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マンチェスターで学んだ人達及びマンチェスターと何らかの関わりを持っている人達で、日本

とマンチェスターとの交流を促進 しようとの目的で “The Greater Manchester Club"が 結成され

ました。結成式にはマンチェスターから日本研究所(Manchester Center for」 apanese Studies)

の所長、Dr.Nigel Campbellさ んら6人のGuestsを迎えて約80名 が参加 して発足を祝いました。

式の準備にあたり、会員名簿の作成、ネクタイの製作、日本研究所へのGift(看板)の製作、

マンチェスター日本研究所への訪間や交信等、また会場となった国際文化会館の松本さん (The

Greater Manchester Clubの 日本側代表)ら多 くの人達の努力がありました。会発足の様子は日

本経済新聞、The Japan Timesに 掲載また英国でもUMIST Venturesの ニュースやMainstream に

掲載されました。会発足からすでに6カ 月以上が経ちますが、当日の模様及び会員のマンチェス

ターに関わる思い出を集めてThe Greater Manchester Club Newsと して発行することにしました。

このニュースがマンチェスターとかかわり合いのあった人達との絆をさらに強め、また現在マン

チェスターに在住 している人達の励みになればと思っています。このニュースの最後に今年マン

チェスターで予定されている日本に関わる行事を載せています、出張等で行かれる人はぜひ参加

されるよう望みます。 [文責 ;平沢洋治 (日 本ペイント株式会社)]

式での挨拶  静岡産業大学 武居良明

(ManChester Club `当 ず1) When   l   was   young′
i.e。 ′immediate■y  after  the
end of the War′   quite many
」apanese tended to regard the
British society as an idea■ ■y
modern■zed one′  where such a
pre― modern menta■  attitude as
paterna■ ism′  whttch had been
regarded in Japan as a re■ ics
of the feuda■  mora■ ′ shou■d
have  been  faded  away more
than three hundred years ago.
They thought it shou■ d have
been rep■ aced by the menta■
attitude of the civi■  society
which used to be ca■ ■ed "the
spirit  of  the  fair  p■ ay"
among  the  」apanese  socia■
sc■ entists.
Since  the  1960s′   on  the

contrary′  the other v■ ew of
the   Br■ tish   soc■ ety   was
com■ ng up among another group
of the Japanese peop■ e. They
regarded Britattn an o■ d and
dec■ ttn■ ng  soc■ ety  suffer■ ng
from the "Eng■ ish disease"。
They  often  said  boastfu■ ■y
that  they  had  nothing  to
■earn  ■n  that  country  any
more.

On  beha■ f  of  the  」apan―
Manchester C■ ub′  工 hearti■ y
we■come you.
These  days   tt   fee■   the

distance  between  Manchester
and  」apan  ■s  shortened  so
much.  工t  is  because  very
fortunate■ y l cou■ d we■ come
two Br■tish fr■ ends one after
another  at  my  home  w■ thin
this month′  October′  both of
whom are ■ntimate■ y connected
w■ th Manchester. One of them
is  MroA■ ex  Robertson′   who
exerted   hinse■ f   at   the
foundattton  of  the  Creater
Centre fOr 」apanese Studies.
I myse■ f′  having stayed in

Manchester  for  twO  month′
came back to 」apan ■ess than
a  month  ear■ ier  than  your
arr■ va■  here. So′  my sou■  is
sti■■    wander■ ng    between
Manchester and 」apan. Such a
condition′    in  a  way′    is
su■ tab■ e to cons■ der■ng the
difference between those two
countr■es.
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Need■ess  to  say  both  are
one― s■ de v■ ews.
When tt read busineSS dttaries

or  something  ■ike  that  in
British   ■ibraries′    ェ

sometimes come across facts
which prove the ex■ stence of
paterna■ism even ttn the 20th
century.
As for the ■atter′  it seems

unnecessary to say any more.
Now′    」apan   ■ooks   ■ike
suffer■ ng  from  a  」apanese
counterpart  of  the  Eng■ ish
disease. They′  therefore′  in
the end′  confused one aspect
of  the  ■ife  cyc■ e  of  the
industria■   society  with  a
disease   of
country.

the   specia■

Anyway′  it takes more time
to   understand   a   foreign
country than one morn■ ng or
one even■ ng. A■ ■ members of
the Japan― Manchester C■ ub′  I
hope′  contr■ bute to deepen■ ng
the   mutua■    understanding
between  Br■ ta■ n  and  」apan
much more′   espec■ a■ ■y as a
resu■t of deve■ oping it into
the Creater Manchester C■ ub.

