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総会に向けて 

             会長  原 史郎 

２００８年ラッフル抽選会のご案内   

事務局長  小峰  尚 

JIC では今年１０周年を迎えるイリノイ大学の日本館の運営資金
のファンドレージング活動の一環として企業や個人からの寄付金を
募る活動とともに、JIC 会員の所属する企業などからラッフル（福
引）の賞品を提供していただき、ラッフル券の引き換えに必要な 1
口 1000円の寄付を集める準備を進めてまいりました。今般、ユナイ
テッド航空のアジア域内ビジネス航空券、フェニックスリゾートの
ペア無料宿泊券など、ゴルフのアイアンセットなど、約２５０点の
賞品が集まりましたので、2008年 7月 13日（日）に六本木の国際
文化会館において開催される JIC 年次総会の会場でラッフルの抽選
会を開催する運びとなりました。ラッフルは 4 月中旬に印刷を完了
し、JIC 会員はじめイリノイ大学にゆかりのある方のご紹介で一般
の方の寄付も広く集める所存です。 
是非イリノイ大学の日本館の運営資金を一人でも多くの方からご

寄附を賜りますよう、JIC会員各位のご協力をお願い申し上げます。
今回は郵便振替による送金（ゆうちょ銀行 本店 口座番号：００１
８０－５－３１８０５６ 加入者名：イリノイ大学日本同窓会）以外
に、新たに、JIC のホームページからラッフル寄付の引き換えに必
要な 1000 円の寄付がクレジットカードでできる新しいシステムも
導入いたします。（ラッフル券の寄付総額から賞品発送費用などの必
要経費を差し引いた全額がイリノイ大学日本館への寄付となりま
す。） 

 
 

私が 2002年 11月に会長職を拝命して早
5年 4ヶ月の歳月が過ぎました。これまでＪ
ＩＣが各種の活動を行うことができました
のは矢部、野澤、田島副会長および小峰事
務局長をはじめとする理事会メンバーによ
る理事会活動と皆様方ＪＩＣ会員のサポー
トによるものです。この紙面をお借りして
御礼申し上げます。2008年度のＪＩＣ総会
は 7月 13日（日）に六本木の国際文化会館

で行う予定です。今回の目玉の１つは日本館ファンドレイジングの締
めくくりとしてラッフルの抽選会を行う計画です。10 年前に日本館
建設のためのラッフルを行った時には大勢の参加者で大層盛り上が
りました。今年もより多くの会員の方にご参加頂きたいと存じます。
今年はまた日本館ファンドレイジングの最終年として、日本館 10周
年祭でイリノイ大学キャンパスへの訪問の旅を企画しています。10
月 24日（金）～10月 26日（日）まで先方で歓迎会が開催されます。
懐かしいイリノイ大学へのツアーに多くの方のご参加をお待ちして
います。 
ここで皆様方にＪＩＣの活動報告を簡単にさせて頂きます。日本館

ファンドレイジングも佳境に入って来ました。企業からの寄付はこれ
までに約５５０万円、個人の寄付は１２０万円を超えるところまで来
ています。今回のラッフルで３００万円～４００万円を目指したいと
思います。また個人寄付もこれから募集していきたいと思います。ト
ータルで 1000万円の大台に乗せることができればすばらしいと思い
ます。今年も 4名の奨学留学生が選ばれました。矢部副会長の下で募
集・選定がなされました。ＪＩＣのすべての運営は理事会を通して行
われています。最近はほぼ 2ヶ月毎に開催されています。小峰事務局
長が実務を行っています。ＪＩＣ春の宴会と称して派遣する留学生を
囲む会を 4月 12日に行います。20名程度の会員の参加が見込まれて
います。同好会活動としてゴルフコンペは昨年春・秋の 2回行いまし
た。小峰事務局長がその幹事をしています。この春のコンペは相模原
カントリーで 5月 10日に 3組で予定されています。恒例となったス
キーツアーは赤倉温泉で 3月 7日～9日の 2泊 3日で行いました。今
年は 6 名の参加者でした。来年は佐藤真莉子さんが幹事で 3 月 6 日
（金）～8日（日）の予定が決定しています。JIC Women’s Network
では昨年着物の会でご好評頂きました。今年 3月 15日にロブション
での昼食会を行い 9名のご参加を頂きました。さらに今年はお茶会を
計画しています。これらの催しはWomen’s Network →（右上へ）

 
（左下から）→代表の阿部一穂さんと事務局幹事の原ひとみさん

によるものです。毎回皆様のところへ送られている JIC Newsletter
の作成は小助川理事、Web等 ITの立案・実行は古市理事によってな
されています。JIC は会員皆様の会費によって運営されています。
この会計・監査においては野澤副会長と大塚理事で行っております。
駆け足で多くのＪＩＣ活動についてお話申し上げましたが、この

ような大勢の方々によって様々なＪＩＣの運営はなされています。
米国イリノイ大学という共通の場所で、人生のどこかで何年か過ご
した仲間がＪＩＣのメンバーです。若い方からシニアの方まで、男
性・女性問わず、また外国人までより多くの方々にＪＩＣ総会にお
集まり頂きたいと思います。皆様方のより強いサポートでＪＩＣを
さらに盛り上げて頂きたいと存じます。 

イリノイ大学 近況   副会長  矢部耕三 

 寒さ厳しかった冬も終わり、ようやく春
らしく花咲く季節となって参りましたが、
会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び
申しあげます。 
 本年もまた以下にご紹介致しますよう
に、４名のイリノイ大学奨学留学生が決定
致しました。詳しくは、各留学生の自己紹
介をご覧下さい。 
 さて、彼らを迎えるイリノイ大学アーバ
ナ・シャンペーン校での最初の学生の入学

