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東京大学同窓会連合会ニュース「ただひとつ」２０１９年（平成3１年）1月号
214号

発行日：２０１９年1月８日

今月の巻頭協賛広告～毎月交替で掲載いたします

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）
○ 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。
千葉銀杏会新年会
東大三鷹クラブ
第142回定例懇談会
茨城銀杏会総会・新年
会
青森県東京大学同窓会
新年会
連合会幹事会
東京銀杏会 新年会
岡山東大会 新年会
鎌倉淡青会新年会
関西東大会総会
兵庫東大会第２８回例
会
東海銀杏会総会

千葉銀杏会

２０１９年１月
1 月９日(水) 18：00～
千葉 東天虹
1月15日（火）１８：３０～21：００ 場 所 ： 学士会館本館203号室
講 師 ： 川村 隆 東京電力ホールディングス
会長 （昭和33年入学）
テーマ ： エネルギー問題を考える。
水戸京成ホテル 地階「景山」
１月１５日（火）１８時３０分～
1 月 18 日（月）１９：００～

「丹念」 （八戸市）

1 月 21 日（月）15:00～18:00
1 月 21 日（月）１８：３０～

場所：第一ホテル東京４F“カトレア”
場所：第一ホテル東京 5F“ラ・ローズⅡ”
（大）藤井副学長他
１月２４日（金）１８：００～
場所：ホテルグランヴィア岡山
1 月 26 日(土) 14.00～18.00 銀座アスター鎌倉賓館
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
講演会： 16：30～
講師 山田 泰弘 日本銀行理事大阪支店長
懇親会： 18：00～
（連）岡崎
ホテルオークラ神戸
２月２３日（土）１８：００～
２月２５日（月） 総会 １７：００
講演会： １７：２０～
懇親会：１９：００～

名古屋マリオットアソシアホテル
講師 高橋 淳（Ｓ６１法） 中部経済産業局長
「東京一極集中是正と稼げる地域づくり」
（連）長嵜
２０１９年４月
千葉 東天虹
４月２０日（土）１０：３０～

Ⅱ ２０１９年賀詞
[大学]
東京大学 社会連携本部 卒業生部門 部門長 島田久弥
各地域の同窓会の皆様、新年明けましておめでとうございます。
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本年、東京大学では、現総長の五神体制が６年任期中の５年目を迎えます。これま
で、「知の協創の世界拠点の構築」を目標に掲げ、様々な施策に取り組んできており、最
近では、昨年度開始された「未来社会協創事業（FSI: Future Society Initiative）」がそ
の最たるものです。
「未来社会協創事業」は、2015 年に国連が提唱した「持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）」に着目し、その実現に貢献する学内の研究活動を
登録プロジェクトとして募り、学内外の連携を深め、社会変革の駆動を図る取り組みで
す。東京大学のホームページに、取り組みの詳細がございますので、是非ご覧になって
下さい。
東京大学校友会は本年 10 月に創設 15 周年を迎えます。校友会へ登録された同窓会団体数は 300 を超
え、オンラインコミュニティ「TFT」への登録者も 45,000 人規模へと成長して参りました。近年では、卒業生団体
の活動支援、卒業生の交流促進などに加え、学生支援、大学支援に軸足を置き、様々な活動を展開していま
す。
東京大学の卒業生の皆さまにおかれましては、一層のご健勝、ご活躍を祈念申し上げますとともに、東京大
学、そして東京大学校友会への倍旧のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、新春の御挨拶とさせて頂
きます。

[連合会本部]
東京大学同窓会連合会 会長 有馬 朗人
東京大学同窓会連合会の会員の皆さん、新年明けましておめでとうございま
す。
本年は、昨年に増して内外共に多難な年になると思われますが、一方で、ＡＩ
等の科学技術の著しい進歩は人類の英知への期待を持たせます。

東京大学は、五神総長の下、日本の国立大学のリーダーとして、世界最高水
準の教育・研究力を維持すべく自主努力を強化しておりますが、国と社会から
の支援が必要なことは論を待ちません。我々同窓会も、卒業生の力を結集して、物心両面から大学を支
援することが望まれます。
時間がかかるかもしれませんが、今年が、「東京大学を支える強い同窓会」に向かって大きな一歩を踏
み出す年となるよう願っております。会員の皆様のご理解とご協力をお願いすると共に、皆様が健康に留
意され、ご活躍されますことを心よりお祈りいたします。
東京大学同窓会連合会 代表幹事

岡崎 一夫

２０１９年賀詞

東京大学同窓会連合会 代表幹事

岡崎 一夫

今年も前進を続けましょう
同窓会連合会各地域同窓会の皆様には、佳き新春をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。
一昨年４月創立２０周年記念式典を迎えた同窓会連合会は、全国に根を張りつつある地
域同窓会としてそれぞれの地域で、昨年も着実な活動を重ねることができました。
１０月１９日の同窓会連合会第９回全国大会では、北海道から九州までの同窓生に多数
出席頂き、各地域同窓会の親睦・交流並びに同窓会運営ノウハウの交換が進められまし
た。この全国大会が、翌１０月２０日の第１７回ホームカミングデイの前夜祭的な役割を果た
す意識も定着してきた、と実感することができました。
全国各地域に活動基盤を置く私ども地域同窓会は、それぞれの同窓会幹部のご努力と
大学当局のご支援などにより、毎年少しずつ前進を続けて参りましたが、残念ながらまだまだ
力不足であることは否めません。
昨年のご挨拶でも申し上げましたが、当面私どもは ①同窓会会員数が卒業生数に比べて少ないこと ②
夫々の地域同窓会の発展段階に応じた活動が十分にされていないこと ③活動の中心になる幹事の質及び量
の不足 などの課題に向き合いつつ、活動を進めていくことになります。
平成から新しい元号に変わる本年は、校友会との協働を視野に入れつつ大学との連携を強化し、各地域同
窓会が変動する社会環境に相応しい活動をどう展開していくか、皆様と一緒に模索し、前進を続けましょう。
皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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赤門市長会
会 長 松浦 正敬（松江市長）
事務局長 泉 房穂（明石市長）
新年あけましておめでとうございます。
本会は、2013 年に発足した、東京大学に在籍経験のある市区長による会です。
卒業年次、学部等を超えた首長の連携・連帯により、地方自治の進展に寄与することが目的です。
東京大学学生のインターンシップ受入れやホームカミングデイでのブース出展（同窓会連合会との共催）など、
母校との連携についても取り組んでいるところです。
現在、本会の会員数は 50 名を数えます（※2018 年総会時点）。同様の大学 OB 市長会の会員数としては、
早稲田大学の稲門市長会 73 名に続く規模となりました（別表参考）。
更なる会員の拡大が出来ればと考えておりますので、ご指導・ご鞭撻を賜りたく、謹んでお願い申し上げます。
（各同窓会からの出馬をお待ちしております。）
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
別表：大学同窓市長会一覧
市長会名
大学名
会員数
代表者（会長等）
（発足年月）
稲門市長会
荒川区長
早稲田大学
７３
（1992/6）
西川 太一郎
赤門市長会
松江市長
東京大学
５０
（2013/6）
松浦 正敬
桜門市長会
福井市長
日本大学
４４
（1973/6）
東村 新一
全国市長三田会
太田市長
慶應義塾大学
２３
（2012/11）
清水 聖義
白門市長会
多賀城市長
中央大学
１７
（2005/6）
菊地 健次郎
全国法政大学卒業生市長会
かほく市長
法政大学
１５
（2016/6）
油野 和一郎
※2018/10 時点 赤門市長会事務局調べ
北海道銀杏会
事務局長 藤井 文世
明けましておめでとうございます。新たな時代の幕開けにふさわしい希望にあふれ
た年明けを迎えられたことと、心よりお慶び申し上げます。
①設立 2006 年 会員数 120 名 地域 北海道全域及び一部東京
②事務局長 藤井 文世(1979 年経、株式会社北洋銀行常勤監査役)
③2018 年の主な活動
·4 月「第 13 回定時総会」を開催。総会講演会では小高咲日本銀行札幌支店長
を講師にお迎えし「『女性活躍』について思うこと」と題してご講演いただきました。
·講演会を年 3 回(2 月・9 月・11 月)開催。
·11 月小樽を巡る「秋の旅行会」を実施。
·部会活動として赤門ゴルフ会を 5 月から 10 月(9 月は震災により中止)各 1 回開催。
④課題は会員および各行事への参加者を増やすこと。
⑤2019 年に挑戦すること
各行事の魅力を高め、より多くの会員に相互交流の機会を提供すること。
⑥本部・各地域同窓会へのメッセージ
本部には、各界でご活躍されている卒業生で、当会定時総会講演会の講師として適当な方をご推薦願えれば
と思います。
各地域同窓会には、転勤・転居等で当地へ赴かれる方の情報をお寄せいただければと思います。
青森県東京大学同窓会

