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JIC 会長の原史郎です。1980～1982 年
に Civil Engineering で construction 
management を学びました。1999 年にシ
ービーリチャードエリスの日本法人創業
メンバーとして参画し、2004 年からニュ
ーシティコーポレーションを 3 人のパー
トナーと共に経営しています。これもイ
リノイ大学で学び、友との交友を通じて
得たものが大きかったからに他なりませ

ん。 
JIC の設立目的は、イリノイ大学との交流の発展に寄与し、
あわせて会員相互の親睦を図ることで、この考えに基づき理
事会によって運営を行っています。ここでは、JIC の主要な
活動をご紹介させて頂きます。 
JIC では年に一度年次総会を実施しております。担当理事、
留学生の皆さん及び会員の皆様のおかげで、本年も左側写真
の通り盛大な会となりました。 
イリノイ大学には日本館がある事を、多くの方はご存知と
思います。しかし日本館の運営予算は潤沢でなく、毎年削減
されているのが現実です。そこで、元イリノイ大学総長の
Morton Weir 氏が中心になり、日本館運営基金のファンドレ
イジングを一昨年前に開始しました。JIC はこれに呼応し、
３つのチーム(ラッフル、財団、個人・企業寄付)に分かれて
ファンドレイジングの活動を支援しています。 
JIC の重要な活動の１つは留学生の派遣で、毎年 4 名の奨
学金留学生の選考・派遣を行っており、今年が３２年目です。
故小山八郎氏が築かれたイリノイ大学との関係から誕生した
プログラムです。JIC 活動の要は理事会運営です。運営の中
で要となるのが事務局長で、これまでの 2年間、田山常任理
事がこの任を負われてきました。このたび田山常任理事がベ
ンチャー企業の社長へ就任されるのに伴い事務局長を退任す
ることとなり、新事務局長は小峰常任理事にお願いすること
になりました。JIC の活動を皆様にお伝えすることも非常に
重要で、その役目を担っているのが Newsletter です。本年は
５月に発行した第１４号に続き、総会のご報告、最新の役員
リスト、会計報告等を掲載した第１５号を皆様にお届けしま
した。 
JIC には大阪支部があり、小原大阪支部長がリーダーシッ
プを発揮されています。また、本年から新たに
UIS(University of Illinois at Springfield)の同窓生の方々
が多数 JIC に加盟され、本 Newsletter に寄稿→ 

 
梅雨時とは思えない晴天の６月３０日（土）、東京六本木の

国際文化会館において今年度のＪＩＣ年次総会が１２時３０

分に開催されました。７８名の参加者は文字どおり色とりどり

で、１９５０年代に横浜港から貨客船で１週間以上をかけてア

メリカ西海岸へ向かった大先輩から、イリノイ大学の学年末

（２ページ目に続く）  
→していただいた乗田様には UIS 支部長としてのご活動を
お願いしております。JIC 会員同士の懇親の集まりとして
は、ゴルフコンペやスキーツアー、奨学生懇親会等があり
ます。また、JIC のユニークな活動の１つに Women’s Network
があります。これは、JIC 会員の奥様や 女性の会員を中心
とした懇親の集まりです。 
今後の JIC のあるべき姿としては、理事会をさらに会員
に開かれたものにすることと考えております。年齢・性別
を全く問いません。 
理事会運営にご興味のある方は是非ご参加して頂きたい
と思います。また、より多くのイリノイ大学同窓生や訪問
研究員等の方々に JIC へ参加していただけることも必要だ
と思います。JIC を知らない方が皆様のまわりでいらっしゃ
いましたら、是非ご紹介して下さい。更に、JIC は会員の皆
様に納めていただく会費で運営されている点も、ご理解い
ただきたいと思います。最後になりましたが、今後さらに
JIC 会員の恩恵に資するように運営を行っていきたいと思
います。皆様方の厚いご支援をお願いします。 

２００７年総会を終えて 

              会長  原  史郎 
７８個の笑顔の Reunion! 

