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　ブリヂストン美術館の創設の経緯を聞かれたとき、
いつも触れるエピソードがある。福岡県久留米市に生
まれた創設者石橋正二郎（1889-1976）が高等小学校
に通っていたころ、偶然、のちの洋画家坂本繁二郎

（1882-1969）が図画の代用教員を務めていた。40 代に
なって互いにそれぞれの世界で地位を確立したのち、
二人は久留米で再会し交流を深めていくようになる。
坂本は、美術品コレクターになりつつあった石橋に、
同郷人の故友青木繁（1882-1911）の作品散逸を惜し
んで、買い集めて将来、それらを展示する美術館を
建設したらどうかという助言を与えた。1930 年代か
ら 40 年代にかけて、石橋は精力的に青木作品を収集
する。同時に石橋が関心をもったのが藤島武二（1867-
1943）だった。
　最晩年の藤島は石橋と直接の交流を重ねた。長く東
京美術学校の教授を務めた藤島は安定した収入があっ
て、作品を売る必要に追われることはなかった。多数
の作品が制作されたにも関わらず、当時、藤島作品の
入手は困難なことだったと伝えられる。そんな中で石
橋は次々とコレクションを増やしていった。現在、石
橋がつくったブリヂストン美術館と石橋美術館が所蔵
する藤島武二作品は、油彩 47 点、水彩・素描 13 点、
画帳 3 冊の計 63 点を数える。
　初めて石橋が入手したのは、1938 年頃のことであ
る。作品は《浪（大洗）》（1931 年、石橋美術館蔵）。
三越で開催された個展でこの絵を見た石橋は「筆勢が

強く色彩も豊かで、重厚な感じのする作品」だと感じ
る。さっそく藤島に譲ってほしいと申し込んだが、「気
に入っているから」と即座に断られてしまう。人を介
して何回も申し入れ粘った石橋は、とうとうこの作品
を手に入れることができた。このことをきっかけにし
て、二人は急速に親しくなる。石橋によると月に一度
は、藤島を訪ねていたらしい。作品だけではなく、そ
の人柄も愛したからだろう。
　藤島もその好意に応えた。亡くなる前年の 1942 年
頃、手放すことなく手許にずっと置いていた滞欧期の
作品約 15 点を、石橋に一括譲渡すると言い出した。
脳出血を患い、死を意識し始めた老大家が、自分の分
身ともいえる作品群の将来を考え、託するに足る人物
として石橋に白羽の矢を立てたのだった。そのとき、
譲渡された作品を広く公開する美術館建設の話もおそ
らく出たことだろう。没後の評価についても画家は顧
慮していただろう。面白いのはこの後日談である。「と
ころが三日ほどして使いの者が私（＝石橋）のところ
へ小切手を持って来て、藤島さんがあの絵がないと寂
しくて寝られないから返してほしいという。事情が事
情だからただちに返したが、画家の自分の作品への執
着というものには、なんとなくうたれるものがあった。
これらの絵はそれから一年ほどしてまた譲っていただ
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いた」。画家とコレクターの心の通い合いを垣間見る
ことができる。
　その一括譲渡された作品群は、東京美術学校助教授
だった藤島が 4 年間のヨーロッパ留学を命じられ、そ
の後半にあたる 1908-09 年、イタリアで描かれたもの
である。旅先であるから小品が多い。その中の代表作
を 1 点あげるとすれば、《黒扇》（ブリヂストン美術館
蔵）だということができるだろう。白いベールを被っ
たイタリア女性が右手に黒い扇を持っている。体をや
や斜めにし、ほんの少し右に傾いた顔は正面を向いて
いる。現在、重要文化財に指定され、もっともよく知
られている藤島武二作品のひとつなのだが、人の眼に
触れたのは意外に遅く、1942（昭和 17）年秋までし
か溯ることはできない。描かれてから 30 年以上経っ
てから、藤島は初めてこの作品を一般に公開した。
　弟子の小堀四郎は後にこう語っている。「ご病床に
就かれてから先生の用でアトリエの鍵を渡されて入っ
たときは、机の上にイタリア時代のスケッチ板が、ほ
こりを被って積まれていた。ブリヂストン美術館所蔵
の《黒扇》も、物見台に登る階段の裏にピンで留めら
れていて、その上を他のものが被っていたもので、片
づけているうちに私が見つけ出し、先生も喜ばれ、早
速枠張りしてニスを塗られたら、あの美しい作品が
甦ったのであった」。小堀は晩年の藤島にもっとも信
頼された弟子である。だから病床の藤島は、だれも入
れないアトリエの鍵を渡して整理を命じた。小堀に
よって《黒扇》に再会した藤島はよほどうれしかった
のだろう。「この絵を枕もとに置いて腹ばいになって
見て居られた」という証言も残っている。
　藤島の人物画の頂点をなすこの作品を、画家がなぜ
秘匿するかのようにアトリエの片隅に飾っていたの
か、それは想像するしかない。しばしば、愛着があり
かつ家族にも見せたくない作品を画家はアトリエに飾
る。その理由は様々で軽々しい推測はできないのだが、
この絵の場合にも、なにか特別な理由があったのだろ
う。
　画面を見てみよう。藤島のみごとな筆捌きを堪能す
ることができる。眉、鼻梁、唇、顎の輪郭を力強く描
ききっている。力の入れ具合も分かるくらいだが、そ
の筆触は豪胆さと繊細さという、普通は相容れない二
つの要素を合わせ持っている。白いベール、黒い扇を
描く筆遣いはスピード感に溢れて心地よい。背景も筆
跡を残していて、全体の調子がたくみに整えられてい
る。頬のハイライトにピンクが用いられ、唇の赤、瞳
の青、右頬の青い影と、音楽のように調和している。
構図は、右手の肘から先を底辺とし、額を頂点とする
細長い三角形におさめられている。右肩が前に出て左
肩が奥に引くことで、画面全体に奥行きが生まれ、平