3

2019/01
会長 小山内豊彦
新年明けましておめでとうございます。
我が「青森県東京大学同窓会」が正式に発足して６年、これまで年１回、７月に青森市に
おいて総会を開催し、交友を深めてきました。
もともと青森県から東京大学へ進学する学生が少ないことから、本県に在住する卒業生
の母数が少なく、現在会員数は５０名強にとどまっておりますが、まだまだ“有資格者”が潜
在していると思われます。今後、何とか三桁の会員数まで拡充していきたいと考えてお
り、そのため、今年度から青森市で開催する夏の総会に加え、八戸市において冬の総会
も開催する“年２回体制”を敷くことといたしました。さっそく１月１８日に開催いたしますが、
これにより八戸地域の新たな“会員発掘”が図られていくことを期待しているところです。
また、様々な活動を展開されておられる他県の地域同窓会の事例なども参考といたしながら、質量ともに「青森
県東京大学同窓会」を充実して参りたいと考えております。
みなさま、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

岩手赤門会
事務局長 湯下 道雄 （８６養）
① 設立年：2014 年、 会員数： 100 人、地域：岩手県
② 会 長：中村一郎（1979 年法学部卒、三陸鉄道（株）社長）
③ 2018 年の主な活動
・2018 年の岩手赤門会定例総会にて、故藤井克己前会長の跡を
受け、会長に就任。総会冒頭で、NHK 盛岡放送局長・大久保
嘉二氏の講演、その後、交流会。
・岩手県内 6 大学交流会への参加
④ 2019 年の活動方針
県内の若手会員等の掘り起こしを行いながら、会員相互の交流
等の促進に努めたい。また、2019 年は、三陸鉄道リアス線の開
通（3 月）、三陸防災復興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（6～8 月）、ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ釜石大会など、三陸地域でのビッグイベン
トが開催されるので、そういうイベントとも連携した取組みも検討したい。
⑤ 本部・各地域同窓会へのメッセージ
発足してまだ年数の若い同窓会ですので、会の運営等を含め、ご指導いただき、また、他の同窓会との交
流などもできればと考えています。
茨城銀杏会
代表幹事 増山 弘（７８年経済）
明けましておめでとうございます。新しい年が皆様にとりまして、明るく楽しい一年となりますことをお祈りいたし
ます。
開催が遅れておりました３０年度総会を新年会も兼ねまして、１月１５日（火）１８時３０分より水戸京成ホテル 地
階「景山」にて開催いたします。今回は、大井川知事にもご出席いただけることになりました。
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多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
埼玉銀杏会
代表幹事 露無 松景（８１法）
東京大学同窓会連合会の会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
猪の年、猪突猛進になるかはともかくとしまして、本年も攻めの精神を忘れず、埼玉銀杏会の運営に携わって
まいる所存です。特に、若手会員の数を増やし、これを起爆剤としてさらなる会の活性化を図ってまいりたいと考
えます。 よろしくお願い致します。
埼玉銀杏会は、埼玉県内の在住の東京大学の OB・OG が集まり、1994 年から活動を開始しておりまして、今
年で 25 周年になります。
昨年には、ホームページ（https://saitamaichokai.com/）を開設、情報発信力を高め、部会活動の連絡など、
会員の皆様とのリアルタイムでの情報のやりとりを行えるようにいたしました。
会の活動としましては、以下があげられます。
１．会員の皆様を対象とした集まり
①講話を聞く会…毎年６月頃に開催、会員の中から講師を選び、その方のお話を聞く。お話は、約 1 時間
で、その後は、会食とします。昨年は、浦和伊勢丹のクローバールームで、パスタ料理でした。
②総会…毎年 9 月頃に開催、決算・予算、役員人事など総会での審議事項、報告を行い、講演会を開催、
その後会食とします。昨年は、埼玉会館にて行い料理はフレンチでした。
２．部会活動等
①囲碁、旅行、ゴルフ、俳句、さらに昨年からは麻雀部会が加わりました。
部会活動では、外部の団体との交流もあります。
例えば、ゴルフ部会では、さいたま市東京六大学校友会ゴルフ対抗戦があり、昨年は
2 度目の準優勝でした。今年は、東京大学が当番校であり、初優勝を狙っています。（武蔵ＣＣ豊岡コース）
本コンペには、毎年、六大学合わせますと百名を超える参加がありますが、東京大学チームへの参加は、
チームのメンバー数を増やすため、埼玉銀杏会会員でなくと
も東京大学の卒業生であれば、広く参加することが認められ
ています。ゴルフの腕に自信のある方の奮ってのご参加をお
待ちします。
また、旅行部会では、プランのひとつとして、今年は、
京都旅行を泊りがけで行うことを計画しています。
②若手交流会…若手会員向けの活動を活発化させることを狙
っています。昨年は、小江戸といわれる川越を訪問し、散策、
その後、会食となりました。
③地域交流会…現在は、主に、和光市、川越をターゲットとしま
した、東上線沿線「地域交流会があります。昨年は、川越に
ある有名な禅寺である「平林寺」を訪問し、参禅の体験を行
ったりしました。
東京銀杏会
「新年のご挨拶」

副題“和気藹々、交流の深化を目指して”

