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今月の巻頭協賛広告～毎月交替で掲載いたします
日亜化学工
業株式会社
代表取締役
社長
小川裕義
（S６３・経）

徳島東大会
日亜化学工業株式会社ホームページ http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html

Ⅰ ２０１８年度「なにが、いつ、どこである」～今後の同窓会・大学その他の主要行事
（１） 総会等全体行事
(大)＝大学関係者 (連)＝連合会 （出席者敬称略）
滋賀銀杏会（未入会）
第１０回総会
神奈川銀杏会総会２５周
年

２０１８年１１月
１１月３日（土）１０：３０～
ホテルピアザびわ湖（大津市）
１１月１０日（土）１３：３０～

パセラリゾーツ横浜関内３F グレースバリ横浜
講演「日米関係の現状と今後の行方」
加藤良三氏（元駐米大使）（大）島田（連）長嵜
秋田キャッスルホテル
（大）松木・中丸 （連）岡崎
城山観光ホテル
武蔵野本店
（連）長嵜
松本商工会館１階 チェンバーテラス第一
（大）松木・中丸
駒場
https://www.komabasai.net/69/visitor/about

秋田銀杏会総会 5 周年

11 月 17 日（土）１７：００～

鹿児島銀杏会
山梨銀杏会秋例会
松本赤門会総会

１１月１７日（土） １８：００～
１１月２１日（水） １８：３０～
１１月２１日（水） １９：００～

(学)第 69 回駒場祭

11月23日（金・祝日）～11月
25日（日） ０９：００～１８：００
（最終日のみ１７：００）
１１月２５日（日）１８：００～
ＪＲホテルクレメント高松
（連）長嵜
２０１８年１２月
12 月 2 日（日）
日本料理「ひのや」都立大学駅徒歩１分
相撲博物館 学芸員
中村史彦氏
１１：３０～１４：３０
あおい茶寮
１２月７日（金） １８：３０
２０１９年１月
1 月 18 日（月）１９：００～
「丹念」 （八戸市）

香川銀杏会総会
第 46 回自由が丘銀杏会
和歌山赤門会総会
青森県東京大学同窓会
新年会
東京銀杏会 新年会
関西東大会総会

兵庫東大会第２８回例会
東海銀杏会総会

1 月 21 日（月）１８：３０～
場所：第一ホテル東京 5F“ラ・ローズⅡ”
２０１９年２月
２月３日（日） 総会; 16：00～ ホテルグランヴィア大阪 20 階
講師 山田 泰弘 日本銀行理事大阪支店長
講演会： 16：30～
（連）岡崎
懇親会： 18：00～
ホテルオークラ神戸
２月２３日（土）１８：００～
２月２５日（月） １７：００～
名古屋マリオットアソシアホテル （連）長嵜

第69回駒場祭
○ 毎年11月に東京大学駒場Iキャンパスで開催される駒場祭は、3日間で12万人にのぼる来場者が訪れる、
全国屈指の規模を誇る学園祭です。東大ならではのハイレベルな学術展示や迫力のパフォーマンス、個性
的な模擬店など、約500の企画がお祭りを彩ります。また、参加者の多くが駒場Iキャンパスに通う1・2年生で
あることから、毎年5月に本郷・弥生キャンパスで開催される五月祭に比べて、若々しくエネルギッシュな雰
囲気も駒場祭の大きな特徴です。
○ 日時：11月23日（金・祝日）～11月25日（日） ０９：００～１８：００（最終日のみ１７：００）
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○ 今年のテーマ：「はい、チーズ」 東大生の情熱が紡ぐ作品、心ときめく場面を探してファインダーをのぞくみ
つけた感動に思わずこぼれる笑顔そんな表情にもレンズを向けるシャッターが切られた瞬間、祭は永遠にあ
なたのものに。思い思いの一枚を！
○ 詳しくはホームページを： https://www.komabasai.net/69/visitor/about
○
東京六大学野球 秋季リーグ結果
優勝は優勝決定戦に勝った法政大学（９勝３敗１分）、続いて慶応大学（８勝３敗）、早稲田大学（７勝３敗１分）、
明治大学（５勝６敗３３分）、立教大学（４勝８敗）、東京大学（１１敗１分）でした。
Ⅱ 本部よりのご連絡と報告
毎号掲載の本部方針等について、会員外にも届く広報である性格に鑑み、運営に関わる重要事項は、各地
域同窓会事務局宛に別途お送りいたしますので、ご了承ください。
[ご連絡・案内 ]
１． 連合会事務局の年末・年始の予定：
事務局は201８年１２月２９日（土）より2019年1月6日（日）の間はお休みといたします。
２．連合会ニュース2019年新年号賀詞についてのお願い
2018年12月28日（金）に2019年新年号最終版を発行いたしますので、地域同窓会会長（又は事務局長）から
の賀詞を12月25日（火）中に写真（顔でも集合でも結構です）と共にお送りください。
３．学内交流会「寄付で東大を強くするということ」へのご招待の案内
○ 日時：2018年12月7日（金） １９：００～２０：３０
１９：００～１９：１５ 開会挨拶 藤井輝夫社会連携本部長
１９：１０～１９：３０ 特別講演 東大硬式野球部監浜田一志監督
１９：３０～１９：４５ ＫＩＦＵ落語 春風亭昇吉
１９：４５～２０：３０ 懇親会
○ 場所：福武ラーニングシアター
○ 会費：無料
○ 主催：東京大学社会連携本部渉外部門
○ 参加予定：同窓会、運動会、文化会、その他学内関係者。
○ 申込：連合会関係者は本部事務局までお申込みください。同窓会関係10名ほどの参加を想定。
４． 学士会夕食会～名古屋大学総長講演のご案内
○ 開催日：11月9日（金） １８：００～
○ 場所：学士会館
○ 講 師：松尾 清一 氏（名古屋大学総長）
○ 演 題：『国立大学の未来：課題と展望』
○ このご案内は、名古屋大学全学同窓会関東支部の片岡大造氏よりの下記のアピールに応えたものです。
「国の国立大学への運営交付金がどんどん少なくなる状況に対して、学士会が起爆剤となり、何とか七大学
で共に声をあげる方向になればと思っています。卒業生への募金アプローチは各大学とも取り組んでおり
学士会のなんらかの協力も必要ですが、大学教育関係者に課題をより認識してもらう事による世論を創り
上げる事も学士会のミッションの一つと思っています。ご多忙のところ誠に恐縮ですが、よろしくお声掛けを
お願いします。」
○ 本ニュース１９頁の学士会案内に詳細をご案内しております。東京大学後の五神総長のお考えに接する機
会は多いと思いますが、他の主要国立大学がどう考えているか知る良い機会です。ぜひご参加ください。
○ 学士会員でない方は、連合会本部（長嵜）までお申込みください。同伴として登録できます。
5. 大学他との連携強化
（１） 校友会との連携の一層の強化を図ります。
大学と個々の卒業生の関係はホームカミングデイ、グレーター東大塾など様々な形で卒業生部門の活動により
進化・発展していますが、全ての同窓会の要であるべき東京大学校友会は、三田会・稲門会等に比べ、まだま
だ財源・組織・事業内容において自立度が低いと言えますこのため、校友会との組織的連携を通じ、全学の同
窓会の更なる発展のための環境を整備すべく、連合会は校友会との連携を更に一歩進める話し合いを行って
おります。
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（２） 学士会との連携強化
有馬会長のご提案もあり、学士会会員の東大卒業生をグループを同窓会のひとつとして活かす案を検討してお
ります。
（３） 母校支援～山上会館改修募金結果：
同窓会名にて総計１７２万円集りました。有難うございます。
○ 改修竣工により、記念式典・改修内覧・記念祝賀会は２階大会議室にて１０月５日１６：３０から１８：３０まで開催
されました。開会挨拶は福田裕穂理事副学長、謝辞は藤井輝夫大学執行役・副学長、社会連携本部長、工事
概要説明は千葉学工学系研究科教授、事業者説明は岡本潮㈱東急コミュニティー取締役会長。地下一階のレ
ストラン（旧御殿）は「かどや」と和食風で暖簾です。尚、銘板は未設置です（１０月３１日現在）。
６． 本部機能強化
（１） ダイワハウス・マンション事業部との提携を進めています。
○ 東大生協と広告・販売等提携し、校友会ホームカミングデイにも協賛出店予定のダイワハウス・マンション事
業部より連合会ニュース１頁の協賛広告をいただき、８月号より掲載開始しております。
○ 同社は同社との提携強化により、広告収入増が実現、更に、会員の皆様に、販売価格１％割引 が適用さ
れ、連合会同窓会の会員への福利厚生にも役立ちます。販売物件（マンション）は全国にありますので、今後も
各地域同窓会にもご案内いたしますので、よろしくご検討ください。
○ 大阪梅田、蒲田、鹿児島の物件広告など、各地の物件広告も積極的に掲載します。
（２） 連合会ホームページ及び連合会ニュース大改造進行中です。
埼玉銀杏会の事務局、会報、ホームページを担当している関東図書株式会社（岩渕均取締役社長・養）と、連
合会のホームページ及び関連する連合会ニュースのデザイン大改造及び継続的更新（将来の委託含め）７２の
提案をいただき検討中です。
[ご報告 ]
１． １０月１９日 同窓会連合会第９回全国大会開催報告：
第９回となる全国大会は、第１７回ホームカミングデイ前日の１０月１９日(金)１８時より、学士会館320号室で開催さ
れ、総勢６４名が参加した。
○来賓として、大学より講演をされる藤井輝夫執行約・副学長、中丸卒業生課長、基金関連で稲場渉外部門長
他が出席（島田卒業生部門長は翌日の準備のため欠席）、その他、赤門市長会泉事務局長（明石市長）、学士
会小堀事務局長（渡辺事務局長を後を継ぎ本年より就任）、協賛広告協力企業の大和ハウス工業マンション事
業部宮崎・高橋両氏、東大観世会ＯＢの竹内・渡水両氏が参加された。
○会員の出席は、１８の地域同窓会から４５名、初参加は函館銀杏会原一彰事務局長（日蓮宗本行寺住職）、兵
庫東大会西村文茂会長、また、特別会員の三鷹クラブ・さつき会の２名、更に本部から有馬会長の他６名が参加
した。
○ Ⅰ部 講演会（１８時～１９時）：
篠沢連合会副会長（東京銀杏会会長）の挨拶で開会した。藤井輝夫大学執行役・副学長は、五神総長が推進
するSociety5、SDGへの取り組みを中心に東京大学の現状と課題を中心に、新たに基金（渉外本部）、卒業生
部門、社会連携の三つの機能を統合した社会連携本部の役割につき話された。高いレベルの教育・研究に加
え社会を動かす力を目指す東大に対して、同窓会ができることは「寄付への協力」以外に何があるかと宿題が
残った講演だった（注：報告者私見）。
○ 講演の後、定例の記念写真撮影が行われた（カメラ：吉田隆東京銀杏会幹事）。
○ Ⅱ部 懇親会（１９時１５分～２０時４５分）
＊ 懇親会開会挨拶（岡崎一夫代表幹事）の後、有馬朗人会長が大学の研究環境・財政の悪化、それに対す
る五神総長の努力など触れてやや長い挨拶をされた。また、同窓会に関連して、東京大学校友会との連携の
大幅な強化、学士会問題の解決策など提案された（学士会の中に東大会を作る）、
＊ 有馬会長へ岡崎一夫代表幹事より８８歳のお祝いと感謝の言葉と共に記念品と小浪由紀子東京銀杏会副
代表幹事より花束が贈呈された。
＊ 赤門市長会事務局長の泉房穂明石市長で、東大蔵元会日本酒（大七酒造、喜多酒造）の乾杯であった。
＊ 暫しの懇談の後、有馬会長へのお祝いとして、謡曲「高砂」の一節「四海波静かにて」のさわりが東大観世
会ＯＢの能楽師竹内久視氏・渡水隆史氏により謡われた。
＊ その後は、各卓にマイクを回し、来賓他、初めての参加者など２０名以上に一言ずつお願いした（詳細は別
途作成の全国大会報告を参照）。
＊ エールは、応援部ＯＢ（島田氏・小林氏）欠席にて、（素人）東京銀杏会植木雅弘幹事など若手３名が壇上
に上りリードして、「ただひとつ」を全員で肩を組んで斉唱した。
○ 中締めは、河野裕亮関西東大会代表幹事。２０：４５頃終了。
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２． １０月２０日 第１７回東京大学ホームカミングデイ活動報告：
詳細はホームページを参照してください（https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/index.html）。
○ 晴天に恵まれた１０月２０日（土）、連合会本部は赤門市長会と共に、銀杏並木の安田講堂に一番近い場所
に「ふるさと納税・ご当地名物お礼品配布コーナー」を設けました。
○ お礼品は、北海道深川市のお米「ふっくりんご」、青森市のりんご、花巻市のエーデルワイン（赤白）とりんごジ
ュース、山形市のプレミアムデザートジュースと胚芽精米つや姫、高崎市の梅干、明石市の「たこせん」、松江市
の姫ラボ石鹸、島根県益田市のゆずサイダー・鶏卵饅頭、岡山市の白桃きびだんご、美作市のもち麦、広島県
呉市の海自レトルトカレー・珈琲パック・藻塩パック、佐賀県鹿島市のみかん、大分市の南蛮菓ザビエル、宮崎
県都城市の鶏炭火焼・霧島コップ焼酎、福井県大野市の天空の城クリアファイルなど１５市から５４０品の提供を
いただいたが、１０時開店で１２時過ぎには全品配布完了しました。
○ 赤門市長会事務局小南氏（明石市）、松江市高木政策部次長、東京銀杏会秀島幹事・堺幹事・森永幹事
などにお手伝いいただいた。また、昨年に続き、ふるさとチョイス社からふるさと納税ガイドブックが提供された。

