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● 広島周辺の集中豪雨による被害へのお見舞い
今夏は、各地で集中豪雨の被害の報がありましたが、
特に昨年の第49 回大会でお世話になった広島市立大学周辺
では甚大な被害と多くの犠牲者がありました。藤本先生、
池田先生を初め、関係者の方々がご無事という報告をいた
だき協会側も安堵いたしましたが、この場を借りて、今回
の被害について心よりお見舞い申し上げます。
● 日本イェイツ協会 50 周年記念大会について
2014 年 7 月 26 日（土）
、早稲田大学戸山キャンパスにお
いて 2014 年度第 1 回委員会が開催され、50 周年記念大会の
プログラムが正式に決定いたしました。
日程：2014 年 11 月 8 日（土）～9 日（日）
場所：早稲田大学戸山キャンパス
イェイツ協会設立 50 年を迎え、シンポジウムとワークショ
ップにゲストスピーカーをお迎えすることになりました。
シンポジウムには、初期ギリシア抒情詩、特にピンダロス
研究を専門とし、西洋古典学者の慶応義塾大学教授西村太
良氏を、ワークショップには、現代詩人の杉本徹氏と武子
和幸氏に参加していただきます。
（各氏の紹介は、同封の大
会要旨に掲載してありますので、ご参照ください。
）
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●日本イェイツ協会公式ホームページ開設
会員の皆様のご協力とご理解を得て、7 月より公式ホー
ムページが稼働いたしました。すでに海外からも、リンク
の申し込みやお問い合わせをいただいております。今後は、
国内外の研究者やイェイツ研究を初めとする関係組織と
の情報交換や発信など、主要な活動の場となります。会員
の皆様のご意見などもお待ちしております。
URL: the-yeats-society-of-japan.jp
是非、上記のサイトをお訪ねください。
●

「イェイツ・ディ in Japan 2014 ― レクチャーシリーズ」
第 3 回（大阪）開催のお知らせ

駐日アイルランド大使館主催の「イェイツ・ディ in Japan
2014 ― レクチャーシリーズ」第 3 回が大阪で以下の要領で
開催されます。
日程：2014 年 11 月 15 日（土）
場所：ナレッジサロン（ナレッジキャピタル内）
大阪市北区大深町 3－1 （JR 大阪駅徒歩約 5 分、中央
北口アトリウム広場より 2F 連絡デッキで直結 北 3 エレベー
ターで 7F へ http://kc-i.jp/access/）
なお、参加には事前登録が必要です。件名に「Yeats Day in Osaka」
とお書き添えの上、tokyoembassy@dfa.ie までメールにてお申し込み

プログラム
11 月 8 日（土）
講演：
「海による変容 ― イェイツのビザンティウム詩篇
をめぐって」 松村賢一
発表：
「イェイツの詩における反語のレトリック」 奥田
良二、
「
『私』の在り処 ― The Winding Stair and
Other Poems に見る自我と魂（と肉体）の設定」
伊達恵理
シンポジウム：
「イェイツとソポクレス」
司会・構成 萩原眞一、発題者 伊達直之、三好
みゆき、西村太良氏（ゲストスピーカー）
11 月 9 日（日）
発表：
「不気味な支配者か、美のエンブレムか ― イェイ
ツの＜人形詩＞を読む」 柿原妙子、
「消えたブレ
イ ク の 「 薔 薇 」」 星 野 恵 里 子 、「 Nori me
Tangere:'Nineteen Hundred and Nineteen' にお
ける触れる風」 石川隆士
ワークショップ：
「イェイツ再読 ― ＜世界文学＞として」
司会・構成 栩木伸明、発題者 杉本徹氏、武子和
幸氏、眞鍋晶子

ください。(締切：10 月 31 日(金))。 最新情報については Facebook

協会設立 50 周年の記念大会ですので、皆様のご参加をお
待ちしております。詳細につきましては、同封のプログラ
ムと要旨集をご覧ください。

なお、詳細については、駐日アイルランド大使館のホーム
ページのイベント情報にも掲載されています。
http://www.embassyofireland.jp/jp/

ページ www.facebook.com/YeatsDayJapan にてご案内いたします。
※席に限りがございますので、定員に達した場合は締切前でも
受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

< Part 1 >
13.30 Doors Open Registration （開場、受付）
14:00 Welcome from Embassy of Ireland Representative
開会挨拶 駐日アイルランド大使館

14:10 Keynote Lecture: “The Easter Rising 1916 & W. B. Yeats”
by Prof. Seishi Matsuda
講演「1916 年の「復活祭蜂起」と W. B. イェイツ」
松田誠思(神戸親和女子大学名誉教授)

< Part 2 >
15:10 Poetry Reading: Two English & Japanese Readings
ポエトリー・リーディング(英語・日本語)

15:50 Niamh Ni Charra & Seán Whelan Irish traditional Melodies
evocative of Sligo and Yeats
アイルランド伝統音楽ライブ ニーヴ・ニ・カラ、ショーン・
ウィーラン (イェイツ、スライゴーにちなんだ曲目)

16:30 Networking & Drinks ネットワーキング・パーティ

● 2015 年 International Yeats Society 主催 国際大会
開催のお知らせ
2015 年 10 月 15 日から 18 日まで、イェイツ生誕 150 周年
を記念しアイルランドのリメリック大学で国際大会が開催
される予定です。詳細は未定ですが、詳しい情報が入り次
第、
『ユニコーン』等でもお知らせする予定です。
● 寄贈図書
『アイルランド文学 ― その伝統と遺産』木村正俊編
（開文社出版、698 頁、5,000 円＋税、2014 年）＜水崎野里
子氏から寄贈＞
● 委員改選について
今年は、委員改選の年に当たります。投票をお願いいた
します。
（10 月 15 日までにご投函ください。
）
● 会費納入のお願い
2014 年度会費納入(一般 5,000 円、学生 2,000 円)をまだ
済まされていない方は、ゆうちょ銀行の振込用紙の通信欄
に
「2014 年度会費」
と明記して納入してください。協会は、
会員の皆様方の会費で運営されております。ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。
＜ゆうちょ銀行＞
口座記号 ００１２０－９
口座番号 １７９６２１
加入者名 日本イェイツ協会

*****The Yeats Society of Japan**********
日本イェイツ協会事務局
〒270‐0198 千葉県流山市駒木 474
江戸川大学
メディアコミュニケ―ション学部
情報文化学科 海老澤研究室内
Tel:04-7152-9923
Fax:04-7153-5904
Email: mkunie@edogawa-u.ac.jp
URL: the-yeats-society-of-japan.jp

