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歴史から学ぶ
―松岡朝の半生とオーストラリア寄贈画を通して―

当会創立者「松岡 朝」の親善使節時代（１９３８年～４０年）
婦人地理学協会ニューヨーク市支部会の午餐会において正倉院について語る

会創設者「松岡 朝」物語（仮称）がスタートします
★訪豪レポート (P2) ★つどい報告 (P12) ★「松岡 朝」物語（仮称）第一章 (P17)
★2015年度事業報告・会計報告 (P22) ★10/28(金)チャリティーコンサートのお知らせ (P26)
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メルボルン出張報告 2016 年 2 月

期間：2016 年 2 月 6 日～12 日
出張者：会長 George W. Gish、理事 霧生敦史、理事 羽鳥修造

出張の目的
1.
2.
3.
4.
5.

寄贈 25 点の日本画の常設展示に向けた各関係機関との交渉
現地協力者たちとの交流
寄贈 25 点の日本画の保存状態の肉眼による確認
松岡朝賞の授与
在豪メディアとのコンタクト

メルボルンについて
“ヴィクトリア州の首都メルボルンはオーストラリアの第 2 の都市。1800 年代後半建造の重厚な建
物に街の中心を流れる川、そして刺激的なカルチャーシーンから「南半球のロンドン」と呼ばれてい
る。
（中略）トラム（市電）が市民の足として現役で活躍しており、
（中略）観光客はもちろん、オフ
ィスで働く人も愛用している。世界遺産である王立展示館を筆頭に歴史ある建築にも注目。
”
（まっぷ
るオーストラリア 2013 年版より抜粋）
オーストラリアの商業の中心はシドニーだが、文化、芸術の中心はメルボルンである。共に人口は 450
万人。
出張期間の季節では現地は夏。昼は暑い時で 30℃を超え、朝晩は 15℃前後と温度差が大きい。湿度
が低いためか 30℃を超えていても日陰に入ると涼しく快適。
1 月が 1 か月の夏休みのため、この時期はちょうどビジネスや学校が動き出す時期。次年度の計画を
作る時期でもあり、訪豪タイミングとしては悪くない。

2 月 7 日（日）ビクトリア美術館下見
ビクトリア美術館（National Gallery of Victoria、NGV）を見る前に、歩いてすぐのイアンポッタ
ーセンター（Ian Potter Centre）を見学。現代美術の美術館で、アボリジニアートも含まれる。あ
らかじめギッシュ会長からうかがっていたジョン・ラッセル（John Russel）の絵画を発見。確かに
日本画の影響を多大に受けているように見える。最初に目にしたとき「なんでここに日本画があるの
だろう？」と思った程、他の絵とは異なっていた。
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続いてビクトリア美術館の見学。徒歩で 5 分もかからない。早速日本美術の展示しているコーナー
ポーリーン・ガンデル・ギャラリー（Pauline Gandel Gallery of Japanese Art）へ

ビクトリア美術館の外観。アンディ・ウォーホールとアイ・ウェイウェイのコラボ企画展中でした

Pauline Gandel Gallery の展示内容
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2 月 8 日（月）ビクトリア州芸術省, 日本総領事館
Creative Victoria
ビクトリア州芸術省（Creative Victoria）でのミーティング。同省は芸術だけでなく映画、デザイ
ン、ゲームに至るまでビクトリア州内の「クリエイティブなもの」を一手に引き受ける窓口となって
いる。
同省の担当者、責任者と顔合わせをする。
25 点の寄贈絵画のこれまでの経緯をギッシュ会長が説明。常設展示に向けた協力を要請する。
同省は常設展示に向けたこのプロジェクトへの具体的な参加を要望してくれた。

右端が芸術省担当者でありキーマンのスチュアート・クープ（Stuart Koop）氏
中心にギッシュ会長、左にレスリー・キーホー（Lesley Kehoe）氏、羽鳥、霧生

日本総領事館
羽田恵子 在メルボルン日本国総領事らと顔合わせ。ギッシュ会長、キーホー氏からこれまでの
経緯を説明。
ポーリーン・ガンデル（Pauline Gandel 著名な日本美術コレクター）氏が合流。
ギッシュ会長からキーホー氏に松岡朝賞の授与。

左からガンデル氏、羽田恵子総領事、キーホー氏、ギッシュ会長、霧生、羽鳥
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Lesley Kehoe Galleries
キーホー氏のギャラリーにお邪魔する。現代日本美術の作品展示。現在は次の展示に向けて作業中。
作業を手伝う息子さんのバイロンさん（日本美術のアーティスト）とお会いする。

右端がバイロンさん

2 月 9 日（火）ビクトリア美術館、ガンデル私邸
ビクトリア美術館
ここには寄贈された 25 点の日本画が「眠る」。同美術館の倉庫に保管されており、常設展示は
されていない。
ビクトリア美術館学芸員のウェイン・クロザーズ（Wayne Crothers）氏のアテンドによるポーリ
ーンガンデルギャラリーの案内。
25 点の絵画の実物の確認。学芸員の研究室に並べてくれていた。作品の保存状態は良好で、色も
鮮やかなままであった。
館内のカフェでクロザーズ氏、同館責任者、芸術省のクープ氏とミーティング。
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右から２人目が学芸員のクロザーズ氏

ガンデル私邸
ガンデル氏の邸宅にお邪魔する。同行者はキーホー氏、羽田総領事。
松岡朝賞の授与。1 名は 2012 年の展示イベントで現地責任者を務められたダニエル・マコーワ
ン（Daniel McOwan）氏、もう 1 名はガンデル氏。
続いて邸宅内にある、地下美術館を見学。漆物を主にしており、ほかに甲冑、馬具、面、香合わ
せなどが詳しい説明とともに展示されている。ガンデル邸を訪れる VIP 達にこれらのコレクショ
ンの展示を通して「日本文化や歴史、芸術、職人たちの技」を伝え、理解の促進をはかってくれ
ている彼らに対して頭が下がる思いがした。

賞状を持っている左側がマコーワン氏、
右がガンデル氏
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2 月 10 日（水）メルボルン大学、日豪プレス
メルボルン大学
メルボルンデザイン学校（Melbourne School of Design、MSD）の見学。ここは最先端デザイン
の建築物で、学生が実習を行う設備が整っている。最上階には著名な日本人デザイナーの設計し
た「日本間」がある。責任者のアンドリュー・ミドルトン（Andrew Middleton）氏によるアテン
ド。
大学内にある美術館イアンポッター美術館（Ian Potter Museum）の見学。日本美術への理解が
深い 2 名の学芸員の方々にアテンドしてもらう。
大学迎賓館（University House）でランチミーティング。

左の写真がミドルトン氏

日豪プレス
日豪プレスからのインタビューをギッシュ会長が受ける。月刊の日本語フリーペーパーで本社はシド
ニーにある。在住日本人の読者は多い。記者は大木和香さん。事前に渡してあった資料をかなり読み
込んできていて関心の高さがうかがえた。次回の 3 月号にインタビュー記事を組みたいとの意向。
※掲載された記事は２５ページ