– 2007 年度イリノイ大学日本同窓会 
年次総会開かれるＪIC 年次総会   
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日本館に関する活動状況報告 

日本館館長 郡司紀美子

（１ページより） 
休暇を利用して一時帰国中の現役の学生や、さらには８月の
新学年に向けて出発しようとしている小山八郎記念奨学金の
２００７年度奨学生までと、実に様々でした。阿部史理事の
名司会振りによって総会は進められ、原 史郎会長からＪＩ
Ｃの活動報告や今後の計画、さらには改選された理事役員の
紹介がなされました。金井久雄大先輩による乾杯でパーティ
ー交歓が和やかに始められました。 

 
郡司紀美子
教授・日本館
館長は、日本
館の素晴らし
い文化活動の
状況や、ます
ます厳しくな
ってきている

その財政状況の説明があり日本館基金募金活動への協力が呼
びかけられました。 
各役員会や各委員会の活動報告や、さらには会則改定の報
告承認、会計監査報告の後、帰国したばかりの昨年のＪＩＣ
奨学生４名から留学生活報告と、これから出発予定のＪＩＣ
奨学生４名から期待に胸を膨らませる留学決意が披露されま
した。また、本年から新たにＵＩＳ（University of Illinois at
Springfield）校の同窓生の方々もＪＩＣに加わり、ＵＩＳ支
部として紹介されました。 

 
 
続いて、今年からの新たな試みとして絵画オークションで
会場は盛り上がりました。 
そして最後は恒例のビンゴ大会！例年熊のぬいぐるみが一
番人気となりますが、今年はＴシャツも人気でした。 
 
また来年、ＵＩＵＣ，ＵＩＳ，ＵＩＣの幅広い年代の同窓
生が集まる年次総会が実現することを全員で確認し、散会い
たしました。 
 
 

 
 
 
 
 

 
日本館は JICの会員の皆様方、そして他の多くの方々のご

支援の御陰をもちまして、設立以今年で９年になります。イ
リノイ大学では１００数カ国の異なった国に関する教科が教
えられている中、日本の文化のみが、日本の伝統建築様式の
もとに建てられた建物、「日本館」で教えられています。設立
当初は、日本館の存在は、大変不可思議であり、興味津々で
あり、中には不公平であると思った人もありました。そこで、
一般の人達にも公開し、日本館を訪問してもらい、自分の目
で見て経験をして、その存在意義を認めてもらうために、い
ろいろなプログラムを提供いたしました。（俳句、盆栽、習字、
墨絵、武道、墨流し、王朝装束、着物の着付け、着付け舞な
ど）。時には在シカゴ日本国総領事などからお話しを伺うこと
もございます。参加者の数も毎年増し、その中から、日本館
支援の友の会のメンバーに参加してくださる方が多々ありま
す。大学の授業として、日本館で教えています科目は４科目
ございます。これらのクラスの一番の目的は、茶道、生け花，
そして、日本の伝統文化芸術にみられる原理を身につけ、理
解して、それをそれぞれの分野に活用すること、それから、
これらの授業を通して、五感覚を研ぎすませ、それぞれの機
能を十二分に使い、心豊かな人間性を養うことの重要性を強
調します。 

 
 
 
 
 
 
広大な植物園の中に建てられた、日本館の２つの庭は、 ９
年が経過しました今、木々も生長し、静かな景観を呈してお
り、訪れる人の心の安らぎの場になってきています。今では
異文化の建築様式の見本としての日本館訪問より、一時でも
静寂の境地に入り、人間性回復の場としての価値を認めてい
ただけるほどになりました。日本館の理事の言葉を借ります
と「High-tech worldの騒々しい中での生活している私たち
は、沈黙、silenceの重要性を忘れかけている。日本館では“We 
can hear silence.”：茶室での畳のすり足の音、お茶を点てる
時の音、そしてつくばいからの水の音が聞こえるのです。そ
の経験は「Quiet our soul」だといっています。また、周辺
の小中学校の児童生徒が茶道体験として来館する人が増えて
います。日頃大変にぎやかな子供達が、靴を脱ぎ、お香の香
りを嗅ぎ、静かにお茶のデモンストレーションを鑑賞するの
を引率の先生がびっくりして“They have never been so 
quiet. We can hear pin-drops.”といわれる程です。これこ
そ、お茶の力、日本館存在意義を示していると思います。 

 
 

 