赤門市長会紹介パンフレット

安田講堂傍にテント設営

鎌倉淡青会の皆様と長嵜事務局長

左から秀島さん（東京）、松木さん（松江市）、小南さん
（明石市）が熱心に説明

３． １０月５日第５回宮崎銀杏会総会及び１０月２８日山口東大会第３回総会報告：
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下記の「地域ではどんな活動をしている？」の中国・四国・九州部門に掲載。

Ⅲ 地域ではどんな活動をしている？
（誌面軽量化のため、投稿が無い地域同窓会名及び幹事顔写真は削除しました）
１．地域同窓会その他のイベント（講演会・趣味の会等）
北海道・東北
事務局長

[青森県東京大学同窓会]
山形聡（８９経・地元テレビ）
◎ 新年会
青森県東京大学同窓会では、年に１回７月に青森市で総会・同窓会を開催してきましたが、来年からは１月に八戸
市で新年会も開催することにしました。集いが年２回（１月＝八戸、７月＝青森）になります。
第１回となる新年会は、２０１９年１月１８日（金）１９時から、「丹念」（八戸市中心街の飲食店）で開催します。
[岩手赤門会]
◎ 第５回岩手赤門会総会開催のご報告
岩手赤門会事務局 湯下道雄（86 養・リゾート会社役員）
○ ９月 21 日に盛岡グランドホテルにおいて、21 人の会員参加のもと、岩手赤門会の第５回総会を開催
しました。冒頭議事では当会の立ち上げから尽力いただいた藤井克己前会長が昨年逝去されたことを受
け、副会長の中村一郎・三陸鉄道社長を会長に選出しました。また若手にも役員になっていただくべく、
小笠原清貴(二和木材社長)に幹事に就任いただきました。
○ 話題提供として、本年着任されたばかりの大久保嘉二・ＮＨＫ盛岡放送局長に、東日本大震災後の災
害時の報道体制や、復興の状況を継続して伝える番組、地元に密着した番組作りなどのお話をいただきま
した。
○ 懇親会では各自の近
況報告を交えて歓談しま
したが、支店赴任を機に
参加いただいた会員や、
県内企業の役員の方など
今回初めて出席された会
員も数人おられ、中締め
の後もそこここで話の輪
が続く状況でした。人数
は決して多くはありませ
んが楽しい会として継続
してまいりたいと思いま
す。事務局のご報告が遅
れましたことをお詫びし
ます。