-7-

2 月 11 日（木）ちょっとカンガルー、帰国へ
予備日としてとっておいたこの日、ギッシュ会長が一足先に帰る夕方の飛行機の時刻に合わせ、ショ
ートトリップを敢行した。行先は車で 1 時間ちょっとの動物園ヒールズビル・サンクチュアリ
（Healesvill Sanctuary）
、羽鳥さんが好きなカンガルーを見に。
タクシーの代わりにタクシーより安くて便利だとキーホー氏から教えてもらった Uber（ウーバー）
という配車システムを使って個人の車をチャーターした。
11 時過ぎに Healsevill Sanctuary に到着。タイムリミットの 1 時までの間、キーホー氏お勧めのワ
シのショー、生カンガルー、生エミューを見た。慌ただしかったが、3 人とも十分楽しんだ。

暑くてだれているカンガルーたち。この後別のカンガルーのおなかから子供カンガルーが飛び出すと
ころを見ることができた。決定的瞬間に立ち会えてラッキーなわれら。
ギッシュ会長を送り出した後、霧生と羽鳥も帰国の途に就く。夜 8 時、メルボルン空港で帰国便の情
報を見る。出発が 3:30 となっている！ただでさえ 0:55 と遅い深夜便なのに、さらに 2 時間半以上も
遅れるとは。待ち時間が永遠に感じる。

2 月 12 日（金）帰国
深夜 1 時、出発まであと 2 時間半もある。ここでちょっと面白いことが。オーストラリア政府の観光
局のおばさんがアンケートを取りに来た。こんな時間に…？暇つぶしにと安請け合いしてしまったが
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最後、質問はかなり細かくて 30 分くらいかかった。オーストラリアに来てどのくらいお金を使った
かとか。我々まじめだからきちんと計算して答えましたよ。
深夜 3:30 ようやく離陸。成田に到着したのが日本時間で午後 1 時。安堵するも眠すぎる。ここから
自宅までが長い…。

まとめ
寄贈 25 点の常設展示に向けては今後プレーヤーになるべき関係各機関との顔合わせができた。関係
各機関の出席者、およびその方々の表情、言動などからそれぞれの立場を感じ取ることができた。実
際の交渉までは至らなかったが、キーとなる担当者との信頼関係を築いたことで、交渉のきっかけと
なる第一歩が踏み出せた。
ガンデル氏、キーホー氏との交流は当初の目的を一定あるいはそれ以上に達成することができた。今
後現地で自律的に動ける協力者として一層の信頼関係を保つことはもちろん、日本側で協力できるこ
とを確実に行い、サポートしていかなければならない。
松岡朝賞に関しては、功労者として今後の活躍の期待も込めてしかるべき人に授与することができ
た。受賞した本人たちが大変喜んでくれ、会長の感動的なスピーチが涙を誘うこともあり、授与は大
成功だった。訪豪前および授与直前の準備（賞状の作成、額縁や梱包材の調達など）での苦労が報わ
れた。
今回はじめてメディアへの積極的なアピールを行った。事前の（資料送付などの）努力もあってか担
当記者にはずいぶんと興味を持ってもらうことができ、会長へのインタビューはとてもスムーズに緻
密に運ぶことができた。

Melbourne 2016 — Looking to the Future
It was just 10 years ago that I represented our Society at the opening of the Special Exhibition
of the 25 Nihonga at Queen's Hall in the Victoria State Parliament House. That exhibition was the result
of efforts that began a decade earlier in 1995 to recover the "lost works" which had been housed for over
20 years in the Port Authority of Melbourne. This rediscovery came about through the persistent
inquiries made by Matsuoka Yuko, and was followed up by a trip to locate the works by our former
President, Prof. Ohtani Shunsuke in 2004; and then the visit to Japan in 2005 by the then Victoria State
Minister for the Arts, Mary Delahunty, who was shocked to learn from Matsuoka Yuko the shameful
way the works had been treated in spite of the original interest and intentions of her mentor, the former
Victorian Premier, Rupert J. Hamer. The Honourable Minister Delahunty subsequently make
arrangements for the 2006 Exhibitions at Queen's Hall and two other museums in Melbourne.
My second visit was in 2010 with our Executive Director, Samejima Muneaki, to finalized a
Memorandum of Understanding with Arts Victoria regarding the storage and utilization of the 25 art
works for deeper cultural understanding and as a means of promoting educational exchanges between
Japan and Australia.
And then in 2012, a major Exhibition was held to observe the 50th Anniversary of the Hamilton
Art Gallery where Daniel McOwan served as Gallery Director. The exhibits in 2006 and 2012 had both
included a Nihonga Workshop by Prof. Hojo Masatsune which helped to gain a deeper understanding
of the Japanese art tradition.
But upon returning to Japan after each visit, our Society received no further communications
and became concerned about how we could build firmer bridges that would lead to creative
interchanges in the future, based upon a mutual appreciation of the different treasures represented by
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each culture.
Variety of Purposes:
The 2016 delegation went to Melbourne with a variety of purposes. First, we wanted to by
reassured that the works were being held in proper storage. Secondly, we needed an update on how
the works were being displayed at the NGV. And thirdly, we needed to make contact with the new staff
in the Victoria State department that had absorbed the former Arts Victoria in a restructuring of all the
State Ministries. With the retirement two years ago of Michael Nation, who had served as the escort
for Lady Asa in 1977 and continued to serve as our link with Arts Victoria until last year, we needed to
renew our official ties with the Victorian government offices.
And also, with the appointment of Ms. Keiko Haneda as the new Japanese Consul-General
since our last visit, it was important to gain her understanding of our past involvements with the people
of Australia and cooperation for our future activities.
Reflections:
In reflection, the 2016 official visit was successful in renewing all of these contacts, and helped
in taking the first steps into the future. It was especially important to be accompanied by two of our
newer Executive Directors, Mr. Kiriu Atsushi and Mr. Hatori Shuzo, who were able to meet several of
the key persons in Melbourne who showed their interest in working together as members of the third
generation in both countries.
The final goal of this visit was to gain the cooperation of someone in Melbourne who could act
as our "local representative" and follow-up after our visits. This was what had been lacking following
our other visits during the past decade. Fortunately, we were able to gain the cooperation of Ms. Lesley
Kehoe, who had been involved in all our prior visits and is perhaps the best informed person on the
Japanese art scene in Melbourne. She had been the key person in making arrangements for the 2012
Hamilton Exhibition including the backing of Pauline Gandel, whose world-renowned collection of
Japanese lacquer has been curated by Ms. Kehoe.
2016 Asa Matsuoka Award:
In recognition of their past contributions to an understanding of both Nihonga and Japanese
culture, as well as their cooperation in working together in building bridges to the future, it was my
honor to present the 2016 Asa Matsuoka Award on behalf of our Society to the following three persons:
Ms. Lesley Kehoe, on February 8, 2016, at the Japanese Consulate-General.
Mr. Daniel McOwan and Mrs. Pauline Gandel, on February 9, 2016, at the John and Pauline
Gandel Residence in Melbourne.
The Japanese Consul-General, Haneda Keiko, was present at both ceremonies, as well as the
other two members of our delegation, Mr. Kiriu and Mr. Hatori. (Please refer to their reports for more
details of our visit.)
Future Educational Interchange:
Our final day was spent at the campus of the University of Melbourne where we were greeted
by staff of the newly renovated Japanese Room and the university related Ian Potter Museum. It was
encouraging to listen to the positive ideas shared concerning future educational interchange and
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cooperation that will bring the next generations to a deeper understanding of each other in fulfilling the
dreams of our founder, Lady Asa Matsuoka, who devoted her life to the benefit of the children of the
future.
George W. Gish, Jr.
February 20, 2016
ICAIS Society President