看板の贈呈  国際文化会館 松本 洋

(The Creater ‖anchester Club itラ曼)

"Kanban・・ made of Kiso― Hinoki
A  Cift  from  the  Creater
Manchester   C■ ub   to   the
Creater Manchester centre for
」apanese Studies
This is a signboard(kanban)

of very traditiona■  」apanese
style. Its board is made by
Mr.Kttkuo  Okano  of  Kamata
Sawmi■ ■′   Tokyo′    and   the
■etters  written  by
Mr.Masatomo  Hoshino  who  is
the forma■ writing specia■ ist
of Keio University.
The   sty■ e   of   the

■etters(kanj i)   iS   Ca■ ■ed
“Kaisho" which is the most
forma■  among the three majOr
sty■ es.   The   ■etters   are
wr■tten ■n sum■  which tt s a
tradtttiona■  」apanese ■nk′  a
so■ ution  of  cand■ e  carbon.

The  ■etters  written  in  it
w■■■ stay at the same ■eve■
as  were  wr■ tten  whi■ e  the
other areas wi■ ■ get thinner
by ra■n when the signboard is
hung  outside  a  bui■ ding。
Therefore′  after decades′  the
■etters wi■ ■ ■ook as if they
are embossed.
The board is made of KisO―

Hinoki  which  is  the  most
va■uab■e wood in 」apan. ェt is
regarded as the best wOod.
For examp■ e′  工zumo Shrine tts
made of Hinoki because ■t is
the  house  of  the  Cod  of
」apan. Among many p■ aces for
Hinoki p■ ant in 」apan′  Kiso
■s known as the best p■ ace of
Hinoki wood production.
Thtts board is taken frOm a

tree   of   twenty   inches
diameter which has been we■ ■

seasoned by stor■ ng it  for
twenty years after the cut
down in order to prevent it
from  bendttng.  The  origttna■
tree  was  more  than  five
hundred years o■ d.  工ts age
can be ca■ cu■ated by counting
the stripes on the top edge
and extrapo■ ating them up to
■ts  orttgina■  diameter.  One
stripe grows every year。  工ts
ye■■ow― pink co■ our ュndicates
that the board was taken just
off  the  tree′    the  most
preciOus part of Hinoki tree.
The Creater Manchester c■ ub

gives herewith this signboard
to Creater Manchester Centre
for 」apanese Studttes hoping
thicker re■ ationship between
the tw0 0rganisatttons. 工t has
been   produced    by    the
enthusttastttc efforts Of twO
members    of    the   c■ ub′

Professor Kenzo Kobayashi and
Dr.Katsura Kawakami. A■ though
it wi■■ grow s■ ight■ y darker
year by year′   the origina■
beautifu■  co■our wi■ ■ revea■
again when it is p■ aned. The
creater  Manchester  c■ ub  is
w■ ■■ing tO p■ ane and remake
■t in the next century and
a■ so  ■n  the  century  after
that.