板になるのを防いでいる。シャープな切れ味と柔らか
な味わいが見事に共存している。モデルの美しさを引
き出す術を藤島武二が熟知していたことをこの作品は
教えてくれる。
　この《黒扇》を、ブリヂストン美術館では原則とし
て他の美術館に貸し出さないことにしている。いつも
コレクション展示の中心にあって、来館者の眼を楽し
ませている。絵葉書の売上もいい。画家の遺志と美術
館創設者の遺志との巧まざる競演ということができる
だろう。

ブリヂストン美術館

1952 年、株式会社ブリヂストンの創業者・石橋正二郎の個人コレクショ
ンを公開するために開館。印象派と 20 世紀美術を中心とする近・現代美
術と日本近代洋画を収蔵。
12月 23 日（木・祝）まで

　特別展「セーヌの流れに沿って—印象派と日本人画家たちの旅」開催中。

2011 年 1月 4日（火）〜 4月 16 日（土）

　コレクション展示「なぜこれが傑作なの？」

　※《黒扇》は本展にて展示予定です。

■住所：〒 104-0031　中央区京橋 1-10-1
■電話：03-5777-8600（ハローダイヤル）
■開館時間　※入館は閉館の 30分前まで
　火曜日—土曜日　10：00 〜 20：00（日曜日、祝日は 18：00 まで）
■休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、展示替え期間、年末年始

藤島武二《黒扇》1908-09 年、石橋財団ブリヂストン美術館蔵



　当日は台風 14 号の影響であいにくの曇り空でしたが、１年に１
回開催されるイベントとあって楽しみにしていた方も多く、午前
中、銀座駅周辺では当日運行された無料バスの停留所に早々と並
ぶ人の姿も。笑顔で誘導してくれるイベントボランティアの方の
案内でバスに乗り、まずは日本橋界隈を訪ねてみました。
　最初に訪れたのは当日、無料開放されている「凧の博物館」。歴
史ある洋食店「たいめいけん」の５階にある博物館には、江戸凧
をはじめ、日本全国から集められた凧、約 400 点のほか、コロン
ビアやマレーシアなど普段なかなか見ることのない外国の凧も多
数展示。アニメのキャラクターを模した凧やからくり凧に、訪れ
た子供たちも珍しそうに見入っていました。
　博物館を出て通りを散策していると、コレド日本橋の前に艶や
かな和服を着こなした女性やカップルの姿が。第１回目から開催
されている「日本橋美人博覧会」では、レンタルきものとヘアメ
イク・着付けが無料！　人力車に乗って記念撮影をするコーナー
も行列待ちでした。
　昼過ぎには天候が少し回復して、雲の合間から日が差す時間帯
も。伝統的な踊りやブラスバンドによる演奏が披露される「大江
戸活粋パレード」も大盛況。パレードをじっくり見ようと通り沿
いに座り込んで待つ人など、多くの見物客で賑わっていました。
一息ついて、橋の下を見ると日本橋周遊コースの船が水
しぶきをあげて通り過ぎて行きました。
　パレードを見ながら、次に訪れたのは日本銀行。
企画展では１億円（模擬券）パックを実際に持った

