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ざしております。皆様の惜しみないご協力とご理解を何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

会長からの
会長からのメッセージ
からのメッセージ
武井誠之（昭和 44 年経済学部卒）

LA 立教会第 43 回総会開催

暑中お見舞いもうしあげます。
3 月 28 日の総会、新年親睦会にて、孫 恵美会長からバト
ンタッチして、会長に就任いたしました。私が立教会に入会
しましたのは 1986 年 5 月のことです。以来 24 年間、岡本さ
ん、山越さん、大角さん、水谷さんと 4 人の会長の補佐役兼
会計担当として、会の要職を担って参りました。そして 2007
年に顧問として一応の役目を終わりとしていましたが、旧役
員会から推薦され、この度会長をお引き受けいたしました。
私自身、RETIRE する前に、会員の皆様への感謝の気持ちを
表すために、もうひと頑張りしようと思ったからでありま
す。来年 2011 年に、LA 立教会は創設 50 周年という節目の
年を迎えます。この記念すべき年に会長という職を賜り、身
の引き締まる思いで一杯です。
今年 2010 年は, 2 月中旬から 3 月上旬にかけて、野球部の
遠征合宿があり、大塚新監督の下で 80 名近い選手たちが来
られました。今回の遠征の最大の目的は、日米野球史にとり
ましても、重要な出来事である FRESNO ATHLETIC CLUB
と立教大学との出会いにあります。従いまして、野球部一行
が、FRESNO 市を訪問することによって、1927 年以来、機会
が無く叶わなかった表敬訪問を果たすとういう、大きな役割
を担っています。
3 月 28 日の総会を経て、今年最大のイベント、50 周年記
念企画の前哨戦として位置ずけられている、6 月 13 日開催の
「舞と朗読の平家物語」がありました。AAJUW との共催で
したが、渡辺喜久子こと若柳久三（昭 41 年卒、日舞踊家）
とその二人のお弟子さん、若柳久女と若柳春華、そして堀田
紀眞（昭 39 年卒、朗読家）という二人の校友によるコラボ
レーションと、賛助出演して下さった川本旭鶴（筑前琵琶奏
者）により、リトル東京の禅宗時を会場に、午後 1 時と 3 時
30 分の 2 回公演を行いました。お陰様でほぼ満席の来場者か
らは、「素晴らしかった」、「感動した」との称賛のお言葉
を頂き、大成功のうちに閉幕しました。
さて、次は来年の 50 周年記念に向けての準備です。その
手始めとして、7 月 2 日に、平成年度卒業の若い世代、特に
女性会員達との「飲み会」を設定し、ご協力とご支援を強く
お願いすることになりました。私としては、以前ロスにおら
れて、日本へ帰国された元会員の方々、そして現在の会員 80
名余の全員が参加してもらえる様な、「記念誌」の発行をめ

2010 年 3 月 28 日、ダウンタウンの東にあります LA 唯一
のワイナリー、San Antonio Winery において、 2010 年度の総
会が開催されました。
孫会長の挨拶に続いて、行事報告、会計報告のあと、本会
のメインであります新会長の選出となり、孫会長の後任に
私、武井誠之（昭 44 年経済卒）が、選ばれ、その場で承認
されました。
引き続き、新役員たちも紹介され、副会長に、笠井昇氏と
坂本計洋氏、会計に、槇弘子氏、TOWN & GOWN 幹事に、
孫恵美氏が任命されました。
2010 年の行事紹介を経て、野球部遠征報告をもって、総会
を終了し、新年親睦会に移行しました。
ワインによる乾杯のあと、昼食会となり、各テーブルとも
和気あいあいのなかで、おいしいワインと食事を楽しみなが
らの歓談が繰り広げられました。
大橋総長始め、江草校友会々長、前田野球部部長、大塚監
督らからの、祝辞がご披露された後、本日のゲスト、ハワイ
立教会と軽井沢立教会の会員である山口登氏のスピーチに続
いて、出席者の会員各自の近況報告のあと、立教関連のクイ
ズ大会、そして最後に校歌を斉唱し、記念撮影をもって、閉
会となりました。
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-2010 年立教大学硬式野球部アメリカ遠征坂本計洋（昭 52 年経済卒）
2 月 22 日
午前 8 時 05 分 LAX 着の DL284 便にて、4 人のマネー
ジャー（うち女子マネージャー2 名）を含む学生 78 名と大
塚新監督、日通旅行社添乗員 2 名の総勢 81 名が到着しま
した。（学生の最終参加予定数は 80 名だったのですが、
出発時になり怪我等で 2 名が不参加となりました。）LA
立教会を代表して、孫前会長、上井さん、笠井さん、と私
の 4 名で出迎えました。
学生達は、LAX から 2 台のバスでエンシノ市の Reggie
Smith Baseball Center (RSBC)へ移動中に、車中で着替え
をし、午後からの軽い練習に備えました。
RSBC に到着後、直ぐに、R. スミス氏、B. レズリー氏、
川崎千秋さんの紹介を含めたブリーフィングを行い、暖か
い日差しの中、3 人のコーチ陣と共に、芝生やピクニック
ベンチに散らばって、お弁当を食べました。食事が終わる
と、レズリー氏の周りには多くの学生達が群がり、盛り上
がっていましたので、耳を傾けると、やはり、武士軍団の
話題が中心でした。それから、レズリー氏の体形から、そ
う言う発想になるのか、「ピッチャーは、やっぱり常に走
りこまないと駄目ですか？メージャーリーガーも走るので
すか？」という類の質問が多かったです。この日は、長旅
の直後の為、怪我をしない程度の練習と、LARK 側で調達
しておいた、バットやボールを含めた用具、備品の確認を
行い、午後 4 時に上がり、宿舎となるシャーマンオークス
の Court Yard By Marriott へ向い、チェックインを済ま
せました。アメリカ上陸初のディナーは、孫会長、上井さ
んが、事前に偵察をしておいて下さった、Hokkaido
Seafood Buffet にてでした。
2 月 23 日
アメリカ遠征初の試合となる UCI でのゲームデーで
す。
最初は、午後 6 時からのナイトゲームが予定されていたの
ですが、UCI の都合により、急遽午後 3 時からのデーゲー
ムに変更されましたので、朝 9 時に UCI の Anteater
Ballpark 入りで、試合前の練習が始まりました。絵に描い
たようなカリフォルニアの青い空の下、ドジャースタジア
ムと同じグランドキーパーが管理をする、日本のプロより
も素晴らしいフィールドコンディションに、皆感激の余
り、しばし言葉が出ないほどでした。
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2009 年度 NCAA ナショナルランキング 1 位の UCI は、ス
ターティングラインアップの 6 人までがレギュラー選手、し
かも、金属バットですので、よく 11 点に抑えられたと思い
ます。素晴らしいチームでした。そして、これまでに立大が
対戦したどの大学よりも素晴らしいホスピタリティーで迎え
てくださいました。

UCI 戦でのキャプテン田中宗一郎選手の打席
2 月 24 日
前日の晴天とは打って変わり、夜半から大気中に水分が感
じられましたので、心配しながら朝 5 時頃に目覚めると、や
はり、今にも雨が降りそうな、重苦しい空模様でした。
この日は、USC との親善試合が午後 6 時から予定されてい
ましたが、一応 7 時まで待ってから、USC のコーチ陣に電
話を入れ、3 時開始への調整を始めたのですが、審判員との
連絡が中々取れず、見切り発車で、12 時入りを目指してホテ
ルを出発。フリーウェーを降り、USC が見えて来た頃に、電
話が入り、審判員の確保が確認されました。UCI に引き続
き、急なスケジュール変更が起こってしまい、1 月以上前か
ら、多くのミディア媒体での告知をご覧になり、楽しみにし
ていて下さったのに、見ることが出来なくなってしまった多
くの方達に、大変申し訳ないと思いました。そして、予想通
りに、終盤になり、冷たい雨が降り出してしまいましたが、
3 時から始める事が出来たお陰で、9 回をプレーすることが
出来ました。又、USC のヘッドコーチ、チャッド・クルータ
ー（元 LA ドジャースの捕手）のご好意で、木製バットを使
用して頂けたこともプラスになったのですが、試合は、8 回
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裏 2 アウトまで、USC をノーヒットノーランに押さえ、最
終的には 2 ヒットの 9－0 でシャットアウト勝ちでした。こ
のゲームでの USC の先発は、ドジャース時代に 59・1/3 イ
ニング無失点記録と言う偉業を達成したオーラル・ハーシャ
イザーの息子のジェイク・ハーシャイザーでした。210cm
の長身からの速球は素晴らしかったのですが、その立ち上が
りを打てたのが幸いしました。それと、この日は、立大の投
手陣と守備が、とても光っていました。試合前の、チャッ
ド・クルーターご自慢の最新のピッチングマシーンを利用し
ての、まるでゲーム感覚で行われた両校の捕手合同の練習で
は、両方のベンチが盛り上がり、国際試合ならではの和やか
な雰囲気を味わえました。
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とに、感動させられていたようでした。そして、この日、1
名の学生マネージャーと、前田部長が到着しました。又、江
草校友会会長御夫妻も、応援に来て下さいました。そして、
25 日の午後の練習の後、LARK 有志による In ‘N Out
Burger と Starbucks Coffee の差し入れが行われました。
「この日までに、アメリカで食べた物の中で、一番美味し
い！」と喜ぶ学生達の姿を見て、それまでの全ての苦労が報
われた思いにさせられました。
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前日の UCI 戦でも気付いていたのですが、この日も、私
の直ぐ隣におられた大塚監督から「セカンド、もう少し右に
守って！」と言う指示が。すると、次の打球が二塁手の真正
面へと飛んで行くのでした。未だ、就任して間も無く、全く
選手達個々の力を把握出来ていない中、そいう勘のようなも
のを備えた監督なのかも知れない、と思いました。終盤から
降りだした冷たい雨の中、屋根の下に移動せずに、選手達と
同じ条件下で応援して下さった佐藤先輩の姿には、本当に励
まされました。

