new material helps.

Sincerely,

Roberta H. Gumport,
Year-in-Japan Program
Department of East Asian Languages and
Cultures, University of Illinois, 608 S.
Mathews, Urbana, IL 61801

Get wired! (part 1)
JICのホームページを閲覧してみよう！

　96年に開設されて以来既に４年

目を迎え、国内の米国大学同窓会

ホームページとしては老舗中の老

舗。まだアクセスした事のない皆

さんは、今すぐパソコンへ直行！

インターネット接続がまだのJIC会

員の皆さんは、これを機に是非と

もインターネットデビューを果た

しませんか？ウェブマスタは永綱

浩二さん(‘93 MIS)です。 (古市 昌一)

http://www.dri.co.jp/jic.html
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　まず、簡単に自己紹介をさせていただ

きます。東大では法学専攻ですが、マク

ロ経済にも興味があり、他にも教育・犯

罪といった問題にも関心があります。中

央銀行を含め、官庁への就職を考えてい

ます。趣味はサッカー、ジャズ鑑賞、

メール書き、買物です。

　冬休みは日本に帰らず、クリスマス前

後の１週間ほどを留学生のためのプログ

ラムに参加しメリーランドのある一家で

過ごさせていただいた後、同じように留

学している高校時代のクラスメートと会

い、アメリカ東部をあちこちと旅行しま

した。今回はそのことについて書きたい

と思います。

　メリーランドに滞在していた時の一番

の見所はワシントンDCでしたが、意外

な発見だったのがアナポリスでした。

10ヶ月間だけ合衆国の首都だったこの港

町は、アメリカの古い町並みをそのまま

に残していて、とても小さいけれどやさ

しく美しい街でした。

がＬＡＳ限定なの

で、希望通りの授

業をとれるかが心

配の種だったので

すが、今のところ

は、教授との交渉

で問題なく授業を

受けています。将来

的には、広告か広報の分

野で働きたいと思っています。 外 務 省

では、日本の国家イメージを対外的に組

　アトランタでは、アメリカの光と陰が

くっきりと意識されました。危険な匂い

のするダウンタウンは、イリノイにはな

かなかない黒人独特の文化が感じられ、

一歩離れると荒廃した寂しいストリート

になります。その一方、郊外のミッドタ

ウン以北には白人の中上流階級が安全で

クリーンな街を形成していて、豪華で大

規模なショッピングモールが賑わいをみ

せています。企業のオフィス群もダウン

タウンからそうした郊外へ移っているよ

うに思えました。　またアトランタでは

たまたま、ノーマン・ロックウェル展を

JIC奨学生レポート
1999 年年度度

　留学では 授業のみならず、生活全

般が新しい体験なので、毎日が新鮮

です。今だに英語の面で苦労するこ

とは多いものの、エスニシティーの

問題が日常的にとりあげられるなど、

アメリカならではの話題が多く、友

人から刺激を受けることも多くあり

ます。

　こちらでは広告を中心としたコ

ミュニケーションに関する分野を勉

強しています。奨学金のプログラム

田村　篤司（専攻：経済学）

東京大学法学部3年

塚本　美由紀（専攻：広告）

1999年3 月慶応義塾大学法学部政治学科卒

　JIC 奨学生には、留学中2ヶ月に 1回同窓会に対してレポートを提出することが義務付けられています。
今回は、夏学期の感想や冬期休暇の過ごし方を中心に報告してもらいました。「次回は○○の最新情報が知
りたい！｣といったご要望がありましたら、担当（庄司 , e-mail: kaori-s@tkf.att.ne.jp）まで是非お知らせ
ください。ニューズレターの発行時期以外のレポートは、ホームページで随時公開しています。また、奨
学生への激励メールも大歓迎です。担当が転送いたしますので、どしどしご連絡ください。（庄司 香）