2016 年メルボルンにて―未来を見据えて
今からちょうど 10 年前に、ビクトリア州会議議事堂の Queen's Hall「女王の広間」で催された 25 点
の日本画の特別展覧会のオープニング式典に、私がこの会を代表しました。その展覧会を開くことが
できたのは、その 10 年前の 1995 年1に始まり、メルボルンの港湾事務所に 20 年間以上放置された、
それらの「失われた作品」が取り戻されるまでの努力の結果でした。この再発見がなしえたのは、松
岡裕子氏の粘り強い探求と、2004 年に当会の前会長大谷俊介氏の「所蔵場所探しの旅」による追跡
調査があったからです。その後ビクトリア州芸術省の大臣 Mary Delahunty が 2005 年に訪日した際、
松岡裕子氏から 25 点の作品に対し寄贈時の想いに適切な処置がなされないままであり、彼女の上司
であった Rupert J. Hamer 元ビクトリア州首相の意志に反したものであるということが分かりショ
ックを受けたそうです。その後 Delahunty 大臣閣下は、2006 年に展示会を Queen's Hall をはじめ、
他のメルボルンにある 2 つ美術館で開くよう取り計らってくれました。
2 回目の訪豪は 2010 年、理事の鮫島宗明氏とともに、
「Memorandum of Understanding」を完成させ
るために行われました。より深い文化の理解のため、および日豪間の教育的交流を促進する機関とし
て、Arts Victoria には 25 点の保管と扱い方に注意を払ってもらうことを書き込んだものです。
そして 2012 年、Hamilton Art Gallery の 50 周年記念として大きな展覧会が催されました。そこで
は Daniel MacOwan がギャラリー責任者として務めました。2006 年と 2012 年の展覧会ではともに北
条正典教授による日本画のワークショップが開かれました。北条教授は日本の伝統美術をより深く理
解できるよう教えてくださいました。
しかしこれらの訪豪から帰国した後、当会はこれ以上の連絡（コミュニケーション）を先方から受け
取ることはありませんでした。そして、どのようにしたらより強固な結びつきを築けるのか案じるよ
うになりました。その結びつきとは、それぞれの文化を代表する、素晴らしい異なる財産に対する相
互の賞賛と感謝(appreciation)に基づいて、将来に創造的な交流を導くものです。
様々な目的：
2016 年の出張者たちは様々な目的を携えてメルボルンを訪れました。第一は 25 点の作品がきちんと
した収蔵庫に収められていることを確認すること。第二はビクトリア美術館でどのように作品が展示
されているのか現状把握すること。第三はビクトリア州内の全大臣の再構築の中で前 Arts Victoria
を吸収した州のしかるべき部署の新しいスタッフとの会合を持つことでした。1977 年に松岡朝にエ
スコートし、昨年まで Arts Victoria とのつながりを取り持ってくれていた Michael Nation が 2 年
前に退職したことを受け、当会とビクトリア州政府の公式な連携を一新する必要があったのです。
そしてさらに新しく着任した日本総領事の羽田恵子氏との面会では、当会のこれまでのオーストラリ
アの人々との関わりと今後の活動への協力について理解を得ることが重要でした。

1訳者注：メルボルンの港湾事務所にあるという情報があった年。
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感想：
感想としては、2016 年のこのたびの公式訪問は、すべてのコンタクト先を一新（更新）したというこ
とにおいて成功でした。そして未来への第一歩を踏み出す足がかりとなったのです。特に重要なこと
は新しい 2 名の理事（霧生敦史と羽鳥修造）を伴って行ったことです。彼らは、両国の第三世代の当
事者として一緒に活動する価値があることを示したメルボルン側のキーとなる人物たちと顔合わせ
ができました。
この訪問の最終目的は、当会の「現地代表」として活動でき、我々が帰国したのちにフォロー（追跡
チェック）できるメルボルン側の人間との協力体制を得ることでした。このことは、過去 10 年間の
ほかの訪豪に欠けていたものをフォローしてくれます。幸運にも Lesley Kehoe 氏の協力を取り付け
ることができました。彼女はすべての主だった訪豪に参加してくれた、おそらく日本美術においては
メルボルンで最良との呼び声の高い方です。Pauline Gandel 氏の支援を受けた 2012 年の Hamilton
展覧会の手配と準備においてまさにキーパーソンでした。Pauline Gandel 氏の世界的に名声の高い
漆塗りのコレクションは Kehoe 氏の主事によるものです。
2016 年松岡朝賞：
日本画と日本文化の理解に貢献し、また、未来への懸け橋の構築に一緒になって汗を流すことで協力
してくれたと認め、2016 年松岡朝賞を授与したことを光栄に思います。受賞した下記の 3 名の方々
は当会を支援してくれました。
Ms. Lesley Kehoe、2016 年 2 月 8 日、在メルボルン日本総領事館にて
Mr. Daniel McOwan および Ms. Pauline Gandel、2016 年 2 月 9 日、メルボルンにある Gandel
夫妻のご自宅にて
日本総領事の羽田恵子氏はどちらの式典にも出席されました。出張者 2 名、霧生、羽鳥両理事も同じ
く出席しました（詳細は彼らの出張報告をご覧ください）
。
未来の教育的交流：
公式スケジュールの最終日はメルボルン大学のキャンパスを訪れました。私たちは「日本間」を新し
く復元したスタッフと Ian Potter Museum の関係者から歓迎されました。未来の子供たちの幸福の
ためにその生涯をかけた当会の創始者松岡朝の夢を果たす使命の中で、お互いにより深く理解するこ
とを次の世代にもたらす未来の教育的交流と協力体制を考えていくこと、それを共有するプラス思考
のアイディアを聞いて私は勇気づけられました。
2016 年 2 月 20 日
海外と文化を交流する会
会長 George W. Gish
（翻訳 霧生敦史）