USC の先発投手 Jake Hershiser
2 月 25 日、26 日
この 2 日間は、練習日でした。夕べの雨が嘘のような晴天
に恵まれました。エンシノ市の RSBC とシンプソン・フィ
ールドに別れての、試合を想定した野手の練習と、投手陣の
フィールディング・ドリル、ブルペンでの練習をしました。
ブラッド・レズリー氏の指導の下、メージャーリーグと同じ
投手のドリルを行いましたが、「立教の投手陣は、頭も良
く、そして、とても素直な選手が揃っている。そして、ワー
クエシックがしっかりとしている。」との言葉を頂きまし
た。私にとっても大変 Eye opening の体験だったのです
が、基礎がとてもしっかりしているのが日本の野球のはずな
のですが、投手が一塁をカバーに走るコースになると、一塁
への最短距離をストレートに走ってしまう選手が意外に多
く、ちゃんとしたカーブを描き、最後に、打者と平行したラ
インでベースに入れるよう、細かく指導されていました。選
手達も、メージャーが、そこまで、細かく練習をしているこ

Lawry’s での LARK 歓迎会
2 月 27 日
あっという間に LA での最後の日となりました。午前中
は、唯一の市内観光が予定されておりましたが、生憎の雨で
した。試合も練習も無い日の雨は大歓迎です！（そうは思っ
ていない選手も多かったようですが！）午前 11 時から、ビ
バリーヒルズの Lawry's で LA 立教会主催の歓迎会が開かれ
ました。今回は、ローズボールの出場校と同じように、我々
立教チームのみの貸切です。Lawry's のご好意で、ナプキン
もスクールカラーのものが用意され、ファーストクラスの雰
囲気の中、最高のプライムリブを食べながら、本当に楽しい
ひと時を過ごすことが出来ました。閉会後、Lawry’s のマネ
ージャーより、「ローズボールの出場チームも含め、多くの
学生グループが Lawry’s で会食をしましたが、立大野球部
は、これまでで、もっともマナーの良いグループであっ
た。」とのお言葉を頂きました。夜は、ウッドランドヒルズ
の ICHIBANKAN にて、江草校友会会長御夫妻、前田野球
部長、大塚監督、大友さん、浜田御夫妻の歓迎会が、行わ
れ、LARK からは、孫前会長、上井さん、武井現会長、そ
して、私が出席しました。
2 月 28 日
4 名の学生が、就職活動の為に帰国したので、朝 7 時に、
彼らを送り出しました。その結果、フレズノには、学生 75
名と監督、部長の合計 77 名の野球部員、そして、引率が 6
名の総勢 83 名で行ったことになります。
さて、いよいよ、今回の遠征のハイライトと言えます、6
年越しでやっとかなえられましたフレズノ訪問です。午前 8
時半に、２台のバスと、用具を載せた、私が運転するミニバ
ンとでホテルを出発しました。まるで MLB のマイナーリー
グの様な、バスでの約 5 時間の移動、そして、到着後すぐに
Fresno Pacific University とのナイトゲームというスケジュ
ールでした。流石に、LA での練習と試合とのハードスケジ
ュールに、時差ボケ、そして、ロードトリップの疲れとで、
選手達に全くキレが無く、0－3 と金属バットに負けてしま
いましたが、先発したエースの仁平君は 3 回を完璧なピッチ

Newsletter 3

ングで FPU 打線をシャットアウトするという、素晴らしい
仕上がりを見せてくれました。日本に戻るとレギュラーでは
ない、二塁手の三沢君も守備で大活躍しました。この FPU
との試合には、多くのフレズノ市周辺に住む、日系人、並び
に、地元の野球ファンが集まり、FPU のスタジアムが落成
して以来、最も多くの観衆を集めました。この試合の始球式
では、ダイヤモンドの父と呼ばれ、日米野球の架け橋を築い
た方であり、我が母校の第二応援歌を伝承した Fresno
Athletic Club チームを率いて来日された、ケンイチ銭村氏
の御子息で、昭和 30 年代に広島カープでも活躍された、ハ
ワード銭村氏が投げて下さいました。そして、前日の激しい
雨の後で、UCI や USC のスタジアムの様な水捌け機能を備
えていないグラウンドでしたので、普通であれば、外野の芝
を痛めてしまうので、試合は行えないコンディションであっ
たにも拘らず、ヘッドコーチ自ら、長い時間を掛けてグラウ
ンド整備をして、試合が出来るようにして下さいましたこと
に、大変感謝をしております。
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がら朝を迎えますと、更に激しい雨が降っていました。しか
しながら、天気図を見る限りでは、ベイエリアでも南の方か
ら雨雲が通過し始め、晴れ間も出てくると予測できました。
SF からスタンフォードへの途中も、前が見えないくらいの
雨だったのですが、スタンフォードに到着すると、雨は止
み、太陽が顔を見せ始めました！！オーガナイザーとして
も、このスタンフォード戦は、絶対に学生達に体験させてあ
げたい、1999 年以来 4 度目となる、伝統の一戦ですので、
本当に、神様がお守り下さっていることを実感させられまし
た。
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スタンフォードの新しいスコアボード
試合の方は、初回にスタンフォードに 2 点先行され、2 回の
表に 1 点を返したのですが、その裏 1 点を追加され 1－3。5
回表に立大は追加点をとり 2－3 としましたが、8 回裏にも
スタインフォードに追加点を与え、2－4 で負けてしまいま
した。
これでスタンフォードには 4 連敗となってしまいましたが、
選手にとっても、我々スタッフにとっても、大変満足のゆく
1 日となりました。

始球式を終えたケンソー銭村さんと
3月 1日
フレズノ市に隣接しているコルビス市に在る UJCC
(United Japanese Christian Church)、Nisei Baseball
Research Project、Fresno-Kochi (高知) Sister Cities
Committee 主催のブレックファーストレセプションが開か
れました。コルビス市のハリー・アームストロング市長、昭
和 30 年代に広島カープで活躍された、ハワード銭村氏、フ
ィバー平山氏も出席され、1927 年にフレズノ・アスレティ
ッククラブが来日して以来初めて、立教のアスリーツが、オ
フィシャルな形でフレズノを訪問し、太平洋に掛けられた橋
を完成させることが出来ました。ここでのレセプションの
後、太平洋戦争中に日系アメリカ人達が収容されていたキャ
ンプのメモリアルサイトと、フレズノの誇る SF ジャイアン
ツのマイナーリーグ(AAA)チームのフレズノ・グリズリーズ
のホームグラウンドであるグリズリー・スタジアムを見学
し、再度バスでサンフランシスコに向かいました。
LARK からも、孫前会長、上井さん、渡邊さん、武井現
会長も、泊まり掛けで、前の晩の試合の応援、又、この日の
レセプションに参加して下さいました。
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3月 3日
前夜からの雨が、そのまま朝になっても止まなかったので
すが、今回の遠征の最後の試合となる University of San
Francisco とのゲームデーです。練習開始を 2 時間遅らせ、
USF のヘッドコーチ自ら先頭に立ってグランド整備をして
下さったのですが、試合開始直前に、スコールの様な激しい
雨が降り出してしまい、中止となってしまいました。しかし
ながら、USF のヘッドコーチ、ニーノ・ジアランターノ氏
のご好意で、翌日、再度試合をすることとなりました。

3月 2日
前の晩から雨が降り出し、夜中、激しい雨音に起こされな
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雨の USF スタジアムでのウォータースライド

3月 4日
いよいよアメリカ遠征最終日です。前日の雨が嘘のよう
に、朝から最高の天気！先ずは、LA での練習を見に来て下
さった SF ジャイアンツのスカウトの方のアレンジで、SF
ジャイアンツの本拠地である AT&T Park の見学をしまし
た。フレズノで訪れたグリズリー・スタジアムにも、かなり
感激させられましたが、やはり MLB のスタジアムは、更に
素晴らしいものでした。そして、午後 2 時から、今回の遠征
の最後を飾る、University of San Francisco との試合に臨み
ました。8 回に逆転に成功し、3－2 とリードをしたのです
が、その裏、超特大の 3 ランホーマーを打たれてしまい、3
－5 で負けてしまいました。負けたとは言え、とても良いゲ
ーム展開で、リーグ戦への貴重な足がかりとなったと思いま
した。
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USF のグラウンドは、サンフランシスコの住宅地のど真
ん中に在り、レフトへの距離が短い為に、フェンウェーパー
クのグリーンモンスターと同じように、高い金網のフェンス
になっています。そして、ビジター側のダッグアウトは、非
常に小さくて、しかも、全く日が当たりません。デイゲーム
で、これほど寒いダッグアウトは初めてでした。そして、あ
の 8 回裏のホームランは、本当にとてつもなく大きなホーム
ランでした。一生忘れられないと思います。
夜は、SF 立教会の歓迎会が Pier 39 のレストランにて開
かれ、アメリカ遠征最後の夜を楽しみました。