28th October ■994
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The 」apan

の掲載記事

マンチェスター 日本研究所
“看板"の 前でのスナ ップ

今年 4月 にマンチェスター

の 日本研究所をThe Greater

‖anchester Club代表の松

本洋さんが訪問されま した。

右 ;Dr.Nigel Campbell
(日 本研究所旧所長 )

中 ;松本 洋

Zこ ;Dr.Broad Geffrey
(日 本研究所新所長 )

UMIST Ventures News Letter (Winter,

1994)の 掲 載記事

The Greater‐ Ⅳlanchester Club Annual Meeting

The Greater Manchestcr Club, o五giII11ly bunded in 1987 by a

liDmler Research Fellow at UMIST,Proた ssor T.Kunoh of Kclo

Ul五versity, is for thosc 400 or so」 apancse w1lo havc studics or

workcd in Manchester or SalliDrd.Thc Clubis Amlual Diluler、

wllich took place in Tokyo tllls Octobcr was attcndcd by around 80

1nlcmbcrs travelling iom as far as Osaka and Manchester.

Greater Manchester dub
越ett4D hdp grad netwOrttg

轟:lh:鷲i鶴fi粋
織漁ぷ.me u血

v∝豆けぽ
The center was established

tO help engineers, scientists

il:          &ftillξ1111

普彗      COunterpal・ ts

′Иθ″b`パ qrrr2θ ル
`α

ttθルθsιθr DιJ`gariο

“
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`
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MAINSTREAM(Issue NO.18,Spring 1995)の 掲載記事
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Professor Desmond Winterbone attended the lnaugural

Dinner ofthe Greater Manchester Club′ which was held at

the lnternational House in Tokyo recently He was a

member of a small delegation from the Creater Manchester

Centre for Japanese Studies which included Professor

Brian Robson′ Chattman′ from the Un市 ersity of

Manchester and Dr Nigel Campben′ Director′ frOm
Manchester Business School.

The Creater Manchester Club has grown Out ofthe

Japan― Manchester Club′ 、vhch was founded in 1987′ and
which was an Alumni Association for graduates from

lIMIST and the University of Manchester The New Club′

which has a potentialrnembership of over 400′ will also

include graduates fron■ Salford and Manchester

Metropolitan Universities and other Manchester associates

The dinner was attended by about 90 people′ and
lIMIST was wellrepresented by Mr Clive Rowland(lIMIST

Venhres LTE))and PrOfessor Bob Young(Manchester
MateHals Science Centre)who wasin JaPan attending a

conference.Many tIMIST graduates′ post― doctoral research

he s t e r

マンチェスター訪問
松 本  洋

ロンドン、ユース トンからの列車の到着 し
たピカデリー・ステーションの低いプラット・

ホームに、副学長のロブソン教授の慈顔が暖
か く迎えてくれた。多忙な学長ハ リソン教授
がわざわざ私のために催 してくれる昼食会に
直行するためである。4月 27日 に殆ど40
年振 りに訪れたマンチェスター大学では、元
ロンドン大学学長で国際的に著名な物理学者
フラワーズ卿の就任式を 10日 後に控えて、
沸きたって1ヽ た。

昼食会は、ウイス トワース・ホールのある
本部ビルの 2階の落ち着いた一室で、相客は
ロブソン副学長の他、昨秋藤井駐英大使出席
のもとに開所された北西部日英協会会長のシ

ャーマン氏、私が 40年前に入寮 していたヒ
ューム・ホールの舎監のフラワーズ教授、そ
れに大学のイーデス渉外部長の 4人であった。

ハ リソン学長は、数年前来 日したことがあ
り、しかも昨年のグレーター・マンチェスタ

ー・クラブの発会式を行った国際文化会館に

泊まったことがあるということで非常に親し

げであった。フランス言語学専攻ということ

であったが、どうして来 日に気づかなかった

かといぶかったが、その時はマンチェスター

大学とは関係なく、エセックス大学の学長で

あったそうだ。天丼にある大学のシンボルで 、
ある蛇の文様を眺めながら、戦後間もない 1

workers′ and visiting Professors attended the dinner where

old acquaintances were renewed and new ones made.During

the dinner Professor Winterbone presented Mr.Matsumoto′

the Chairnlan ofthe Greater Manchester Club′ with a Painting

of Albert Square on behalf ofthe delegation The group was

then Presented with a Kanban(name plate)Pa■ nted On

500 year old wood.

