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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.３８（No.2078）５月１７日（水）曇り（司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊外部卓話 

                               松本百合子様、北村栄子様 

              

ビ ジ タ ー 

松本ゆり子様 

北村栄子様 

長谷川良則様 

誕 生 祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪会 員≫ 石塚利明会員  

 

諸 報 告 

次年度より （青木正弘次年度幹事） 

６月７日（水）は、新旧委員長会議を開催いたします。午後６時３０分より、場所は一久苑さんです。関係者

の皆様宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理      石岡８７ＲＣ 

例会変更通知受理      なし 

 

会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
皆様、こんにちは。 
先日の親睦ゴルフご苦労様でした。朝降っていた雨もスタート時には止みました。

神も仏もいる水海道クラブは、強運のクラブかと思います。 
本日は、松本ゆり子様、北村栄子様、長谷川良則様にお越し頂きました。会員一

同ご歓迎申し上げます。 
さて、今年も第一生命のサラリーマン川柳コンクールの発表がありました。新聞、

テレビですでにご存知かと思いますが、昨年も鈴木ＩＰＰが発表されていましたの

で、それにならい面白そうなのを詠ませていただきます。第一位が「昼食は妻がセ

レブで俺セルフ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。毎年毎年、ひ弱い男の悲哀を感じるものです。 
本日は、強い女性がお越しです。元気を頂戴したいと思います。 
最後に、５月１０日の理事会報告を致します。 
①今後の予定 ５月２１日（日）第三回谷和原グランドゴルフ大会について・・・絹の台桜公園８時 
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          ５月２７日（土）家族親睦観劇会について 
②退会について 山崎進朗会員・・・６月３０日付けで退会 
                                   以上承認されました。 
 

外 部 卓 話 「青い目の人形」について   松本ゆり子様、 

青い目の人形は、1927（昭和2）年にアメリカの子どもたちから日本の

子どもたちへ贈られてきた「友情人形」のことです。 

贈られた当時は友情のあかしとして、大切にされてきましたが、戦争に

なると敵国の人形として、焼かれたり、壊されたりするなど悲しい運命

をたどりました。 戦後、全国で残されていた人形が相次いで発見され、

人形の存在が大きく取り上げられました。現在300体あまりの人形が各

地の学校や幼稚園などで大切に保存されています。 

人形交流の始まり 
 1924（大正 13）年、不況により排日感情の高まっていたアメリカでは 日本人の移民を禁止する法律が
出来るなど、日米の関係は悪化の一途をたどっていました。 
 そんな中、以前日本に 20 年程住んでいた宣教師のシドニー・ルイス・ギューリック氏は、悪化するアメリ
カと日本の関係を心配し、子どもの頃からお互いの国の文化を理解することが将来の両国の友好につな

がると考えました。そして、雛祭りにあわせて人形を贈る計画をアメリカ全土に呼びかけました。この呼び

かけにアメリカの 48 州、約 260 万の人たちが協力して、12,739 体の人形を購入し、手縫いの洋服を着
せ、手紙やパスポートなどを持たせて、3月 3日の雛祭りに間に合うように日本へ送り出しました。 
日本各地での歓迎会 