大塚監督、そして、学生達のアメリカ遠征の感想をまとめ
ますと：
アメリカの学生野球は体格の違いから、パワーのみの野球
というイメージを持っていたが、その考え方が一掃された。
実際には、とても基本に忠実な野球をやっていることに驚か
された。そして、大変勉強になった。ただ、大学のレベルで
も金属バットを使用していることは、アメリカの野球の将来
が心配される。
フレズノで受けた盛大な歓迎は、監督、学生達にとって、
とても大きなショックとも言える出来事だった。今後、アメ
リカ遠征を続けることとなった場合には、是非、フレズノに
てトレーニングキャンプを遣りたいと考えている。
LA 立教会の方達の、立教大学、並びに、野球部への熱い
気持ちが身にしみた。遠く離れたところからも、この様に応
援してもらえていることを深く胸に刻み、これからも精進に
励みたい。

Very Special Thanks to:
坂口雅久前監督－今回の遠征は、2003 年の遠征が終わった
直後から、坂口監督と計画を立て始め、更に、2007 年の遠
征での経験を活かし、準備をして来たものでした。坂口監督
のインサイト、そして、色々な場面での御協力なしには出来
なかったことです。
大友良行様＆浜田邦夫様－長年に渡り、野球部をサポートし
ておられる大友先輩が、最初に、このアメリカ遠征の復活を
発案されました。そして、それを大学側で進められたのが、
今回、同行されました浜田先輩です。このお二方無しでは、
アメリカ遠征は復活されませんでした。
Dave Nakama 氏－元スタンフォードのコーチで、現在は
University of Washington のコーチである、Dave Nakama
氏の協力無しには、これらの一流大学との試合をセットアッ
プすることは不可能でした。残念ながら、昨年夏に、UW の
コーチに就任されてしまい、パロアルトでは対戦することが
出来ませんでした。
笹田周君－途中で N.Y.に転勤となってしまいましたが、フ
レズノのドアを開けて下さったのは、我が LARK の校友で
あった笹田周君でした。有難うございました。

USF Dons の選手達と共に
3月 5日
前田部長が 3 月 2 日に帰国していた為、監督と、野球部
員 75 名で遠征を終え、SFO から成田に向けて帰って行きま
した。この 12 日間で、全てのスケジュールを消化すること
が出来ましたのは、奇跡に近いことです。本当に天に向っ
て、何度も「有難うございました！」と繰り返しました。搭
乗口に向かう 75 名の選手とマネージャー全員が、1 人ずつ
私に握手をしながら、メッセージを残していってくれまし
た。1999 年に再開されました、このアメリカ遠征。今後の
行方は分かりませんが、彼らの強い手の感触、純粋な言葉、
目の輝き、これら全てが、私にとって、野球部から授かりま
した 52 番のユニフォームと共に、生涯の宝物です。

Kerry Nakagawa 氏－Kerry Nakagawa 氏無しでは、フレ
ズノと日米野球は語れません。今回の遠征の為に、彼がやっ
て下さったことに対しての感謝はもちろんのことですが、そ
れと同時に、彼が彼の前の世代から継承し、築き続けて来た
日米間の野球のブリッジの、そのほんの一部ですが、それに
我々が関わることが出来たことを、本当に幸せに思います。

Special Thanks to:
Dave Nakama - Asst. Coach, University of Washington
Mike Gillespie - Head Coach, University of California,
Irvine
Chad Kreuter - Head Coach and Frank Cruz - Assistant
Coach, USC
Oscar Hirschkorn - Head Coach, Fresno Pacific University
Mark Marquess - Head Coach, Stanford University
Nino Giarratano - Head Coach, University of San
Francisco
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People in Fresno;
Fresno;
Kerry Yo Nakagawa - Nissei Baseball Research Project,
Rev. Craig Yoshihara and Rev. Kristen Marshall - United
Japanese Christian Church, Mel Renge Pharmacy, Mark
Saito, Susan Mochizuki, Dale/Debbie Ikeda – Kochi (高知)
Sister Cities, Don and Ikuko Watnick, Derek Franks Fresno Grizzlies Baseball Club, Larry Rodgers- Rikkyo oil
painting, Kenso Zenimura and Fibber Hirayama - “Nissei
Pioneers”
ロサンゼルス立教会有志一同
ロサンゼルス立教会有志一同;
立教会有志一同;
山越正太郎、水谷重男、草谷健一、市川明子、上井貴代子、
笠井昇、渡邉喜久子、
柿本正子、孫恵美、武井誠之、佐
藤康彦、金子恒夫、草野レクサ泰子、清水範子、
坂本計洋、坂田朝洋、麻田理恵、谷上知美（卒業年度順）

フレズノ市は、西海岸の穀倉地帯として名高く、日本人の歴
史も古い。L.A.という田舎町もそうだが、フレズノ市の人々
の心はいたっておだやかである。それらは、立教野球部を迎
えての試合観戦にも、翌日の朝催して下さった歓迎会にも、
如実に現れていた。日本の野球の守り神とも言うべき長老の
かくしゃくとしている様は、深い感動を呼ばずにはおかなか
った。アメリカの土地が育てた暖かい気性は、選手達を、ま
るで親戚の子を扱うように接する人々の表情に、しっかりと
伺うことが出来た。私は何故か、そこに愁久の時の流れを見
た思いがした。

尚、2010 年立教大学野球部アメリカ遠征へのサポートは、
上記の方々からの御協力を含め、下記の運用資金を使用しま
したもので、LA 立教会の通常予算は、一切使用しておりま
せんことを、ここに御報告致します。
2008 年
2008 年
2009 年
2009 年
2010 年

ホームコンサートより
ホームカミングデー収益
サマーコンサートより
ホームカミングデー収益
会員有志よりの寄付
運用資金合計

$200.00
$1,141.39
$549.45
*220,000 円
$1,468.52
$3,359.36
** & 170,000 円
* 2009 年ホームカミングデー収益中 5 万円を 135 周年記念
募金へ ** 17 万円は現金として野球部に寄贈

フレズノ戦
フレズノ戦を観戦して
観戦して
渡邊喜久子（昭和 41 年日文卒）
何という空の青さ！
何というおだやかな山々の連なり！
フレズノ市へ向う途中、L.A.の郊外へ出たあたりで私達は叫
んでいた。
乾いた空気の下、広い空間のつながりは N.Y.のビル群でな
く、L.A. Hollywood の大看板でもなく、これぞアメリカの原
野を思わせるものではないのか。道なりに続く白いアーモン
ドの花は歓迎そのものではないか。
数時間前に、この同じ道をたどった選手達も、同じ感慨を抱
いただろうか。それとも、疲れはてて、眠りこけていただけ
だろうか。こうしたさりげない一瞬を、しっかりとつかみと
って欲しいと思った。

USF での試合前のセレモニー
それに加えて、選手達のさわやかはどうだろう。今の若い者
はと、決して口にさせない素直さと明るさは、よく育ったわ
と、ジャニーズの追っかけおばさんよろしく、手ばなしで大
喜びをしたのだった。

海を越えて遠征に来られた幸運。実現してくれた親や
関係者への感謝。もう一度見つめ直して欲しい。きっ
とそれが出来る。そうなれば、日本の将来も棄てたも
んじゃないねと、オバサン応援団はつぶやいたことだ
った。

99 号線沿いのアーモンド農園
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LAX での LARK Welcome Squad

禅宗寺ご本堂の雰囲気も、平家物語にぴったりと合い、渡
邊さんのご苦労された舞台作りも効果的で、一歩中に入ると
平家物語の世界に引き込まれるようでした。
公演後、多くのお客様からお褒めの言葉を聞く事が出来、
楽しんでいただけた事を嬉しく思いました。ご出演ください
ました堀田紀眞さん、若柳久三さん、賛助出演くださいまし
た川本旭鶴さん、若柳久女さん、若柳春華 さんが「楽しい
会でした」とおっしゃって下さいましたのもいましたのも嬉
しい事でした。ただ私と市川さんは、残念ながら 2 回の公演
とも受付に控えており、鑑賞する事が叶いませんでした。
今回の会は LA 立教会の力以上のものを要求された会でし
た。幸いにも有志の方々が大奮闘して下さり、又、広告とい
う形で多くの方々に応援をいただき、成功裡に終わる事が出
来ました。今回ご一緒にお仕事をして、LA 立教会には魅力
的な方が多くいらっしゃるという事を再確認いたしました。
LARK 会員の皆様、機会があるごとに、躊躇されずに、参
加されて下さい。

LA 立教会 50 周年記念公演
＜舞と朗読の
朗読の平家物語＞
平家物語＞
孫 恵美（昭和 43 年史学科卒）
日時：2010 年 6 月 13 日(日)1 時公演、3 時半公演
場所：禅宗寺 123 Hewitt Ave., Little Tokyo
晴天に恵まれ気温が上がっているにもかかわらず、開場予
定の 12 時半以前から会場入り口には人が集まり、この催し
物に対する期待が感じられました。
2008 年 10 月禅宗寺での校友堀田紀眞さん(S39)の朗読会
で、舞台朗読というジャンルを初めて経験しました。音楽の
ないオペラという印象を強く受けて以来、朗読だけでなく、
他の舞台芸術とのコラボレーションが出来る可能性があるの
では、と考えておりました。翌 2009 年春、堀田さんと若柳
久三こと渡邊喜久子さん(S41)をお引き合わせした折、朗読
と日本舞踊のコラボレーション、という企画にお二人が意気
投合され、今回の会の実現となりました。
ちょうど 2011 年 3 月は LA 立教会創立 50 周年にあたり
その記念企画の一つとして、立教会が主催するのにふさわし
い行事となりました。日本舞踊の掛かりを考えますと、300
枚の切符すべてをクリアーしなくては採算が合わないことは
目に見えており、大変迷った時期もあります。渡邊さんが、
「大丈夫 200～300 人は集められます」、とおっしゃってく
ださった事、昨年の Summer Concert に引き続き、今年も
LARK として地域貢献が出来る良い機会ではないかと思い、
企画実行と決めました。昨年の立教大学創立 135 周年記念
Summer Concert を AAJUW と一緒にしたご縁で、後援し
ていただけるかどうかお話をしましたところ、是非とも共催
にさせて欲しい、という事で、二つの会による共催での＜舞
と朗読の平家物語＞となりました。準備期間一年三ヶ月。ま
ったくの素人がこの遠大な舞台を成功させる為には、この地
で何十年もの間、多くの立派な会をしていらした渡邊さんご
夫妻の経験を踏まえた、忌憚なしのご助言と、誠意に満ちた
ご協力があってのものでした。思いがけず同日二回公演とい
う事になり、切符も皆様のご支援のお陰で順調に捌く事がで
きました。