裏千家鵬雲斎大宗匠が本年 5月に日本館へ来訪された時の集合写真
右から郡司紀美子(日本館館長)，Robert Grave先生(Dean of Fine & 
    Applied Arts)，篠田研次氏（在シカゴ総領事），裏千家鳳雲斎大宗匠， 
    篠田総領事御夫人，James Bier氏 
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UI-Springfield Jｏｉｎｅｄ 
乗田 泰子 （ＵＩＳ支部） 現在も設立当時と同じく、３名のスタッフほか学生、ボラ

ンティアの協力のもとで運営しています。今では、イリノイ
大学の大学案内にてホットスポットとして紹介されますが、
予算の振り当ての対象にならず、苦しい運営が続いていま
す。２００３−４年は、予算０という査定の中にありながら、
個人の方々のご寄付によって、変わらぬプログラムを提供す
ることができました。しかし、このままでは日本館運営継続
が危ぶまれるということで、有志の方々を中心に元学長の
Morton Weir 氏を委員長として Endowment Drive、イリノ
イ大学日本館運営基金活動が始められました。Endowment 
Drive Leadershipの中に、JICの原会長も入っていただいて
おり、 JIC の皆様方のご賛同をいただき、募金活動にご協
力をいただけますことに心から感謝申し上げます。微々たる
力の私ではありますが、日本館の存在意義を信じ、そして多
くの方々のご支援、ご協力のもと、初めはたった一粒の種で
あっても、日本館の活動が、やがては世界平和につながるよ
うにと願って前進しています。私の大好きな言葉の一つに
「念ずれば花開く」という言葉が有ります。その一例として、
今年の１０月６日に Krannert Center for Performing Arts
で、世界文化遺産の国立文楽協会の文楽公演がおこなわれる
ことになりました。これこそ”Miracle happens”です。 
 
２００万ドルという巨額な募金運動キャンペーンも Weir
氏のお人柄、リーダーとしてのご器量により、御陰様で順調
に進んでいます。Weir 氏、ジムバイヤーさん(日本館庭師)
のような方々が、心から日本館の存在意義を確信し、プログ
ラムに協力してくださるお姿にふれ、多くの方々が日本館存
続の意義に賛同してくださって、現在達成額の半分が集まっ
ています。JIC 皆様方のご協力も得まして、２０１０年まで
に目標金額に達しますことを願っています。尚、来年は日本
館設立１０年になります。その期に１０年祭祝賀会を行いた
いと思っております。是非是非その折には JIC の皆様にお越
しいただきますよう、切にお願い申し上げます。 
 
最後に皆様のご支援、ご協力、そして暖かい友情、おも

てなしに心から御礼申し上げます。今後 JIC の活動が益々盛
んになりますことをお祈りすると同時に、皆様方の御健康を
お祈り申し上げます。    

 
私は1999年8月から2001年12月までUISに在籍し、 BA

リベラルスタディとMA インターナショナルビジネスを取
得しました。 卒業後、具体的に JICの存在を知ったのは、
ついこの 4月です。友人を通じて UIS同窓会 VPの Schrage
氏と会った際、既に確立されている JICに UISを入れてい
ただくのがベストという案を提示したところ、JICの連絡先
を紹介され、勢いでその門を叩きました。幸いにも暖かく JIC
に迎えていただき、この 6月の総会で UIS支部結成デビュー
を果たすことができました。 

 
UISの所在地スプリングフィールドは、リンカーンの出生
地で、イリノイの州都です。私は UISをインターネットで知
りました。現在は 4年制大学ですが、当時の UISは 3年生
専門課程からの大学および大学院でした。留学生は少なく、
中でも日本人はごく少数でした。6人を中心に日本人会を作

り、インターナショナル
フェスティバルでの寿司
バーや折り紙体験、ジャ
パンナイト等で日本人学
生の力を結集して、日本
文化をアピールしまし
た。私は、社会人留学で
したので、休職期限内に

学位を取得する決意をしていました。そのため、毎学期、超
過単位取得願い書を学部長に提出し、各教授を尋ねて授業内
容を確認した上で受講科目を決めました。日米合弁企業社員
の留学ということも教授の興味を引き、次第に学内では知ら
れる存在となりました。同窓会誌に、オンラインコースを受
講した初めての留学生としてインタビュー記事が、UISの新
聞には、プライオアラーニングクラスを取った留学生として
の記事が掲載されました。また、MBAのビジネスストラテ
ジー、コミュニケーション、ウーマンスタディ、グローバル
エクスペリエンスの各クラスで、日本人女性の会社での待遇
やビジネス習慣等についての講義もしました。帰国後は関連
会社に復職し、5年半でようやく課題の日本同窓会が実現し
ました。今後は UIS支部として、JICの発展に微力ながら寄
与していきたいと思っています。 
 