中央区は江戸開府以来、日本の文化・商業・情報の中心として発展してきた由緒あるまちです。名所、旧跡、画廊、美術館、
水辺など文化的環境に恵まれ、まち全体がまさにミュージアムとなっております。そこで、本区の文化的魅力を秋の一日、
十分に楽しんでいただく第３回「中央区まるごとミュージアム 2010」を中央区と中央区文化・国際交流振興協会の共
催により開催しました。事業実施に際しましては、文化事業者や団体、ボランティアの皆様、ご協賛各社のご協力によ
り開催することができましたことに、心よりお礼申し上げます。なお残念ながら、前日に台風 14 号が通過した影響で「晴
海インフィオラータ 2010 in Triton」は順延、「銀座あおぞら DE アート」は中止になりました。今回は、フリーライ
ターの石川ハルさんが「中央区まるごとミュージアム」を体験。当日の様子をレポートしていただきました。

中央区まるごとミュージアム　2010
10月31日（日）

スタッフの誘導で乗り込み、いざ出発

所狭しと凧が並ぶ凧の博物館

日本橋美人博覧会にて



り、お札の偽造防止技術を詳しく見たりと体験コーナ
ーも設けられています。初めて目にする約 5200 万円
分（14.7kg）の金塊レプリカの前では、しばし立ち止まっ
て見とれてしまいました !?　知っているようで知らなかったお金
に関する知識や日本銀行の歴史ある建造物を見学できる貴重な機
会ということで、親子連れから年配の方まで、「にちぎん体験」は
毎年人気を呼んでいるイベントです。
　午後は再び無料バスに乗って銀座に戻り、数寄屋橋公園で開催
されている「銀座将棋まつり」や銀座通りで野点が楽しめる「銀
茶会」を見物。
　そして、そのまま築地まで足を延ばし、築地社会教育
会館で行われている「新富座こども歌舞伎」公
開稽古を訪ねました。舞台のある和室に入ると、
室内には椅子が追加されるほど多くの見物客が。
観賞した演目は「三人吉三」でしたが、子供た
ちのその達者な演技にびっくり！　なめらかな
台詞回し、見得を切る目線の艶やかさには、こ
れが小学生かとため息が出るほど。外国人のお客さ
んも感動して、カメラのシャッターを押し続けていました。

こども歌舞伎を堪能した後は、明石町にある郷土天文館「タイ
ムドーム明石」で開催されている特別展「東京にあった外国人居
留地」を観賞。明石町遺跡から発掘された食器や当時の写真など
貴重な展示物に、思わず時間を忘れて見入ってしまいました。

名残惜しくタイムドーム明石を出ると、ちょうど、まち歩きの
グループが戻った所で、外は日が落ち始め夕暮れ時に。急いで明
石町防災船着場に向かい、無料で明石町水辺ライン周遊が楽しめ
る船に乗り込みました。秋のひんやりとした風を頬に感じながら、
東京タワー、建設中の東京スカイツリーなど都会の景色を眺めて、
楽しかったイベントレポートの一日も終了。

３回目を迎えた「中央区まるごとミュージアム」は今年も中央
区を大いに盛り上げ、芸術や文化に身近に触れ合える有意義なイ
ベントとしてすっかり定着したようです。

銀座将棋まつりではこども達も真剣

こども達の熱演にびっくり

築地・明石町コースのまち歩きの皆さん

船の周遊で、楽しかった 1 日の締めくくり



平成21年度事業報告
平成22年6月10日に開催された理事会にお
いて、平成21年度の事業報告並びに収支決算
が審議され、承認されましたのでその概要を報
告します。