会場ロビーでのボランティアー達
献身的なボランティアーをして下さいました武井会長
(S44)、笠井副会長(S40)、坂本副会長(S52)、佐野さん
(S63)、武田さん(H1)、ワイスさん(S48)、並びにワイスさん
のご子息、坂田さん(S56)、市川さん(S31)、上井さん
(S34)、レクサさん(S48)、槇さん(S50)、皆見さん(H6)、麻
田さん(H6)、澤田さん(H11)に、心からの感謝とお礼を申し
上げます。又プログラムの広告にご協力くださいました立教
大学硬式野球部、日通旅行社、朗読ネットワーク、立教女学
院 LA 支部、岡本さん(S28)、長畑さん(S41)、柿本さん
(S42)、佐藤さん(S45)、金子さん(S45)、坂田さん(S56)、有
難うございました。皆様のお陰で大成功をおさめることが出
来ました。立教パワーを感じた 2 日間でした。
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切符販売 589 枚
入場者数 450 人
出演 若柳久三・堀田紀眞
賛助出演 川本旭鶴・若柳久女・若柳春華
リハーサル・当日 日舞関係お手伝い のべ 30 人
リハーサル・当日 全般お手伝い
のべ 34 人
演目
琵琶
朗読
舞踊
朗読
舞踊
朗読
舞踊
朗読
舞踊
琵琶

弦の調べ
嗣信最後(平家物語より)
忠信(義太夫 吉野山合戦より)
静御前(義経記より)
静(長唄 賤の苧環より)
壇ノ浦(平家物語より)
官女(長唄 八島官女より)
那須与一(平家物語より)
官女(後半)
知盛幽霊(船弁慶より)

川本旭鶴
孫恵美さんは、二年前からこの企画を立てられたという
事、今回公演を実現されるまでの努力と、企画に携わった皆
様の協力の賜物の、すばらしい舞台を楽しませて頂き、大変
有り難うございました。

移住生活第二期
玉城良一（昭和 31 年文社卒

堀田紀眞・若柳久三・若柳春華・若柳久女

「舞と朗読の
朗読の平家物語」
平家物語」を鑑賞して
鑑賞して
高橋和歌子(昭和 45 年英文卒)
LA 立教会創立 50 周年記念企画 「舞と朗読の平家物
語」の美しい色刷りのお知らせを受けとってから、６月 13
日の公演を心待ちにしておりました。アメリカに住んで以来
30 年が過ぎましたが、最近富みに日本の文化、伝統、芸術
の素晴らしさを再認識することが多くなりました。そんな
折、古典文学を朗読と日本舞踊を合体して、視覚と音声を通
した表現での舞台芸術と言う、独創的な試みを鑑賞出来て大
変感激しました。
平家物語は、高校の古典と日本史の授業でかじった位でし
たので、頂いたプログラムはとても参考になりました。美し
い日本語と古典文学を語り伝える事を目的としていらつしゃ
る、堀田紀眞さんの朗読は、きびきびとした力強い描写で、
合戦の世界に吸い込まれていきました。長年日本舞踊を鍛錬
しつずけ、数多くのお弟子さんを指導していらした、若柳久
三さんのしなやかな踊りさばき、薙刀を持ち、雄々しく舞う
姿はとても印象的でした。お二人の優れた技量はさることな
がら、川本旭鶴さんの琵琶の弾き語りには、非常に感銘を受
けました。明治時代に殆どすたれてしまったという、現在で
は稀にしか見れない伝統的な楽器の琵琶を目の前にし、幾百
年、平家物語が語り継げられてきた様に舞台に再現されたと
きには、伝統の重みと、それを継承して来た人々の情熱に、
大変心を打たれました。

サンパウロ立教会会長）

コーヒー園での生活も半年間体験すると、何となく慣れを
感じるようになり、住む家も、日曜大工の真似事ながら、学
生時代の合宿所スタイルで施工、地面から 50 cm の高さ、
奥行き 2.5 m の板敷き窓を頭側に、板敷きの上のシートの上
に布団を敷き、直接自分の領分に上がれるように、出入り口
側は通路として置いた。こうした事により、先に眠っている
者の邪魔をせずに、何時でも自分の寝場所に自由に上がり、
寝ることが出来た。そして、農作物など植え育てた事など無
い人間達が、裏の畑（50m x 100m）に、さつま芋を植えた
り、林の中に行き、倒れている木を見つけ、斧を振るい、毎
日使う薪を取ったりと言う、今まで体験をしたことが無かっ
たような日々。貴重な体験を重ねる毎日。慣れとは恐ろしい
もので、早起きも苦に成らなくなり、草刈鍬を引く事にも違
和感が無くなってきた。何も考えず、地面と向き合うだけの
生活。本当に短期間だった日本でのサラリーマン生活に比べ
ると雲泥の差、誰に気を使うでもなく、自分で自分の尻をた
たく生活。しかし、此れで生計を立てて行けるかと言えば、
そうはいかない事に気が付く。土地を買い、植え付けを行
い、収穫できるまでの期間に掛かる経費と時間。考えるだけ
でも気の遠くなるような話。旧移民の人たちが、それこそ何
も無い所から、こつこつと築き上げてきた努力、其の 49 年
間の歴史の重み。苦労をしながらも、忘れずに優先して行っ
てきた子弟への教育。
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最初のコーヒー園コロニー

そして、2008 年に迎えた移民 100 年祭を過ぎた現在は、
多くの政治家を生み出し、大都市の市長を始め、連邦議員、
州議会議員、市会議員に、多くの二世、三世、が就任してい
る。此れを書いている今、連邦上院議員にも、初めて日系二
世のお医者さんが就任する事になった。医者と言えば、日系
の医学博士も沢山居るし、大学教授、弁護士、企業家、大農
場主、牧師と、あらゆる分野に活躍の場を広げており、居な
いのは日系の乞食だけだと言われていましたが、つい最近に
なり、日本人街の一角に、ダンボール小屋が出現。髭だらけ
の日系人が住んでいると評判になりましたが、直ぐに援護協
会の職員により其の施設に収容をされました。此れで日系
も、全ての分野を網羅した事になるんでしょうか？その日本
人街、“あえてそう呼ばせてもらう”現在は中国の人が多く
なり東洋街と称するようになった Galvão Bueno 通り。小生
の来たころは、日本映画の常設館も 3 軒あり、其れは落ち着
いた町でしたが、今は、兎に角賑やかな喧しい街になってし
まいました。日本の食料品を始め、なんでも手に入る現在で
すが、商店主は、大部分が中国の方。衣類は韓国の方。そし
て、週末は現地の方たちが多く日本食ブーム。多くの日本風
レストラン（あえて日本風としたのは、板前が殆んど現地の
人が多く、殆んどが、北伯からの出稼ぎ。短期間日本食堂で
の助手をして、其れらしき物を覚え、店に雇われて居る。）
現在は、サンパウロだけで、日本食を提供する店は 600 件
を越えると言われる位有りますが、日本人の職人の居る店
は、一割も無いといわれている。其の日本食（健康食？？）
ブームの後押しをする様に、日本語が現地に溶け込んで、そ
のまま使われているものが多く有ります。ヤキソバ、スシ、
サシミ、テンプラ（＝此れはもともとポルトガル語の
「Tempéro -調理、薬味」が語源らしい）。それに最近にな
り、不動産新築物のパンフレットの宣伝文句に謳われ始めた
のが“C / Ofuro=お風呂付”という文句です。それ以前から
親しまれた言葉に“カラオケ“が有ります。Jero 君のよう
なわけには行きませんが、このカラオケ出身のジェロ君と同
じような人が、昨年の「NHK のど自慢チャンピオン 2009
年大会」のチャンピオンに成りました。