 
小山八郎記念奨学金留学生・帰国報告と渡米挨拶  

副会長 矢部耕三 
 

今年帰国したばかりの留学生である河手賢太郎さん、川島
今日子さん、佐藤真莉子さん、西村崇さんは、4名そろって
総会に元気な顔をみせてくださいました。いずれの皆さんも
イリノイ大学留学中に、勉学以外にもスポーツ、芸術、海外
研修などのいろいろなプログラムに果敢にチャレンジされ、
文字通り「一回り大きくなって」帰国されました。お話なさ
りたいことはきっと山のようにあったものと拝察しました
が、担当副会長の方からは、総会全体のスケジュールとの調
整もあって、お話の持ち時間をそれぞれ制限させて頂かざる
を得ず、残念でした。 
しかし、総会終了後には、時間を気にせず、これから渡米
される留学生の皆さんとはいろいろな情報交換をして頂けた
ようです。今年イリノイ大学へ行かれるのは、田辺夕佳さん
（東京大学文学部）、長谷川貴也さん（慶応義塾大学経済学
部）、湊麻里子さん（一橋大学法学部）、八尾泰洋さん（東京
大学薬学部）の 4名です。今年帰国した留学生の帰国報告に
続いて、これから渡米されるにあたっての抱負を述べて頂き
ました。70名近くの総会参加者の前で皆さんちょっと緊張の
 

面持ちでしたが、
これからの留学
生活に大きな希
望をもたれてい
ることもよくわ
かり、若さ溌剌た
るものを感じま
した。来年帰国さ
れるころにはこ
の4名の皆さんが
またそれぞれに
有意義な経験を
され、一層成長さ
れていることを願ってやみません。 
 
2007年 10月 1日から 31日まで、第 33期（2008年度）奨学生を募集します。2008年 8
月から 2009年 5月までの２セメスターをＬＡＳで学び、年間授業料約 2万 4,000ドルが免
除となります。ご親族やお知り合いの方等へご紹介されてはいかがでしょうか？ 募集要項

は http://www.illini-club.jp/scholar.html をご覧下さい。 
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会計報告 

 副会長  野澤幸弘  

JIC 役員一覧 

 
 
JICの会計につきましては、私（昨年まで田山常任理事）
が原則的に総て入出金管理し、大塚理事が厳正に出納帳の内
容を監査した上で、理事会及び総会において収支決算書の承
認をいただいております。承認いただいた収支決算書の内容
は、別途掲載の通りです。 
 収入は、ＪＩＣ会員の皆さんから納入される会費が中心と
なっております。今後も会の活動を活発に続けていくために
年会費の納入率アップにご協力下さい。 
 支出は、毎年６月に開催されています年次総会に関連して
の費用及びニューズレター製作に関連する費用が主となっ
ています。 また、Japan House関連の特別会計では、エク
ソンモービル社からの寄付金 500,000円を計上しておりま
す。その他、本年度に入り JIC-Women's Networkからの寄
付金として 10,000円、総会での絵画オークション売上金と
して 15,000円をいただいております。ご協力をいただき誠
に有難うございました。今後も、会の活動へのより一層のご
理解とご協力をお願い申し上げます。2006年度の会計報告
を下記のようにさせていただきます。 
      

 
２００６年度 
収支決算書 

（2006.1.1～2006.12.31) 

前年度繰越額 2,679,418    

1 年会費 892,000  182 人分(前年比▲9名) 