事務局長 土田晃道（Ｓ４２工）
明けましておめでとうございます。新しい、穏やかな良い年を迎えられたことと、心からお慶び申し上げます。
さて、昨年の東京銀杏会は、前年に引き続き、既存事業を主体に、会員が参加しやすい活動を地道に展開し
てまいりました。こうした中で、立ち上げて間もない「異業種交流会」、「鐵楽（てつがく）会（鉄道を楽しむ会）」、
「美術鑑賞会」については、「働き盛りの現役・悠々自適のＯＢ」と幅の広い世代を包含する事業として軌道に乗
せるべく一層注力して参りました。その他の伝統的な行事についても世話人の献身的な尽力を頂き活発に活動
してまいりました。又、総会への参加などを通じた地域同窓会の皆様との絆の強化はもとより「鎌倉街道を歩く会
（鎌倉淡青会行事）」への毎回の参加など、交流を深めさせて頂きました。以上をカウントいたしますと約 130 回
の会が開催されて、平均 20 名強の会員の参加を頂いています。
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一方で、会員数は残念ながら少しずつ減少しています。直接的な新会員勧誘活動とともに、活動に対する会
員の継続的な満足度向上、そのための仕掛けが重要であると痛感しています。
本年も 1 月の新年会、2 月の銀杏講演会、3 月のトップフォーラムを皮切りに、多くの行事を予定しており、会の
活動の活性化をこれまで以上に図って参ります。
世の中の仕組みや価値観などが一層大きく変化すると思われますが、こういう時代だからこそ、東京大学や地
域同窓会の皆様との連携を一層強めたいと考えています。
本年もどうぞよろしくお願い申上げます。
[事務局から補足～期近のイベント案内]
詳細はホームページ参照ください http://tokyo-ichokai.com/
1.
第 152 回東京銀杏会囲碁の会：1 月 12 日（土）12：30～18：00
日本棋院・有楽町囲碁センター（東京交通会館９階）
２．東京銀杏会新年会：1 月 21 日（月）18：30～20：30 東京第一ホテル
３．虎ノ門昼食会（二水会）:1 月 9 日（水）12：00～ 新橋亭新館 原則毎月第二水曜
４．神保町懇話会:1 月 10 日（木）20：00～ 中国創菜酒坊“秋”
５．銀座昼食会（三木会）：１月 17 日（木）12：00～ ＧＲＩＬＬ銀座ライオン 原則毎月第三木曜
６．第 33 回銀杏講演会：2 月 20 日（水）18：30～ 学士会館 302 号
演題：「日本の歴史を世界史の文脈で考える」、講師：羽田正東京大学理事・副学長
７．第 24 回トップフォーラム：3 月 16 日（土）13：30～ 小柴ホール、演題：「豊かで健康な長寿社会の建設」
８．留学生と交流する会：3 月 2 日（土） 谷中地区散策
神奈川銀杏会
副代表幹事（事務局担当）： 松永 裕（1982・法）
明けましておめでとうございます。
本会は1993 年（H5.12.16）設立、連合会創設時からの参加団体です。会員数は平
成16年の5１５名をピークに減少し、現在１８０名です。会員減少の主な要因はメンバー
の高齢化ですが、構造的です。
そうした中で本年もこれまで同様、①活動にあまり参加していない既存会員の方々に
同好会への参加をしていただくこと、②比較的参加しやすい三土会・食楽会・旅行部
会への参加をきっかけに非会員の方にはご入会いただくこと、③若手交流会を通じて
現役世代に入会と幹事会入りをしていただくことの三点に注力したいと考えておりま
す。
また、近隣銀杏会とのイベント相互乗り入れ、市町村・鉄道沿線といった比較的小さ
な地域で開催するミニ銀杏会、イベントへの配偶者同伴の推奨といった活性化策も進
めていければと思います。
２００４年の母校の法人化から15年になろうとしております。その節目の年に連合会と校友会が新たな関係に移
行しそうな期待も感じられ、本年が同窓会に関わる者にとりましてホットでエポックメイキングな１年になりますこと
を願うものです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
鎌倉淡青会
鎌倉淡青会会長 吉田和彦
新年明けましておめでとうございます。鎌倉淡青会は昨年 6 月に設立 15 周年を終えて、16 年目を迎えてい
ます。
設立 15 周年記念行事として、鎌倉淡青会の代表的な同好会である「五街道を歩く会」が取り纏めた記録文
集を東大及び関係する東大の地域同窓会に寄贈致しました。この記録文集はこの会の 40 数名のメンバーが 9
年半の歳月をかけて東海道をはじめとする五街道を踏破し、併せて街道沿いの各地にある東大の地域同窓会
と交流してきた記録の後半分です。
この会は引き続き発展して「街道を歩く会」として活動を続けており、各地にある地域同窓会との交流も行って
おりますのでその節にはよろしくお願い申し上げます。一例として平成 30 年 11 月 13 日に高崎で群馬銀杏会
（同窓会連合会長崎事務局長及び東京銀杏会会員 2 名を含む）と鎌倉淡青会との交流時の写真を添付しまし
た。
このようにこの会のほか 11 に及ぶほかの同好会それぞれの行事だけではなく新年会や見学会などの全体行
事への参加者も多く、家族を含む会員相互の交流もおおいに進展しております。
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会員の高齢化が歳を追って進んでおりますが、鎌倉淡青会行事の推進及び行事への参加が高齢克服の一
助となると信じて活動を続けている次第です。
引き続きご指導、ご支援を頂ければ幸いです。
①
設立年：2003 年 会員数：260 名 地域：鎌倉市及び近隣地域
②
代表幹事（事務局担当）：池戸誠二郎（1966・文）
③
平成 30 年の主な活動
・「鎌倉淡青会公開セミナー」（5 回）を開催した。本年は円覚寺の都合により会場を 2 回目以降は円覚寺か
ら鎌倉商工会議所の地下ホールに移して行った。
・新たに発足した「鎌倉街道上道を歩く会」が本年 11 月に高崎にゴールして無事円成した。高崎では 6 年前
に中山道の途次に交流した群馬銀杏会と再度の交流会を開催した。
⁺12 番目の同好会として淡青ヴォイストレーニング教室が発足した。
④
課題
・より多くの会員に全体行事や同好会への参加
を促進すること。
・会員の高齢化が進んでいるので、比較的若
年の会員や新たな入会者などへの世代交
代を図ること。
⑤
本部・各地域同窓会へのメッセージ
本年もよろしくお願い申し上げます。来年 3
月から 3 年計画で「街道を歩く会」（①鎌倉街
道中道・②同下道・③大山街道）が発足する。
各街道途次にある地域同窓会との交流会を
持ちたいので、その節は協力方をお願いする
次第です。