[秋田銀杏会]
◎ 定例総会（５周年）

事務局 小嶋郁夫（７６農・秋田県立大学教授）
11月17日（土）１７：００～ 秋田キャッスルホテル
関東

[埼玉銀杏会 ]
○ 10 月 19 日（金） 第９回連合会全国大会、翌 20 日（土）東京大学ホームカミングデイで開催されました、
東京大学校友会 第７回代議員会に、渡辺会長、磯部副会長、露無代表幹事の 3 名で出席しました。
○ 東京大学が行っている、生活習慣と健康に関するアンケートにつきまして、周知しました。
○ 11 月 24 日に、東上線沿線「地域交流会」（第３回）と若手交流会（第 4 回）が共催されます。
喜多院、ヤオコー美術館（ヤオコーの川野会長は、本会の副会長）を訪問、川越の蔵街散策の後、
懇親会の予定。
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[東京銀杏会]
◎ 平成30年度 第3回定例懇話会のご案内～増渕稔副会長を迎えて～
平成30年度の東京銀杏会第3回定例懇話会は、東京銀杏会副会長の増渕稔氏
（S41法）に下記のような視点からご講演をいただきます。
ご講演要旨：
日銀が2013年4月、第31代総裁に就任した黒田東彦総裁の指揮の下で、「異次元
緩和」と呼ばれる強力な金融緩和政策を開始してから5年半が経過しました。この強
力な金融緩和政策は、「2％の物価安定目標の実現」を目指し、当初は「2年程度」と
いう「短期決戦」を志向して進められましたが、実際には、5年半が経過しても物価安
定目標が達成されることはなく、戦いは「長期持久戦化」の様相を呈しています。
「物価安定目標」が達成されていないとはいえ、強力な金融緩和政策の下での日本
経済は、企業収益の増大や失業率の低下など顕著な改善を実現してきました。しか
しその一方で、長引く金融緩和により、金融機関経営への悪影響など様々な副作用の発現を懸念する声も強まって
きています。
今回の講演では、こうした日銀の金融緩和政策の効果と副作用や今後考えられる政策の展開などについて検討し、
そのうえで、日銀が本来果たすべき役割は何かといった点についても、皆様と共に考えてみたいと思います。
○講 師：増渕 稔氏（Ｓ41法）日本証券金融株式会社代表取締役会長、元日銀理事
○演 題：「日銀の金融政策を巡って」
○日 時：平成30年11月27日（火）
18：00
開場
18：30～19：30
講演会
19：30～20：30
懇親会(希望者のみ)
○場 所：学士会館302号室
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28 TEL：03-3292-5936
地下鉄 都営三田線、新宿線、東京メトロ半蔵門線の神保町駅(A9出口)徒歩1分
○会 費：講演会のみ参加
会員2,000円、会員のご家族2,000円、非会員3,000円
講演会・懇親会両方参加 会員4,000円、会員のご家族4,000円、非会員5,000円
○申 込：11月22日（木）までに東京銀杏会事務局にFAXまたはE-メールでお申込み下さい。
FAX：03-5804-3876、Ｅ-メール：tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com
ご講演者プロフィール：
1943年生まれ。1966年東京大学法学部卒業。同年日本銀行に入行。1993年営業局審議役、1994年信用機構局
長を経て、1998年理事に就任。2004年6月日本証券金融株式会社代表取締役社長、2012年代表取締役会長に就
任し、現在に至る。その他の現職は、学校法人東洋英和女学院理事長。
◎ 第５回 美術鑑賞会 汐留パナソニックミュージアム 『ジョルジュ・ルオー 聖なる芸術とモデルニテ』のご案内
第5回の美術鑑賞会は以下のとおり開催予定です。今回も、無料の入場券を確保いたしました。多数のご参加をお
待ちします。
○展 示：パナソニック汐留ミュージアム
『開館15周年特別展 ジョルジュ・ルオー 聖なる芸術とモデルニテ』
ジョルジュ・ルオーの没後60年に、日本未公開作品を含む代表作を多数取り上げ、ルオー芸術とそのモデルニテ
（現代性）を再考します。
○日 時：12月1日（土）16時
○場 所：パナソニック東京汐留ビル4F 汐留ミュージアム入口（新橋駅より歩６分）
（18時頃より交流会予定）
○会 費：4,000円（交流会費）
○申 込：小川清則（S50工） E-メール：ogakiyo@me.com
○期 限：11月22日（木）までにE-メールでお申し込み下さい。
○定 員：30名
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◎ 第４回美術鑑賞会 東京国立博物館平成館『縄文—1万年の美の鼓動』ご報告
去る8月4日（土）、11名の参加を得て、第４回美術鑑賞会を開催しました。今回は世話人の友人のご厚意でチケット
を入手、前回に引き続き入場料は無料となりました。当初7月28日（土）を予定していましたが、台風の影響で翌週に
延期しました。
折しも当日は猛暑（酷暑？）のまっただ中、集合時刻の15時
は、東京国立博物館正面チケット売り場付近は大変な暑さ
でした。しかし、思い思いにわずかの日陰に身を寄せ、上野
公園の緑を抜ける風に涼をとりつつ、集まりました。
一番奥にある平成館をめざし園内を横切り、入口でイヤホン
ガイドを受け取り、早速入場しました。数日前のNHK番組の
効果もあってか、会場は大変な混雑でした。
私たちも教科書で見ている「縄文式土器」ですが、あらため
て体系的に見ていくととても興味深いものでした。女性を表し
た土偶に関してはある程度の知識を持っていましたが、火焔
型土器には大きく心を揺さぶられました。まだ文字もなかった
約5,000年前の縄文中期、歴史的な脈絡も明らかでない中、
突然、登場した圧倒的な造形美、その大きさともどもとても衝撃でした。予定していた見学時間はあっという間に過
ぎ、出口付近の集合場所へ赴きました。
16時半に集合後、交流会の場所へと移動しました。上野駅とは反対側、谷中墓地手前に位置する「上野桜木あた
り」までは20分程度でしたが、途中、大正の面影を残す「カヤバ珈琲」や「谷中岡埜栄泉」の前を通りながらの移動で
した。
交流会場の「上野桜木あたり」は、日本橋で金融・不動産運用を営む実業家一族が、昭和13年に建てた自宅と貸家
からなる三軒屋のことを言います。現在の建屋ができる前の一時期には、川端康成が住んだこともある場所だそうで
す。
数年前に解体・建替えが検討された時期もありましたが、NPO法人による保存と活用が立ち上げられ、昭和初期の
貴重な暮らしぶりの発信をめざし、「上野桜木あたり」と命名され、ビアホールやアパレル店が営業しています。
谷中墓地から上野公園に抜ける道筋にあるため、外国人も含めた観光客も多く、当日も賑わっていました。数種類あ
る地ビールに喉を潤しながら、歓談を楽しみました。
◎ 虎ノ門昼食会「二水会」
虎ノ門周辺（霞ヶ関、新橋、赤坂を含む）に勤務する同窓生を中心とする昼食会を平成7年末に始めました。今まで
に254回開催し、学部や学年を異にする方々にご出席いただいております。今後も毎月第2水曜日に行いますので、
皆様奮ってご参加下さい。尚、8月は休会となりますので、ご注意下さい。
○次 回：第255回:平成30年11月14日（水） 12:00～
○場 所：新橋亭新館（港区新橋2-4-2、TEL：03-3580-2211）（都営地下鉄三田線「内幸町」駅A1出口徒歩1分、
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅と「新橋」駅の間）
○会 費：4,000円 飲物（ビール・ウーロン茶）代込 ※当日徴収
○申 込：山口三惠子（S45法） 山口国際法律事務所 TEL：03-3437-6501 FAX：03-3437-6503
E-メール：m_ym@mte.biglobe.ne.jp
○なお、毎回ではありませんが、参加者の何方かにお得意の、またご興味のある分野のスピーチをしていただくこと
があります。しかし、参加なさった方に必ずスピーチをしていただくわけではありませんので、お気軽にご参加くださ
い。
○予 定：平成30年12月12日、平成31年1月9日
◎ 銀座昼食会「三木会」
銀座周辺に勤務する同窓生を中心とする昼食会で東京銀杏会創設当初より開催しています。ショッピング・交通至
便の銀座の立地を活かして、趣味人・女性の多い会を目指しています。尚、８月は休会となります。
○次 回：平成30年11月15日（木） 12:00～
○場 所：「GRILL銀座ライオン」 中央区銀座7-9-20 銀座ライオンビル２階 （TEL：03-3571-2590）
○会 費：1,000円程度
○申 込：東京銀杏会事務局 FAX：03-5804-3876
E-メール：tokushige.tokyoichokai@mbr.nifty.com
○予 定：平成30年12月20日、平成31年1月17日
◎ 神保町懇話会
紅葉が山から麓に降りて来つつありますが、皆様お楽しみ頂いていますでしょうか。
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第102回（11月）～第104回（1月）の予定をお知らせいたします。晩秋から初冬、新年へと移る印象深い季節にもなり
ますので、是非ご参加下さるようお願い申上げます。
○開 催 日：
平成30年（2018年） 12月4日(火)、平成31年（2019年）1月10日（木）
原則として毎月第一木曜日夜に開催いたします。12月は前回の銀杏会ニュースで12月6日(木)とご連絡い
たしましたが、事情により12月4日（火）に変更させて頂きます。
○開始時刻：
20時から1時間半程度（早くからの、あるいは途中からのご参加も歓迎です）。
○開催場所：
中国創菜酒坊“秋”神保町店 TEL：03－3292－7068
〒101-0051千代田区神田神保町1－37－3
「B－WALL神保町ビルB1F」（地下鉄神保町駅A7・A9出口徒歩1分。
http://r.gnavi.co.jp/a439501/map/?sc_cid=tnp_mlm
○会 費：
3,000円程度
○幹 事：
土田晃道（東京銀杏会事務局長 S42工）
FAX：045-981-3807、メール：tsuchida.0626@gmail.com （又は：tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com）
○参加連絡：
原則として前日までに幹事宛にE-メールでご連絡下さい。尚、飛び込みのご参加や突然の不参
加にも十分対応できますので、お気軽にエントリー下さい。又、過去に参加された方を中心にE-メールでのご連絡を
開催日の少し前にさせて頂きます。
◎ 東京銀杏会囲碁の会 ＊＊＊ これから囲碁を始めたい方、大歓迎です！ ＊＊＊
平成３０年１０月２５日 囲碁の会幹事 鈴木庸夫
第１５０回（通期１８８回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
偶数月に横浜にて開催していた神奈川銀杏会囲碁の会が２年前に中止されたのに伴い、昨年から東京にて毎月実
施していましたが、偶数月も３回連続して 30 名の大台に達しましたので、10 月例会の賑やかな写真を添えてご報
告かたがたご案内します。
基本的には、奇数月は第２土曜日、偶数月は第４土曜日の開催となっています。
〇日 時：平成３０年１１月１０日（第２土曜日）１２：３０～１８：００
講師はいつも通り午後１時に見えますが、１２時過ぎには対局できます。
６時からは指導講師を囲んで懇親会を行います。
〇場 所：日本棋院・有楽町囲碁センター
千代田区有楽町２－１０－１、東京交通会館９階、９０８号 電話：０３－６２６９－９１３３
〇講 師：馬 亜蘭：中国棋院四段
金井智子：石倉昇九段囲碁教室インストラクター
大澤摩耶：女流アマ選手権２回優勝、姉は大澤奈留美四段 （出席者多数の場合は、さらに指導講師を補
充します）
〇例 会 費：5,000 円
〇懇親会費：4,000 円（希望者のみ）
〇指導碁料：一回につき 1,000 円、時間があれば２回（2,000 円）受けることも可能です。
〇連 絡 先：鈴木庸夫（S42 文） TEL & FAX：0466-33-4036 E-mail：xm8t-szk@asahi-net.or.jp
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◎ 銀杏ゴルフ会のご報告とご案内
○ 平成 30 年 10 月 12 日（金）相模カンツリー倶楽部にて実施された 145 回東京銀杏会ゴルフコンペの様子をレ
ポートさせて頂きます。朝には少し天候が危ぶまれましたが、ラウンドが始まる直前に晴れ間が見え、涼しく、コ
ンディションに恵まれたコンペになったと思います。ところどころ、台風の影響で木々が倒れ、先日の台風の威力
を感じさせられました。
今回の参加者は 11 名。成績は、NET スコア 79 で関根威様が参加 2 回目での初優勝となりました。
主たる入賞者は次の通りです。（敬称略・スコア G：GROSS、N：NET）
優 勝
関根 威（H11 医）
（G 104／N79）
準優勝
松尾 直樹（H10 法）
（G 107／N81）
第３位
福下 雄二（S49 経）
（G 100／N82）
第４位
廣川 和男（S38 工）
（G 97／N86）
○次回 146 回は 12 月 14 日（金） 相模カンツリー倶楽部で開催予定です。忘年会を兼ねたパーティでは特別に相
模カンツリー倶楽部名物のすき焼きメニューとなります！
詳細は下記をご参照ください。ご興味がある方は「ichogolf@cpnic.co.jp」までお問い合わせください。
○事 務 局：曽根邦夫（H11 医）㈱ネットワークインフォメーションセンター
TEL：03-5457-7701
FAX：03-5457-7702
○会計幹事：井上誠一（S53 工）
年会費：5,000 円・参加費：各回 5,000 円
○常任幹事：河村宗郎（S37 法）
◎ 留学生と交流する会
[ご案内]
東京大学に学んでいる外国人留学生と交流する会の今後の活動予定をお知らせいたします。
○平成 30 年（2018 年） 11 月 3 日(土) 明治神宮大祭見学
○平成 30 年（2018 年） 12 月 15 日(土) バザー･パーティ
○平成 31 年（2019 年） 3 月 2 日(土) 谷中地区散策
留学生の参加は毎回 20 人から 30 人前後でボランティアと会話を楽しみながら見学しています｡見学終了後毎回
喫茶店などで懇談も行っています｡ボランティアとして活動に参加をご希望の方は下記に連絡して下さい。
○連絡先：小浪博英 E メール：hiro@konamike.net
◎ 平成３０年度 第 4 回 迎賓館見学」
8 月 25 日(土) 炎暑の午後 2 時半に JR 四谷駅赤坂口に留学生７名、ボランティア 20 名が集合し、迎賓館を見学
しました。
迎賓館は、明治 42 年に後の大正天皇の皇太子時代のお住い・東宮御所として、建築家片山東熊により設計建築
されたネオバロック様式の西洋風宮殿で、昭和天皇の新婚時代のお住い等として一時期使用され、戦後に国へ移
管、外国国賓の迎賓館として昭和 49 年に改修され、外国からの国賓・公賓の宿泊、歓迎行事、首脳会談、晩餐会
等の外交の場となっています。
参加者は各自希望言語のイアホン解説に加え、東京銀杏会会員で迎賓館のボランティア説明員の追加説明や質
疑応答もあり、１時間程かけて「花鳥の間」⇒「彩鸞の間」⇒「大ホール」⇒「羽衣の間」の各豪華絢爛たる部屋を見
学。各間ともその名の通り、西欧風の大広間の４面の壁・天井・床に日本の美を融合させた見応えのある空間でし
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た。特に、「花鳥の間」の天井に描かれた 36 枚の絵や、
欄間に張られたゴブラン織風綴織、壁面に飾られた濤川
惣助作の『七宝花鳥図三十額』は見ものでした。
今年も、昨年同様に藤田嗣治の絵画（6 点）の特別展示
があり、楽しむことができました。
本館内の見学後は、全面砂利敷きの主庭に出て、花壇
のフォード大統領植樹のハナミズキなどを見て、中央の
噴水池の前で集合写真。その後、迎賓館前庭へ移動
し、本館建物を正面に眺めながら、再びボランティア説
明員の懇切丁寧な説明、参加者の質問などがあった後、
集合写真撮影で見学会は終了となりました。
迎賓館見学後は、四谷駅近くの「餃子酒場」に入り留学
生 7 名とボランティア 20 名と迎賓館のボランティア説明
員も加わり、生ビール、餃子、チャーハンなど頂きながら、
留学生のスピーチ等皆で交流を深め、最後に田中寿徳前社会貢献委員長の一本締めで交流会を終えました。
[ご報告]
◎ 平成 30 年度 第 5 回 江ノ島・鎌倉訪問
10 月 6 日（土）午前 10 時に小田急片瀬江の島駅
改札口に留学生 13 名（卒業生 2 名含む）、ボランテ
ィア 18 名が集合しました。今回は初参加の留学生が
多く（13 名中 5 名）、留学生の出身国も 13 か国（各
国１名ずつ）と多岐にわたり、特にスペイン、ペルー、
チリ、ボリビアとスペイン語圏の留学生の参加が目立
ちました。心配された天気も大型の台風 25 号が日本
海へと抜け、快晴に恵まれました。女性ボランティア
の尽力で、江の島、鎌倉大仏の英文説明資料も用意
され、その中には、江の島にまつわる天女と五頭龍の
伝説も紹介されていました。
片瀬江の島駅から早速、江の島に向かいました。
江の島弁天橋を渡ると青銅の鳥居が迎えてくれまし
た。江の島弁天橋際の和食レストランで早めの昼食、新鮮な魚介料理を楽しみました。昼食後、出発。緩やかな坂
道の両側にみやげ物店が連なる弁財天仲見世通りを上っていくと、坂の正面に竜宮城を想わせる瑞心門がありま
す。階段を上って行くと江島神社辺津宮がありその隣には日本三弁財天の一つ妙音弁財天・別名「裸弁財天」を安
置する奉安殿があります。更に上って行くと江島神社中津宮に達し、参拝しました。江の島頂上には英国の貿易商
サムエル・コッキング氏の別荘跡に整備されたサムエル・コッキング苑があり、その中に江の島シーキャンドル（高さ
59.8ｍ）があります。シーキャンドルの展望台にエレベーターで昇り、その展望を楽しみました。残念ながら富士山は
霞状のものがかかり、見えませんでしたが、相模湾、伊豆半島、三浦半島などの眺望を楽しみました。シーキャンドル
の下で第１回目の集合写真を撮り、下山しました。
再び江の島弁天橋を渡り、江ノ電江ノ島駅から
長谷駅へ。長谷駅からは大仏のある高徳院へ徒
歩で向いました。大仏前では鎌倉在住のボランテ
ィアに大仏の歴史などを英語で説明して頂きまし
た。第２回目の記念撮影。この後、参加者それぞ
れ大仏胎内拝観、オバマ大統領で有名になった
抹茶ソフトクリームなどを食べ、楽しく過ごしまし
た。
大仏見学後、路線バス、あるいは江ノ電で鎌倉
駅へ向かいました。鎌倉駅東口の和食レストラン
での懇親会では留学生の自己紹介、見学の感想
などのスピーチで盛り上りました。ポーランドの留
学生からは無事大学院へ進学できたとの嬉しい報
告もあり、ボランティアからはサザンオールスター
ズの名曲の熱唱も飛び出し、最後に、下村實社会
貢献委員会副委員長の力強いスピーチで散会となりました。
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第４６回自由が丘銀杏会（予定）
日時
１２月２日（日） １１：３０－１４：３０
会場
日本料理「ひのや」都立大学駅から徒歩１分
講師
相撲博物館 学芸員
中村史彦氏
（世話人：櫻井正之）
[神奈川銀杏会]
}事務局 松永裕（８２・法）
◎ 神奈川銀杏会総会２５周年
１１月１０日（土）１３：３０～ パセラリゾーツ横浜関内３F グレースバリ横浜