956年 に都市計画の大学院生として敗戦国
からやって来て、おずおずとウイス トワース・

ホールの新入生歓迎式に参列 したものの誰も
注意を払ってくれなかった日との時の違いを
かみしめていた。

食後早速訪ねた日本研究所はヒューマニテ

ィー・ビルディングの 2階にあって、こじん

まりとはしているものの、日本語講座などが

行われていて活気があった。何より嬉 しかっ

たのは、墨跡あざやかな「 日本研究所」の看

板が入口に掲げられていたことであった。
ただいささか寂 しい気がしたのは、この研

究所の生みの親であるキャンベル先生が 8月
一杯で辞められることであった。後任は、研

究所とも関係があるサルフォー ド大学からジ
ェフリー 。プロー ド先生を迎えることが決ま
っていて、プロー ド先生にもお会いできて、

今後の協力を約束 した。
マンチェスター・ビジネス・スクールでは、

キャンベル先生のアレンジで「日本とヨーロ

ッパの投資促進のためのワークショップ」が

開かれていた。キャンベル先生は、新 しいこ
とを始めるのが好きで、今度はマンチェスタ
ー大学と中国との関係の構築に意欲を燃や し
ておられるようであった。

ヒューム・ホールも、舎監が丁寧に案内し
てくれて、当時住み慣れた24号室も覗か し
てもらった。現在の住人は誰かわからなかっ

たが、散らかっていて、学生臭さを感 じて懐
かしかった。40年前当時は男子寮で、禁制
の女性をこっそりと泊まらせることが流行に
なっていたことなど、今の男女共用寮では全

くつわものどもの夢の跡の感 じであった。
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しかし、何といっても今回のマンチェスタ
ー訪間での個人的ハイライ トは、1956～
58年に学んだ都市計画学都を再訪 した折、

ウッド主任教授が私の成績簿をちゃんと揃え

て持っていてくれた時であった。

勿論成績は芳 しくなくて、40、 50点代

が殆どであったが、及第はしていた。 10年
後に同じように学生であった教授のものも見

せてもらったが、少 しは良かったが大 した差

ではなく、安心すると同時に、初対面の教授

と学生時代からの知り合いのように一気に親

しくなった。

晩餐は、ユーミス トのウインターボン先生
やグレーター・マンチェスター・センターが

対象大学として含めるマンチェスター・メ ト
ロポリタン大学副学長ロック教授などと一緒
に、ロブソン教授の招待であった。このよう
に大学幹部が私に丁重なランチやディナーを
催 してくれたのは、ひとえに大学の日本への

関心の昂まりと昨秋の我々の東京での歓迎へ

のお返 しであろう。
あくる朝、ロブソン教授は自ら市内を案内

してくれて、改めて心温まるその人柄に感激
した。数年前から産業革命当時のススがすっ
かり洗い流れて白くなったマンチェスター市
は、近年市議会メンバーの構成の関係から官
・産 。学の協力が積極的で、再開発 も着々と

進んでおり、21世紀に向けて新 しいマンチ
ェスター市像を目指 していることがよく理解
できた。オ リンピック誘致合戦には敗れたと
はいえ、2002年 の英連邦行事のための準
備も盛んであり、スポンサー企業の名前が堂
々と書かれた宣伝旗が市庁舎の前の広場には
ためいていたのも象徴的であった。