山梨銀杏会
新年明けましておめでとうございます。
おかげさまで昨年も 2 回の例会を無事開催することができました。また、HP を見た方か
ら参加の連絡を頂くこともあり、情報発信の大切さを実感した年でもありました。
また、事務局内で例会の案内の作業を自動化し、事務作業の負担が軽くなったので、
空いた時間を活動のクオリティアップにつなげていきたいと思います。事務局メンバーも募
集していますので、面白いことをやりたい方がいましたら遠慮なくご連絡ください。
今年も 5 月と 11 月に例会を予定しています。山梨銀杏会は他団体との交流も積極的に
行っていきたいと考えていますので、気軽にご連絡ください。ワインと温泉を楽しみながら
語り合いましょう。
それでは、本年もどうぞよろしくお願いします。
■山梨銀杏会
設立年：2006 年
会員数：60 名
卒業生在住・勤務地域：山梨など
活動：5 月と 11 月の例会・懇親会、他団体との交流会
■事務局長
氏名：風間正利 甲斐国、山梨県におせっ甲斐（かい）しています。
卒業年・学部：2011 年、大学院新領域創成科学研究科
勤務先・肩書：株式会社おせっ甲斐 代表取締役社長
農業生産法人 葡萄専心 株式会社 NZ プロジェクトマネージャー
Tel 090-9393-0231 Mail mail@kazama.tv Web http://y-osekkai.com
山梨銀杏会に関心のある方は気軽にご連絡ください。
関西東大会
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謹んで新春のご祝詞を申し上げます。旧年中はお世話になりました。
本年も連合会様はじめ、各地域同窓会様との交流を増やしたいと思っており
ますので、宜しくお願い致します。
①設立年： １９８７（昭和６２年） 会員数：４００ 名 地域：関西（主に大阪）
② 会長 北 修爾（１９６６年・経） (右写真)
代表幹事兼事務局長：河野 裕亮 （１９７８ 年・経）
③ ２０１８年の主な活動：
・1 月 21 日に第 32 回総会兼新年会を開催しました。
講演 廣田 吉崇 氏
演題「茶の湯文化の歴史」
・８月２６日に講演会を開催しました。
講師 安藤 直人 東京大学名誉教授 演題「やってきた！大規模木造建築の時代」
・同好会活動 囲碁（４回）テニス（２回）ゴルフ（２回）音楽（１回）男も料理教室（２回）若手会（１回）
開催しました。
④ 課題：会員の増強 特に若手会員の獲得
⑤ ２０１８年に挑戦すること：
・2 月 3 日（日）に第 33 回総会兼「平成最後の新年会」を開催
講師 山田 泰弘 日本銀行理事・大阪支店長 演題「最近の経済・金融情勢について」
・８月 25 日（日）に講演会を開催予定
・会の黒字安定化
・魅力あるイベント開催で、会員の増強
奈良東大会

東京大学同窓会連合会の皆様、
明けましておめでとうございます。
奈良東大会は、会員１００人に満たない小さな会ですが、例年、新春に懇親会を、夏に会員総会
を開催し、会員の交流を深めてきました。また、春または秋に、「文化イベント」と称して古代史のロ
マン溢れる大和路を歩く会を催してきました。ここには、京都、大阪、兵庫など近隣の同窓会員や
家族にも参加していただいています。今後も、皆様から喜んでいただけるような企画を継続してい
きたいと考えていますので、よろしくお願いします。
なお、懇親会・総会に際しては、有志の方に３０分程度の講演をお願いして、会員の勉強の場と
していますが、奈良東大会のために講師として出席していただける方を広く求めていますので、ご
一報いただければ幸いです。
勝手なお願いまで添えて申し訳ありませんが、連合会の皆様のますますのご健勝とご発展をお
祈り申し上げて、新年のご挨拶とさせていただきます。
奈良東大会会長 木部義人
（連絡先 山口暁 奈良総合法律事務所）

山口東大会

山口東大会 会長 二井関成
明けましておめでとうございます。
山口東大会は、既存の山口市、周南市、宇部市の同窓会を核に、いわば
連合組織として４年前に結成しました。
従って、本会は、２年に一度の総会・懇親会を主要行事として取り組んで
おり、当面は県全体での会員拡大を目標に、会の活性化に向けて努力した
いと思っています。
本年もご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
大分赤門会
事務局長 生野 裕一
明けましておめでとうございます。
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大分赤門会の本年度の主な活動としては，２月または３月に開催予定の総会，４月２９日（月・祝）開催予定の
東京六大学ＯＢゴルフ大会・表彰式です。
東京六大学ＯＢゴルフ大会表彰式では，大会の順位に従って各校の校歌を順番に斉唱します。昨年度は惜
しくも２位に終わりましたが，今年は優勝を目指しておりますので，多くの方の力が必要です。大分県外に在住の
方でも何らかの形で大分につながりがあれば参加できますので，帰省を兼ねてお気軽にご参加下さい。連絡先
は shono@agora-jp.com です。
今年もよろしくお願いします。
宮崎赤門会
新年あけましておめでとうございます。
宮崎赤門会では、昨年 10 月に東大から松木副学長と中丸卒業生課長、連合会から長嵜事務局長に御出席
いただき、第５回総会・懇親会を開催いたしました。御来賓のみなさま、台風 25 号の影響で悪天候の中、遠路
お越しいただき、ありがとうございました。
総会で、設立以来会長を務めてこられた青木会長が退任され、日野会長が選任されました。幹事も田中幹事
から横山へバトンタッチされました。
また、昨年は、県内の東京六大学ＯＢゴルフ大会で、宮崎赤門会が優勝しました！
今年も県内の同窓生の親睦を深めていきたいと思います。
・設立年：2014 年 会員数：約 120 名 地域：宮崎県内
・会長：日野直彦（1978 法、弁護士） 幹事：横山幸子（1985 育、宮崎県庁）

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。
１． 校友会との協働体制結成について
（１） 東京大学校友会と連合会の新たな協働体制につき、校友会（社会連携本部卒業生部門に事務局を置く）
との話し合いが大きく進展しております。本部事務局より校友会提案の経緯・連合会としての対応策につき、具
体的に、有馬会長及び連合会の創設メンバー地域同窓会役員・事務局（東京銀杏会、関西東大会、東海銀杏
会、神奈川銀杏会、千葉銀杏会、埼玉銀杏会）との意見交換を進めております。
（２） 上記意見交換を踏まえた本部提案につきましては、連合会幹事会を１月２１日（月）１５：００より第一ホテル
東京で開催し、ご検討いただきたいと考えております。新年早々に開催通知いたしますので、よろしくお願いいた
します。尚、同日１８：３０より東京銀杏会新年会が同ホテルで開催されますので、併せご出席賜れば幸いです。
（３） 尚、その後の予定としては、連合会総会を５月２２日（水）１５：００より第一ホテル東京で開催し、校友会との
協働体制につき議案審議いただく予定です（尚、同日１８：３０より東京銀杏会総会が開催されます）。
２． 学士会との連携強化
有馬会長のご提案もあり、学士会会員東大卒業生をグループとして扱い、連合会・校友会とも連携して東大同
窓会として活かす案につき引き続き検討しております。
２． 本部機能見直し
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（１） 事務局人事
２０年近く東京銀杏会・連合会の事務を支えて来た徳重厚子氏が１２月２８日を以って退職しました。
新たな事務体制については、あまりにも長く事務処理を徳重氏に依存しており、事務人員の仕事量・内容が把
握できておりませんので、直ちに代替人員の雇用は行わず、当面は（年度内）、連合会は長嵜事務局長と東京
銀杏会は土田事務局長（プラス有志）とで出勤日を手分けして出勤・対応する予定です。従い、事務局に常時
誰かいる状況ではありませんので、ご迷惑をかけることもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。但
し、メールへの対応は従来どおり一年３６５日２４時間対応しております。
（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）に対し、
連合会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・更新委託を含めた打ち合わせを行ってお
ります。