講演：「日米関係の現状と今後の行方」 加藤良三氏（元駐米大使、日本プロ野球コミッショナー）
◎ 三火会開催案内 （毎月第三火曜日０７：００～０９：００）

【１１月例会のお知らせ】 え
【日時】平成30年１１月２0日（火）7：00～9：00
【会 場】 ホテル横浜キャメロット・ジャパン2階＝レストラン『地中海料理スタビアーナ』
【時 間】 7：00～9：00頃まで
【会 費】１６２０円（朝食代）
【話題提供】赤石愼一氏（S34 法）「思いつくままに」
なお、１２月以降の予定は次のとおりです。
【１２月以降の予定】
・１２月１８日（火）18:00 Ocean Terrace Meeting
インターコンチネンタル・ホテル １Ｆ Self Service
【連絡先】：中島: メールアドレス binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
◎ 昼食会（三土会）開催案内 （毎月第三土曜日１１：３０～１４：００）
・昼食会（三土会）は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の知識教養を高めると共に、会員相互
の懇親を深める場として開催して居ります。
[場所]：クルーズ・クルーズ・YOKOHAMA Tel:045-450-2111．
・ＪＲ横浜駅東口徒歩３分，横浜市西区高島 2-19-12、スカイビル２７Ｆ
[今後の開催予定] 下記の通り開催します。話題提供者の敬称省略。
H30 １１月 「（仮題）企業の常識・弁護士の非常識」 ６１法 大山滋郎
H30 １２月 「第未定」 ゲスト 神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課（医師） 副技幹 中條和子
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の１週間前までに幹事あてに申し込んで下さい。
[ 会 費 ] ：◎神奈川銀杏会会員の場合、３３００円～３６００円程度（実費）。◎神奈川銀杏会の会員でない方は２０
０円のプレミアムをいただきますが、神奈川銀杏会お試し入会期間として、４～５回はプレミアムを免除させていただ
きます。非会員の方も奮ってご参加ください。◎話題提供者（神奈川銀杏会会員・非会員にかかわらず）は無料。
[連 絡 先] 詳細は下記幹事宛てにお問い合わせ下さい。
奥出信一郎 ：Tel/Fax045-866-1859 ：E-Mail．YRX02226@nifty.com
［三土会 ホームページ 随時更新中］ http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
多くの方々の参加をお待ちして居ります。２０１９年 1 月以降の話題提供者を募集しています。
◎ 気功の会 開催案内 （毎月第一・第三土曜日 ９：３０～１１：００ ）
気功の会は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の知識教養を高めると共に、会員相互の懇親と健康を
深める場として開催して居ります。
[場所]：
・ＪＲ横浜駅東口徒歩１０分，神奈川区金港町１－１１ ナビューレ横浜タワーレジデンスの３階音楽スタディオ
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の２週間前までに幹事・奥出あてに申し込んで下さい。
[ 会 費 ] ：◎初回に限り、自宅で練習するための CD を一枚ご購入いただきます。◎参加費は大人 1 回３００円程度。
学生さん１回１００円程度
[連 絡 先] 詳細は下記幹事・副幹事宛てにお問い合わせ下さい。
幹事：奥出信一郎（５８理６３博）：Tel/Fax045-866-1859 ：E-Mail．YRX02226@nifty.com
副幹事： 福山 隆幸 （５３法）：t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
講師 大畑 敏久 （３９教養）日本智能気功学院認定指導員、気功歴２０年
体を動かしやすい平服でおこし下さい。
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◎ 食楽会の活動について