日本への関心も強く、大阪と姉妹都市関係
を締結する意欲も再三表明しているというこ

とであったが、大阪側の反応がもう一つであ
るとのことであった。

4月 末とはいえまだまだ冷たいマンチェス
ターの朝の寒さはこたえたが、今回の訪間は
とても楽 しかった。
ただ一つ、心残りは、寮近 くの往年行きつ

けのパブのパブ リック・バーに入 り、バディ
ング トンズのビター ドラフ トをワンパイント
グラスで吸るチャンスがなかったことである。

「会員名簿」
松下電器産業株式会社 川上  桂

「あなた、○○さんていう女の人から電話が

あったわよ。電話 して下さいって」家に帰る
といつもとはちょっと違った雰囲気でワイフ
が言う。
「ああ、マンチェスタークラブヘの入会を勧
誘 した人なんだよ」

と急いで事情を説明する。名簿係 りを引き受

けたのが原因である。昨年の春、有志が集ま

ってGMC(The Greater Manchester Club)
設立の相談をしたときに気軽に引き受けたが、

予想外の労力を必要とした。しかし楽 しい作

業でもあった。設立パーティーの直前まで毎

晩のように日本中ところかまわず電話をかけ

まくっていた。電話が一段落するとキーボー

ドをたたいて新 しい名前と住所の入力。おか

げで夜なべ仕事が続いたが、久 しぶりに深夜

まで机にへばりついた学生時代を思いだし、

懐かしい気分にひたることもできた。今では

わが家の旧式パソコンのメモリーに入 りきら

ないほど多 くの人たちが登録されている。

メンバー数は全体で 350人を越え今も増

え続けている。その大半はマンチェスター大

学、UMIST、 MBS、 サルフォー ド大学
の学部、または大学院を卒業/修了 した人と

研究員として在籍 した日本人であるが、その

ほかにマンチェスター大学を卒業 して日本の

大学や会社で仕事をしいる英国人も多い。文

部省の制度で日本に来て中学で英語を教えて

いる人、日本の大学でマンチェスター大学の

修士課程の一部に取 り組んでいるタンザニア

人もいる。
CMCの 名簿の元になったのは 2つのより

ノJヽ さなクラブ、Japan― Manchester Clubと MBS

Alumni Association、 の名簿であった。これ

らのクラブは以前からあり、今では両者とも
GMCに所属する子クラブである。前者はマ

ンチェスター大学とUMIST関 係者のクラ

ブ、後者はその名のとおりMBSの 日本同窓

会である。これらのメンバーは合計でも15
0人に満たないが、このも、たつの名簿を現会

長の松本洋さんがGMC」 S(Greater
Manchester Centre for 」apanese Studies)

に送ったところ、所長のDro Nigel Campbellが

以前の大学在籍者名簿を調べ、100人ほど

を追加 してくれた。
そのほかにも多 くの協力を頂いた。UMIST

Ventures Japan Liason Officer θ)Mso Amanda

Levyも大きな協力をしてくれた。彼女は
UMISTの 日本人卒業性と在学生の リス ト

を作ってくれた。設立パーティー間近になる

とUMISTの 中でもGMCの 噂がたつよう
になったらしく、「メンバーになりたい」と

いう連絡を直接マンチェスターからもらうこ
ともしばしばだった。しかし Ms Levyの おか
げで「あなたのお名前は既に登録されていま
す。我がクラブの調査網もちょっとしたもの
でしょ」という返事を何度か送った。 8月 頃
からはGMCJS Adlllinistrator のMs. Ann E.
Smithか ら毎週のようにFAXと 電子メール
が届いた。彼女はDr.No Campbellと ともにマ
ンチェスター大学の先生方の知っている日本
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人の情報を集計 して都度送ってくれた。その
度にパーティー案内状を追加発送 したが、そ
の多くの方々が暖かいご返事とともに新メン
バーを紹介 して下さった。同僚を紹介 して下
さった都立大の古谷先生、教え子を紹介 して
下さった東工大の里先生、慶応大学の小林先
生、仕事上の知り合いを紹介された北西イン
グランド投資促進事務所の河内香織さんその
他多数の方々から協力を頂いた。

名簿係 りをやったおかげでたくさんの人と
知り合いになることができた。設立パーティ
ー当日には、参加者のほとんどの名前を知っ
ていた。顔を見るのは初めてでも何となく旧
知の人のような気が して、楽 しくパーディー
を過ごすことができた。名簿作 りに協力 して
下さった方々にこの場をお借 りしてあらため
て感謝致 します。なお、新メンバーの受付は
今も継続 しています。ご紹介下さる方はぜひ
ご連絡下さい。