Ⅲ 地域ではどんな活動をしている？
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。
関東
[東京銀杏会]
◎ 東京銀杏会第 24 回トップフォーラム (2019 年 3 月 16 日)のご案内
〜第 1 弾〜
○テーマ：豊かで健康な長寿社会の建設
日本は歴史上例のない超長寿社会の入口にあり、人生 100 年が普通になることも予想されている。
しかしただ単に寿命が延びただけで、病魔に苛まれ貧困に喘ぐことになっては、「私たちは何をやっていたのだ」とい
うことになってしまうであろう。
そこで今年度のトップフォーラムは、「豊かで健康な長寿社会の建設」をテーマとして取り組みたいと思う。
2019 年の東京銀杏会第 24 回トップフォーラムは、3 月 16 日（土）13 時 30 分から東大本郷キャンパス理学部小柴
ホールで開催いたします。
○開催日時： 2019 年 3 月 16 日（土）13 時 30 分～18 時開催場所：東京大学構内理学部 1 号館 2 階「小柴ホー
ル」
詳細は明年 2 月発行の次回の銀杏会ニュース 130 号に掲載いたしますが、先ずは皆様のご予定に加えて
頂きたく、お知らせいたします。
○ コーディネーター
＊ 飯嶋 勝矢 氏～医師、医学博士、東京大学・高齢社会総合研究機構教授
講演タイトル：
「なぜ老いる？ ならば上手に老いるには — 国家戦略としての「フレイル予防」— （フレイ
ルとは、体が弱くなっている状態のこと。早く介入すれば元に戻る可能性がある。）
1990 年 東京慈恵会医科大学 卒業、千葉大学医学部附属病院循環器内科入局、東京
大学大学院医学系研究科加齢医学講座助手、同講師、米国スタンフォード大学医学部研
究員を経て、2016 年より現職の東京大学高齢社会総合研究機構教授。内閣府「一億総
活躍国民会議」有識者民間議員にも就任。厚労省「高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施に関する有識者会議」構成員、厚労省「全国在宅医療会議」構成員、「認知症対
策官民連携実証プラットフォームプロジェクト」有識者メンバー。
《パネリスト》
山口 晴保 氏～認知症介護研究・研修東京センター センター長
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講演タイトル：
「認知症を正しく理解して予防（先送り）し、適切に対応すれば「笑顔の老後」
1976 年群馬大医学部卒業。同大学院で神経病理学を学び、1980 年に卒業（医学博
士）。同年神経内科に入局し、アルツハイマー病の研究を開始して以降、病態解明を目
指して脳βアミロイド沈着機序をテーマに 30 年にわたって研究を続けた。1986 年に群馬
大医療短大助教授、1993 年に同教授。1996 年に改組で群馬大学医学部保健学科教
授。2011 年 4 月より組織替えで群馬大学大学院保健学研究科教授。近年は、認知症の
診療術、認知症のリハビリテーション、介護予防、群馬県内の地域リハビリテーション連携
システム作りなどに注力した。2016 年 10 月から現職。

前田 展弘 氏～㈱ニッセイ基礎研究所 生活研究部 ジェロントロジー推進室 主任研究員東京大学高齢社会総合研
究機構 客員研究員
講演タイトル：「人生 100 年時代の高齢者の暮らしとお金 」
1994 年早稲田大学商学部卒業。2007 年日本大学大学院グローバルビジネス研究科修
了（MBA）。2004 年よりニッセイ基礎研究所。2006～08 年東京大学総括プロジェクト機構
ジェロントロジー寄付研究部門協力研究員、2009 年より東京大学高齢社会総合研究機
構客員研究員。専門はジェロントロジー（高齢社会総合研究学）。東京大学のメンバーとし
て高齢化課題解決に向けた様々な研究及び事業（セカンドライフ支援事業、リビングラボ
事業、高齢社会検定事業等）を手がけてきている。

飯田 泰之 氏～明治大学政治経済学部 准教授
講演タイトル： 「世代で閉じる社会保障制度改革 」
1998 年東京大学経済学部卒業。2000 年 3 月東京大学経済学研究科修士課程修了、
2003 年同大学経済学研究科博士課程単位取得退学。駒澤大学経済学部専任講師・
准教授を経て、2013 年より現職。専門は日本経済・ビジネスエコノミクス・経済政策・マク
ロ経済学。内閣府経済社会総合研究所客員研究員（2003 年 5 月～2005 年 3 月、
2007 年 4 月～2009 年 3 月）、参議院事務局特別調査室客員調査員（2004 年 4 月～
2005
年 3 月）、財務省財務総合政策研究所客員研究員、上席客員研究員（2009 年 9 月～
2017 年 6 月）、総務省自治体戦略 2040 構想研究会委員（2017 年 10 月～2018 年 7
月）、内閣府規制改革推進会議委員（2016 年 9 月～現在）などを務める。
伊藤 明子 氏～内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生総括官補
講演タイトル： 「超高齢時代の住まいとまちづくり 」
1962 年生まれ。1984 年京都大学工学部建築学科卒、同年建設省入省。住宅局、都市
局、宝塚市役所、内閣官房都市再生本部事務局等を経て 2010 年国土交通省住宅局住
宅総合整備課長、 2012 年住宅局住宅生産課長、2014 年内閣官房まち・ひと・しごと創
生本部事務局次長兼内閣府地方創生推進室次長、2016 年国土交通省大臣官
房審議官（住宅局担当）、2017 年国土交通省住宅局長、2018 年 7 月より現職。

◎
平成３１年東京銀杏会新年会のご案内
首記新年会を下記の要領で開催いたします。東京大学幹部、同窓会連合会会長及び地域同窓会関係者、並びに
留学生に幅広く声をかけるとともに、平成 30 年 1 月以降入会された新会員の皆様をご紹介いたします。会員同士
の出会いを大切にして交流を深め、心から楽しみ、新しい年の初めを明るく迎えるのが基本的なコンセプトになりま
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す。「世代間交流あり。同世代の交流あり。異業種交流あり。世界中からの留学生との交流あり。」なるべく多彩な内
容にしたいと思い巡らせています。
また、お一人でのご参加、大歓迎です。テーブル配置を含めて色々な工夫をいたします。
5 月の総会で好評だった春風亭昇吉氏（平成 19 年経済学部卒）の落語など、多様なイベントをスタッフ一同鋭意準
備しているところでございます。皆様、どうぞ奮ってご参加ください。
○日 時： 平成 31 年 1 月 21 日（月） 午後 6 時 30 分～8 時 30 分
○場 所： 第一ホテル東京 5 階｢ラ・ローズ Ⅱ｣
港区新橋 1-2-6 TEL：03-3501-4411
○会 費： 8,000 円（会員）、10,000 円（非会員の同窓生）
7,000 円（配偶者、平成 30 年 1 月以降入会者）
3,000 円（平成 29・30 年卒会員、学生会員）
○申 込： 出席ご希望の方は平成 31 年 1 月 15 日(火)までに電話、ファクスまたはＥ-メールにて東京銀杏会事務
局（下記）へお申込み下さい。
「事務局」 TEL： 03-5804-3875 FAX ： 03-5804-3876 tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com