に成ってしまいました。（この歳になり、唯一有利に成るの
は、小生の入っているゴルフクラブの月会費が無料に成る事
くらいでしょうか）
日本と違い、此方は未だ車社会。此れが無ければどうにも
動きが取れないのが現実です。日本と同じように、市営バ
ス、地下鉄等の公共交通機関は、年寄り“60 歳以上”は無
料ですが、バスは兎も角、地下鉄は未だ路線の数が少なく
（今現在サンパウロは、今週に成り、やっと第 4 号線が一部
開通しました。このような状況ですので）、何処に行くのに
も不便です。この公共機関乗車賃の、日本と大いに違う所
は、単一運賃で有り、一駅乗ろうが、始発駅から終点まで乗
ろうが、同一運賃です。ちなみに、サンパウロのバスの最長
距離を走っているのは、なんと 106km との事です。日本だ
ったら幾ら掛かるんでしょう。(今此れを書いている現在の
乗車賃は、US$3.00 弱です。）日本と違い、高齢者は、運
転免許の返納を自発的に行えなどと言うことは無く、昨年の
更新時には、体力、視力、に加え、交通法規、交通マナー等
のコンピューターを使った試験があり、70 問中 30％以上の
正解率が無いと不合格になるですが、自分は、15 分の時間
を残し、23 問正解で、漸く更新が出来、又、3 年間は、ど
うやらハンドルを握れる事に成りました。（派遣員、特に高
齢者の方はコンピューターに慣れていない上に、ポルトガル
語による出題を読むだけでも時間が掛かり、時間内の解答が
不可能。したがって、誰言うこと無く、試験官も居ない、顔
も見え無いと言うことをよい事に、其処の事務員に回答を助
けてもらい、更新をしているとの事です。）
此方に来て 4 年目の 1961 年に此方の免許を取ってから無
事故を通していますが、違反はスピード違反のみ。最近は、
ハイウェーを含み町中いたるところに写真撮影つきレーダー
が設置されており、又、其の監視つきで、ナンバープレート
末尾一桁による、週日の市中心部への乗り入れ規制等も行わ
れており、（末尾番号 1－2＝月曜日、小生のは 7 ですの
で、木曜日が中心部への乗り入れが出来ない日です。罰金は
一回につき約 50 ドル）たまにひっかかっています。

Galvão Bueno 通り
一昨年の日本移民 100 周年、メディアが、我々の想像を
超える規模で取り上げてくれたのが原因でしょうか、兎に
角、全国規模でのお祝いをしてくれました。其れと平行して
“Viva Japão”－日本万歳とでも訳せる企画が、サンパウロ
州で小中学校、七拾万とも百万とも言われる児童を対象に組
まれ、日本文化を中心に、子供達にもっと日本を知らしめる
ための授業もしてくれました。このような催しも、全て、誠
実な先駆者の努力のお陰だと、改めて頭の下がる思いがしま
した。自分も何時の間にか、このブラジル日本移民史の半分
以上を、此方で過している事になり、今年で 53 年目。増え
て欲しくない歳も毎年増え続け、何時の間にやら来年は後期
高齢者“老人”と言われても仕方が無い 80 歳を迎えること

Maua での家
大分本題から逸れてしまいましたが、其の歳 1957 年の年
末に、小生の小学校の同級生の親父さんが経営していた、横
浜の老舗中華料理店の親戚の人で、此方《サンパウロ》で自
動車のジイーゼル・エンジン修理工場を経営している田辺さ
んと言う方から連絡が有り、「日本からの連絡で、貴方たち
が此方に来ているのを知った。付いては、農業経験の無い方
たちが、現在では幾ら努力をしても、其れで生計を立てるの
は無理だと思うのでサンパウロに来なさい。それから将来の
事を考えましょう。」と言っていただき、コーヒー園を引き
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上げて、サンパウロに出ることにしました。引越しは、其の
歳の暮れも押し迫った頃、休暇を利用して、田辺さん自身が
大型トラックを運転されて迎えに来てくれました。今でこ
そ、ブラジルの道路網は立派に整備されましたが、当時は、
国道も大部分は舗装もされておらず、泥の道を 600km、18
時間を掛けての引越し。町中はトラックの荷台への人の乗車
は許されておらぬ為、引越し荷物の間に空間を作り、上から
シートを被せ、外から見えないようにしての旅、チビ達は大
喜び、しかし、母親は大分しんどかったんでは無いかと思い
ます。今では７－８時間弱の行程でしょうが、しんどい旅だ
ったのを思い出します。そして落ち着いたのが、大サンパウ
ロ圏の東側海岸山脈寄りの Maua と言う町。当時は、本当に
寂しい小さな町に、借りてくれてあった家に落ち着く。期待
していた、大都会サンパウロで無かったのに少しがっかりし
ましたが、要は、その町に有った、ブラジル一の
“Porcelana Real”（レアル陶器株式会社）への家族全員の
就職を決めてくれてあったので、此処にしたとの事でした。
チビ 3 人は学校へ、親父と、上の男の子 3 人と妹は、陶器
会社に働きに出ることになる。言葉が未だ不自由なため、苦
労の連続。次弟は、美術で鍛えた腕を買われ、デザイン課で
新製品の開発に携わるが、小生などは、如何せん未知の世
界。毎日ロクロを回し、ディナーセットの皿との格闘。ロク
ロなどは、今までかって触った事も無く、製品が中々中心に
乗ってくれない。従って、皿の淵などに入れる金のすじ等が
上手く描けない。先輩従業員の動作を見たり、試行錯誤の末
に、手に持っている筆の柄を利用。指で立てて押さえ、皿の
淵をとんとんと押せば、簡単に中心に乗るという簡単なこと
を発見。短期間で、生産量で現地の熟練工に負けない量をこ
なせるようになりました。

最初に作った球場概観
此処で一年くらいたった時に、又、人生の転機となるよう
なことが起こりました。後に Sansuy と言う、中南米一のプ
ラスチック関係製品の会社を創設した、所さんと言う人が、
突然尋ねて来てくれました。（この人は訳があり、終戦後の
一時期を、横浜の小生宅に居候として、暫くの間住んでい
た。）その人の伝手で、小生は、鐘紡ブラジルの創業に関係
する事になりました。此処で、二者選一を迫られる事にな
り、最初の計画通り、サッカーの修行を 2 年間終えたところ
で日本に帰国して、約束どうり、仲間と一緒に日本サッカー
の水準を上げて、世界で通用するような選手を育てる。此れ
が当時の夢でもあったんですが、良く考えると、それまでの
日本での空白期間のブランクをうずめ、尚且つ生活の為の手
段“勤め口、棲家”などの問題を考えた時、長男として、折
角家族だけの生活が出来ると喜んでいる親を見捨ててまで、
帰るのが良いのか、とのジレンマにさいなまれ、結局は、此
方で最高に有利な条件を出してくれた、“鐘紡ブラジル”に
就職をする事にしました。条件は本社採用。待遇は派遣員と
同等、住宅補助、医療補助等を提示され、唯一求められた条
件は、野球部を創設し（当時の現地副社長堀江さんと言う人
が横浜の人で、高校時代に野球部に属していたのを知ってい
た）、短期間でブラジル一流のチームにする事が課せられま

した。此れが 1958 年年末のこと。早速、球場を工場敷地内
に作る事からはじめ、どちらかというと砂地のため、暗渠を
確実にすれば、申し分の無いグラウンドが出来ると確信。土
地の隅のほうの傾斜地を利用し、埋め立て方式にし、膨大な
長さの暗渠を施し、木造ながら立派な、ブラジルでもトップ
クラスの野球場に仕上げる。結果は、どんな豪雨が来ても、
30 分で試合の出来る状態に戻るグランドは、後々、色々な
大会、特に雨期にかかるものの誘致をし、引き受けるように
なりました。部員は二世が中心で、此方サンジョゼに来る前
に、地方での草野球の経験者だったり、日本での経験者が、
自分を含め 4 人居たので、上達するのも早く、彼等のパワー
には圧倒されっぱなしの毎日ではあったが、非常に早く良い
チームとなりました。

廃材を利用して作られた球場 3 塁側にて（50 番が著者）
ブラジル製の飛距離の出ないバットにボール、此れで 320
フィートの両翼を、軽々と越してゆく飛距離を出せる選手が
二世の中に二人いたし、一世の中に、投手経験者が二人と、
ある程度のメンバーは揃える事が出来ました。後は連係プレ
ーの徹底、走塁、バンド攻撃当を細かく教え込む。そして、
部活動一年目の 1959 年半ばの、全ブラジル選手権で、初出
場ながら 5 位。コーチ兼選手で出場。対クリチーバ（パラナ
州首府のチーム）との 5 位決定戦で、逆転満塁サヨナラホー
ムランを打ち、其の年のホームランキングを受賞。翌年は、
3 位、リーディングヒッター受賞と、一寸寂しくはあった
が、サッカーの修行をと志した夢が、畑違いの場で名前を知
られる様になりました。そして 1962 年、鐘紡に新装成っ
た、鉄筋コンクリート製の本格的な、南米一のスタンドを持
つ球場の、完成記念全伯大会で優勝をし、最初の約束を成し
遂げ、其の 2 日後の 1962 年 5 月 5 日（30 歳最後の日）
に、現在迄、48 年連れ添って呉れている、素晴らしい確り
者の綺麗な女房、和歌山県新宮市出身“良水”と結婚する事
が出来、4 人の娘に恵まれました。女の子だからと、家内に
厳しく躾け育てられ、満 3 才に成った時点からは、自分たち
の使うトイレは、粉石鹸とスポンジを持たされ、素手で便器
の掃除を習慣付けられ、今の日本の子供達のように、一人一
部屋などとんでもない状況で育ち、4 人一部屋で休み、もう
一部屋に 4 人分の机を並べ勉強をしていた。たまには喧嘩も
あったが、今思うと、良く我慢をして勉強をし、全員大学を
卒業してくれたと思う。長女良乃（47）サンパウロ大学医
学部卒。勤務医。次女泉（46）マスピ美大卒、日本在住
JICA 講師の傍ら、美術関係の仕事をしている。三女美香
（43）マッケンジー工科大学建築学科卒“専業主婦”、末
っ子文（40）サンパウロ大学運動生理学科卒、米国系 IT メ
ーカー勤務、南米総支配人。North Carolina 本社に Head
Hunt され、近いうちに移住をする事になるかもしれない。
孫は長女 =3 人（女子＝1 男子＝2）次女 =3 人男子。三女 2
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人（男、女）末っ子 1 人男 計 =9 人、合計現在 16 人の家
族。この恵まれた素敵な家族に囲まれて、精神的にはとても
恵まれた余生だと、感謝の日々を送っていいます。