やっていて、さっそく見に行きました。

アメリカ人に広く愛された彼は自分の最

も大好きな画家でもあり、あまり絵画を

解しない自分でも十分に楽しむことがで

きました。

　ニューヨークでは、ミュージカルが一

番の楽しみでした。ミュージカルを見る

のは初めてで、Catsを見たのですが、思っ

ていたよりずっと面白くて、「あわてて」

次の夜もまた見に行くことにしました。

それが旅行最後の夜だったのですが、な

んと第一列目のまさに真中の席というチ

ケットにあたり、Miss Saigon の迫力のあ

る舞台を十分に楽しめました。そのほ

か、エンパイアステートから見る夜の

NYの美しさには圧倒されました。ここ

では日本料理も毎日食べにゆき、お腹も

満足したというところです。

　ただ一方で、日本の友達からは就職活

動を始めたという話（昨年内に就職の内

定が出たという話も）や、国家公務員試

験や司法試験の話などが届いていて、自

分だけモラトリアムを一年延ばしている

ことの贅沢さを感じています。新しい学

期が始まりますが、今学期はもっとしっ

かり勉強しようと思っています。

み立てるというプロジェクトがあるそ

うですが、私もそのような仕事に加わ

れたらと願っています。

　前学期は、ＥＳＬを含めて講義形式

の授業を４つ取りました。ディスカッ

ションはなかったので、教授や学生の

考え方に啓発されるということはあり

ませんでしたが、広告について基本的

な理論や実践的な例を学べたので、意

義があったと思います。毎日の生活では、

やはり教科書を読むということに一番時

間を割いていました。そのおかげで、文字

に抵抗感がなくなったというのは１つの

UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC
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向 修一　（専攻：コンピュータサイエンス）