◎ 銀杏講演会（第 33 回）開催のご案内 ～羽田正 東京大学理事・副学長を迎えて～
第 33 回銀杏講演会は、東京大学理事・副学長の羽田正教授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： 前近代の日本の歴史が、日本列島の外の動きをはっきりと意識し考慮して語られることは、これま
であまりありませんでした。日本列島という空間の枠内で生じる事象の展開を、古い時代から現代まで時の流れに沿
って解釈し説明することが、日本史研究の重要な役割なのですから、それは当然だと
もいえるでしょう。しかし、日本列島の過去は、同時期の世界各地で人々が繰り広げる
様々な動きと決して無縁ではありませんでした。世界史の大きな流れの中に日本の過
去を位置づけ、横のつながりに注目してみると、日本史の枠内では従来あまり強調さ
れなかった重要な史実が明らかになったり、通説の弱点が見え新たな解釈が提案でき
たりすることがあります。
今回は、グローバルヒストリーという手法を用いて、16 世紀後半から 17 世紀前半（安
土桃山～江戸初期）と 19 世紀半ば（開国期）の日本列島の歴史を、世界史の文脈か
ら捉え直してお話ししてみたいと思います。それは、日本の過去を材料にして世界の
過去を捉え直す作業の一環ともなるでしょう。
○講 師：羽田 正 東京大学理事・副学長（国際・IR ご担当、歴史学者）
○演 題：「日本の歴史を世界史の文脈で考える」
○日 時：平成 31 年 2 月 20 日（水） 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
○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：2 月 15 日（金）までに東京銀杏会事務局に E-メールまたは同封のお申し込み用ファックス用紙を用いて
ファックスでお申込み下さい。
FAX：03-5804-3876、Ｅ-ﾒｰﾙ：tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com
○
ご講演者プロフィール：
1976 年京都大学文学部史学科卒業。1978 年同大学大学院文学研究科修士課程修了。1980 年よりパリ第 3 大
学博士課程へ留学。1983 年同大学より Doctorat de troisième cycle（Etudes iraniennes）を取得。日本学術振興
会特別研究員、京都橘女子大学文学部助教授を経て、1989 年より東京大学東洋文化研究所助教授。1997 年同
研究所教授（現職）となり、2004 年より同副所長（2006 年 3 月まで）、2009 年より同所長（2012 年 3 月まで）を務
める。2012 年より東京大学副学長・国際本部長（2015 年 3 月まで）。2016 年より東京大学理事・副学長を務める
（現職）。
◎ 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２５７回: ２０１９年 1 月９日（水） 12:00～
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○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
○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。
◎ 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：２０１９年 1 月１７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
○予 定：平成 31 年 1 月 17 日
◎ 神保町懇話会
本年もはや師走となりました。何かと慌ただしい月ですがご健勝のことと存じます。
第 104 回（1 月）～第 106 回（3 月）の予定をお知らせいたします。冬から春に移ろう季節としては平成最後になりま
すが、皆様、是非ご参加下さるようお願い申上げます。
○開 催 日：2019 年 1 月 10 日（木）、2 月 6 日（水）、3 月 6 日（水）
2 月、3 月は第一水曜日開催となりますのでご留意下さい。
○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１２月２３日 囲碁の会幹事 鈴木庸夫
東京銀杏会囲碁の会 斉藤良太郎五段が第 21 期本因坊位を獲得！
第１５２回（通期１９０回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
12 月 22 日の例会で行われた本因坊戦決勝トーナメントで斉藤良太郎五段が優勝され、第 21 期東京銀杏会本因
坊位を獲得されました。また、豆棋士４名やご両親、大学院学生が参加され、大変な盛り上がりを見せ、年間出席者
数は昨年を１名上回る 323 名となりました。
有楽町駅前の東京交通会館９階にて毎月（奇数月は第２土曜日、偶数月は第４土曜日）開催していますので、銀座
方面にお出かけの際は、どうぞ覗いてみてください。これから囲碁を始めたいと思われる方も大歓迎です。
〇日 時：平成３１年１月１２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新年会を行います。
千代田区有楽町２－１０－１、東京交通会館９階、９０８号室
電話：０３－６２６９－９１３３
〇講 師：馬 亜蘭：中国棋院四段
渡辺恵子：石倉昇九段囲碁教室インストラクター
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）
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〇例 会 費：5,000 円
〇新年会費：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

◎ 留学生と交流する会 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 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
◎ 第４６回自由が丘銀杏会 報告
日時 ３０年１２月２日（日）、会場 都立大学駅近く「ひのや」
参加者 ３０名、講演者 相撲博物館 学芸員 中村史彦氏 講演のテーマ 江戸文化と相撲
内容は、力士のまげ、着物、土俵・屋形、櫓・太鼓、番付、大相撲の制度の変遷など多岐にわたる解説。
参加者からの質問も多く大変な盛り上がりだった。
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神奈川銀杏会
◎ 三火会・三土会
投稿はございませんでした。
◎ 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。体を動かしやすい平服でおこし下さい。
[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
◎ 食楽会の活動について
新年おめでとうございます。寒さが身に染む今日この頃ですが、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。
さて昨年 5 回目となる食楽会は、11/24（土）に 20 名ものご参加を得て、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」を開催いたしました。
初めての競馬場体験の方も多くいらっしゃいましたが、会員プロと係の方の親切なご指導もあり、馬券購入や眼下
でのレース鑑賞を満喫して頂けたことと存じます。来年以降も定期的な開催が出来ればと思っておりますので、今回
不参加の皆様も次回はぜひご参加下さいますようお願い申し上げます。
さて、今年第一回となる食楽会は初めての新年会を幹事勤務のイタリアンレストラン「サイゼリア日ノ出町店」で「シ
ェフの特別料理を味わう会」を開催いたします。既に 17 名のお申込を頂いておりますが、まだ席に余裕がありますの
で早めにお申し込みください。