質の原料確保が最優先であるとの意見具申。言い出しっぺ
で、お前がやれ、と言うことになり、結婚 6 年目で、3 人の
女の子を連れ、当時の、サンパウロ州の棉作地帯である、
Leme ＝ サンパウロより北に 180km、と Pirassununnga =
Leme から更に 20km 北の二つの町に、繰り綿（くりわた）
工場を買収して、其の工場に出向しました。そして、自社工
場消費原料の殆んどを賄うだけの実棉確保に奔走。4 年間
で、2 台の車を乗り潰す位、サンパウロ州はおろか、隣のパ
ラナ州の全ての棉作地にまで足を伸ばし、良い実棉が有ると
聞けば、往復 1,500km を一日で往復するような無茶もしま
した。（勿論、運転助手と二人で。）ここの 4 年間で、家内
は言葉で非常に苦労をしました。しかし、地域の人たちに
は、兎に角良くしてもらい、子供達は 3 人共（5 才、4 才、
1 才半）現地の幼稚園に入り、言葉も、ポルトガル語をすこ
しずつ覚え始めました。勿論、ニホン語は子どもながら、家
内の教育で、完璧に話していました。

大会優勝時の鐘紡チームメンバー
“お兄ちゃん、お兄ちゃん”とチヤホヤされて育ち、世間の
荒波にもまれることなく育った人間が、鞄一つを持って
1958 年に、サンパウロから一人、バスにゆられて 100km、
未知の世界に旅立つ時はものすごく不安でした。其の頃は、
未だ必要に迫られる事が無かったので、ポルトガル語も余り
上手ではなく、日常会話をこなす程度でしかありませんでし
た。就職始めの仕事は経理、出納、従業員 250 人の給料計
算が仕事でした。月末締め切りの 10 日払いの日給、月給、
一人一人のタイムカードを基に計算。其の頃は、今のような
PC はおろか、計算機も、現在のような精巧なものも無く、
ソロバンと Facit の手回しの計算機が主で、時間の掛かる事
夥しかった。今は銀行振込みで、計算書を銀行に渡せばそれ
でお仕舞いですが、あの頃は、一人一人の給料袋をタイプで
打ち、銀行に、何日にどの金額の札を何枚用意してくれ、と
連絡し、一人一人の袋に間違いのないように詰め、合って当
たり前。誤差の出たときの苦労。とんでもない仕事をあてが
われた物だと、嘆く事しょっちゅうでした。此れも、見習い
期間の試練かと我慢。翌年からは、将来のためにと言う名目
で、あらゆる仕事を覚えさせられ始めました。需品倉庫を始
め、工場で使用されるあらゆる部品名、需要品、潤滑油、ど
の機械のどの部分にはどんな油をと。又、ユニホームは、ど
んな生地を使うことにより、季節ごとに働きやすい形体、長
袖、半袖、兎に角、何でも吸収をしました。勿論、各行程を
実習し、ネジ一本に至るまで、会得することに勤めました。
此れが後に、企画、工場増設を担当する様になった時に、大
いに役に立つ事になりました。
この期間は、派遣員との接触は技術関係者のみで、事務系
等の人間は、全てサンパウロの事務所で、1 ヶ月に一度の会
議の日に会う程度。其れも社長、副社長だけで、副社長は、
高校時代横浜からの知り合い。この人が、全ての好条件を示
して、鐘紡入社を勧めてくれた人。社長は、後に仲人を勤め
てくれた人、と恵まれた環境でした。そして、業績も順調に
伸ばす事が出来、鐘紡の綿糸品質においては、郡を抜いて良
品と格付けされ、作れば作るほど利益が上がりました。そし
て 10 年後の 1968 年に、当初、1 万錘で創業を始めた紡績
を、3 万 8 千錘に増設し、米国向けの綿糸輸出にウエイトを
置くと同時に（当時の北米向けブラジル綿糸輸出コーター枠
の 75%を、鐘紡一社で持っていました。其れに伴い、良品

ブラジルの棉作地
この勤務では、否応無しに、棉作者との接触に明け暮れ、
訛りの強い田舎言葉に翻弄され、覚えて、本社勤務に帰った
時には、完全な田舎者の言葉だったらしいです。事務所の女
性社員、二世達には、暫くの間冷やかされっぱなしでした。
この原料事業から解放され、次の事業所に向け、サンパウロ
事務所勤務に 5 年目に帰り、やっと、念願の大都会での生活
をする事になるが、此処で、日本からの派遣員、社長、副社
長、事務長、営業担当、諸氏からの妬みの対象になる。彼等
は、役職名だけは持っているが、実務は、言葉の関係上、直
接には何も出来ないのが現実であり、政府関係、役所関係、
税務署関係、顧客先との交渉、何一つ自分ひとりでは出来ま
せん。現地企業としては、無駄な出費の一語に尽きるし、彼
等が居る為に、余計な車も用意しなくてはならず、運転手も
必要だし、兎に角無駄が多かった。其れこそ、民主党なら
ば、仕分けの対象で即刻削減される事でしょう。その無駄
が、派遣員本人のみならばまだしも、其の家族の買い物にま
で、自由に会社の車を使わせたりし始めた杜撰さ、思い上が
りに、現地社員の間に不満が燻り始めたのを機会に、嫌われ
るのを覚悟で、意見具申をし、止めさせる代わりに、其の経
費を負担させるようにしました。よく計算すると、会社の車
を使うより Taxi の方が安くなるのに奥さんたちが気が付
き、此れでこのような悪癖は自然消滅をしたけれど、小生の
評判は非常に悪くなったとのことです。其の上、休日にゴル
フに行くのに、小生も含め会社の車を使い、運転手の休日出
勤手当ては会社もち、此れも下の者達に言わせれば、不公平
極まりない事であり、休日出勤手当ては、車使用者もちに変
更等の改革を行った。
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これ等の積み重ねが、小生最後の時期に派遣されて来た社
長の、放漫経営の邪魔になり、意見のかみ合わない事夥し
く、愛想が尽き、40 年お世話にたった会社を退職する事に
なりました。その後、本社も現地の会社も、情けないことで
すが消滅してしまいました。この間の派遣員との軋轢、其の
家族と家内の苦労話等を中心に、今回は、話を進める心算で
したが、肝心の喧嘩相手が日本サイドも、ブラジルサイドも
消えてしまい、中には亡くなってしまった方々も多く、気抜
けがしてしまい、なんか、自分中心の話になってしまったこ
と申し訳ありません。

対する絶大な信頼を寄せてくれる、又、日系人が大手を振っ
て生きてゆける、この国に移住をして来たことに感謝をし
て、この移住史を終わります。
（サンパウロ 2010 年 6 月 18 日）

著者 Rio Quente 温泉にて 2010 年 1 月

ネパール
笠井昇（昭和 40 年理学卒）

鐘紡ファクトリー
しかし、この期間に経験した全ての事は、小生の人生に於
いて、非常に貴重な物でした。負けてなるものかと、必死に
自分の物にしたポルトガル語。鐘紡にの就職をすると決めた
時から、其れこそ必死で覚えました。日本で受けた英語教
育、ある程度の読み書きは出来ても、会話力はゼロに等し
く、悔しい思いをしました。其の轍を踏まず、今回は、徹底
的に歌を覚えるのにヒントを得て（外国人でも、日本の演歌
を耳で覚え上手に歌うのにヒントを得て）耳からの習得に努
めました。“Hora do Brasil”と言うニュース放送中心の、
正確なポルトガル語を話すアナウンサーの言葉を、毎日夕方
一時間聞く事により、短期間で会話力が上がり、半年で、ま
あまあ相手と電話で商売の話が出来るようになり、一年がた
ち、職場転換をされた時には、殆んど何の抵抗も無く、現地
の会合にも出かけられる様になりました。そして、最後の８
年間は、役員の端くれとして、企画担当。最後は、営業担当
としての活躍の場を与えてもらい、ABIT = (Associação
Brasileira de Industria Textil)ブラジル繊維工業連盟の役
員を 3 期勤めさせてもらい、紡績の原価計算基礎をブラジル
系企業にも徹底させ、どんぶり勘定での売値設定などから脱
却をさせ、政府との価格協定会議、売値 UP 率を交渉する会
議（Camara Setorial）での交渉時に役立てました。
此れを書き上げた今日、6 月 18 日、日本移民 102 周年記
念日。他の国でも慰霊行事などは行われている所はあるでし
ょうが、国、洲、市、が移民の日を定め、議会で顕彰する国
は無いでしょう。原始林を拓き、地域の発展と共に歩んでき
た日系移民の歴史が有ればこそのことだと思います。そし
て、来月には、ブラジル政府広報誌が、日本特集号を計画し
ているとか『日伯決断の年』が、テーマと言うことです。
未だこの先何年かは、この国にお世話になり、次の世界に
旅たつ事になるんでしょうが、先人の残してくれた、日系に