	Ⅰ	 文化振興事業
（1）機関誌の発行
「中央区文化・国際交流振興協会だより」を発行。
発行部数	 5,500部 A4版
発行回数	 年 2回（7月、12月）
（2）ホームページの運営
ホームページを適宜更新して、事業紹介やイベ
ント等の情報を提供しています。
URL:http://www.chuo− ci.jp/
（3）コンサートの開催
日　　時	 10月2日（金）午後6時40分開演
会　　場	 日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内　　容	 二期会マイスタージンガ−「歌の花

束コンサート」
出　演　者	 浅野美帆子、田中真理、喜田美紀、高

田美弥子、岡本泰寛、加藤信行、浅井
隆仁、松本宰二、ピアノ　羽石道代

入　場　者	 247名
参　加　費	 1,500円
（4）文化講座の開催
日　　時	 昼コース9月2日、9日（水）
	 午後2時〜3時30分
	 夜コース 9月 16 日、30 日（水）

午後6時30分〜8時
会　　場	 ブリヂストン美術館ホール
内　　容	「ブリヂストン美術館で知る近代美

術」
①	昼コース	・モネとルノワール―印象派の精華
　　　　　		・セザンヌとゴーガン―ポスト印象

　	派の光芒
②	夜コース	・マティスとピカソ―20世紀美術	
		 	 の冒険
	 		 ・藤島武二と安井曾太郎―西洋美術
　　　	 	 の受容

講　　師	 ブリヂストン美術館館長　島田紀夫
ほか学芸員3名

参　加　者	 延377名
（5）特別文化講演会の開催
展覧会に関連し、NHKとの共催により開催し
ました。
①	「ゴーギャン展」関連
日　　時	 7月 10日（金）午後7時〜
会　　場	 月島社会教育会館4階ホール
演　　題	 ポール・ゴーギャンの絵画の世界
講　　師	 中林和雄（東京国立近代美術館企画

課長）
参　加　者	 205名
②	「ボルゲーゼ美術館展」関連
日　　時	 平成22年1月25日（月）
	 午後7時〜
会　　場	 日本橋社会教育会館8階ホール
演　　題	 ボルゲーゼ美術館展、ルネサンスと

バロックの輝き
講　　師	 中原淳行（東京都美術館主任学芸員）
参　加　者	 176名
③	「没後４００年特別展　長谷川等伯」関連
日　　時	 平成22年2月27日（土）
	 午後2時30分〜
会　　場	 日本橋公会堂第3・第4洋室
演　　題	 没後４００年　長谷川等伯　
	 絵師の魅力と展覧会のみどころ
講　　師	 瀬谷　愛（東京国立博物館学芸研究

部研究員）
参　加　者	 108名
（6）古典芸能鑑賞会
日　　時	 6月 20日（土）午後6時開演
会　　場	 日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内　　容	 講話、対談、舞踊・大和楽、義太夫、

舞踊・清元
入　場　者	 329名
参　加　費	 2,000円
（7）文化推進事業助成
区民が主体となって行う文化振興事業の後援及
びその事業の実施に要する経費の一部を助成し
ました。
件　　数	 後援20件（うち助成17件）
（8）中央区まるごとミュージアムの開催
昨年に引き続き中央区との共催で文化・芸術の
秋の1日に、区民等がパンフレット等を手にバ
スや船で回遊しながら、中央区のさまざまな文
化的な魅力を楽しみ享受できる文化イベントを
実施しました。
日　　時	 11月 1日（日）
場　　所	 中央区全域
実施結果
①	バス乗車人数（区内巡回、急行の2ルート）
合計3,756名

②	乗船人数（日本橋周遊、箱崎〜晴海、明石町
〜晴海の3ルート）　合計3,669名

③	参加者アンケート　4,372名
④	主なイベントの参加人数　延べ64,000名
⑤	シンポジウム参加者数　252名
（9）文化振興プロデュースチーム
中央区文化振興プランの提言に基づき、区民（企
業、NPO等を含む）の自主的な文化活動の推進・
拡大を図るため、平成20年度に文化の専門家等