すっかり秋めいてきた今日この頃ですが、会員の皆様におかれましては持前のグルメパワーを発揮され、ますます
ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて今年 4 回目となる食楽会は、8/4(土)に横浜スカイビル 28 階にある「響」の素晴らしい眺望個室にて、久し振
りの和食を飲み放題の美酒とともに満喫いたしました。
次回は確定までに時間を要して申し訳ありませんでしたが、11/24（土）に大久保会長肝入りの特別企画「東京競
馬場特別貴賓室（ダービールーム）での競馬鑑賞とグルメ満喫の会」を開催出来る運びとなりました。会場の都合上
定員 20 名のため既に満員御礼となり、追加申込の皆様には大変申し訳ございませんでしたが、次年度以降も継続
して開催出来ればと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
またこれを機会に新規に入会を希望される方は、下記幹事までメールにて「卒業年次・学部・ご住所・電話番号
（携帯電話番号共）」をご記入の上、お申込みをお願いいたします。
○大久保敏治 （神奈川銀杏会会長、39 経） newokubo@dragon.email.ne.jp
○豊吉 誠治 （53 工） toyoshi0605@yahoo.co.jp
○福山 隆幸 （53 法） t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
[鎌倉淡青会]
◎ イベント案内
以下の行事については、他の地域同窓会会員も鎌倉淡青会会員と同一会費で参加頂けるものがあります。それぞ
れの行事の詳しい内容と連絡先や会費等はＨＰに掲載されていますので、そちらを参照ください。なお、鎌倉淡青会
ホームページは（http://www.kamakura-tanseikai .com/）です。
【１１月の予定】
1．テニス例会：１１月１，２，７，９，１５、１６、２１，２３，３０日 ８：３０～１０：３０ または ９：００～１１：００
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
２．鎌倉淡青座禅会：１１月７日(水)と11月21日(水) 09：00～11：00 円覚寺居士林
３．淡青書道教室：１１月８日（木） １０：００～1５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
書道会は、定例教習日は毎月第 2 木曜日、 10：００～１５：００
４．淡碁会（囲碁同好会）例会：１１月１１日（日）１３：００～１７：００ 鎌倉市大船行政センター
５．鎌倉街道を歩く会：１１月 1３日(火)～14 日(水) 第１２回 ＪＲ群馬藤岡―ＪＲ高崎
６．定例昼食会（三金会）：1１月１６日（金） １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
石賀 忠勝（４１教養） 「安心の老後のために／任意後見制度」
７．包丁淡青(料理) １１月１６日(金) 13：００～ 鎌倉子供婦人会館
８．歴史散策会：１１月２０日(火) １０：１０～１５：００ 「能見堂跡から釜利谷の名刹へ」
１０時10分集合（京浜急「金沢文庫駅」西口階段下ベンチ付近）
９．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）（１１月１２日は講師出張の為中止）
１１月２６日（月） ９：００～１２：００
スペース野の花(鎌倉)
１０．公開セミナー：１１月２８日(水)１０：００～１２：００ 鎌倉商工会議所地下ホール
森山 工（東京大学大学院生活文化研究科教授）「島国マダガスカルの生活文化」
（予告）
＊忘年会 2018年12月１７日(月)
＊定例昼食会（三金会） ２０１８年１２月２１日(金)
＊新年会 2019年1月26日(土)
【以下同好会活動報告】
◎ 公開セミナー
○ 第 3 回公開セミナー講演が 9 月 25 日約 90 名の出席を得て開催されました。
○ 講演テーマ： 「トンボの滑空に学ぶ」 日本文理大学名誉教授 小幡章
○ 長距離も飛ぶトンボの飛行性能のすばらしさの説明から始まり、飛行機などの高
速流とは異なる超低速流の流れの性質、トンボの翅の構造とそれによる得られる飛行
性能、この研究を基にして微風でも回る風車の開発、さらに、扇風機や小水力発電へ
の応用などのお話をいただいた。
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◎ 鎌倉街道を歩く会
○ 全 12 回を数える本歩く会の催行もあと 2 回を残すのみとなった。去る 10 月 10 日(水)JR 八高線松久駅前に
は、上つ道の完全歩行に意欲を燃やす面々37 名が集結した。
○ 歩行時間の確保のため、恒例のストレッチも割愛して、先月見学訪問した遺跡の森館まで一度通った道を戻り、
そこから 40 分ほど歩いて国道 254 近くの甕甕(みか)神社に至る。境内に居た神主夫人の話では、創始は不明
だが後醍醐天皇の昔に遡る由緒ある神社で、明治までは毎年秋の例祭に新米で濁酒二甕を造って神前に供
え、残りは氏子・信徒に分与したとのことだが、今はその面影はない。
○ さらに進んで、広木の一里塚跡から陣街道に入って西に進み、左右に古墳跡や乳業工場などを見ながら小山
川を十二天橋で渡り、龍體稲荷を経て正午前に昼食場所「なかまち」に到着した。店内はほぼ貸し切り状態だっ
たが、大人数の故もあって全員の食事完了まで時間が掛かり、予定の競進社模範蚕室の見学はやや不十分に
終わった。
○ 1 時半過ぎに午後の歩行を開始し、八高線児玉駅近くで踏切を渡り北西に歩を進める。1 時間足らずで塙保己
一旧宅とその墓石のある龍清寺に達する。偉大な国学者の生まれ育った茅葺の民家がまだ健在で、そこにまだ
人が住んでいるというのも驚きだ。隣接して、保己一没後 100 年を記念する渋沢栄一の揮毫による石碑もある。
ここからは、のどかな田園地帯を歩いて、まずは小憩予定の神川町役場を目指す。道すがら、赤く熟した烏瓜や
広大な蒟蒻畑、天空には群れ為す椋鳥が疲れた身の目を癒してくれる。
○ 役場で最後の休憩後、一部はこれから先をカットして最終地丹荘駅に向けて本隊と別れ、一行はひたすら嘗て
の神流川の渡河地点を目指してもうひと踏ん張りする。やがて神流川の土手上から渡しの跡を遠望し、折から
暮れなずむ田園の中を歩いて丹荘駅に到達、淡青旗の引継ぎを終えたのは 4:30 を回っていた

。
○ 次回は 11 月 13 日〜14 日にかけて、JR 群馬藤岡駅から高崎城址までを二日間で歩く予定の本会最後の催行
である。

◎ 見学会
平成 30 年秋の見学会（１０月２５日実施）は秋晴れの一日、午前中は三渓園散策、午後は日清オイリオの工場見
学を実施した。
三渓園は、明治時代末から大正時代にかけて製糸、生糸貿易で財を成した横浜の実業家・原三渓（本名富太
郎）が東京湾に面した谷あいの地に作り上げた広さ 5 万 3 千坪の日本庭園である。明治 39 年に一般に公開された
外苑と原三渓が私庭としていた内苑の２つの庭園からなる。今回は参加者が３班に分かれ、３人のボランティアガイド
さんの案内で主に内苑を見学した。内苑には京都、鎌倉などから集められた臨春閣、月華殿、天授院、聴秋閣など
17 の歴史的建造物があり、自然の中に見事に調和した景観を満喫することが出来た。例年は１２月初めに紅葉が見
頃だそうだが、今年は塩害がひどいそうで、ちょっぴり期待薄なのが残念である。
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日清オイリオ横浜磯子事業場では、世界中から「菜種」「大豆」「ごま」をはじめとして、１０種類以上の油の原料が
輸入されるそうだ。工場の広さは横浜球場９個分もあるそうで、広大な敷地一杯に輸送パイプラインが張り廻らされ、
貯蔵庫として、高さ３８メ－トルの２００本近いサイロが設置されているのに圧倒された。偶々カナダから来たという数万
トン級の超大型貨物船が工場内の港に横づけされているのに遭遇した。
◎ ゴルフ
鎌倉淡青会ゴルフ部会秋季コンペを 10 月 15 日(金)に実施。コンペ当
日、前日までの降水確率を気に掛けながら 13 名４組によるコンペ開始となっ
たが、参加会員皆様の心掛けか、雨に見舞われることもなく秋季コンペは無
事終了することが出来た。
なお今回は 3 名の初参加者を迎えてのコンペとなり、今後の活動に弾みが
付くのではとゴルフ部会幹事は期待している。
[写真はコンペ終了直後の懇談会スナップ]

中部・北陸･近畿
[松本赤門会]
◎ 松本赤門会総会案内
日時：１１月２１日（水）午後７時より
場所：チェンバーテラス第一 松本市中央１丁目２３－１ 松本商工会館１階
会費：５０００円
お問い合わせ：松本赤門会事務局 松本市中央２－３－１７ ０２６３－３２－０４０７ （有）知新堂 横沢
[浜松銀杏会]
◎ 浜松銀杏会講演会・懇親会報告
浜松銀杏会会長 北脇保之
浜松銀杏会は昨年 11 月に設立された、まだ新しい東大地域同窓会です。会員は現在 45 名です。
去る 9 月 26 日、設立後最初の行事となる講演会および懇親会が、浜松市内のホテルにて 29 名の参加を得て開
催されました。講演会は、当会会員で、3 次元形状処理とデータ変換の分野で世界シェアトップの（株）エリジオンを
率いる小寺敏正氏に講師をお願いし、「日本発世界の挑戦と 21 世紀の ICT 社会と日本」と題してお話をいただきま
した。
お話は、「日本はエリートを育てる仕組みがなく、これでは米国等に勝てない」、「企業経営者としては量産にコスト
のかからないソフトウェア産業に目をつけ、他人にできないことをコアコンピタンスとし、最高の人材を集めて最高の
報酬を提供することを目指してきた」、「IT には VR、AR など大きな可能性がある、いわゆる GAFA はプラットフォー
ムを構築することで巨大化してきた、日本企業は世界のスタンダードを自ら作り出すことにおいて劣っている、その結
果、この 10 年世界の企業の株式時価総額は大きく伸びているのに日本企業のそれはほとんど変わっていない」など
日本の現状に警告を発し、多くのことを考えさせるものでした。
今回は日本の先端企業トップのお話を直接聞ける貴重な機会でしたので、地域の若いスタートアップ企業経営者
に特別に参加を呼びかけました。浜松銀杏会は今後も地域への貢献を念頭に置いて活動を展開していきたいと考
えています。