つどい「みんなの知らない日本画」感想

常務理事 松岡恒太郎
2015 年 12 月 5 日（土）の 15:30 から 2 時間、銀座教会に於いて当会の顧問にもなっていただいて
いる北條正庸先生(多摩美術大学教授)に日本画鑑賞のポイントや日本画の歴史について、学ぶ時を持
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つことができた。開催の経緯はある会員の、
「我々も今以上に日本画に興味を持ち、学ぶ必要がある」
という一言がきっかけとなった。
レクチャーいただく方をどなたにしようか考え、真っ先に浮かんだのが今回スピーカーをご依頼し
た北條先生であった。当会からオーストラリアへの寄贈画 25 点の作品の中に先生の恩師が 2 名いら
っしゃること、また期間限定ではあるが、25 点の展覧会が現地オーストラリアで開催された 2006 年
と 2012 年の 2 度、北條氏に現地に飛んでいただき作品の保存状態の確認、現地での日本画レクチャ
ーを実施していただき大盛況の内に幕を閉じた経緯もあり、当会とはきっても切れない関係の大切な
方である。
当日は 15 名ほどの会員にご参加いただくことができた。前半は日本画についての歴史、材料、線
描の変遷、日本画の手本についてお話しいただいた。日本画の歴史はインド、朝鮮、中国、西欧など
の文化を吸収し、消化しつづけて近代、現代の日本画の絵画に至っていることを学んだ。日本画の手
本としての絵巻は 12 世紀から，13 世紀に描かれた日本画の至宝であり、四大絵巻として 「源氏物
語絵巻」
「信貴山縁起絵巻」
「伴大納言絵巻」
「鳥獣人物戯画絵巻」もご紹介いただく機会を得た。絵
巻は当時、全部開いて見るものではなく、肩幅 60～70 センチ程度、一部分だけに焦点を当てて右か
ら左の方へ繰って楽しむものであったそうだ。これは正に現代の漫画、テレビに通じるものがあると
のご指摘、材料に関しても、絵具色見本、金銀箔、膠棒なども手に取って見せて頂くことができたの
で、参加者の方も日本画というものをグッと身近に感じることができたと思う。
後半は、寄贈画 25 点の解説をお願いした。最も心に残ったのは、先生の 2 人の恩師の画について
の解説であった。その１人は麻田鷹司画伯(1928-1987)である。
《深山の滝》が当会からオーストラリ
アに寄贈させて頂いた１点である。麻田先生は、最晩年、滝を多く描き日光華厳滝の滝を下から描き
たいと北條氏に調査を依頼された程の間柄と伺った。更にこの《深山の滝》の滝描写は日本画史を語
る上で重要な国宝・那智瀧図*1 の流れを汲んでおり、先の華厳滝のエピソードと合わせて麻田先生
の滝に対しての強い想いを印象づける１品と解説いただいた。また麻田先生の弟君である麻田浩氏
(1931-1997)も《御滝図（兄に）
》と題して国宝《那智滝図》に倣った滝に自作と兄上鷹司氏の滝など
を 4 つ円相内に置いた画を描かれており、
「
（兄の死後）最近になってようやく、兄の気持ちがわかる
ようになりました」という言葉を北條氏は直接浩氏から聞いたともおっしゃられていた。つまりこの
《御滝図（兄に）
》は弟君から兄上へのオマージュであった。
次ぎにお話しいただいた 2 人目の恩師は塩出英雄画伯(1912-2001)であり、豪州への寄贈画《池の
ある庭園》についての考察である。まず述べられたのが、庭の持つ意味についてである。庭は単なる
庭ではなく、現世と来世の間の空間であり、日常生活の余白の意味も含んでいるというメッセージ、
また寄贈画における前景の水の存在、対岸の意味、全体としてのやわらかいしつらえを捉えることが
大切であるとも教えて頂いた。塩出画伯は宗匠（茶道を人に教える立場）でもあり、短歌を詠み、能
への造詣も深かった方なので、この画が単なる庭の画でないことを知ることができた。この 2 作品の
解説は正に北條氏だからこそ語れる事実であり、じっと聴き入る我々の心に染み入ると共に画と我々
の距離がぐっと近づいたという感覚を持つことができた。
今回のつどいを通して日本画とその絵が持つ意味、日本画の画材が自然と密接な関係にある点、ま
た画が単なる作家の作品でなく、その裏にある日本の歴史や文化との相関性、画が日本人の持つ精神
性なども内包していることを学ぶことができた。オーストラリアの方々にも次の展示の暁には、画の
解説として是非知っていただきたい内容であるし、これら 25 点の余韻を長く心に留めていただき、
日本を愛した先人たちの想いをしばし感じていただくことができればこの上ない喜びであると記し、
つどいの感想としたい。
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注釈： *1:《那智瀧図》は神体である滝のみを描いた唯一の垂迹画(すいじゃくが) 。
根津美術館蔵。鎌倉時代 13～14 世紀垂迹画の名品。

麻田鷹司 《深山の滝》 紙本、彩色
72.1×49.4cm 1976 年

麻田浩 《御滝図（兄に）
》 油彩、キャンバス
194.0×112.0cm 1990 年
東京オペラシティ アートギャラリー蔵

塩出英雄 《池のある庭園》 紙本、彩色
53.4×72.4cm 1976 年
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つどい「がんにならない予防医学の重要性について」レポート

理事 西山元章
平成２８年１月１７日銀座教会にて田淵正文ドクターをお招きして、どうすればがんにならない
か、その予防法などにつき講演頂きました。
近年日本において、がん患者は年間９０万人を超え３６万人が死亡するという状況にある中、がん
治療、そしてがん予防についての必要性は非常に高まっていると思われます。そのような状況をふま
えた上で、今回のつどいは企画されました。
会場には健康意識の高まりを反映してか、幅広い年代の来場者でほぼ満席の状態。座席には田淵先
生主催の「がん撲滅の会」の会報誌や「がん予防 11 ヶ条」などの資料が置かれていました。
田淵先生はお話も軽快で非常に分かりやすく、医学的知識がなくともとても納得のいくお話をされ
ていきます。以下大まかにまとめてみます。
がんというと、いきなり見つかって宣告を受けて治療を始めるといったイメージがあるかと思いま
すが、実際には長い時間をかけて育っていくもので、いくつものハードルを超えないとがんにはなり
ません、
そこには遺伝的要因もありますが、
多くは生活習慣に起因すると考えられています。
そして、
がんには明らかに原因となるものがあることも明らかになって来ました。
その 1 つが、
「ピロリ菌」です。これは胃がんの原因となることがはっきりしていて、ピロリ菌を
除去すれば胃がんのリスクがほぼ無くなるそうです。ピロリ菌は土中にいて土から伝染る、戦後衛生
状態が悪い時に水や食物から伝染り、胃がんが増加したのだろうとのことでした。なので、まずはピ
ロリ菌検査、そして除菌で胃がんは防げるということです。
胃の検査といえばバリウム検査が有名ですが、被曝量が多いので、内視鏡の方がいいそうです。
次に先生の専門である大腸がんです。こちらはとにかく検査をしてポリープを全部取ること。日本
では小さいのは取らなくてもいいという事になっているそうですが、5mm 以下でも全部取るべきだと。
先生はなんと延べ 15 万個はポリープを取ったという鉄人ですが、先生の経験上ポリープを取り切っ
た人で大腸がんになった人は居ないそうです。
肺がんはタバコを吸うと 25 倍のリスクということで愛煙家の方には厳しいかもしれませんが、が
んを予防するなら禁煙をする。また空気が都会のような汚れたところも良くないそうです。時には空
気の綺麗なところに滞在するのもいいかもしれません。
次はアルコールですが、アルコールもやはり発がん因子のようです。分解過程に発生するアセトア
ルデヒドが喉頭がんや食道がん肝臓がんなどの原因になりうると。胆管がんで亡くなった某女優さん
もアルコールに弱い体質だったのに飲んでいたのが一因かもしれないというお話でした。酒好きの筆
者には耳が痛いところです。
また、がんウィルスもありその予防も重要です。子宮頸がんの原因になるパピロマウィルスや肝臓
がんの原因になる C 型肝炎ウィルス、そして HIV ウィルスもがんの原因になるそうです。感染しない
こと、感染したら治療することが大事になります。
最後にがん予防１１ヶ条をあげておきます。
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がん予防１１ヶ条
タバコをやめよう
ピロリ菌を退治しよう
アルコールを控えよう
大腸ポリープをとろう
脂ものを控えよう
空気と水をきれいにしよう
放射能被曝を避けよう
肝炎ウィルスを退治しよう
がん検診を受けよう
よく寝てよく笑おう
がんウィルスに注意しよう