からなるプロデュースチームを設置しました。今
年度は、文化の創造や発信につながる文化事業
や人材の発掘・育成、文化事業者・団体の連携強
化等について検討を進め、中央区まるごとミュー
ジアムの実施に当たり、文化事業者連絡会議や
シンポジウムの開催、区民ボランティアの参加
などを行い検討事項の具現化を図りました。

	Ⅱ	 国際交流振興事業
（1）国際交流のつどい
日　　時	 11月 28日（土）正午〜午後4時
会　　場	 築地社会教育会館
内　　容
①	伝統文化体験コーナー
・	着付け、茶道、生け花、墨絵、折り紙、太鼓、
琴、三味線

・	懇談コーナー（紅茶・料理）
・	国際交流サロン（日本の古都紹介）・風呂
敷コーナー

・	土曜日日本語教室コーナー（日本の伝統的
遊び・外国の遊び）

②	防災コーナー
③	踊りのコーナー
　フォークダンス・サルサ・盆踊り
④	姉妹都市オーストラリア・サザランド市紹介
コーナー

⑤	受付・情報提供コーナー
参　加　者	 405 名（外国人 116 名、日本人

117名、ボランティア159名ほか）
（2）ボランティア活動支援
協会登録ボランティアの活動強化、ボランティ
ア間並びに協会との連携強化等を図るため講習
会や連絡会を開催しました。
①ボランティア総会
協会ボランティア全員対象のボランティア総会
を開催しました。
・	7月18日（土）午後1時30分〜
・	出席者数39名
②	国際交流サロンボランティア講習会
新規のサロンボランティア募集説明会に併せ、
既存のボランティアとボランティア希望者を対
象に講習会を開催しました。
・	平成22年2月13日（土）午後1時〜
・	出席者数16名
③	協会主催日本語教室ボランティア意見交換会
・	平成22年3月31日（水）午後6時45分〜
・	出席者数19名
④	ボランティアの派遣
・	通訳 ･翻訳ボランティア延15名
・	イベントボランティア延20名

（3）姉妹都市親善写真展
中央区とサザランド市が相互の写真を交換し、
22年2月に区役所1階ロビー、日本橋特別出
張所ロビー、月島特別出張所コミュニティフロ
アで順次開催しました。
（4）日本語指導・交流会
区内在住・在勤の外国人を対象として、協会ボ
ランティアによる日本語の指導と学習者との親
睦を図るための交流会を開催しました。また、
教室参加希望者の増加や多様化する要望に対応
するため、ボランティア主催による教室の開設・
運営について支援を行いました。
［協会主催の日本語教室］
①	水曜日教室
日　　時	 毎月第一・第二・第三水曜日　
	 午後6時30分〜8時
会　　場	 女性センター「ブーケ21」
登録者数	 外国人59名、ボランティア26名
参加者数	 外国人延781名、ボランティア延

677名
②	木曜日教室
日　　時	 毎月第一・第二・第三木曜日
	 午前10時〜11時 45分
会　　場	 協会講習室
登録者数	 外国人40名、ボランティア15名
参加者数	 外国人延409名、ボランティア延

349名
③	土曜日教室
日　　時	 毎月第二・第三・第四土曜日
	 午前10時〜12時
会　　場	 協会講習室
登録者数	 外国人63名、ボランティア20名
参加者数	 外国人延478名、ボランティア延

394名
［協会が支援する日本語教室］
①	日本語おたすけたい
日　　時	 月曜日（月3回）午後7時〜9時
会　　場	 日本橋社会教育会館
登録者数	 外国人3名、ボランティア8名
参加者数	 外国人延 11 名、ボランティア延

39名
②	つきしまにほんごクラブ
日　　時	 毎週火曜日　午前10時〜12時
会　　場	 月島社会教育会館
登録者数	 外国人15名、ボランティア7名
参加者数	 外国人延162名、ボランティア延