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。
朝晩すっかり冷え込んで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 5 回目となる食楽会は、11/24（土）に 20 名のご参加を得て、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」を開催いたしました。
初めての競馬場体験の方も多くいらっしゃいましたが、係の方の親切なご指導もあり、馬券購入や眼下でのレース鑑
賞を満喫して頂けたことと存じます。来年以降も定期的な開催が出来ればと思っておりますので、今回不参加の皆
様も次回はぜひご参加下さいますよう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
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○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。
【2019 年１月の予定】
１．淡青書道教室：１月１０日（木） １０：００～1５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
２．テニス例会：１月１０，１１，１８，２４，２５，３０日 ８：３０～１０：３０ または １０：００～１２：００
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
３．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）1月1４日(月)と１月２８日（月）
９：００～１２：００
スペース野の花(鎌倉)
４．ヴォイストレーニング教室 １月１５日（火） １３：３０～１５：３０
５．鎌倉淡青座禅会：1月１６日(水) 09：00～11：00 円覚寺居士林
６．定例昼食会（三金会）：１月１８日（金） １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
瀧川謙司（３９法） 「７７年前の見事なシミュレーションに思う」
７．新年会 1月２６日(土)
14.00～18.00 銀座アスター鎌倉賓館
８．淡碁会（囲碁同好会）例会：１月２９日（火） １３：００～１７：００ 大船学習センター
９．歴史散策会：１月３１日(木) １０：００ 江ノ電 江ノ島駅改札口集合
「片瀬山から相模灘・霊峰富士を望む。早咲きの梅も」
（予告）
＊ヴォイストレーニング教室：２０１９年２月５日（火）と２月１９日（火）
＊坐禅会：２０１９年２月６日（水）と２月２０日（水）
＊ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）
２０１９年２月１１日（月）と２月２５日（月）
＊淡碁会 ２０１９年２月１３日（火）
＊書道教室：２０１９年２月１４日（木）
＊定例昼食会（三金会） ２０１９年２月１５日(金) 茶寮「いの上」
＊街道を歩く会(鎌倉街道中道・下道・大山街道を歩く) 2019年3月13日
【以下同好会等活動報告】
忘年会
4３人の参加者により今年は場所を変えて大仏前の中華料理屋華正樓にて恒例の忘年会を 201８年 12 月 1７日開
催した。吉田会長、出席者の中の最長老工藤氏の乾杯の音頭、各同好会幹事からの話の後和気あいあいの中閉
会した。また、恒例となった忘年会会場までの歴史散策会が、１７名の参加を得て実施された。江ノ電長谷駅から、
収玄寺、長谷寺などを訪れ、忘年会会場へ向かった。熊幹事の懇切丁寧な説明もあり、充実した散策会となった。
挨
拶
さ
れ
る
吉
田
会
長

懇
親
会
風
景

ゴルフ同好会
○淡青会ゴルフ部会では春と秋の２回コンペを開催することをメインに活動を行っている。
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秋季コンペは 10 月 15 日(月)に鎌倉カントリークラブにて開催、4 組 13
名の淡青会会員が参加した（右写真：コンペ終了後懇親会）。これまで
の淡青会コンペにおける参加者各位の実績に基づいたハンデにより順
位決定を行うというルールに基づき開催している。
コンペ結果の上位３名までの方々の成績は次の通り。
順 位/氏 名/ OUT/ IN/GROSS/HDCP/NET/備考（次回ハンデの算
定結果）
優勝 小倉英世 44/44/88/19.2/68.8 (19.2-3.2)×0.85 = 13.6
準優勝 辻啓 一 48/47/95/24.1/70.9(24.1-1.1)×0.90 = 20.7
第３位 杉田秀雄 50/49/99/26.6 /72.4/26.6×0.95=25.3
○ 今後は平成３１年４月 15 日淡青会春季ゴルフ会、平成３１年６月 6
日鎌倉六大学交流ゴルフ会開催予定。
テニス部会
１１月３０日、テニス例会終了後、葉山マリーナの「青羅」中華レストランで忘年
昼食会を行った。１５名参加のにぎやかな懇親会となりました。
葉山南郷公園毎週金曜日、鎌倉笛田公園隔週水、木金曜日に行われるテニ
ス例会は、同日で計画回数７７８回（中止含む）となり、会員制テニスクラブで
プレイを継続する年配者の寿命は一般の年配者より長いとの情報に納得の雰
囲気でした。

中部・北陸･近畿
投稿無し
関西
[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）

（変更なし）

◎
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 （８７法・灘高）
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
◎