＜はじめに＞
この旅行記は、32 年前の 1978 年 1 月、私がネパールを
訪れた時の出来事を、当時のメモと写真を追って思い出しな
がら書きました。ネパールと聞けば、先ずヒマラヤ山脈の登
山を思い起こすでしょう。けれども、この訪問は登山ではな
く、ネパール国内のセメント工場新設の為の事前調査で、私
が勤務していた小野田セメント株式会社（現在の会社名は太
平洋セメント株式会社）が国際協力事業団（JICA）から受
注した調査活動の一つでした。私は最初の現地調査チーム 4
名の 1 人として約 3 週間、原料石灰石のある山麓、シンダ
リに滞在しました。従って、これは家族旅行でもなく、個人
旅行でもありませんが、私の海外経験の中で、新鮮な印象を
持った旅行の一つでした。
１．出発前の準備
この調査の要点は、主要原料の石灰石鉱床がどの程度の純
度と規模であるかを、現地シンダリ地区で迅速に確認し、そ
の可採鉱量を現地で概算する事で、私は地質専門家が日々採
取してくる総計約 200 個のサンプルを逐次化学分析し、彼
らに伝える役でした。要は電気も水もない山の中でどうやっ
て化学分析をするかという事で、結局、簡便な滴定分析を採
用し、持込む試薬、試験機器の準備を進め、一方、受入れの
ネパール側の政府鉱山局地質門家スタッフには、テント、食
料等滞在必需品の他に、化学分析用の蒸留水 1 トンを加えて
準備を整えてもらいました。
２．カトマンズから調査現地のシンダリへ
我々調査チーム 4 名はタイのバンコク経由でネパールの首
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都カトマンズ（標高 1330ｍ）に入り、そこで日本大使館へ
の挨拶、打合せ等を済ませたのですが、その合間を利用して
市内を散策し、ネパール最大の都市を見ることができまし
た。市内には、あちこちに寺院があり、狭い道路には、商品
を道路に並べた商店あり住居ありで混雑していたのですが、
その中で我々が見た住居の多くは、一階に動物が住み、２階
に人が住むものでした。その狭い道路で見た子供達の明るい
姿が印象的でした。

著者とカトマンズ市内の子供達
カトマンズでの 2 泊の後、小型機で約 130km 東南東に位
置するビラトナガールの町に移動し、翌日はビラトナガール
の町の近くのガイガート村でテントを設営、そこで 1 泊し
て、翌日の調査地シンダリへの登山に備えました。その日の
夕食はテント設営に時間がかかり、出来上がりはほぼ夜中で
した。日没後、我々4 人と現地側の調査隊員とで、現地の酒
を酌み交わし夕食を待ったのですが、食事が出来るまで、現
地の見知らぬ強い酒を飲み過ぎた為か、翌朝我々日本側の 1
人が異常を起こしたのです。症状は、記憶がなくなり頭痛が
するというもので、結局翌日早朝の出発は、回復を待ち午後
になりました。これはアルコール中毒なのかと疑いつつ、結
局解らずじまいになりました。その酒と言うのは、水で薄め
ると白く濁るのです。午後ガイガートのテントを出発し、約
18km の山道を、ゆっくり 8 時間かけての登山後、夜 8 時に
標高 760ｍの石灰石鉱床があるシンダリに到着、そこにテン
トを設営しました。我々4 人は手持ちの小さなバッグだけ
で、その他の多量な荷物はガイガート村で雇ったシェルパ
が、一人約 60kg を担いで素足で運んでくれました。

到着翌日の試験設備設営に続いて、二日目からは毎日石灰
石の化学分析を開始し、シンダリ滞在中に予定の全サンプル
を化学分析完了しました。その作業は、採取されたこぶし大
の石灰石サンプルを日中の天日で乾燥し、次いで、それをハ
ンマーで粗くだきして縮分後、乳鉢に入れて細かい粉末に
し、をれを化学分析するのですが、粉末にするまで仕事は、
現地シンダリで雇った若い人達に頼みました。彼らはその仕
事を、私のテントの脇で歌をうたいながら進めてくれたので
すが、いつの間にか村の仲間が大勢寄ってきて、見よう見真
似、交代しながら手伝ってくれました。
テント生活での食事は、同行した現地のコックが作ってく
れたのですが、毎日毎食殆んど同じメニューで、薄いパン
（ナム）、ダール豆のスープ、そしてターメリック味の野菜
料理（タルカリ）でした。私はタルカリが好物になり、その
作り方をコックから教えて貰い、メモに残して置きました。
料理は簡単で、サラダ油(又はギー)にきざんだ玉ねぎと唐辛
子少々をフライパンに入れて炒め、そこへ生姜と大蒜の擦り
おろしを加えて火を通し、次にターメリックの粉と塩を加え
て味付けして、最後に小さく切った生のジャガイモと同じく
小さくした、生のカリフラワーと少量の水を加えて、今度は
フライパンに蓋をして、暫く煮るだけです。このタルカリ
は、日本帰国後、我が家風に変えて今でも我が家の食卓で楽
しんでいます。起床は日の出に合せていたのですが、その時
刻になると決まってテントのまわりで、村の子供達たちが素
朴な歌を唄っているのが聞こえ、これを合図に起きました。
尚、テント生活中はシャワーもなく、帰国の時のカトマンズ
のホテルまで風呂無しの生活でした。
４．帰国
このようにして、日毎の分析結果を基に、地質専門家との
議論を終え、私一人が、全サンプルを持って先に帰国する事
になりました。シンダリのテントは標高が低かった為か、ヒ
マラヤ山脈が全く見えなかったので、カトマンズ発バンコク
行きの飛行機の席を、進行方向左側に取りました。カトマン
ズを離陸後、ヒマラヤ山脈の方向に目を凝らして見つめてい
たのですが、眼下の山河は見えるけれども、雪山はどこにも
見えてきません。その時視線を少し上げてみて初めて気がつ
いたのです。真っ白な山が、私の視線よりかなり高い雲の上
に突き出ていました。あるいはあれがエベレスト山だったの
かも知れないと、興奮を覚えたのでした。

３．シンダリでの仕事とテント生活

現地調査テントの助手

＜あとがき＞
私は立教大学を卒業後直ちに入社し、入社 10 年後から海
外事業に加わって、おもに発展途上国でのセメント関連現地
調査、或いは運転指導に携わり、その後 1986 年からブラジ
ルのサンパウロ市で 2 年間の駐在を経て、1988 年、米国カ
リフォルニアポルトランドセメント社買収に合せて米国駐在
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となりました。その最後の 10 年間は、米国事業の統括を務
めて、3 年前に当地で退職しました。既に 2 人の娘は結婚、
末息子は就職して居り、今はそれまでの忙しい生活に終止符
を打って、家内と 2 人で、2 匹の犬と共に温暖なカリフォル
ニアでゆっくりすごしています。今、振り返って見て、会社
勤務の 42 年間は一つの長い旅でした。その中でネパールで
の思い出は、ネパールならではのもので、自然に囲まれ、そ
の恩恵に感謝しつつ、素朴な生活をおくる人々の姿を見た事
です。日々忘れかけていた、自然の中の幸せを再発見したの
です。

セドナへの
セドナへの旅行
への旅行
槇弘子（昭和 50 年仏文卒）

シック建築の教会の様な形をしていることからそう呼ばれて
いるそうです。ツルツル滑りやすい岩肌の斜面を登り始めし
ばらくすると、少しずつあたりが明るくなってきました。漆
黒の闇のように見えていた周りの景色でしたが、すぐそばま
で、別荘でしょうか、大きな邸宅群が迫っていたことに気づ
き、驚きました。ロッククライミングとまではいきません
が、岩と岩のわずかな割れ目に両手をつきながら、よじ登っ
たところも何ヶ所かありました。一時間も登ったでしょう
か、平らに開けた場所に出ました。正確にはこの岩山の頂上
ではありませんが、ここがトレイルの終点でした。
澄んだ空気と静寂の中、そこで暫らく日の出を待ちまし
た。日が昇るであろう方向の山の頂近くに薄く雲がながれて
いました。やがてその雲の上に朝日が顔を出した時は、感動
しました。観光シーズンに入っていましたが、この朝、ここ
で日の出を見ていたのは、われわれのグループだけでした。

セドナへの旅行を計画したのは、13 年間飼っていた犬を
なくした翌年、2008 年の夏でした。
ハイキングは、今暮らしていますオレンジカウンティで夫
婦で楽しんでいますので、初心者向きのトレイルがいくつも
ある場所としての興味がありました。また、心に空いた犬の
いた場所を、埋めてくれる「何か」をこの旅行に期待してい
たようにも思います。
主人はというと、UFO を見た人がいるらしい、というこ
とへの関心の方が強かったようでした。「ヨガマットを持っ
ていって、夜外に寝転んで待ってみるか。」などと言ってい
ましたから。
交代で車を運転するつもりで、それぞれ気に入った CD を
数枚づつ選んで、朝自宅を出発しました。我が家からは、10
号線に入るまで約 1 時間、10 号線をひたすらまっすぐ東に
走ること 4 時間、そしてアリゾナのフェニックスからは、今
度はまっすぐ北へ 2 時間走りますと、緑の木々の中に、赤い
山肌のコントラストが美しい景色が見えてきました。途中 2
回の休憩をとって、家を出てから約 8 時間、目的地のセドナ
に着きました。
アリゾナの州境を越えてから、サボテンの多い乾燥した景
色の中を走ってきた目には、とりわけ木々の緑が心に沁みま
した。
私達の宿は、自分達の部屋の一番奥のドアを開けると、広
いデッキに出られるようになっていました。そしてこのデッ
キから、本物のサンダ―マウンテンが目の前に迫って見えま
した。ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンのモデ
ルになった山だそうです。滞在中本当に毎日、夕方になると
空が真っ暗になり、バケツをひっくり返したような雨と一緒
に、このサンダーマウンテン越しに、稲妻を見ることになり
ました。
翌朝は日の出２時間くらい前に、迎えのジープに乗り、ホ
テルを後にしました。真っ暗な道を走り、真っ暗な駐車場に
車を止めて、ハイキングが始まりました。
登ったのは、カシードラルロックです。赤いこの岩山がゴ