112名
③	にほんご生活
日　　時	 毎週土曜日　午後2時〜3時30分
会　　場	 新富区民館または協会講習室
登録者数	 外国人13名、ボランティア13名
参加者数	 外国人延112名、ボランティア延

164名

（5）国際交流サロンの開催
外国人と日本人が気軽に交流が出来、日本語の
会話や日本の文化に触れることが出来る場を提
供するため、ボランティアの協力を得て「国際
交流サロン」を年11回開催しました。
実　施　日	 毎月第2または第3土曜日（10月

を除く）
	 原則として午後 1時 30 分〜 3時

30分
会　　場	 協会講習室他
内　　容	 お菓子パーティ、そぼろ丼、プラネ

タリウム、七夕まつり、お点前、ス
ポーツ交流会、まるごとミュージア
ム参加等

参　加　者	 外国人延220名、日本人延77名、
ボランティア延141名

（6）外国客船歓迎式
東京港晴海埠頭に着岸する外国客船の入港時の
歓迎行事に参加し、記念品を贈呈。
入　港　数	 7隻（再入港5隻）
（7）国際交流推進事業助成
区民が主体となって行う国際交流事業の実施に
際して後援するとともに、その活動に要する経
費の一部を助成しました。
件　　数	 5件（うち助成5件）
（8）日本語指導者養成講座
日本語教室への受講希望者の増加や多様化する
要望に対応するため、ボランティアが自主的に
主催する日本語教室の開設を推進することを主
目的として、日本語指導者養成講座を開催しま
した。
日　　時	 7 月 22 日、25 日、29 日、8 月

1日、5日、8日、12日　計 7日
間　計20時間　水曜日は、午後6
時 30分〜 8時 30分　土曜日は、
午前10時〜午後3時（途中休憩1
時間）

会　　場	 協会講習室
受　講　者	 31名
（9）日本語フォローアップ講座
外国人に日本語を教えるボランティアの指導力
を高めるため、フォローアップ講座とステップ
アップ講座を開催しました。
①	フォローアップ講座
㋐　20年度養成講座修了者対象
日　　時	 4月 25日、5月30日（土）
	 午後1時〜3時
会　　場	 協会講習室
講　　師	 西川寛之（明海大学外国語学部講師）
受　講　者	 延28名
㋑　21年度養成講座修了者対象
日　　時	 平成22年3月12日、19日 ( 金 )

午後 6時45分〜8時45分
会　　場	 協会講習室
講　　師	 西川寛之（明海大学外国語学部講師）
受　講　者	 延32名
②	ステップアップ講座
日　　時	 6月30日（火）、10月17日、24

日（土）、平成22年2月20日（土）
全4回　火曜日は午後6時30分〜
8時30分。　土曜日は午後1時〜
3時。

会　　場	 協会講習室
講　　師	（社）国際日本語普及協会へ講師派

遣を委託
受　講　者	 延95名

平成21年度決算
＜収入＞

科　目 決算額（円） 説　明
事業収入 1,219,500 古典芸能鑑賞会、コンサート参加費
区補助金 87,678,000 中央区からの補助金
寄付金 50,000
雑入 17,971 預金利子
収入合計 88,965,471
＜支出＞

科　目 決算額（円） 説　明
事業費 45,904,960
　文化振興費 41,569,056 中央区まるごとミュージアム、機関誌発行、古典芸能鑑

賞会、コンサート、文化講座 ,文化推進事業助成

　国際交流振興費 4,335,904 国際交流のつどい、日本語指導・交流会、国際交流サロ
ン、日本語指導者養成講座

管理費 33,081,373
　人件費 29,696,445 職員の給与
　管理運営費 3,384,928 理事会、事務費
予備費 0
合計 78,986,333
区返還金 9,979,138 中央区補助金の精算返納
支出合計 88,965,471