ひとつひとつはシンプルで簡単なことですが、徹底している方というのは中々居ないのではないでし
ょうか。少しでも日々の暮らしに取り入れ健康で長生き出来たらという思いを強くした講演でした。

田淵正文先生プロフィール
◯中目黒消化器クリニック院長
◯元東京大学医学部腫瘍外科指導医（天皇皇后両陛下の大腸内視鏡検査を担当）
◯一般社団法人 がん撲滅の会 理事長
がん撲滅の会 TEL: 03-6303-3315 HP: http：//www.ganbokumetsu.com
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松岡朝物語（仮称）

第1 回
文／角山祥道

１
松岡朝の人生が大きく動き始めたのは、小さな命が燃え尽きた瞬間だった。
その時、朝は、３つ歳の離れた弟、健吾の枕元にいた。
５つ離れた姉の啓子は、５年前――朝が 16 歳の時にすでに、経済省の技術者と見合いの末に結婚
し、この時は神戸港建設の仕事に関わっていたため、姉夫婦はそろって神戸にいた。
伏せっている弟の枕元にいたのは、朝の父親の健一と母の幸。そして 21 歳の朝だった。
慶應幼稚舎に通っていた健吾は、野球とビリヤードの好きな少年だ。
サル年生まれだったせいなのか、よく言えば活発。悪く言えば、落ち着きがなくやんちゃ。いつも
擦り傷、切り傷が絶えず、腕白を絵に描いたような子で、姉の朝とは喧嘩ばかりしていた。
健吾が腕白であったことは、暁星学校が我慢ならなかったことからもわかる。
暁星学校（現在の暁星小学校） は、1888 年（明治 21）にカトリック修道会のフランス人宣教師の
手によって作られた学園だ（小学校は 1890 年開校）
。
「キリスト教の理念に基づく教育により、 人格
の完成をめざすと共に社会の福祉に努める人物を育成すること」を建学の精神とし、のちに、初代文
部大臣の森有礼の孫で哲学者として名高い森有正など、そうそうたる面子を輩出している名門校だ。
寄宿舎に入れられた健吾は、暁星学校のフランス仕込みの厳しさが嫌で嫌でたまらなかった。
生まれた時から、赤ん坊であっても一個の人間として扱うフランスは、
「子供だから」という甘え
を許さない。末っ子の健吾にとって、それはとてつもない難題だった。
結局、親をなだめすかし、懇願し、健吾は晴れて暁星学校を逃げだし、慶応義塾の幼稚舎への転校
が叶った。
元気が取り柄――朝の家族の誰もが、健吾のことをそう思っていた。
父親の健一と母の幸にとっても、健吾はたったひとりの跡継ぎだった。
長女の啓子はすでによそに嫁ぎ、松岡の名でなくなっていた。二女の栄子は、２歳の時に病で亡く
していた。手元にいたのは、朝、そして唯一の男の子の健吾だけだった。朝はいずれ嫁に出る。遠く
天平の時代より続く松岡家を守るのは、健吾しかいなかった。
だが、そんな両親の思いを、天は簡単に裏切ってしまう。
1914 年（大正３）
、思えばこの年は、年初から何かを予感させる年だった。
1 月には桜島が大噴火を起こした。それまで海峡で隔てられていた桜島と大隅半島とが陸続きにな
るほどの大きなものだった。政界では、シーメンス事件が起こり、政財界を巻き込む贈賄事件は、山
本権兵衛首相を内閣総辞職に追い込んだ。
一方で、大正ロマンといわれる新しい文化の胎動も始まっていた。
前年の 1913 年（大正２）には、中里介山作の長編時代小説『大菩薩峠』
（都新聞・毎日新聞・読売
新聞などに連載）の新聞連載がはじまった。剣士・机竜之助を主人公としたこの小説は、大衆文学の
始まりを告げるものでもあった。
それは大きな文化のエネルギーだった。
1914 年には、辰野金吾設計による東京駅が開業し、
「宝塚少女歌劇」の初演も行なわれた。美術団
体「二科会」発足したのもこの年である。初のカラー長編映画「義経千本桜」公開され、
「森永ミル
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クキャラメル」も発売された。女性のパーマも流行し、大正モダンガールたちは、こぞっておしゃれ
にいそしんだ。
日本橋には、鉄筋地上 5 階・地下 1 階建ての三越呉服店日本橋本店（現・日本橋三越本店）が落成
した。日本初のエスカレーターを備え、全館暖房、エレベーターなどの最新設備が備えられ、正面玄
関に「ライオン像」が置かれたモダンな百貨店には、多くの人が詰めかけた。
日本では２度の戦勝（日清・日露）を経て、帝国主義の一員として欧米列強諸国と肩を並べんとし
ていた。その勢いは、大正を生きる人々も感じているものだった。
そして７月 28 日――第一次世界大戦が勃発する。
日本も８月に、ドイツに対して宣戦布告。中国大陸への関与を強めていく。
しかしそうした世間の勢いと逆行するように、松岡家は沈痛な空気に包まれていた。
1914 年の 10 月、19 歳になったばかりの健吾は、富士山で足を滑らせ、雨に打たれて肺炎をこじら
せ、短い命を燃やし尽くしてしまうのである。
跡取りの命が消えて行くその瞬間、臨終の枕元で、父・健一は健吾に語りかけた。
「朝は将来、子どもの福祉の仕事をするからね。社会福祉のために働くからね」
後年になって、朝は、父・健一の言葉を何度も思い出すことになる。
この時は、突然、自分の名前が出されたことに驚き、
「社会福祉」という言葉が飛び出したことに
二度驚いた。周囲の者たちもあっけにとられたと朝は記憶している。それまで父の口から、
「社会福
祉」という言葉を投げかけられたことはなかったからだ。
それは、健吾のような、幼くして命を失わざるを得ない子たちを救え、という意味だったのか。そ
れとも長年抱いていた父の本音が不意にこぼれ落ちたのか。朝は父親にその言葉の真意を確認するこ
とはついぞなかったけれど、朝の中にははっきりと、
「社会福祉」という言葉が刻み込まれた。
そして朝は、父の言葉に導かれるように、福祉の道へと歩みを進めていくことになる。