関西
[滋賀銀杏会]（未入会）
◎ 第１０回総会 １１月３日（土） １０：３０～

ホテルピアザびわ湖

[関西東大会]
事務局 河野裕亮（７８経）
詳細はホームページ参照 http://kansaitodaikai.main.jp/
◎ 関西東大会新事務所
〒663-8003 兵庫県西宮市上大市 5 丁目 24-75 河野 裕亮 方 関西東大会事務局
電話番号・FAX 番号 0798-20-8027 河野 裕亮 携帯 090-3945-6360
Ｅメール kansaitodaikai＠iy.main.jp （変更なし） 河野メール hiro55kono@ybb.ne.jp
ＨＰ
http://kansaitodaikai.main.jp （変更なし）
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◎ 第 33 回総会 兼 「平成最後の新年会」 のご案内
日 時 ： 2019 年 2 月 3 日（日） 16：00 より
場 所 ： ホテルグランヴィア大阪 20 階
受 付 ： 15：30 ～
総 会 ： 16：00 ～ 16：30
講演会 ： 16：30 ～ 18：00
懇親会 ： 18：00 ～ 20：00
【講演】 講 師 ： 日本銀行理事 大阪支店長 山田 泰弘 氏
演 題 ：「最近の経済・金融情勢について（仮題）」
【参加費用】お一人 10,000 円（＝講演会と懇親会の費用を含む）
メール
: kansaitodaikai＠iy.main.jp
◎ 第５６回 ２０１８年秋のテニスツアー「箕谷（みのたに）」のご案内
○関西東大会テニス同好会の 2018 年秋季ツアーは神戸市北区にある「みのたにグリーンスポーツホテル」で行うこ
とになりました。この場所は、2 年前にも同じ会場でテニスツアーを開催したところです。六甲山の麓で、神戸電鉄箕
谷駅近くにあり、環境もよく、交通の便も大変いいので、皆様ふるってご参加のほどお願い申し上げます。
○なお、新しい方に参加いただくための試みとして、日帰り（土または日）の体験コースを設定いたしております。テニ
スを趣味としておられる方や昔テニスをしておられた方で、宿泊するのは敷居が高いが、日帰りで気軽に参加してみ
たいと思っておられる方はぜひ下記の幹事までご連絡ください。多くの方々のご参加を心からお待ちいたします。
１）日程：11 月 3 日（土祝） 12：30 ホテルフロントに集合 13：00～17：00 プレイ
18：30～ 宴会、熊谷貞俊氏（昭和４２工卒、大阪大学名誉教授、電子情報工学専攻）による講話「自律分散の技術
と思想」、講話の後 2 次会
11 月 4 日（日） 9：00～12：00 プレイ、終了後 13：00 に解散
２）宿泊
みのたにグリーンスポーツホテル http://minotani.jp 〒651－1252 神戸市北区山田町原野 TE
Ｌ078-581-6000 （レストラン、温泉あり。ホテルで昼食ランチ（バイキング）利用可））
３）会費
テニス、宴会およびその他の費用 19,000～20,000 円
初日テニス+食事
5,000 円 日帰りテニスのみ
1,000 円
（食事代 1,000 円
は飲み物を含む）
申込み締め切り 9 月 30 日（日）
◎ 男も料理教室ご案内
渋谷元宏（H7 法）
「男も料理教室」は、参加された皆さんに実際に料理をしていただくわけではなく（したがって、エプロン等は不要で
す！）、毎回シェフに一品料理の実演をしていただき、その後は皆さんで歓談しながら美味しいコース料理を堪能す
るという企画です。全く堅苦しい雰囲気はないので、初めてご参加の方も、若手の方々も、ぜひお気軽にご参加くだ
さい！
○ 平成 30 年度秋の料理教室の内容は下記のとおりです。
出欠のご回答は、10 月 15 日（月）までに、末尾記載の連絡先（ＴＥＬ 06‐6316‐6110）に必ずお電話でお願いいたし
ます。
１． 日時：2018 年 11 月 5 日（月）18：30～ （定員：28 名）
２． 場所：ホテルグランヴィア大阪 19 階 「レストラン・フルーヴ」
３． 会費：9,000 円
４． 実演：内容は未定
５． 料理メニュー（テーマ） 秋の収穫祭
６． 申し込み先および問合せ先： しぶや総合法律事務所 事務局 上田または鈴木宛 ＴＥＬ：06‐6316‐6110
[和歌山赤門会]
和歌山赤門会忘年会（兼総会）の日程等が決まりましたのでご連絡いたします。
１． 日時：平成３０年１２月７日（金） 午後６時００分受付 午後６時３０分開始
２． 場所：あおい茶寮 （和歌山市谷町３８ 073-427-3555）
３． 会費：１０，０００円 （同伴者は７，０００円
）４． 連絡先：０７３－４２５－９３０３ 又は ９３０５ 関西コンサルティングシステム㈱安藤
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[兵庫東大会]
◎ 奈良散策と食事の会報告
１０月８日（月・体育の日）、兵庫東大会の第４回秋のイベントとして、「奈良散策と食事の会」が行われました。
会員８名、家族２名１０名の参加で、最初に春日大社を神職の案内で特別参拝し、その後、中金堂の再建落慶法
要の営まれていた興福寺に移り、宝物館で阿修羅像などの仏像を拝観しました。昼食は、四季亭で奈良東大会
の木部会長を始め４名の方に参加をいただき、奈良東大会との交流を深めました。昼食後、整備中の平城宮跡
を訪問し、復元された遣唐使船や発掘、発掘の経緯の展示などを見学しました。台風接近が心配されましたが、
当日は、絶好の秋晴れで楽しい一日でした。今回の「奈良散策と食事の会」では、荒井正吾奈良県知事（昭和４３
年法卒）はじめ奈良県職員の皆様、奈良東大会の皆様に大変お世話になりました。お礼申し上げます。

◎ 第２８回例会 ２０１９年２月２３日（土）１８：００～

ホテルオークラ神戸

中国･四国・九州
[山口東大会]
◎ １０月２８日 山口東大会第３回総会～宇部開催報告
○ 宇部興産の工場・港を三方に見渡せるＡＮＡクラウンプラザホテルの１５Ｆコンフォート（宇部中心地で、新
山口空港からは近いが、なぜか新幹線などからの公共交通アクセスは不便、）で、１０月２８日（日）１３時より
山口東大会第３回総会が開催された。
○ ２０１４年設立で第３回という理由は、山口東大会が県庁所在地山口市（県庁勤務卒業生他）、周南地域（徳
山曹達他）、宇部地域（宇部興産他）の三つの地域の連合体で、且つ、総会は２年毎、開催地は持ちまわり
で、設立総会のあった山口、第２回の周南、宇部が第３回となったため。従い、出席者も宇部１５人、山口１３
人（下関２人含む）、周南３名は３２名であった。
○ 式次第は二井関成元山口県知事（６６法・現山口県交響楽団団長）、来賓挨拶は長嵜連合会事務局長、乾
杯は藤田忠夫（６２工・前宇部市長）で、歓談の後、地域毎に全員がステージに上がり、山口は西富一平山
口地区幹事（９６理修・県庁）、在京山口東大会は山口哲也氏（８０法）・河村建一氏（０５学際情報修）、下関
は宮川純一氏（８０工・フジゼロックス）、周南は松田訓明周南地区幹事（８５法）、宇部は千葉泰久氏（６８工・
元宇部興産）がそれぞれ挨拶した。西尾正幸宇部地区幹事（９６工博）
○ 閉会挨拶は、島津幸男前周南市長（６９法）が選挙慣れか見事な万歳三唱で締めくくった。
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山口地区挨拶

西富幹事

宇部地区挨拶

周南地区挨拶

下関地区挨拶

全員集合写真 前列左から４番目：二井会長
[宮崎赤門会]
◎ 第５回宮崎銀杏会総会報告
文責：長嵜新一
○ 台風２５号が迫る宮崎市、１０月５日（金）１８時半よりホテルメリージュにて宮崎赤門会第５回総会・懇親会が開
催され、大学より松木則夫理事・中丸典子卒業生課長、本部より設立総会にも出席した長嵜事務局長が出席し
た。登録会員１２０名の内、河野俊嗣宮崎県知事（８８法）を筆頭に県庁職員が多く、最高齢の谷口善典氏（５３法）
や宮崎大学等の大学関係者、ＮＨＫ宮崎支局、ソラシドエア高橋宏輔代表取締役（８４法）など３１名が出席、にぎ
やかで盛会であった。
○ 総会では、役員人事として、青木賢児会長（５７文・宮崎県立芸術劇場名誉館長）を引き継いで、弁護士の日
野直彦氏（７８法）が新会長に就任、ご挨拶された。本部との窓口でもある幹事には田中保通氏（８２法）を引き継
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ぎ、司会を務めた同じ県庁の横山幸子氏（８５育）が就任された。また、第５回総会を記念して、繰越金から３万円
を寄付することが承認されたことは本部として深く感謝する。
○ 松木則夫理事は原稿無しに大学の現状につき挨拶され、五神総長の考えである社会を動かす東大につい
て話され、卒業生は日本をリードする意識を持ち、東大であること誇りを持って欲しいとのメッセージを伝えた。
○ 乾杯は元気の良い河野知事。知事は最後まで出席され、何回もステージに上がられた。尚、知事の名刺には
「出荷量日本一・宮崎の本格焼酎」とあり、会員には（欠席だが）雲海酒造の中島美幸代表取締役社長（８５経）も
おられ、会場では木挽ブルー（芋焼酎）が楽しめた。
○ 懇談の後、司会の指名で初めての方や、若手のかたなど、ほぼ全員が一言挨拶された。
○ 中締めは、原田隆典宮崎大学名誉教授（８０工・院）で地震の権威でいつ起こってもおかしくない日向灘地震
の可能性につき言及された。
○ 最後は、延岡市の山本武之氏（８１工）のエールで「ただ一つ」を全員で斉唱した。

前列右から３番目河野知事、５番目松木理事、６番目日野新会長、７番目中丸課長

松木理事挨拶

河野知事乾杯
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[長崎銀杏会]
○ 長崎銀杏会総会並びに懇親会のご報告
総会並びに懇親会が１０月２２日（月）にホテルニュー長崎
にて開催されました。
○まず、亡くなられた高田勇会員（元長崎県知事）へ黙祷
を捧げました。その後、塩飽会長による『所有者不明土地
の問題』を伺いました。
○引きつづき長崎銀杏会総会が開催され、各議案が審
議されました。
（議案１）平成２９年度事業報告並びに決算報告の承
認の件
（議案２）平成３０年度会費並びに予算案の承認の件
事務局より説明の後、原案通り会費（５千円）並びに予算
案が承認されました。
○初参加の方達の自己紹介やお知らせ等の後、食事をしながらの懇談は時のたつのを忘れるほどでした。
宮川前会長による締めのご挨拶と、記念撮影で散会となりました。
○ 秋の懇親バスハイクについて
晩秋の懇親バスハイクを実施します。ご家族（配偶者とお子様）の参加も歓迎です。参加さ
れる方は１１月１５日までに事務局までご連絡下さい。
◇ 実施日：平成３０年１２月１日（土）
◇ 集合場所：長崎市民会館横銀杏並木
◇ 集合時刻：午前９時２５分集合、３０分出発
◇ スケジュール
9:30 長崎市民会館横をマイクロバスで出発。
佐賀インターで高速を降りる
11:00 與止日女神社散策
11:20 船塚古墳古墳頂上往復 12:00 清水の滝往復散策
12:30 昼食鯉料理（鯉しげ）14:00出発
14:10 須賀神社と村岡屋羊羹資料館 15:00 酒蔵見学（小柳酒造）
16:00 小城スマートインターから長崎へ 17:30 長崎市民会館横到着予定。

Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情報
1. 静嘉堂文庫美術館
○ ～幕末の探検家 生誕 200 年記念～松浦武四郎展
2018 年 9 月 24 日（月・祝）～12 月 9 日（日）
「幕末の北方探検家」「北海道の名付け親」として名の知られる松浦武四郎(まつうらたけしろう)（1818-88）は、当
時の蝦夷地を６度も探査して詳細な地図を作成し、珍しい北方の事物をまとめた本も数多く刊行しました。また、
彼は考古遺物の大コレクタ－としても知られています。生誕 200 年の記念の年、多彩なその事蹟に是非ご注目く
ださい。
○ 【ワークショップ】 （要事前予約・有料＜1,000 円＞）
①「オリジナル勾玉作りに挑戦しよう！」（蠟石を削ってオリジナルの勾玉を作ります）
日時：11 月 11 日（日） 13：00～16：00 講師：内川隆志氏（國學院大學博物館副館長）
地下講堂にて 定員 20 名（先着順） ※電話・FAX・メールにてお申込みください。
②静嘉堂クリスマスコンサート
日時：12 月 8 日（土） 15：00～16：00（予定）
元東京交響楽団員による弦楽四重奏で優雅なひとときを。
・自由席 120 名
④ 松阪牛試食会
日時：11 月 10 日（土） 11：00～ 先着 100 名
・試食券（500 円）は、当日受付にて販売（1 名様につき 1 枚限定）
２． 一 高 玉 杯 会 便 り １ ７ ４ 号 （ １ ０ 月 ３ ０ 日 ） （連絡先）kudo@gakushikai.jp
① 春の寮歌祭
２０１９年度春の寮歌祭を下記の通り開催致します。奮ってご参加下さい。
日時：４月６日（土）１２時開会 場所：駒場生協食堂２階
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３．東京大学
◎ 東京大学オンラインコミュニティ「TFT
東京大学オンラインコミュニティ「TFT」では月1回メルマガを配信しています。公開講座などの大学が卒業生
に提供する種々のプログラムが掲載されています。無料です。皆様も登録されてはいかがですか？
ＴＦＴへの登録⇒http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/tft/index.html