平成 21年度の事業報告と決算

※個人情報の保護に関する規定に基づく平成21年度の
請求等の実績はありませんでした。



中央区

ひと　粋・活き

シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。

　日本橋浜町に拠点を置き、日本に
滞在する各国留学生にスポーツ交流
の機会を提供している、NPO 法人「留
学生スポーツ交流協会（留ス協）」。
同協会事務局長の片桐秀一さんに協
会設立の経緯やその活動内容につい
て、お話をうかがいました。
留ス協はいつ、どのようなきっかけ
で設立されたのですか？
片桐　1983 年、21 世紀初頭を目標に
した日本の「留学生受入 10 万人計画」
が政府の提唱で始まり、1988 年頃か
ら留学生の数は急速に増えていきま
した。そこで、外国から来たばかり
の彼らに早く日本になじんでもらお
うとスポーツ交流の機会を提供する
とともに、留学生の日本滞在を支援。
そうすることによって日本の国際貢
献にも寄与することができるのでは
ないかと考え、留学生スポーツ交流
協会が設立されました。
日本人の学生や一般の方も多く参加
されているのですか？
片桐　はい。協会の目的は二つあっ
て、一つは、スポーツを通じて各国
留学生の方に日本の文化や歴史を
知っていただくということ。もう一
つは、日本人の学生さんや一般の方
が自分の国以外の方と触れ合うこと
で刺激を受けて欲しいということで
す。海外に目を向けてはいますが、
観光以外で自ら出向いてその国につ
いて知ろうと思っいている日本人は
少ない。海外に出られないという方
でも、この会に来れば様々な国の方
と出会い、宗教や文化、意見の違い

を身近に感じることができます。留
学生より逆に日本の学生のほうが刺
激になっているようですね。
普段、どのような活動をされている
のでしょうか。
片桐　春は大山登山、夏は富士登
山、秋には中央区立総合スポーツセ
ンターでバドミントンやバスケット
ボール、卓球などを団体戦で行う秋季
競技大会、冬は長野県でスキー・スノー
ボード大会など、四季を通じていろ
いろな活動をしています。ほかにサッ
カー、フットサルのリーグ戦も。現在、
1500 人くらいの外国人留学生、日本
人青年・学生が参加しています。
スポーツを軸にされた理由は？
片桐　スポーツには国境がありませ
ん。言葉がわからなくても、汗を流
してチームワークで助け合うので、
お互いすぐうち解けることができま
す。国別に争うのではなく、コミュ
ニケーションをとることが目的です
から、競技はすべて団体戦。試合が
終わったら「必ず握手をする」とい
うルールを作って行っています。
これからの豊富は？
片桐　今後もスポーツを通じて留学
生と日本人の交流をはかりたいと思っ
ています。また、スポーツ以外にも写
真撮影会やウォークラリーなども行っ
ており、それには学生だけでなく、ご
家族連れなども参加いただいていま
す。今後もいろいろな形で交流会を
行って、多くの皆様に協会の活動を
知っていただき、ご支援・ご協力をお
願いしたいと思っています。
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●プロフィール
1989 年設立。1993 年からは会員制度
を導入し、市民参加により活動基盤の確
立を進める。さらに 2001 年 8 月には
NPO 法人格を取得。設立当初の目的と
基本理念を豊富化し、飛躍を続けている。
現在の活動は春夏秋冬のスポーツフェ
ア、サッカー・フットサルリーグのほか、
日本企業に就職を希望する外国人留学生
を対象とした「ビジネス日本語講座」も
開講。様々な形で留学生を支援してい
る。協会ホームページ [http://www.fsea.
gr.jp/]

中央区立総合スポーツセンターにて
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特集記事は前号に引き続きブリヂストン美術館の協力により「ブリヂストン
美術館と藤島武二」です。「ひと　粋・活き」では、外国人留学生と日本人
の交流を図っている留学生スポーツ交流協会の活動を紹介いたしました。「中
央区まるごとミュージアム 2010」は第３回目です。今回は季節はずれの台
風が前日通過し、実施が危ぶまれ、２つのイベントが順延と中止になりまし
た。本年もたくさんの方々に参加をいただきありがとうございました。

日本橋兜町二丁目にある。証券会社が株式
を取引する所。古典様式の建築には、商業、
工業、農業、交通のシンボル像が配されて
いた。子供の時分、都電に乗っていると、
突然、目の前に彫刻像のある西洋建築が現
れ、欧州文化への憧れに心踊った。

旧　東京証券取引所
小川　幸治

表  紙