２
朝の父、松岡健一は、横浜で貿易商をしていた。
銀座と横浜に家を持ち、朝が生まれ育ったのは銀座三丁目の赤色の家だ。現在の松屋デパートの辺
り、住んでいたのはオランダ人建築家の設計による丈夫な赤レンガづくりの家で、外国建築に似せた
明治時代特有の建物だった。
家の近くの玉石を敷いた大通りを、馬車や人力車ががたがたと音を立てて行き交っていた。朝にと
ってはそれが「ふるさとの音」だ。
家の近くには、
『金太郎』という「日本一のオモチャ屋」を自負する店があって、朝は弟の健吾と
一緒に、よくこの店に遊びに行った。
銀座は、文化の先端を行く街だった。
男性はいちはやく、西洋風のスーツ（背広）を着込んだ。父は白い先のとがった高い襟のシャツ、
仕立てのいいスーツで身を包み、仕事に出かけて行った。通常は、山高帽をかぶり、夏には軽い日よ
け帽――ヘルメット型のトーピー帽をかぶっていた。
実業家たちの多くも銀座に居を構えていた。
中でも大衆の耳目を集めていたのは、薩摩出身の実業家、岩谷松平翁だ。軍にたばこを納入し、み
るみる事業を拡大すると、
「東洋煙草大王」の異名を取るまでになった。
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派手な広告をいちはやく打ち出した人物でもあり、イメージキャラクターに天狗を使用したことで
も知られる。本人も、赤いマントに赤い馬車、赤尽くしの格好で銀座の街を練り歩き、人々に声をか
けた。やがて人は彼のことを「岩谷天狗」と呼ぶようになった。
朝たち松岡家の子供たちにとっても、
「岩谷天狗」は記憶に残る存在だった。それはまさしく、見
るからに妖しい天狗そのものだったのである。
「岩谷天狗」に感化されたのかはわからないが、健一の口癖もまた、
「天狗にさらわれた」というも
のだった。朝は時折、何かにつけて父親のことを思い出したが、その記憶は、
「天狗にさらわれた」
という不思議めいた台詞から始まる。
健一は 1864 年（元治 1）に紀州（和歌山県）で生を受ける。
1864 年という年は、御一新の４年前――幕末の激動の時代だ。尊王攘夷派の志士を、新撰組が襲
撃した「池田屋事件」や、長州藩が下関から欧米の艦隊を砲撃する「四国艦隊下関砲撃事件」
（下関
戦争）が起こったのもこの年だ。アメリカでは、南北戦争（1861 年～1865 年）が佳境の頃である。
健一は紀州藩の裕福な名士の家に生まれた。
紀州は、御三家のひとつ、紀州徳川家の配下にあり、幕末にあっては当然のごとく、佐幕派の中枢
にあった。そうした中で、健一が伝統的な儒教教育によって育てられたのは、至極真っ当なことだっ
た。
健一はさらに、６歳になると、高野山――真言宗の総本山金剛峯寺に入れられ、読み書き習字を教
わった。幼くして小姓となり常に高僧のそばで仕えなければならなかったという。
そしてここで天狗が登場する。
健一は真顔で、朝や健吾に語ってきかせた。
「父さんはな、ある日突然天狗にさらわれて、高野山の山奥から横浜へつれてこられたんだよ。そし
てアメリカ人宣教師に英語を教わったんだ」
実際、健一は幕末生まれでありながら、英語は達者で、かつその精神は自由闊達だった。健一は、
明治時代に横浜へ来航したアメリカ人宣教師から英語を学んだ、日本人の第一世代であった。
健一が 1920 年――息子が亡くなってから６年後にまとめた「松岡家過去帳」には、こう書かれて
いる。
〈我松岡家ハ遠ク天平年代西暦七世紀ノ古ヨリ系統連綿トシテ子孫繁栄シ以テ今日ニ至レリ。其間
屢々災厄ニ遭遇シ累代ノ記録或ハ散逸或ハ焼失シ遺ス所僅少ナリ故ニ巳ムナリ。正徳寶暦年代西暦拾
七世紀年間ノ著シキ世代ヲ以テ祖ト為ス、抑々祖先ヲ敬慕シ家系ヲ尊重シ克ク孝ニ克ク義ニ男女同権
夫婦同等ニ相和シ兄弟姉妹相愛シ血族相扶ケ隣里同胞相保チ之ニ加フルニ獨立自主自由平等ノ主義
ヲ以テ仁慈博愛ヲ㫖トシ恒ニ身體ノ健康ヲ持シ労務窮乏ニ堪ヘ固ク鄙吝虚榮ヲ慎ミ虚偽ヲ戒メ権勢
ニ諂ハズ世俗ニ媚ビズ誠心誠意同衆ト苦樂ヲ共ニシ篤ク三寶ヲ敬ヒ深ク因果ヲ信ジ報恩善業ノ大道
ヲ守リ永遠ニ祖先ノ佛果菩提ヲ追修スルハ是レ松岡家ノ家憲ナリ。子々孫々ニ傳ヘン為メ謹テ茲ニ記
ス。
夫レ後世ノ子々孫々タル者傳統的文化ノ訓練ヲ以テ範示セシ如ク此ノ名譜ニ列記シ永久ニ斯ノ趣㫖
ヲ確ク傳承シテ忘ルルコトナキヲ子孫ニ希フ
現存四代
松岡健一輯録〉
子孫に残すべき「松岡家ノ家憲」として、健一は、
「男女同権」や「夫婦同等」
、
「独立自主自由平
等ノ主義」や「仁慈博愛」を挙げる。これら精神は、高野山では教えてくれない思想だ。特に「男女
同権」という考え方は、当時としても新しかった。
「同権」という単語自体、明治時代に翻訳語とし
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て誕生した言葉で、福沢諭吉が『文明論之概略』の中で、人はすべて同等の権利を持っていると説い
て世に広まった。
健一のこうした進歩的な思想は、子供たち――特に朝に真っ直ぐに伝わった。そしてこれらの「家
憲」は、健一がアメリカ人宣教師から受けとめた、健一を貫く精神であった。
健一は、当たり前のように、息子や娘に、
「独立自主自由平等ノ主義」や「仁慈博愛」を学ばせよ
うと考えた。
ひとり息子の健吾は、フランス人宣教師のつくった暁星学校へ。
そして娘の朝は、東京・神田にあった、仏英和女学校（現・白百合学園中学校・高等学校）へ。
仏英和女学校は、フランスのシャルトル聖パウロ修道女会の修道女によってつくられた学校で、暁
星学校と同じくフランス系宣教師の学校だった。
白百合と名を変えたのは、1935 年（昭和 10）のことだが、時の文部大臣が「仏英が最初で和が最
後に来るのはよろしくない」と難癖をつけたためで、校庭に立っていたジャンヌ・ダルクの旗に描か
れていた白百合から名前がとられたという。
朝は、長い袖の色彩豊かな着物に、袴。木製の下駄か華やかな鼻緒の草履、という出で立ちで寄宿
舎から学校に通った。
「まるで船に閉じ込められた気分だった」
朝は後年、仏英和女学校時代のことを、こう回想している。弟と同じく寄宿舎に入れられた朝は、
厳しい尼僧の監視に辟易としたのだ。
規則では、1 ヵ月のうちたった一度の土曜日にしか帰宅を許されず、朝は、気位の高い貴族や、外
国人の子どもたちの中で寂しく過ごし、居心地のよくない思いを味わっていた。
朝は 1893 年――明治 26 年の生まれだ。
翌年には、日清戦争（1894 年～1895 年）が開戦する。日本はここから、帝国主義国家として大き
く舵を切り、その後、日中戦争、太平洋戦争と突き進んでいくのだが、朝の半生はまさに、この激動
の時代と共にあった。
そして松岡家もまた、戦争と共にあった。
貿易商を営んでいた健一は、日清戦争開戦にあわせ、軍のための補給事業を始めた。健一の商売は
どんどん大きくなっていく。
第一次大戦の頃――健吾が亡くなる直前に、朝は父・健一に商売のことについて尋ねると、冗談ま
じりに面白い答えが返ってきた。
「船賃が高騰している間に私は寝ていてお金を稼いでいるんだよ」
朝はヘビ年生まれだが、占い師によると、巳年生まれは、忍耐力があり、融通がきくそうだ。手先
が器用で我慢強く、長生きでもある、とのこと。背後からの攻撃に関しては猛烈に反撃する激しい性
格だと言われた時には、朝も思わず笑ってしまった。
実際、朝は、間違ったことが大嫌いだったし、卑怯なやりかたには、相手が誰であれ激しく喰って
かかった。
そして何より、朝は、アメリカ人宣教師から自由と平等と博愛精神を学んだ父・健一に育てられて
いたのである。仏英和女学校の規則絶対の校風は、なかなか馴染むことができなかった。
一方、朝の母・幸は典型的な明治女性だった。
柔らかな物腰で、加えて謙虚。お見合いで健一と知り合い結婚したのだが、自分が幼くして母親を
亡くしたことを気に病んでいた。
母がいなかったため、
針仕事、
料理などを学んでいなかったからだ。
その思いは、娘の教育に反映された。
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嫁入り前の修業として、お花、お茶、踊り、三味線、琴、針仕事、料理……といったさまざまなお
稽古事を、朝は小さい頃から習わされた。
朝が最初に連れて行かれたのは踊りのお師匠さんのところで、朝は４歳になったばかりだった。そ
の後、踊りに加えて、三味線や琴も加わり、子供にしては厳しいお稽古が繰り返された。
和事だけではない。朝はピアノも習わされた。アメリカ人のピアノ教師から厳しく指導を受け、か
なり難曲も弾けるまでになったのだが、肝心の発表会では必ずどこか弾き間違えるので、
「自分には
向いていない」と結局、将来にわたって続けることはなかった。
朝の中に残ったのは、
「どの稽古も厳しかった」という決して振り返りたくない感情だけだった。
しかし、これらの稽古がのちの彼女の人生に、大きな助けになろうとは、朝もまだ想像もできないの
であった。