４． 学士会・学士会館精養軒
[学 士 会 案 内]
夕食会・午餐会（2018 年 11 月）
○場 所：学士会館（千代田区神田錦町）
○参加費：お食事付き 4,000 円（講演のみ 2,000 円）学士会会員及び会員の同伴の方
◎夕食会（18：00～食事／18：50～講演／19：50～質疑応答）
○開催日：11 月 9 日（金）
○講 師：松尾 清一 氏（名古屋大学総長）
○演 題：『国立大学の未来：課題と展望』
◎午餐会（12：30～食事／13：20～講演／14：20～質疑応答）
○開催日：11 月 20 日（火）
○講 師：浜田 一志 氏（東京大学硬式野球部監督）
○演 題：『組織作りと人材育成～東大野球部 94 連敗からの脱出劇に学ぶ～』
詳細は、学士会公式サイトまたは事業課まで。
URL：http://www.gakushikai.or.jp/service/dinner/schedule.html
MAIL：koenkai-info@gakushikai.or.jp TEL：03-3292-5955（平日 9：00～17：00）
東北講演会
○日 時：11 月 11 日（日）14：00～講演会／15：40～懇親会（立食）
○場 所：東北大学片平さくらホール（東北大学片平キャンパス）
○講 師：飯島 澄男 氏（名城大学終身教授）
○演 題：『私の研究遍歴とカーボンナノチューブの発見』
○参加費：講演のみ無料／懇親会 3,000 円
○参加資格：どなたでも参加いただけます。
詳細は学士会公式サイトまたは事業課まで。
URL：http://www.gakushikai.or.jp/service/event/201811_4.html
MAIL：aera@gakushikai.or.jp TEL：03-3292-5955（平日 9：00～17：00）
若手茶話会（ドカフェ・読書会・ミニプレゼン会）
○開催日：11 月 24 日（土）
○場 所：学士会館（千代田区神田錦町）
○参加費：ドカフェ 1,000 円／読書会 500 円／ミニプレゼン会 無料
○参加資格：43 歳以下の学士会会員のみ参加いただけます。
詳細は学士会公式サイトまたは会員支援課まで。
URL：http://www.gakushikai.or.jp/service/event/wakate.html
MAIL：contact@gakushikai.or.jp TEL：03-3292-5932（平日 9：00～17：00）
七大学学生の集い
○日 時：11 月 28 日（水）19：00～講演会／20：15～懇親会
○場 所：学士会館（千代田区神田錦町）
○講 師：栗原 一貴 氏（2012 年イグ・ノーベル賞受賞）
○参加費：ご招待
○参加資格：学士会学生会員のみ参加いただけます。
詳細は会員企画課まで。
MAIL：member@gakushikai.or.jp TEL：03-3292-5933（平日 9：00～17：00）
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学士会館情報
会合・宴会 忘年会・新年会プラン
ビュッフェで楽しめる、2 時間フリードリンク付きで会場費も込みのお得なプランです。
ご予約をいただいた幹事様に＜レストランお食事券 5,000 円相当＞の特典をご用意！
〇期間：2018 年 12 月 1 日(土)～2019 年 1 月 31 日(木)
〇料金：お一人様 6,000 円(2 種)／7,000 円／9,000 円（税･サ込）の 4 プランです。
（お料理、お飲み物、会場費が含まれた料金です。ご予約は 20 名様より承ります。）
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/ TEL：03-3292-5936
レストラン合同企画 忘年会＆新年会プラン
学士会館の４つのバラエティに富んだレストランで、笑顔が集う忘年会・新年会！
11 月 1 日よりスタートしました。
〇期間：2018 年 11 月 1 日(木)～2019 年 1 月 31 日(木)
〇旬菜寿司割烹「二色」
山茶花コース 5,000 円／牡丹コース 6,500 円／椿コース 8,000 円の 3 種をご用意！
飲み放題プラン(2 時間制)は、2,000 円と 2,500 円の 2 プラン。(税込･サ別)
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nisikibousinnen2018/
TEL：03-3292-3960（日曜日を除く）
〇フランス料理レストラン「ラタン」
お料理とフリードリンクのお得なセットコースをご用意！
忘年会・新年会コース 7,000 円(税込･サ別) フリードリンク付き(2 時間制)
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/latinbousinnenkai2018/
TEL：03-3292-0881（月曜日を除く）
〇中国料理「紅楼夢」
紅プラン 5,000 円／楼プラン 7,000 円／夢プラン 9,000 円の 3 種をご用意！
飲み放題プラン(2 時間制)は、2,000 円と 2,500 円の 2 プラン。(税込･サ別)
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/kouroumubousinnen2018/
TEL：03-3292-0880（日曜日を除く）
〇カフェ＆ビアパブ「セブンズハウス」
忘年会・新年会プランお料理 3,000 円にフリードリンク 2,500 円か 3,000 円のプランを選択！(税込)
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/sevenbousinnen2018/
TEL：03-3292-5935
フレンチと和食のクリスマスコース
★フレンチのクリスマスコース★
フランス料理「ラタン」のクリスマスディナーコースでお洒落な夜をお過ごしください。
今年は 2 コースをご用意いたしました。ご予約受付中です！
〇期間：12 月 22 日(土) ～ 25 日(火)
〇料金：7,000 円／9,000 円の 2 コースです。（税込･サ別）
〇フランス料理レストラン「ラタン」
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/ latinchristmasdinner2018/ TEL：03-3292-0881（月曜日を除く）
◆和食のクリスマスコース◆
和食のクリスマスコースはいかがですか！バラエティに富んだボリュームのある料理で
いつもと違う演出で聖夜の夜をお楽しみください。
〇期間：12 月 3 日(月) ～ 25 日(火) ○料金：12,000 円の 1 コースです。（税込･サ別）
〇旬菜寿司割烹「二色」
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/nishikichristmasdinner2018/ TEL：03-3292-3960（日曜日を除く）
クリスマスケーキの販売
今年は 2 種類のクリスマスケーキをご用意いたします。どちらもパティシエ手作りの学士会館オリジナルケーキ
です。予約限定販売となっておりますので、ご予約はお早めに！
〇販売期間：12 月 21 日(金) ～ 25 日(火)
・苺と生クリームのショートケーキ【4 号 2,500 円 / 5 号 3,500 円（税込）】
・苺のショコラショートケーキ【4 号 2,700 円 / 5 号 3,700 円（税込）】
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〇フランス料理レストラン「ラタン」
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/ latinchristmascake2018/

TEL：03-3292-0881（月曜日を除く）

第 4 回中国 4 大料理(上海料理）を味わう
中国料理『紅楼夢』では、第 4 回「上海料理」を開催いたします。
今回のスペシャルメニューは、旬の上海蟹づくしです。定番の蟹蒸しをはじめ、紹興酒漬け・炒め料理・煮込み料
理といった調理法で、上海蟹三昧をお楽しみいただきます。上海蟹とフカヒレの姿煮をはじめ、旬の食材を盛り込
んだ秋の味覚を味わい尽くしてください。
〇期間：11 月 20 日(火) 〇料金：18,000 円（税サ込）
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/chugoku4dairyouri4/ TEL：03-3292-0880（日曜日を除
く）
大反響！「学士会館良縁倶楽部」で素敵な出会いをどうぞ！
東京大学をご卒業された方やその家族の婚活を支援しています。
年会費・入会金無料で、会員を募集中です。お問合せは学士会館良縁倶楽部まで。
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/ryoen/ MAIL：ryoen@gakushikaikan.co.jp
TEL：03-3292-5941（水曜日・木曜日を除く 11：00～19：00）
記事についてのお問い合わせは、学士会広報渉外課 koho@gakushikai.or.jp までお願いいたします。
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協賛広告～東大蔵元会
「東大蔵元会」は、東大卒業生社長の酒造の集まりです。新たに「若盛」（西堀酒造・栃木県小山市）が参加され
ました。地域同窓会での集まりの乾杯には東大蔵元会の日本酒を！
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岩手県八幡平市 (株）わしの尾 (創業 182９)
工藤 朋 代表取締役
水、米、人、地域とのかかわりを大切に。岩手でしか味わうこ （H15・工）
とができ ないお酒です。 http://www.washinoo.co.jp/
秋田県秋田市 新政酒造（株） (創業 1852)
佐藤 祐輔 代表取締役社
秋田県産米を生酛純米造りにより六号酵母によって醸しま
長 （H11/文）
す。
http://www.aramasa.jp/
山形県天童市 出羽桜酒造（株） (創業 18９2)
仲野 益美 代表取締役社長
IWC2０16SAKE部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」に
（院農学生命科学研究科非
1282 銘柄の中から「出羽桜 出羽の里」が選ばれました！！ 常勤講師）
http://www.dewazakura.co.jp/
福島県福島市 (有)金水晶酒造店 (創業 18９5)
斎藤 美幸 常務取締役
全国新酒鑑評会 8 年連続金賞受賞蔵（第９6 回～第 1０3
(S63/養)
回）。
福島市唯一の造り酒屋。 http://www.kinsuisho.com/
福島県二本松市 大七酒造（株） (創業 1752)
太田 英晴 代表取締役社長
日本酒の正統 大七の“生酛造り(きもと造り)”
（S6０/法）
http://www.daishichi.com/
新潟県東蒲原郡 下越酒造（株） (創業 188０)
佐藤 俊一 代表取締役社長
品質第一で、酒類鑑定官として酒造りの指導をしてきた蔵。 （S45/農・S5０博）
http://www.sake-kirin.com/
栃木県芳賀郡 惣誉酒造（株） (創業 1872)
河野 遵 代表取締役社長
兵庫県特Ａ地区産山田錦 1００％で造る生酛（きもと）の酒に （S6０・経）
力を注いでいます。 http://sohomare.co.jp/
栃木県小山市 西堀酒造㈱ （創業 1872）
西堀哲也
地酒「門外不出」をはじめ古代米ワイン「愛米魅 I MY ME（ア 取締役（H25・文）
イマイミー）」等、多様な酒造りを行う蔵です。
https://nishiborisyuzo.com/
長野県佐久市 武重本家酒造（株） (創業 1867)
武重 有正
旧中仙道沿いの時間がゆっくりと流れるような佇まいの中、伝 代表取締役社長
統の「生酛造り」でお酒をゆっくりと醸しております。建造物３０ （S58 工・S63 博）
棟が国の登録有形文化財です。 http://www.takeshigehonke.co.jp/
奈良県北葛城郡 長龍酒造（株） (創業 1９23)
飯田 豊彦
「昇道無窮極」（旨い酒・良い酒をつくる努力は無限である） 代表取締役社長
を社是として、酒造りに日々精進しております。
（S61 経・Ｈ２2ＥＭＰ修）
http://www.choryo.jp/
福岡県八女市 (株)喜多屋
（創業 1818-3０）
木下 宏太郎 代表取締役社
「酒を通して多く喜びを伝えたい」の志で創業して約 2００年。 長 （S６２・農）
IWC2０13SAKE部門で「大吟醸 極醸 喜多屋」が最優秀賞
「チャンピオン・サケ」を受賞。 http://www.kitaya.co.jp/
福岡県久留米市 ㈱花の露 （創業１７４５）
冨安 拓良 代表取締役社長
優しくふっくらとしたやや甘口の酒質が特徴で、料理を引き立 （H９・農）
てるようなお酒造りに専心しております。
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協 賛 企 業・法 人