連絡先 〒216り |1崎市宮前区宮崎616-3
川上桂

電話 :044-8888654
e― lllail:kawakamiOtrl.meio cO.jp

Greater Manchester Clubに 参カロして

英国領事館  饗庭 賢治

これといったマンチェスターとの関係もな

い私に、楽 しいパーティーがあるから是非と

も参加せよ、と声をかけてくださったのは、

川上幹事でした。松下の東京研究所もついで

に案内してやるからとのお誘いに、厚かまし

くも、つい、のこのこと大阪から出掛けてゆ

きました。職業柄、マンチェスターや大阪で、

マンチェスター大学やユミス トの先生方と何

度もお会いし、その自由で明るく、同時に知

的な雰囲気に、かねてから大変好感をいだい

ていました。パーテイーはまさにマンチェス

ター引越 し公演といった表現がぴったりの、

和気雲々とした、楽 しい集まりでした。マン

チェスターとつながりのある日本の方々がこ

れほど大勢いらっしゃったということにまず

驚きましたが、それにもまして、多種多様な

分野で活躍されているメンバーの皆様が、マ

ンチェスター時代の共通の体験を通 じて太い

パイプでしっかりと結ばれているということ

を強 く感 じました。このパーティーを機に発
足したグレーター・マンチェスター・クラブ

が、日英両国にとってかけがえのない財産と

なっていくものと確信 しております。是非今

後ともこのような集まりを続け、また発展さ

せてくださることを願っております。

Greater‖anchester Clubに 出席 して
立命館大学 山崎 勝弘

今回、グレーターマンチェスタークラブに

出席させて頂いて、古 くは 1カ 月かけて船で

渡航され、数々の困難を克服された勇気ある

松本氏の話を初め、マンチェスターでの様々

なご経験を伺うことができ、我ながら楽 しく
夢のように過ぎ去った 1年を懐か しく思い出
すことができた。また、久 しぶりに味わった
Buddingtonは 、イギリスのパブや食生活を思
い出させてくれた。

しかし実は、私はマンチェスター滞在中に、
日本研究所に行 く機会はなかった。日本研究

所の存在を知ったのは、渡英後 10カ 月経っ

て、マンチェスター大学と日本の大学との交
換留学生に関するインタビューを受けたとき
のことである。私の勤務する立命館大学も、
カナダのUBCと交換留学制度があるので可能性
があるのではないか、しかし、語学力や基礎

学力の点から考えると、学部生よりも院生の

方が適 しているのではないか、というような
ことを話 した気がする。
私は現地ではできるだけ現地の人とつきあ

いたいと考えていたので、インターナショナ
ルソサエティのツアーヘの参加、マンチェス

ター基クラブヘの出席などで結構忙 しく、大

変充実 した生活を送っていた。しか し、最初
から日本研究所やマンチェスタークラブの存
在を知っていたら、渡航直後の様々な困難を
回避できていたと思われる。

せっかくこのような会ができたのであるか

ら、新たに留学する人への情報提供の援助か
ら、マンチェスター大学と日本の企業 。大学
との交流に至るまで、本会がマンチェスター
と日本の架け橋となることを願ってやまない。
特に、今回のようにマンチェスターから多数
の先生方が貴重な時間をさいて来 日された場

合には、日本の大学の紹介や京都の案内など、
ぜひご協力 したいと考えている。マンチェス

ターを再度訪間する機会があれば、日本研究
所を訪れ、今回寄贈された檜の看板をぜひ眺
めてみたいものである。
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Manchester, wonderful

入部整形外科医院 入部兼一郎

How g■ad tt was to find Nige■
near the receptiOn desk′ when
工 entered the lnternationa■
House!  It  was  near■ y  two
years  ago  when  l  met  him
■ast. 工 c■ ear■ y remember the
time of painfu■  parting at
Crewe station after fantastic
stay at his home for a week。
The days spent in Manchester′
土nc■uding   vttsit   to   the
c■assroom  at  the  Creater
Manchester   Centre   for
」apanese  Studies′   is  sti■ ■

vュv■ d in my memory.
工  f■ew  a■■  the  way  from

KagOshima to see Nige■  and to
attend    the    ■naugurattton
ceremony   of   The   Creater
Manchester C■ ub′  where tt had
a wonderfu■  and as enjoyab■ e
evening′  ta■king with peop■ e
who  were  deep■ y  connectect
with Manchester.
工  hope with a■ ■ my heart

that this C■ ub wi■■ be more
prosperous  ■n  future  and
he■pfu■   to  promote  c■ oser
re■ations between Manchester
and 」apan.