３
朝はしかし、学ぶことが好きだった。
朝は、仏英和女学校を経て、共立女学校（現・横浜共立学園中学校・高等学校）で学んだ。ここは、
アメリカ人の婦人宣教師によって開校された、日本最古のプロテスタントによる女子教育機関のひと
つだ。日本の神学校の草分けでもあり、神学校の部分は、のちに東京神学大学などに引き継がれる。
朝が入学した当時は、予科 3 年、本科 4 年のカリキュラムだったが、朝は予科卒業の後、本科へと進
み、優秀だったため本科を 1 年短縮して、3 年で終える。1911 年（明治 44）春、首席での卒業だっ
た。
朝は、学べば学ぶほど、
「男女同権」
、
「自由平等」といった、父・健一から教わってきた思想が、
ぐっと染み込んできた。しかしその観点から世の中を見渡せば、日本は、まるでかけ離れた世界だっ
た。
日本政府は富国強兵政策をとり、飛躍的な経済成長を遂げていたが、それは一方で、低賃金労働者
によって支えられていた。彼らの労働条件は劣悪で、酷使されるのは当たり前。政府も資本家も、だ
れひとり、人間ひとりひとりの「自由平等」など露とも考えてはいなかった。
大人だけではない。
子供の労働も珍しいことではなく、むしろありふれたことだった。特に女の子は悲惨で、貧乏な家
の女児は、歓楽街に売られるか、工場主に売られるかのどちらかしかなかった。前者は地獄だが、後
者とて似たり寄ったりだ。少女たちはたった 5 分の食事休憩時間しか与えられない上に、1 日 18 時
間も強制的に労働させられるのだった。
このままではいけない。
朝の中には、義憤にも似た感情がわき起こっていた。
それは、健吾の枕元で父親から言われた、
「朝は社会福祉の仕事をする」という言葉で決定的にな
ったのかもしれない。
朝の中では、社会福祉の仕事について学ばねばならないという自覚が、父に言われる以前から芽生
え始めていたのだ。
「社会福祉について、しっかり学び、習得するには、アメリカで勉強するのが一番いい」
口にはしなかったが、朝の中では、それが絶対のように思われた。
海外の社会問題へのアプローチを勉強したいとの朝の願いは、幼少時から直接的、間接的に、アメ
リカ人の態度に触れてきたからことによって、朝の中で育っていたことだった。
アメリカで学ぶ――。
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19 歳の朝は、共立女学校の卒業式で、首席として答辞を読みながら、そのことを確信していた。計
画があったわけではない。つてもない。
だが朝は、そうすると信じていた。
そしてそれは約 10 年後――28 歳の時にアメリカ留学を実現することになる。
(つづく)
著者プロフィール：
角山祥道
1969 年東京生まれ、埼玉育ち、神奈川・三浦半島暮らし。明治大学大学院文学研究科日本文学専
攻修士課程修了。大学在学中の 1990 年にライターとしてデビュー。以後、インタビュー、書評を
中心に活動。手がけた書籍に、
『相性』
『
「0 から 1」の発想術』
『
「ドラえもん」への感謝状』など。
http://japanknowledge.com/articles/blogtoyo/
※松岡朝物語（仮称）は全１４章想定です。今後、当会のＨＰにも同内容を順次掲載をしていく予
定です。

２０１5 年度 事業報告・会計報告について
平成 27 年度（2015）事業報告書
（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
1． 国際交流事業（定款 4 条 1 項による）
１）メルボルンへの理事派遣：
ジョージ・ギッシュ会長、霧生敦史理事、羽鳥修造理事の 3 名が、平成 28 年 2 月 6 日～2 月 12
日、当会より寄贈した日本画巨匠画伯の 25 点の今後についてのディスカッションを実施すべく
訪豪。事前に在日オーストラリア大使や参事官のアドバイスも受けて、短期間の訪豪であった
が、精力的に行動し、大きな成果をあげた訪問であった。
※幹部とのミーティング実施先：
●Creative Victoria(芸術省） ●羽田恵子メルボルン総領事 ●NGV(ナショナルギャラリー
オブビクトリア、現在 25 点の寄贈日本画が保管されている) ●メルボルン大学 ●Lesley
Kehoe Gallery ●Pauline Gandel Gallery 等。
２）松岡朝賞授与
日豪文化交流への多大なる貢献をしてくれている下記の３名に、松岡朝賞を現地で授与した。
●Lesley Kehoe ●Pauline Gandel ●Daniel McOwan
2． つどい（定款 4 条 2 項による）
１）≪みんなの知らない日本画≫
実施：平成 27 年 12 月 5 日（土）15：30～17：30
銀座教会地下集会室にて
講師：北條正庸画伯（多摩美術大学 造形表現学部 造形学科 教授）
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２）≪癌にならない予防医学の重要性について≫
実施：平成 28 年 1 月 17 日（土）14：30～16：30
銀座教会地下集会室にて
講師: 田淵正文院長（中目黒消化器クリニック、元東大医学部指導医）
3． 会報発行（定款４条４項による）
本年度は 2 回の発行を実施。また、当会の公益社団から一般社団への組織替え、及び役員の代
替わりに際し、当会創設者 故 松岡朝に関する残された資料を整理し、「会報用コンテンツ」
として文章取りまとめを外注作成。創始者の当会創設に関する「ビジョン」「思い」を後世に
文章で「明確に」残し、役員や会員へ明確に浸透させるために会報に活用。
4． 講演会・音楽会（定款４条４項による）
≪テノール 大澤一彰チャリティーコンサート≫
平成 27 年 10 月 16 日（金）霊南坂教会にて、大澤一彰、弦楽四重奏、オルガン、
ハープの 7 名の出演者によるコンサートを主催。
5． 東京ハルモニア室内オーケストラ支援（定款４条４項による）
長年当会主催コンサート、文化交流に大きく貢献している団体である。