株式会社
宮脇書店
代表取締役
社長
宮脇範次
（S47・経）
香川銀杏会
宮脇書店ホームページ

http://www.miyawakishoten.com/
関東図書
株式会社
代表取締役
岩渕均
（S47・養）
企画営業部
吉田敦
（H27・文）

関東図書ホームページ

https://kanto-t.jp/
阪和興業
株式会社
取締役会長
北 修爾
（S41・経）
関西東大会

学士会館ホームページ https://www.gakushikaikan.co.jp/
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全国地域同窓会一覧
鳥取赤門会(2012/50)
会長：八村輝夫(61法・元鳥取商
工会議所会頭）
連絡：坂根徹（74法・会社経営）
＃鳥取県出身東大新入生歓迎会
幹事：福井論

2018年11月3日現在
佐賀赤門会(1982/65)
会長: 井田出海（68法・佐賀商
工会議所会頭）
連絡：稲富英大（78法・会社役
員）

①北海道銀杏会(1972/170）
会長: 桑澤嘉英（76法・会社役
員）、連絡：藤井文世（79経・銀
行）
②函館銀杏会（2017/17)
会長：片桐恭弘（76工・公立は
こだて未来大学理事長・学長）

埼玉銀杏会（1994/280）
会長:渡辺正男(62工・会社役
員）
代表幹事：露無松景（81法）

青森県東大同窓会(2012/50）
会長：小山内豊彦（79文）
連絡：山形聡（89経・地元テレビ
局）

千葉銀杏会（199１/140)
会長:三木英司(56医・病院長）
連絡：佐々木信（65経・会社役
員）

岩手赤門会(2014/100)
会長：中村一郎（79法・三陸鉄
道社長） 09/21就任
連絡：湯下道雄（86養・会社役
員）

東京銀杏会（1995/1500)
会長：篠沢恭助（60法・公財資
本市場研究会理事長）
連絡：土田晃道（67工・会社役
員）

仙台赤門会 (2001/１００)
会長：朴澤泰冶（70法・仙台大
学理事長
連絡：渡辺達美（83法・県庁）

①神奈川銀杏会(1993/188)
会長:大久保敏冶(64経）
連絡：羽田壽夫(63工・元会社
役員）
②鎌倉淡青会(2003/262)
会長：吉田和彦(61工)
連絡：池戸誠二郎（66文・代表
幹事）

三重県(東海銀杏会）

秋田銀杏会(2013/180)
会長:町田 睿(逝去：1/31)、松
永 隆司会長代行（71農博・秋
田県立大学名誉教授）
事務局：小嶋郁夫（76農・秋田
県立大学教授）

新潟銀杏会（2014/70)
会長：福田勝之（79経・新潟商
工会議所会頭）
連絡：樋口真一（96文・事務局）

*滋賀銀杏会(2009/90)
会長: 武村正義(６２経・元大蔵
大臣）
連絡：上田重和（93育）

山口東大会(2014/120 )
会長：二井関成（72法・前県知事）
幹事：
(山口)西富一平(９６理・県庁）
(宇部)西尾正幸（９６工）
(周南)松田訓明（８５法）
＃山口東大会在京の会幹事：永
沢裕美子（８４育）

山形赤門会（2014/77)
会長：結城章夫（71工・元山形
大学学長）
連絡：今野誉康（98経・高校勤
務）

*富山淡青会（1985/150)
会長:武内繁和(82法・会社役
員）
連絡：山田彰弘（84経・北陸電
力）

京都東大会(2002/190)
2018/1/1より
会長:太田譲二（71経・黄桜会
長）
連絡：田中伸（77法・弁護士）

徳島東大会(1995/150)
鹿児島銀杏会(1996/90)
会長: 桐野豊(６７薬・徳島文理 会長:新納幸辰（80法・弁護士）
大学学長）
連絡：新納法律事務所
連絡：里正彦(85経・阿波銀行）
＃東京大学徳島県人会幹事：
仁尾徹

福島東大同窓会
連絡：守岡宗憲（99法・県庁）
注）活動休止中

石川赤門会(2012/130)
会長:水野一郎（64工・金沢工業
大副学長）
連絡：（石川）西川圭史(01法・会
社役員）(東京）
小林博重（76法・会社経営・東京幹

関西東大会(1987/410)
会長:北 修爾 （66経・阪和興
業会長）
連絡：河野裕亮（７８経）

香川銀杏会(2002/167)
会長: 松井孝嘉（67医・病院
長）
連絡：加藤宏一郎（88経・地元
放送会社役員）

沖縄赤門会(1984前/60)
会長:上原昭(74経・糸満市
長）
連絡:久場景太郎(11工・沖
縄電力）

①東静銀杏会(1996/100)
会長：鈴木善之助（53農）連
絡：坂部利夫（77法・弁護
士）
②浜松銀杏会(2017/40) 11
月28日設立. 会長：北脇保之
(74法・浜松聖星高校理事
長）

岐阜県（東海銀杏会）

東海銀杏会（愛知・岐阜・三重）
(1988/340)
会長: 水野明久（76工・中部電
力取締役会長）
連絡：清水順二（74工・会社役
員）

①長崎銀杏会（1996/70)
島根赤門会(2013/70)
会長：木幡均（82経・地銀役員） 会長：塩飽志郎（68法）
連絡：古津弘也（95法・弁護士） 連絡：鳥巣維文（74経）
②*佐世保赤門会
会長：光武 顕（57農 ・元市長）
岡山東大会（1958/120)）
会長:河原昭文（64法・弁護士）
連絡：福井正晃（70経・会社役
員）

熊本淡青会(1991/140)
代表幹事: 沢畑享（86農・「愛
林館館長」）
連絡：同上

広島赤門クラブ(1986R/70)
大分赤門会(1988/80)
会長: 大野徹（77経・会社役員・県 代表世話人:安藤昭三(５１法・前
教育委員会長）
大分商工会議所会頭）
連絡：粟屋充博（80工・会社役員）

事務局長：生野裕一（01法・弁
護士）

宮崎赤門会(2014/120)
会長：日野直彦（７８法・弁護
士）
連絡：横山幸子 （８５育・県庁）

事）

茨城銀杏会 (1999/90)
会長 川村俊彦（61経・地銀役
員）
連絡：増山弘（78経・会社役員）

福井銀杏会(2002/90)
会長:栗田幸雄（55法・元県知
事）
連絡：久保文孝（92法・会社役
員）

兵庫東大会(1999/120)
代表幹事:西村文茂(72法・
弁護士）
連絡：同上

愛媛赤門会(2010/140)
会長:加戸守行（５７法・前県知
事）
連絡：玉井真一郎(８５経・会社
役員）

＃在京県人会組織（学生・教職
員・卒業生）
*連合会未入会

栃木銀杏会（2002/280)
会長 須賀英之（77経・宇都宮
短大学長）
連絡：田口崇文（99文・県庁）

山梨銀杏会(2006/50)
会長: 島田眞路 （77医・山梨
大学学長）
連絡：風間正利（１０・新領域創
成科学・修）

奈良東大会（2005/50)
会長:木部義人(65法/会社役
員）
連絡：山口暁（91法・弁護士）

高知東大会(1995/95)
会長 磯部雅彦(75工・高知工
科大学理事長）
連絡：矢野公士（95法・弁護士）

（特別会員）
鎌倉淡青会・函館銀杏会・さ
つき会・三鷹クラブ・東大科哲
の会・赤門市長会・自由が丘
銀杏会

①松本赤門会(1981/40)
群馬銀杏会(2011/160)
和歌山赤門会(1970/100)
会長:四方浩（67経・地銀役員） 会長:帯刀益夫（66薬・東北大学 会長: 田辺善彦（66法・弁護
連絡：堀口均（83法・弁護士） 名誉教授） 連絡：横沢敏（88文・ 士）
会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会社経
②*長野赤門会(2006/130）
営）
会長: 山浦愛幸(69農・地銀役員）

東京大学同窓会連合会

①福岡銀杏会(1999/430)
会長：石原進（63法・ＪＲ九州相
談役）
連絡：惣福脇 学（04経・九電）
②*北九州の集い：岡本稔（６７
工）

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学 第二食堂一階
TEL 03-5804-3875 FAX 03-5804-3876 E-mail:nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com

会長：有馬朗人 代表幹事：岡崎一夫

事務局長：長嵜新一

次長：土田晃道(東京銀杏会事務局長兼任）
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職員：徳重厚子(東京銀杏会兼任）