カシードラルロックをバックに
セドナに何ヶ所もあるといわれている、ボルテックスと呼
ばれるパワースポット。このカシードラルロックは、精神面
に影響を与え、身体のエネルギーのバランスを整えたり、浄
化する、女性的エネルギーが強いボルテックスで有名だと
か。ここに登ると、暖かいエネルギーに包まれて心が安ら
ぎ、孤独や疲れを癒してくれるのだそうです。そう言われる
と、そんな幸せな気分になってしまう自分の、なんと単純な
ことか、などと思いながら下山しました。今から思うと不思
議なのですが、実際疲れもほとんど無く、何か荷物をどこか
に下ろしてきたような、背中が軽くなったような気もしまし
た。
セドナは、ネイティブアメリカンの聖地の一面と、アメリ
カ有数の観光スポットであると言う、二つの面を持っている
と思います。セレブと言うと名前があがる、マドンナとかト
ムクルーズ、或いは日本人では中村勘三郎なども、ここに別
荘を持っているそうです。最近では、安室奈美恵の恋の逃避
行（ちょっと表現が古いでしょうか）で、日本での知名度も
上がっているようです。
美しい手つかずの自然だけを期待して来た人達は、あまり
に観光化していて、がっかりされるかもしれません。実際我
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々が行った時も、赤い土をどんどん掘り起こして、道路の拡
張工事をしていました。これからもっと多くの人がやってく
ることでしょう。
それでも我々は、この観光地としての一面も大いに気に入
りました。滞在中に入ったレストランで、「ここは失敗。」
と思ったことはありませんでした。帰ってから、セドナに旅
行した友人達と話しますと、それぞれに違ったお気に入りの
レストランがあるので、驚きました。
午前中 2 時間くらいトレイルを歩き、美味しいピザ屋さん
でお昼を食べ、午後はホテルに帰って昼寝。そして夕方から
は、あちこちにあるアートギャラリーを散策をして、レスト
ランで夕食、などという、なんとも贅沢な数日を過ごすこと
ができました。

The Pentagram
いよいよ帰路についた時、後ろに遠ざかっていくセドナの
景色をバックミラー越しに見て、主人が「僕は、またここに
帰ってくる気がする。」と謎めいたことを言いましたが、そ
れは昨年、娘夫婦と、今度は 4 人で再びセドナにやって来ま
したことで、実現しました。また、主人は「なんだか、不思
議と疲れないよ。」と結局一度も私に代らずに、行き帰りと
も一人で運転を担当してくれました。
残念ながら、私には、夢枕に、なくした愛犬は現れてはく
れませんでした。ただ帰宅後暫らくは、夜中に一度も目覚め
ることなく熟睡できたのは、セドナに行ったからに違いない
と、今でも信じているのです。そして、最近あまり夜眠れな
いと思っていらっしゃる方には、セドナへの旅行をお勧めし
たいと思います。

著者家族セドナにて 2009 年

海外立教会から
海外立教会から
ハワイ立教会
ハワイ立教会
藤居幸夫

ハワイ立教会会長（昭和 40 年英米文学科卒）

太平洋は日本とアメリカの真ん中に位置するハワイ州。ア
メリカで唯一、王朝の歴史を持ち、1959 年にアメリカの 50
番目の州として発足した、全米でもっとも若い州です。常夏
の島として米国でももっとも高い人気のある観光地の一つ
で、日本をはじめ世界各地から毎年多勢の観光客が当地を訪
れています。
日本とハワイの歴史は古く、日本からの最初の移民は明治
元年の 1868 年にさかのぼります。多くの移民たち、またそ
れに続く日系人の努力と苦労のおかげで、ハワイには独特の
日系社会が築かれています。日本とハワイの歴史を探るの
も、ハワイの魅力の一つとなっています。
そのハワイのオアフ島ホノルルを中心に活動しているの
が、ハワイ立教会です。現在ハワイ立教会に登録されている
メンバーは 30 人ほどです。
ハワイ立教会の特徴は、日本の企業から一定期間派遣され
る、いわゆる駐在員が少なく、地元の企業に就職したり、自
分でビジネスを起こしたり、あるいはリタイアしてハワイを
終の住み処にされている方が大変多いことで、また、ハワイ
に移ってからすでに 20 年、30 年と長い間ハワイで過ごされ
ている方が大変多いことです。また、中にはハワイと日本、
あるいは、ハワイと米本土を行き来して仕事をされている方
もいらっしゃいます。
ハワイ立教会の主な活動は、原則的に年に一度開催される
総会と、ハワイで 30 年近い歴史をもち、毎年春、秋 2 回実
施されているハワイ 6 大学対抗ゴルフ大会への参加、さら
に、その時々に開催される会食会などが中心となっていま
す。
ハワイ立教会の創設時期ははっきりしませんが、6 大学対
抗ゴルフが 30 年ほど前に始められており、6 大学と銘打つ
からには、（人数は別として）その当時から、何らかの活動
が行われていたのではないかと推察しています。目下立教は
最多優勝校の一つとなっています。
これらの活動の他に、今年から毎月１回立教会ゴルフ会を
始めることにしましたが、3 月から始めた途端に、言い出し
っぺの私が椎間板ヘルニアに見舞われ、早くも 5 月、６月の
2 カ月は中断の憂き目となってしまいました。今後気力と薬
の助けを借りて、一日も早く立教会ゴルフを再開したいもの
と考えています。
ハワイは気候や自然が美しいだけではなく、アロハ・スピ
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リットに溢れています。その典型が、昔モロカイ島に隔離さ
れたハンセン氏病患者のために一生を捧げ、ついには、自ら
もハンセン氏病で亡くなったダミアン神父です。今年は、ダ
ミアン神父はバチカンから聖人に列聖されていますが、ダミ
アン神父の犠牲的精神は、宗教を問わず人の心を惹きつけて
います。州庁舎前にはダミアン神父の銅像が、今日も温かく
我々を見守っております。
初めての方でもリピーターの方でも、今後ハワイに来られ
る機会がありましたら、ぜひハワイ立教会にお声をおかけく
ださい。お待ちしております。

洋梨の
洋梨のコンポート Poires au Vin Balnc
材料(6
材料 6 人分)：
人分 ：
洋梨 6 コ….熟し過ぎていない、固めのものを
白ワイン
200cc
水
200cc
グラニュー糖
180g
レモン汁
大さじ 2
シナモンスティック
1本
クローブ
3粒
作り方：
1. 洋梨は軸をつけたまま縦に皮をむく。
2. ホウロウ鍋に 1 を立てて並べ、白ワインなど材料を全部加
え、蓋をして弱火にかける。途中でときどき煮汁をかけなが
ら約 40 分、静かに煮含める。
3. 煮汁のまま冷まし、冷蔵庫で冷やしてから食卓へ。

藤居幸夫ハワイ立教会々長

*このままいただくほかに、アイスクリーム(特にカラメル・
アイスクリームとよく合います！)やシャーベットを添えた
り、レストランのようにケーキやババロアなどとパナシェ
(盛り合わせ)にしてもおいしいです。デザートの主役にも脇
役にもなってくれるはず。冷蔵庫で 4〜5 日まで持つので、
とても重宝です。
*白ワインの代わりに赤ワインで煮てもおいしくできます。
*コンポートはいろいろなフルーツで楽しめます。りんごは
洋梨と同様にして、他に、プラム(生でも乾燥でも)、あん
ず、さくらんぼ、桃、ぶどう、バナナなど、果肉の柔らかい
ものは軽く煮ます。
＜井上絵美の I LOVE DESSETS! より＞

洋梨のコンポート

＜お知らせ＞
らせ＞
2010 年 10 月（詳細日程 TBA）堀田紀眞朗読の会 LA、SF 公演が行われます。
2010 年 10 月~11 月（詳細日程 TBA）LARK Town & Gown 主催のイベントを計画中です。
若い会員を中心とした monthly または、bi-monthly の呑み会も計画されておりますので、担当幹事より声が掛かりました
ら、是非御参加下さい。

＜編集後記＞
編集後記＞
この「LA 立教会だより」も 4 年目を迎え、第 7 号を発行することとなりました。
アメリカ以外のほぼ全世界でワールドカップで盛り上がっている中、そんなのは何処
吹く風のごとく、NBA のファイナル、US Open Golf、そして、Wimbledon の合間を
縫って MLB のゲームを覗くという、この季節の典型的なアメリカ人をやっている
中、続編を待ち焦がれていましたブラジルの玉城良一さんの記事が届き、別世界への
扉が開かれました。笠井昇さんからはネパール、槇弘子さんからはセドナ、藤井幸夫
さんからはハワイからのそよ風が、更には、孫恵美さん、高橋和歌子さんにより、源
平の時代からの風が吹き込まれました。毎回、編集を担当する度に思いますが、こう
した素晴らしい記事を、誰よりも先に読むことが出来ますお役目が出来ますこと、大
変嬉しく思っております。
with love and gratitude, 坂本計洋
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