式が行われたのは、１８６７年の丁度今ごろ３月１１日でした。
それから数えて１４１年目の今年、キャンパス周辺では、リサー
チ・パークが益々その活動を活発にしてきています。これに伴い
同パーク周辺に新しいホテルとショッピングモールが近々開業す
る予定になっています。一方、スポーツファンにとって嬉しかっ
たのは、イリノイ大学アメフトチームのローズボール進出でしょ
う。結果は南カリフォルニア大学に負けたものの、多くの卒業生
を中心にロサンゼルスまで応援ツアーが出るなど盛り上がりまし
た。なお、既にご存知の方も多いと思いますが、昨年５月、裏千
家・千玄室氏に対しイリノイ大学より名誉博士号が贈られました。
その後文楽のシャンペーン公演も行われるなど、日本に対する関

心が改めて掘り起こされてきています。 
シカゴ校では、イリノイ大学前総長 Stukel博士の功績を記念して、
学生寮 Stukel Tower が完成・開業しました。また、全米最古の医
学校の一つであるメディカルスクールでは、同校付属病院のイリノ
イ大学メディカル・センターにおいて、脳内血管の手術にレーザー
技術を応用するという最先端の試みを最近成功させて世間の注目を
集めています。ちなみに、日本でも人気のテレビドラマ「ER」の一
部シーンは、同センターで撮影されています。 
 スプリングフィールド校では、１９９５年にイリノイ大学機構に
加わって以来、多くの設備・校舎の充実が進められてきました。既
に完成した大学本部を擁する University Hall、新学生寮としての
Lincoln Hall などにひき続いて、大型校舎である Founders Hall
が現在建設中です。これらの設備充実によって、イリノイ州都にお
ける研究型大学として一層の発展が期待されています。 
 世界は益々小さくなってきています。アーバナ・シャンペーン校
の新日本館も開館１０周年です。いずれのキャンパスご出身の皆様
も、折をみて母校を再訪されてはいかがでしょうか。イリノイ大学
各キャンパスの動向は、イリノイ大学機構のウェブサイト
http://www.uillinois.edu/ から随時ご覧いただけます。 
是非一度チェックしてみて下さい。 

 



 

第３３期（２００８年度）小山八郎記念奨学金奨学生の紹介 

２００８年８月からイリノイ大学に留学する奨学生は、難関を勝ち抜いて選ばれた４名の方々です。 

それぞれ自己紹介をしていただきました。 

【森本なずなさん】  皆さん初めまし
て。 

私は２００８年度奨学生に選ばれまし
た、神戸大学国際文化学部２回生の森本
なずなです。昔から夢見ていた留学がこ
のような形で実現することがまだ夢の

ようです。アメリカでたくさんのことを学び、多くの経験
をし、自分の人生をより豊かにできるように精一杯がんば
りたいと思います。JIC の皆様よろしくお願いいたします。
 

【本間奈菜さん】  こんにちは！一橋大
学法学部 3年在籍の本間奈菜と申します。
このたび、イリノイ大学小山八郎記念奨学
金 2008 年度奨学生に選出されることとな
り、大変光栄に思っております。私は将来、
世界のすべての人の生活に安全と安定を
提供する取り組みに携わりたいと考え、国
際公務員を目指しています。イリノイ大学
では、優れた国際関係論および実践につい

て学び、また日本とは異なるアメリカの学習環境を通して、よ
り広い視野を得ることができたらいいなと考えております。ど
うぞよろしくお願いいたします！  

 

JIC OnLine Payment System のご紹介               常任理事 古市昌一 

これまで、イリノイ大学日本同窓会への年会費等の送金は郵便振替による方法しかありませんでしたが、新た
に主要カードによる支払いを可能とするためのシステム Pay On-Lineを構築致しましたのでご紹介致します。
Pay On-Lineは、イリノイ大学アーバナシャンペン校の同窓生である Max Levchin氏(BS in CompuerScience, 
1997)等が開発した PayPal システムを利用することにより、カードによる送金が可能なシステムです。Pay 
On-Line上で皆様が入力する情報はすべて暗号化(AES-256)されてサーバに送られるため、大変安全にかつ手軽
に送金手続きを行うことができます．どうぞご利用下さい。 
詳細は JICホームページ（http://www.illini-club.jp/）をご覧下さい。 

 
 

【武友浩貴さん】  皆さん初めま
して、京都大学工学部地球工学科
の武友浩貴です。今回２００８年
度の奨学生として選んで頂き大変
光栄に思っております。このイリ
ノイ大学への留学を以前からの目
標であった京都大学卒業後の米国
大学院進学への重要なステップと

して、非常に有意義なものにしたいと考えております。留
学先では様々なことを学び、吸収し、成長できるように１
日１日悔いのないように頑張っていきますので、みなさん
よろしくお願い致します。 

【椿晴香さん】 

  はじめまして。東京大学理学部地球惑星
環境学科 3年の椿晴香と申します。長らく
海外留学をして視野を広げたいと考えて
おりましたので、今回奨学生候補に選んで
いただけて信じられないと同時にとても
嬉しく思います。 

 イリノイ大学ならではの分野の勉強はもちろんのこと、現地
の方々とも交>流を深め実り多い一年にしたいです。これから
英語の勉強を始め困難もあるかと思いますが、最善を尽くしま
すのでどうぞよろしくお願い致します。 

＜ 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、2008年 1月から 2008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。 