1999年 3 月東京大学理学部地球惑星物理学科卒業。4 月から都内のIT 関連の小さな

会社でアルバイト。U of I では主にコンピュータ・サイエンス (CS) の基礎を勉強し

て、帰国後に大学院へ進学する予定。

大きな成果です。

　文字といえば、最近目につくのが、東

洋ブーム（？）なのか、漢字入りの洋服

です。ＧＡＰでは「体育部」という文字

の入ったTシャツを売っていたという話

を聞きましたし、私自身も「軍」と書い

てあるズボンをはいた人を見かけました。

使う文字をもっと選んで欲しいというの

が率直な感想なのですが、こうしたとこ

ろからアジアに対する関心が深まれば、

それはそれでいいのかもしれません。

　昨日までの冬休みの間は、メリー

ランドのアメリカ人知人宅に１ヵ月

近く、お世話になりました。ワシント

ン DCのダウンタウンからメトロと

いう地下鉄で４０分ほどの距離の家

だったので、ほぼ毎日スミソニアン

の博物館に出かけては、展示物を見

たり、絵画を見たりと贅沢な時間を

過ごしていました。クリスマスをア

メリカ人の家庭で迎えることが出来たとい

うのは大きな収穫だったと思います。家族

同士で、プレゼントを交換し、お互いのこと

を気づかうというのは素敵な習慣だと思い

ました。

　アメリカに１年間いられることで、経験

することは本当に多いです。今学期は、少し

慣れたところなので、ディスカッションの

授業も取り、頑張っていきたいと思ってい

ます。

　夏学期は、専門科目は「データ構造と

ソフトウェア・プリンシプル (CS 225)」、

「オペレーティングシステム(CS 323)」を

履修しました。ご承知の通り、U of I の

CS Department は、米国内でも最も入学の

難しい学科の一つです。そこで学ぶ機会

を頂けたことは、この上なく恵まれたこ

とだと感謝しております。授業で周囲を

見渡す限り、学生はアジア人の比率が比

較的に高く、また 9 割以上が男性である

のが特徴です。

　CS の授業は、非常に「実践指向」であ

るという印象を受けました。CS 225 はプ

ログラミング中心の授業で、頻繁に「real

world では」という表現を耳にしました。

教師も実務経験に基づいた方法論を強調

する一方で、学生の側も「授業 (アカデ

ミックの世界) ではこういう扱いをしてい

るが実際の職場ではどうなのか」といっ

た情報を多く期待しているように見受

けられました。 CS 323 もオペレーティ

ングシステム理論の授業とはいいなが

ら、先生の専門の関係もあってか、マ

ルチメディア関連の例を盛んに持ち出

し、学生の興味にかなり沿った講義が

行われていました。

　この他には、ずっと Green Street の

北側 (理工系キャンパス) にいると息が

詰まってしまいそうなので、気分転換

に中国語を取ってみました。私が選択

したのは漢字を一切教えない初習者向

けコースで、少人数だったこともあ

り、かなり楽しい経験でした。

　冬休みは、フロリダにフットボール

の試合を見に行ったあと (近年の動向

をご存じの方は信じられないかも知れ

ませんが、Fi g h t i n g  I l l in i  が

MicronPC.com Bowl に出場し、Virginia

を圧倒して、最終的にランキング 25 位に

入ったのです) 、Y2K 問題 (?) でチケット

が安かったこともあり、日本に帰国しまし

た。(その後に IAP-66を紛失し、学校から

FedEx で送ってもらうという失態を演じて

しまうのですが...)

　春学期には、(初めは満員で全然取れな

かった) CS の授業が、学期開始後に滑り込

みで登録できて、とりあえず一安心といっ

たところです。それから、英語が余り上手

くなった実感がないので、もっと使うよう

にせねば、と思っています。

　以上、簡単ですが、近況報告とご挨拶ま

で。今後ともよろしくお願いいたします。

竹田智（専攻：土木工学）

東京大学土木工学科建設マネジメント/開発システム研究室所属

UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC

UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC UIUC JIC

　イリノイ大学では、土木・環境工学科の授業をとり、4年

生あるいは大学院生1年生向けの授業に出席しています。前

学期は「忙しい」の一言につきましたが、日本人の友人(大学

院生)は、研究室を訪れ、担当教授につくという

ことまでしていました。自分にはそこまで

行うだけの能力はまだなく、まだまだ学

ぶことだらけだという気がします。

　さて、前学期を通じて本当に多くの

友人に恵まれました。学問に負けず劣

らず、今回のイリノイ大学の生活の中

で最も貴重なことだったのではないか

と思っています。特に中南米から1 学期

間の交換留学で来ていた人々との交流は、自

分の将来のこと(土木技術者としてこの付近での仕事、

プロジェクトに携わりたいと思っています)を考えると大き

な財産になりました。彼らから学んだことは数知れません。

自分の器量の小ささを実感させられましたし、他人に対し、

心から思いやる気持ちを学ぶことが出来ました。

　冬休み。多くの留学生はアメリカ国内の旅行、あるいは母

国への帰省のためキャンパスを去っていきました。しかし、

卒業論文の提出が迫りつつある私は、12月19日か

ら12月24日にかけてNEW  ORLEANSを訪れ

ること、そして12月26日から31日にかけ

て、会議に参加しに INDIANAPOLISに行

くのがやっとでした。しかし、NEW OR-

LEANSの旅は非常に思い出深いものにな

りましたし、会議の方も、多くの大学の人

たちと知り合え、非常に有意義なものでし

た。クリスマスの日は、教会で仲良くなった

御夫婦に招かれ、一緒に過ごしました。閑散とし

た大学街には雪だけが残り、寂しい時であっただけに本当
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2000年度の奨学生を紹介します

喜多　亜貴子さん
大阪大学

人間科学部4年

石原真樹さん
慶応大学

総合政策学部２年

小瀬垣彩子さん
慶応大学

環境情報学部2年

武田麻美さん
東京外国語大学
チェコ語学科2年

　2000年度奨学生の入学手続作業が、本年度の担当 *（難波）のもとで進行しています。留学直前よりインターネット上では4人を応援す

るホームページが公開されます。詳しくはメーリングリストにて連絡します。まだ加入されてない方は、この機会にJICMLへ加入されませ

んか？登録並びに利用は無料です。   パソコンをまだお持ちで無い方は、6月のボーナスで購入されません？
*奨学生の留学手続は、前年度までに帰国した奨学生たちが順次交代で担当しています。

All JIC members,  “Let’s get wired”.