★会計に関する補足説明★
法改正により、当会は２０１４年に、公益社団法人から一般社団法人となりました。これに伴い、公
益社団法人終了時に確定した公益財産の残額を一定期間内に継続した「公益事業」に全額使いきる必
要が発生しました。そのため、昨年度に続き本年度も収入に対して多額の出費が発生し、このような
会計報告となっております。

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金
流動資産合計
２．固定資産
定期 (旧 特定資産)
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
仮受金
借入金
流動負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．正味財産
内) 公益目的財産残額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸借対照表
平成28年（2016年）3月31日現在
当年度
前年度

増減

445,298
445,298

1,437,207
1,437,207

0
0
445,298

691,298
691,298
2,128,505

0
0
300,000
0
300,000
300,000

0
0
80,000
0
80,000
80,000

145,298
0
145,298
445,298

2,048,505
1,740,847
2,048,505
2,128,505
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▲ 991,909
▲ 991,909
0
▲ 691,298
▲ 691,298
▲ 1,683,207
0
0
0
0
220,000
0
220,000
220,000
0
▲ 1,903,207
▲ 1,740,847
▲ 1,903,207
▲ 1,683,207

平成27年度（2015年度） 収支計算書
平成27年（2015年）4月1日～平成28年3月31日

科目
Ⅰ 事業活動収入の部
１．事業活動収入
①旧 基本財産運用収入
普通預金（基本財産運用収入）
②旧 特定資産運用収入
定期預金（旧ｵｾｱﾆｱ美術家招聘基金）
③会費収入
正会員会費
賛助会員会費
④事業収入
つどい事業
国際交流事業
会報発行事業
講演会・音楽会事業
その他事業
⑤補助金収入
補助金
⑥寄付金等収入
寄付金
募金
⑦雑収入
受取利息
その他の雑収入
全事業活動収入 計

予算額

科目
Ⅱ 事業活動支出の部
１．事業支出
①事業費支出
つどい事業
国際交流事業
会報発行事業
講演会・音楽会事業
その他事業
②管理費支出
法人税
役員報酬
諸謝金
会議費
交通費
通信費
家賃
光熱費
図書印刷費
消耗品費
広告宣伝費
交際費
支払手数料
雑費
③寄付金支出
事業活動支出 計
Ⅲ 投資活動支出の部
Ⅳ 財務活動支出の部
Ⅴ 予備費支出の部
当期支出合計
当期収支差額
前期繰越収支差額(前期決算値）
次期繰越収支差額

予算額

決算額

0
0
0
0
300,000
250,000
50,000
720,000
20,000
0
0
700,000
0
0
0
210,000
200,000
10,000
400
400
0
1,230,400

差異

0
0
0
0
273,000
273,000
0
645,780
0
0
0
645,780
0
0
0
548,230
452,105
96,125
428
428
0
1,467,438
決算額

1,250,000
20,000
700,000
30,000
480,000
20,000
550,000
70,000
0
150,000
50,000
40,000
80,000
0
20,000
20,000
20,000
80,000
0
0
20,000
80,000
1,880,000
0
0
50,000
1,930,000
▲ 699,600
2,048,505
1,348,905
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2,647,334
309,145
1,089,002
727,791
521,396
0
612,094
70,000
0
99,500
29,305
56,070
85,140
0
20,000
0
141,506
0
32,622
19,046
58,905
111,217
3,370,645
0
0
0
3,370,645
▲ 1,903,207
2,048,505
145,298

2016年3月31日現在
単位：円
備考

0
0
0
0
▲ 27,000
23,000
▲ 50,000
▲ 74,220
▲ 20,000
0
0
▲ 54,220
0
0
0
338,230
252,105
86,125
28
28
0
237,038
差異

1,397,334
289,145
389,002
697,791
41,396
▲ 20,000
62,094
0
0
▲ 50,500
▲ 20,695
16,070
5,140
0
0
▲ 20,000
121,506
▲ 80,000
32,622
19,046
38,905
31,217
1,490,645
0
0
▲ 50,000
1,440,645
▲ 1,203,607
0
▲ 1,203,607

※特別会計がなくなった
為、利息は雑収入の項
目に変更となりました。

※特別会計からの70万
円分振替は計上不要に
なった為、予算表記を修
正しました。

※ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ

※運用収入分追加

備考

※訪豪・朝賞
※松岡朝文章作成

※ＨＰ作成

※福島の子供基金

日豪プレス 2016.３月号の掲載から抜粋
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大澤一彰 チャリティーコンサートのお知らせ
■ １０月２８日（金） 人気の高い 「大澤一彰」氏 チャリティーコンサート再演！！
昨年度も評判の高かったテノール歌手・大澤一彰氏の歌声に、定評ある弦楽四重奏、パイプオルガ
ン、そして日本ハープコンクール 1 位のハープ演奏者を加えた豪華な共演を、今年も開催致します。
皆様とまた感動を分かち合いたいと思います。詳細は同封したチラシをご確認ください。

会費納入のお願い
年会費納入をお願いいたします。子ども達に、より良い日本を残すための当会の活動内容は現在ま
で高く評価されて参りました。これも皆さまのご理解があればこそでございます。引き続きのご支
援をよろしくお願いいたします。
日本にあるものはオーストラリアには無く、オーストラリアにあるものは日本には無いと言われて
おり、友好を深め、相互協力を推進することが重要な意味を持つ関係にあります。日豪両国の芸術
専攻生の教育交流の発展や、オーストラリアやニュージーランドに寄贈した日本画の里帰り展の実
現を通して。相互協力関係の深化を図りたいと思いますので、是非ご支援ください。
郵便振替
銀行振込

00130-2-366249 一般社団法人 海外と文化を交流する会
三菱東京 UFJ 銀行 渋谷支店（普）0026193 海外と文化を交流する会

会費 10,000 円（正会員） 5,000 円（特別賛助会員） 3,000 円（学生会員）

海外と文化を交流する会事務局
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-27-6 パインヒル内
TEL&FAX 03-3370-7654

e-mail: official@kaigai-bunka.org

http://www.kaigai-bunka.org
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