2 総会参加費 349,000  60 名分   

2 留学生受験料 88,000  8,000円ｘ11人   

4 受取利息他 14     

収入計 （＋） 1,329,014     

5 総会関連費 507,308     

6 ビンゴ用グッズ費 46,629     

7 ニュースレター製作費 136,185     

8 事務局経費 200,000     

9 
日本館ファンド 
レイジング費用 

0     

10 通信費 117,030     

11 振り込み手数料 15,615     

12 雑費 73,677     

支出 計 （－） 1,096,444     

収支 計   232,570      

      ＜前年度末＞ ＜増減＞

次年度繰越額 2,911,988  2,679,418 232,570

① 普通預金(東京本部) 139,019 ← 139,007 12

② 普通預金(関西支部) 33,370 ← 33,368 2

③ 郵便局振込口座 2,567,090 ← 2,434,230 132,860

④ 小口現金(東京本部) 132,311 ← 32,615 99,696

⑤ 小口現金(関西支部） 40,198 ← 40,198 0

 残高計 2,911,988 ← 2,679,418 232,570

Ｊａｐａｎ Ｈｏｕｓｅ 関連特別会計 934,357    

      

エ ク ソ ンモービル社より寄付
500,000 円、33 円受取利息 

     

 

 
役職 氏名 担当 

留学・滞在時
期 

専攻学部 

名誉会長 堂山 昌男   1955-1963 

Physics, Ｐ ｈ . Ｄ .(1962), 
Research Associate 
 (1961-1963), 
 Visiting Research Assistant 
Professor(1964) 

名誉会長 外山 興三   1967-1968 College of Law 

名誉会長 大山 喬史   1971-1973 MED Chicago Medical Center

会長 原 史郎 理事会           1980-1982 Civil Engineering 

副会長 矢部 耕三

小山八郎記念奨学金、 
国際渉外（イリノイ大
学）、 
広報、日本館基金 

1993-1994 Law School, LL.M. 

副会長 野澤 幸弘
会計監査（会計）、 
日本館基金、勉強会 

1988-1989 Business PEATA 

副会長 田島 洋一
日本館基金、 
年次総会 

1983-1985 Business MBA 

常任理事 宮戸 敏行 日本館基金 1980-1982 Business MBA 

常任理事 古市 昌一
小山八郎記念奨学金、 
ニュースレター、 
名簿、広報 

1992-1994 Computer Science, MS 

常任理事 田山 裕丈 ＪＩＣ私書箱 2000-2002 Business MBA 

常任理事 篠原 史温
小山八郎記念奨学金、 
各種同好会、 
新規会員入会促進 

2003-2004 LAS 

常任理事
事務局長

小峰 尚 
理事会、 
日本館基金 

1984-1985 Business PEATA 

大阪支部
長 

小原 正敏 大阪支部運営 1984-1985 Law School 

理事 阿部 史 年次総会 2003-2004 Law School 

理事 一川 勝佳使   1995-1997 Finance 

理事 大塚 洋一郎 会計監査（監査） 1994-1996 Business MBA 

理事 小助川 奨 ニュースレター 1993-1995 Urban and Regional Planning

理事 島田 秀郎   1994-1995 Business MBA 

理事 庄司 香   1995-1996 LAS 

理事 筒石 賢昭   1989-1996 School of Music Ph.D 

理事 塚本 美由紀   1999-2000 LAS 

理事 秀島 雅之   1991-1992 Maxillofacial Prosthetic Clinic

理事 古舘 豊   1980-1982 歴史学大学院 

理事 若葉 陽子   1990-1991 Speech and Hearing Sciences

理事 柘 直孝 JIC 会費 1993-1995 会計学 

幹事 原 ひとみ 事務局補佐 1980-1982   

幹事 阿部 一穂 JIC Women’s Network 2003-2004   
 

 

 

 

＜ JIC 年会費納入のお願い ＞ 

イリノイ大学日本同窓会（略称 JIC）は、イリノイ大学への学部留学生派遣、日本館運営基金の募集支援などの活動を軸
に、イリノイ大学に留学された方たちの親睦を深めるための活動を活発に行っていくためのボランティア団体です。 
 活動経費（ニューズレター作成、郵送代、通信、総会開催補助等の費用）等をまかなうために会費を会員各位にご負担い

ただいております。各年度の会計報告はＪＩＣホームページ（http://www.illini-club.jp/）で行っております。 

本会の活動主旨にご賛同いただける方は、2007年 1 月から 2007 年 12 月分の年会費 5,000 円を、郵便振替（口座番号
00110-2-603861イリノイ大学日本同窓会宛）にてお支払いいただきますようお願い申し上げます。 