[The Greater Manchester Club]

新 日鉄  村 田 稔

ロン ドンの リージェントパーク近 くにある
ホテルに到着すると、フロントから2通の
CONFIDENTIAL MESSAGEを 受け取った。それは
マンチェスター留学時代に親しくなった二組
の夫婦からの もので、"WE ARE L00KING

FORWARD TO SEEING YOU IN llANCHESTER.''く Lあ
った。また、Profo WINTERBONEの 奥様である
VERONICAか ら、「あなた達が折角来 られたの

に、主人が入れ違いに 日本へ発 って しまった

の、残念だわ。」とお詫びの電話も頂いた。
3年前のことであるが、20年勤続の リフレ

ッシュ休暇を利用 して、妻と二人の娘を連れ
て、マンチェスターヘ里帰り?した時のこと

を思い出すと今でも懐か しく、何よりも英国
人の変わらぬ"HOSPITALITY"に 、私たち家族は

多くのことを学んだ。

妻と娘達は 13年ぶりのマンチェスター訪
間であったが、前に住んでいた‖ARPLE

STAT10Nの近 くにある"VICTORIAN COUNTRY

HOuSE"の ホテルに落ち着 くと、家族 ぐるみで

お付き合いしていた、娘のPLAY GROUP時 代の

先生夫妻や当時の園児達が訪ねて来てくれた。

友人達は私達が住んでいた家やその周辺の懐

かしい街並み、COUNTRYSIDEを 車で案内して

くれたり、当時の親しいメンバーを集めての

DINNER PARTYや ら、至れり尽 くせりの歓待を

してくれた。娘達にとっては小さい頃のこと

であまり記憶になかったようだが、今回の旅

行でイギリスという国と人がたまらなく好き

になったらしい。妻と私はあらためて、2年

間過ごしたマンチェスターですばらしい人達

とめぐり合い、今でもこうして親しくお付き

合いしてくれる多 くの友人を得たことを誇り

に思う。
別れ際に花好きな私に、NAT10NAL

WESTMINSTER銀 行のMANAGERを しているBARRYの

ヮイフ」ANETか ら"CANDYTUFT"と いう花の種を

頂いた。いま我が家の花壇では、春から秋に

かけて白・ ピンク・赤紫の可憐な花をつけた、

その"CANDYTUFT"が イギ リスでの楽 しかったこ

とを思い起こさせてくれている。

(注 :私は毎年その種を採取 していますので、

花好きな人はご一報下さい。)

「アルバー トヒル・ス トリー ト」
海外協力事業団 辻岡 政男

父親である私の都合で、急にマンチェスタ
ーに来て現地の小学校へ通うことになったわ
が娘は、当初は大変緊張する日々だったよう
だ。数週間経った頃、学校から帰ったはずの
娘の姿が家の中に見あたらない。も、と窓越 し
に向かいの家の方を見た。その家の玄関脇の
小さな庭にかがんでいる娘が見えた。ちょう
ど園芸好きのその家の老夫婦が花に水をやっ

ている所で、わが娘と笑顔を交わしあってい
た。後で娘に聞くと、「 ジャパン」と「ネー
ム」と「ィェス」だけで話 していたのだそう
だ。このイギリス人夫婦のおかげで、わが家
族もマンチェスターの住民としてなんとかや
ってゆけそうな気が した。
やがて帰国の日が来た。フライ トの都合で、