にうれしく思いました。大晦日はカウントダ

ウンを友人宅でし、いよいよ2000年1月1日

から...そうです、卒論の草稿が始まったので

した。

　しかし、時は去り、2月一杯日本に帰り、卒

業論文の発表をし(2月28日)、いよいよ大学

4年間が終わりを告げるわけです。学部生と

いう段階でアメリカの大学で学ぶことは、修

士課程などの時に来る時とは違うと思いま

す。即ち、まだ発展途上の段階と自分の目的

を確立してからの段階では、全身で感じる刺

激が違うと思うのです。それだけに貴重な体

験であると思います。

　体にだけは留意し、両親の温かさ、そして

JICの方々の思いやりに感謝を述べまして、

筆を置きたいと思います。またお会いできる

日まで。

イリノイ大学小山八郎記念奨学金について

応募資格
受験時に4年制大学に在学中または同等レベルで、

TOEFL 550以上のスコアがある者。

受入先・対象分野
受入先はイリノイ大学の学部課程。対象分野は同大学で履修可

能な分野。所属はLiberal Arts and Scienceとなる。

支給内容・期間
授業料が免除される。　支給期間は12ヵ月(8月～)。

募集内容・選考方法
募集期間は4～ 9月で、募集人員は4名。

書類・面接(日本語・英語)

連絡先・問い合わせ方法
本ニューズレターp.8の事務局、要項取り寄せは 4月

以降。問い合わせは書面にて行う。資料請求の場合は

120円分の切手を貼ったA4 サイズの返信用封筒を同封

すること。

アルク「留学事典2000年度版準備と手続き特集号」p.279を一部参照。

1999年度奨学生と仲間たち

田村君塚本さん 向君竹田君
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 第２５回イリノイ大学日本同窓会　