 日本ではギューリック氏と以前から親交のあった日本実業界の指導者渋沢栄 一氏が人形の受け入れ

を引き受けました。そして文部省や外務省へ呼びかけて、人形を配る学校を決めたり、人形の受け入れ

の準備をしました。  

 1927（昭和 2）年 1 月、第一便のサイベリア丸に乗った 167 体の人形 が横浜港に着きました。2 月にも

続いて横浜や神戸港に人形を乗せた船が次々とやってきました。3 月 3 日には東京の日本青年館で、約

12000 体の人形の歓迎会が盛大に行われました。  

 その後、各都道府県の小学校や幼稚園などに送られ、人形を受け取った学校 でも盛大な歓迎会が行

われました。歓迎会では「人形を迎える歌」を歌い、踊りや劇を披露しました。現在残されている歓迎会の

写真を見ると、雛段に雛人形とともに飾られた人形の姿を見ることが出来ます。洋装の珍しかったこの時

代に洋服を着て、目を閉じたり、「ママー」と声を出す人形は、子どもたちにとって大きな驚きでした。 

日本からの返礼・答礼人形 

 日本からも返礼として日本人形をアメリカの各州に贈ることになりました。人形の数は日本代表の他、各

都道府県、六大都市、植民地で合計 58 体製作され、その年のクリスマスに間に合うようにアメリカへ送ら

れました。人形を受け取った学校から一人一銭の寄付が集められ、一体 350 円程度の人形が作られまし

た。当時、先生の 1 ヶ月の給料が 40 円だった頃のことで、大変贅沢な人形だったことがわかります。 

 アメリカで大歓迎を受けた答礼人形は、アメリカ各地を回って展示された後、アメリカの各州に 1 体ずつ

贈られ、博物館や美術館などに保存されました。  

戦時中の友情人形 

 1941（昭和 16）年太平洋戦争が始まり、日本とアメリカは敵国になってしまいました。英語は敵国語とし

て使用を禁止されたり、「青い目の人形」「赤い靴」の歌も歌ってはならないとされました。アメリカから贈ら

れた友情の人形も、「敵国の人形」「敵国のスパイ」として、燃やされたり、竹やりでつかれたりして壊され、

その大部分が処分されてしまいました。  
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 しかし、そんな中でも「人形に罪はない」として、学校の裁縫室の戸棚の奥や倉庫などに密かに隠され

た人形もありました。     

 

名 前 メロディ 

所在者名  豊岡小学校 

所在地 茨城県水海道市 

保管・旧所蔵  

関係資料 バッグ・帽子 

人形の再発見 1984 年書庫の整理中に発見。 

現在の 

活動状況 

１年生の学校探検や３年生の総合学習で使用した。平成２年傷みが激しいため衣

服も含めて人形の修理をした。名前は不明だが、修理後新たに投票により「メロ

ディ」と命名した。 

答礼人形「筑波かすみ」（ミス茨城）の里帰りを実現させましょう  北村栄子様 
答礼人形は、日本を代表する１体「倭日出子」のほか、各都道府県や

６大都市及び日本の統治下にあった朝鮮・満州・台湾・樺太などを代

表するように割り当てられ、それぞれ「筑波かすみ」（茨城県）、「東京

子」（東京都）「北海花子」（北海道）などと郷土にちなんだ名前が付

けられました。 
茨城代表の「筑波かすみ」が、今もウィンスコンシン州ミルウォーキー

市の公立博物館に展示されている事がわかりました。日米親善に大

きな役目を果たした「筑波かすみ」をゆかりの茨城に招いてその労を

ねぎらい、装いを整えなおして再び米国に帰し、友情と親善の象徴と

しての役目をいつまでも果たしてもらうために「筑波かすみ」の里帰りを実現させたいと願っています。 
出 席 報 告 （白井 豊委員長） 

出席率 １００．００％ 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ３０名 １９名 ０名 １９名 
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ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

誕生祝御礼 ≪会員≫石塚（利）会員  

水海道アクト 21 の皆様ようこそお越し頂きました。ご歓迎申し上げます。   青木（清）会員 

親睦ゴルフご苦労様でした。委員長賞のカサゴの一夜干し美味しかったです。  熊谷会員 

今夜はクラブ協議会です。宜しくお願いします。   青木（正）会員 

青い目の人形 ヨロシク。  北村（仁）会員 

本日例会を欠席いたします。線雌雄の親睦ゴルフお疲れ様でした。お天気にも恵まれて無事終了する事

が出来ました。   瀬戸会員 

親睦コンペ、皐月が届くものと思っていたら、紫陽花が届いていました。   白井会員 

先週は親睦ゴルフお疲れ様でした。来年も多数のご参加宜しくお願いします。   北村（英）会員 

先日は気持ちの良いゴルフとなりました。   横山会員 

アクト 21 の皆様、ようこそおいで下さいました。先週の親睦ゴルフ大会お疲れ様でした。来週の観劇会への

ご参加宜しくお願い致します。   穂戸田会員 

つくばみらい市長が決まりました。   秋田会員 

前回欠席しました。また青木年度ももう少しです。がんばって下さい。   鈴木（豊）会員 

先週欠席しました。   島田会員 

紹介されました。   山崎（善）会員 

親睦ゴルフ所要で不参加になり、申し訳ありませんでした。   石塚（克）会員 

入金計 ￥３６,０００ 累 計 ￥１，８３７,０００ 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

会長エレクト：理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められた任務を行

う。 

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）Presidents Training Seminars：３月中に開催される１日半のセミナー。そ

の目的は次期クラブ会長がその任務に備えて準備する事である。 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 

 

クラブ協議会 ０６－０７年度             平成１８年５月１７日（水） 於：糀屋 
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平成１８年５月１１日（木）  於：水海道ゴルフクラブ 

    

 

 

 

 お疲れ様でした。 