朝日が出る前に家を発つことにしていた。そ
の朝、荷物の最後の点検をしている時、トン
トンと玄関の戸をたたく音が して、出てみる
と向かいのおじさんがいた。「モーニングテ
ィー」と言って熱いミルクティーのコップを
差し出してくれた。
私が家族と一年余 リマンチェスターの生活

を送ったこの通 りの名前は、ディズベ リー、
アルバー トヒル・ス トリー ト。百メー トル程
の通りで、長屋風の家が両側に並ぶ、つつま
しやかな住宅地だ。
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さて、イギ リス生活を経てか ら、わが家で
は朝食に ミルクティーのコップを手にする毎
に、あのアルバー トヒルの老夫婦の笑顔を思
い出 している。

[課准ヨ己]

マンチェスターでの行事案内について
*UMISTを 初めて訪れた日本人は岩倉具視
ですが ,そ の後明治時代に岩倉具視は首
相とな り、1905年 UMISTは 繊維工学を取得
しに渡英 した最初の 日本人を受け入れま
した。今年で90年 になるのを記念 して式
」L (9oth Anniversary Celebration of

UMIST―」apan Relations)が 12月 6日 (月 曜
日)、 7日 (火 曜日)に 開かれます。この時期
に英国を訪問される方は是非出席 して下
さい。 (詳細はMiss A口 anda Levy,UMIST
Ventures;Tel;+44(0)161 200 3113,Fax:
+44(0)1612003052に連絡 して下さい。

一マンチェスター大学の新学長に The Lord
Brian Flowersさ んが就任 されま した。
Greater Manchester Clubを 代表 して松本
さんが祝辞を送 っています。その内容 と
F107erSさ んからの返信を載せま した。

Dear Lord F■ owers′
On  the  great  occas■ on  of

your   ■nsta■ ■ation   as
Chance■ ■or  of  the  Victor■ a
Un■vers■ ty of Manchester′  we
count it as a great persona■
as   we■ ■    as
privi■ege   to

co■■ective
send   our

heartfe■ t    greetings    Of
we■come to your Lordship.
We′  a■■ the members of the

Creater  Manchester  c■ ub  Of
」apan′   are  very  prOud  of
being  Manchurians  thttnking
today  what  Londoners  wュ ■■

think tomorrow′  be■ ated■ y. We
are a■ ■ with you in spirit
today′   no  matter  how  far
between′  and wish yOu every
■ine of success′   prOsper■ ty
and good hea■ th in the months
and years ahead.
We    wi■ ■    support    the

Un■vers■ ty   for   a■ ■   her
activ■ ties ュn 」apan.
Very respectfu■ ■y yOurs′

Dear Mr. MatsumotO
Thank you so much for your

■etter of good w■ shes upon my
■nsta■■ation as Chance■ ■or of
the university of Manchester.
工 have been much encouraged
by a■ ■ the messages l have
received′  and by the evident
support which the University
c■ ear■ y   commands   in   the
commun■ ty.
My wife and tt have visited

」apan severa■  tttmes and have
enjoyed our visits great■ y.
P■ease  convey  my  gratefu■
apprec■ ation  of  your  kind
message to your co■ ■eagues ■n
the Creater Manchester C■ ub
of 」apan.
Yours s■ncere■ y′

一予定では二 i― スの発行 は 5月 末 であ り、

従 って 2カ 月遅 れ とな りま した 。 4月 は

年度 初 めで あ り、極 めて多忙 とな る時期

です。言い訳になりませんが早々と原稿
をお送り頂いた方にただ低頭するのみで
す。発足 したこの会を続けていくのも潰
すのも会員皆様の意志一つです。できる
限り続けて行きたいと願っています。皆
様のご協力を切にお願いいたします。

一「会員名簿」の記事がありましたが、会
員の実態が半分も掴めていません。名簿
の充実に、日本研究所にも大変骨を折っ
てもらっています。皆様の協力を是非と
もお願いいたします。
文責 :平沢洋治 (日 本ペイント株式会社 )

平成7年 7月 20日発行
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