年次総会報告　

  　御茶ノ水駅から東京医科歯科大へ向か

いながら、右手はるかな聖橋に目をやる

と、色づいた枝々がアーチ型の橋梁に掛

かり、外堀の深緑の水面はきらきらと輝

いていた。「花のこと今は忘れて紅葉か

な」を、ふと思い起す。四時はめぐり、今

年も秋実り、冬蔵すの季節に入ろうとし

ている。そして、今日この爽やかな小春日

和の１１月１３日の昼下がり、私は恒例

の総会が開かれる、東京医科歯科大のグ

リルセインツに急いだ。

　会場には既に、イリノイ大学に学んだ

人々、又は有縁の方々７０余名が集い、イ

リノイで過ごされた日々を懐かしみ歓談

されてい

た。大山会

長から開会

のご挨拶があ

り、来日されている

Conlin学部長は、日本館の

１周年記念茶会で６００人もの来館があ

り、感動されたことなど話された。同行

された郡司先生は、日本からの篤志家を

募り、工芸美術品などを提供してもら

い、日本館でオークションを開いて、運

営資金の一助としたいなど、今後の日本

館運営計画などを話された。その後、JIC

奨学生として昨年イリノイ大学で学んだ

学生の帰国報告があり、この夏に留学す

る新奨学生の自己紹介が続いた。恒例の

ビンゴゲームでは、景品のイリノイ・

グッズの中でも、オレンジ色のイリノイ

カラーばっちりのベービー服には歓声が

上がった。

　閉会の挨拶で粟飯原名誉会長がJIC設

立にまつわる苦労話に触れられ、この会

の存続の大切さを思った。参加者全員が

イリノイ大学の２０００年のカレンダー

と長野パラリンピック優勝者松江美季さ

ん（イリノイ大学留学中）のポスターを

頂いて、私は今キャンパスは燃えるよう

な紅葉の季節を迎えているかなと想いつ

つ、そして微力ながら何か恩返しをした

いものだと念じながら会場を後にした。

（田中信子）

Dr. Kathleen F. Conlin, Dean,
College of Fine and Applided Arts

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞも閲覧してみよう！

　99年3月に開設して以来１年間

のアクセス数は約600件。JICメン

バにはまだまだインターネット

ユーザが少ないと嘆きつつ、ぼち

ぼち内容を充実させてます。ウェ

ブマスターはニューズレター編集

担当の古市昌一。読者参加型の

ホームページを目指してます。

http://www.furuichi.com/jicnews/

Get Wired! (Part 2)

本ページの写真は長尾様(Political Science

‘71)御夫妻より御提供いただきました。

どうもありがとうございました。
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編集後記
　Vol. 8は一度も編集会議を開かずに発行した、初のJIC Newsletterだったのではないだろうか。その分、メーリングリストを
使ったバーチャルな編集会議を延べ100回以上開いた事になる。しかし、全員のスケジュールを調整し、仕事を終えてから都
内に出向いて...を繰り返す労力と比べた時のバーチャル会議の気楽さは、経験した事のある者にしかわからないのではないだ
ろうか。楽できた反面、今回は一度も飲み会を開催できなかったをことを悔やんでいるのは、僕だけではないだろう。（フ）

事務局からの

お知らせ

JIC News Letter 編集部スタッフ
生井沢 晴夫  (MBA ’96)

原　史郎      (Engineering ’82)

田中 信子        (Asian Study ’86)

古市 昌一        (Computer Sci. ’94)

星野 未樹        (JIC奨学生 ‘96-97）
庄司  香            (JIC奨学生 ’95-96)

難波健治         (JIC奨学生  ’95-96)

田村 一雄        (MBA ‘98）

Get wired! (part 3)
JICのメーリングリストに加入しよう！

　99年11月より、JICメンバ同士の交流を
活性化するため、メーリングリストを開設
して運用しています。現在加入者は約70名
で、口コミでどんどん加入者が増加してま
す。会員同士の一般的な情報交換用の
jicml、JIC恒例のスキーツアー連絡用のjic-
ski, ゴルフ仲間向けのjic-golf, そしてニュー
ズレター編集者用の jicnews と４種類が活
発に利用されてます。加入はJIC Newsletter
のホームページから、左図の１、２、３の
操作で登録できます。使い方が良くわから
ない場合には、jicnews@furuichi.comまで
メールにて御質問下さい。本メーリングリ
ストは JICメンバに限らずイリノイ大学に
関わる全ての方にオープンとしています。
皆さんのお知り合いの方にどしどし御紹介
いただき、加入者倍増計画を実現したいと
思います。（古市 昌一）

11
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お花見＠UIUCキャンパス

http://www.furuichi.com/jicnews/

JIC新企画

“お花見”
本年４月、都内の某桜の名所に
てお花見を実施すべく、密かに
計画が進行しているというウワ
サを聞きました。詳細はメーリ
ングリスト jicmlにてアナウン
スされるとのことです。Stay
tuned to jicml!

連絡先の変更：
イリノイ大学日本同窓会事務局の連絡先が下記のように変更(下線部)となりましましたのでお知らせ致しま

す。なお、イリノイ大学への留学手続きに関するお問い合わせ、ご案内等もこちらで承っております。

事務局担当者 : 谷口 尚, 秀島雅之, 井上貴章　　

連絡先 〒113-8549 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学大学院

顎顔面補綴学分野内

イリノイ大学日本同窓会　　

TEL 03-5803-5553(TEL),0207(FAX)

E-mail h.taniguchi.dysf@dent.tmd.ac.jp,

m.hideshima.dysf@dent.tmd.ac.jp

JIC新会員募集中
入会御希望の方は、郵便、

FAX, e-mailいずれか
の方法で事務局まで御連

絡下さい。折り返し入会

申込書をお送りします。