囲碁同好会のご案内
日本棋院の古家プロをお招きし、3 ヶ月に一度（1，4，7，10 月）の第一もしくは第四土曜 13:00～17:00 に開催い
たします。是非 定期的なご参加をお願い申し上げます。
1. 日 時：次回は 2019 年 1 月 26 日(土) 13:00～17:00
2. 会 費：4,000 円
3. 場 所：綿業会館 大阪市中央区備後町２丁目５番８号 ＴＥＬ（06）6231-4881
4. 指導対局：日本棋院棋士 古家正大 四段
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5. お問い合わせ並びに申込： 囲碁同好会世話人 井元秀剛 （昭 60 養） imoto@lang.osaka-u.ac.jp
◎
２０１８年夏の講演会報告安藤直人東京大学名誉教授「やってきた！大規模木造建築の時代～木と鉄とコ
ンクリートの共創」
大変興味ある内容ですが、岩田 恵氏（９１工）による講演録は５頁にわたるため、割愛します。ご関心のある方は下
記の関西東大会ホームページを参照ください。
http://blog.kansaitodaikai.main.jp/?cid=18512
奈良東大会
事務局長 山口 暁
いつもお世話になっております。
１．ご報告が遅くなりましたが、11 月 18 日に恒
例の秋の文化行事を開催致しました。
昨年に引き続き京都東大会、新たに兵庫東大
会からご参加を賜り、総勢 20 名で紅葉の纏
向・三輪を散策致しました。今年は、山の辺の
道を北上し、大神神社や箸墓古墳、石塚古墳
などの古墳群、纏向遺跡などを巡り、昼食には
奈良の名物である三輪そうめんを堪能致しま
した。今年はお天気も良く、優雅な時間を堪能
できたとの感想もいただき、御好評をいただき
ました。
２．奈良東大会の新年会を 2019 年 2 月 1 日
（金）18 時 30 分から奈良ホテルにて開催予
定です。
本年も大変お世話になりありがとうございました。 来年も宜しくお願い申し上げます。
[兵庫東大会]
◎
兵庫東大会第２８回例会開催予定
２０１９年２月２３日（土）１８：００～ ホテルオークラ神戸
中国･四国・九州
[岡山東大会]
◎
新年会
日時： １月２４日（金）１８時より
場所： ホテルグランヴィア岡山
会費： 一人１万円 （Ｈ２５以降の卒業生は５０００円）
特 別 会 員
[東大三鷹クラブ]
◎
第142回定例懇談会のご案内
日 時 ： 平成31年1月15日（火） 18時30分～21時
場 所 ： 学士会館本館203号室（千代田区神田錦町3-28 TEL 03-3292-5931）
講 師 ： 川村 隆 東京電力ホールディングス 会長（昭和33年入学）
テーマ ： エネルギー問題を考える
会 費 ： 6000円（会場費、夕食代・飲み物代、通信費など込み）
二次会 ： 別途 有志による二次会を、すずらん通の中国料理店 SANKOUEN にて開催予定
定 員 ： 50名（先着順：定員を超えない限り特に連絡は致しません）
申込先 ： 平賀・干場 FAX 03-5689-8192 TEL 03-5689-8182
（有）ティエフネットワーク Email ： tfn-hoshiba@blue.ocn.ne.jp
Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情報
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１． 一 高 玉 杯 会 便 り １ ８ ０ 号 （ １ 月 ７ 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：２０１９年４月６日（土）１２時開会 場所：駒場生協食堂２階
② 連載小説
死の日まで天を仰ぎ 藤代 肇
第二部 行く河の流れの中で
三十一（編注：ヴォリスへの便り 戦況の悪化）
２．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
３． 学士会・学士会館精養軒
[学 士 会 案 内]
午餐会（2019 年 1 月）
○開催日：1 月 21 日（月）12：30～食事／13：20～講演／14：20～質疑応答
○場 所：学士会館（千代田区）
○講 師：岡田 随象氏（大阪大学大学院医学系研究科教授）
○演 題：『遺伝統計学で迫る日本人集団の適応進化』
○参加費：お食事付き 4,000 円（講演のみ 2,000 円）
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）
第 34 回関西茶話会
○日 時：2 月 16 日（土）14：30～講演会／15：30～懇親会（立食）
○場 所：中央電気倶楽部（大阪市北区）
○講 師：仲野 徹氏（大阪大学大学院医学系研究科病理学教授）
○演 題：『知っておきたい病気の話‐がんは運である？』
○参加費：3,000 円
詳細は、学士会関西事務所まで。
MAIL：kansai-info@gakushikai.or.jp
TEL：075-771-1191（月曜日を除く平日 10：00～16：00）
お寺で体感～仏教楽器演奏＆悩み“僧”談会
○日 時：2 月 16 日（土）午前の部 10：00～12：00／午後の部 14：00～16：00
○場 所：功徳院東京別院（豊島区）
○参加費：3,000 円
詳細は事業課まで。
MAIL：jigyou@gakushikai.or.jp
TEL：03-3292-5955（平日 9：00～17：00）
親から始める子どものための良縁イベント in 京都
○開催日：2 月 23 日（土）
○場 所：京都大学楽友会館（京都市左京区）
○参加費：親御様お一人でご参加 20,000 円／お二人でご参加 30,000 円
詳細は事業課まで。
MAIL：jigyou@gakushikai.or.jp
TEL：03-3292-5955（平日 9：00～17：00）
九州講演会
○日 時：3 月 2 日（土）14：00～講演会／15：40～懇親会（立食）
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○場 所：九州大学西新プラザ（福岡市早良区）
○講 師：櫻井 龍子氏（元最高裁判所判事／学士会理事）
○演 題：『最高裁判所の 8 年余をふり返って』
○参加費：講演のみ無料／懇親会 3,000 円
どなたでもご参加いただけます。詳細は事業課まで。
MAIL：area@gakushikai.or.jp
TEL：03-3292-5955（平日 9：00～17：00）
学士会館情報
紅楼夢特別イベント「第一回 紅楼夢流 名菜席」
食材やテーマを決めたプレミアムな中国料理をご用意いたします。第一回は中国のお正月料理「春節」にちなみ、
魚介や野菜、果物などをふんだんに使った縁起の良いメニューをコースでお楽しみ頂きます。
〇期間：2019 年 2 月 5 日(火)
〇料金：15,000 円（税･サ込）料理･飲物込み
URL：https:// www.gakushikaikan.co.jp/special/meisaiseki-1/
TEL：03-3292-0880
旬菜寿司割烹 二色の「恵方巻き」
旬菜寿司割烹二色では毎年恒例の恵方巻きの予約販売を開始いたします。香りの良い江戸前の海苔を使い、七
種類の具を職人が一本一本巻き上げています。福を切らないように、恵方を向いて一本丸かぶりしてください！
〇期間：2019 年 2 月 1 日(金)～3 日(日) ※3 日(日)は、予約販売のみ行います。
〇料金：＜お持ち帰り＞・恵方巻き 1,300 円(税込)・海の幸恵方巻き 1,700 円(税込)
※ご予約の方全員に、節分豆をプレゼント！
＜ランチ限定＞・恵方巻き膳 1,500 円(税込)・海の幸恵方巻き膳 1,900 円(税込)
URL：https:// www.gakushikaikan.co.jp/special/ehoumaki2019/
TEL：03-3292-3960
第 5 回ワイン頒布会のお知らせ
南フランスから日本に初上陸！スパークリングワイン ＡＧＵＩＬＡ ～アギラ～
【 クレマン ド リムー 】シャンパーニュ製法の発祥の地「サン・ティレール修道院」があるリムー地区の代表的スパーク
リングワインです。
スパークリングワイン特別セット ブリュット ＆ ロゼ
〇販売価格（税込・送料込/簡易箱入り）・・・・・7,000 円
☆以上の 2 本がセットでお楽しみいただけます。
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/wine5/
TEL：03-3292-5936
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（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/
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
阪和興業
株式会社
取締役会長
北 修爾
（S41・経）
関西東大会

阪和興業株式会社ホームページ https://www.hanwa.co.jp/
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）

学士会館ホームページ https://www.gakushikaikan.co.jp/
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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「本州一」（梅田酒造場・広島県広島市）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)
水、米、人、地域とのかかわりを大切に。岩手でしか味わうことができ
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)
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す。
http://www.aramasa.jp/
山形県天童市 出羽桜酒造（株） (創業 18９2)
IWC2０16SAKE部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」に 1282 銘柄
の中から「出羽桜 出羽の里」が選ばれました！！
http://www.dewazakura.co.jp/
福島県福島市 (有)金水晶酒造店 (創業 18９5)
全国新酒鑑評会 8 年連続金賞受賞蔵（第９6 回～第 1０3 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)
日本酒の正統 大七の“生酛造り(きもと造り)”
http://www.daishichi.com/
新潟県東蒲原郡 下越酒造（株） (創業 188０)
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。
http://www.sake-kirin.com/
栃木県芳賀郡 惣誉酒造（株） (創業 1872)
兵庫県特Ａ地区産山田錦 1００％で造る生酛（きもと）の酒に力を
注いでいます。 http://sohomare.co.jp/
栃木県小山市 西堀酒造㈱ （創業 1872）
地酒「門外不出」をはじめ古代米ワイン「愛米魅 I MY ME（アイマイミ
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)
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棟が国の
登録有形文化財です。 http://www.takeshige-honke.co.jp/
奈良県北葛城郡 長龍酒造（株） (創業 1９23)
「昇道無窮極」（旨い酒・良い酒をつくる努力は無限である）を社是と
して、酒造りに日々精進しております。 http://www.choryo.jp/
広島県広島市 ㈴梅田酒造場 （創業 １９１６）
地元広島産の米･酵母･水から、風味華やかでスッキリとした飲み口
のお酒を醸しています。日本酒を飲み慣れない方にもオススメで
す。 http://www.honshu-ichi.com
福岡県八女市 (株)喜多屋
（創業 1818-3０）
「酒を通して多く喜びを伝えたい」の志で創業して約 2００年。IWC2０
13SAKE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）
優しくふっくらとしたやや甘口の酒質が特徴で、料理を引き立てるよ
うなお酒造りに専心しております。

22

工藤 朋 代表取締役
（H15・工）
佐藤 祐輔 代表取締
役社長 （H11/文）
仲野 益美 代表取締役
社長 （院農学生命科学
研究科非常勤講師）
斎藤 美幸 常務取締役
(S63/養)
太田 英晴 代表取締役
社長 （S6０/法）
佐藤 俊一 代表取締役
社長 （S45/農・S5０博）
河野 遵 代表取締役社
長 （S6０・経）
西堀哲也
取締役（H25・文）
武重 有正
代表取締役社長
（S58 工・S63 博）
飯田 豊彦
代表取締役社長
（S61 経・Ｈ２2ＥＭＰ修）
梅田 啓史 (H19／文)

木下 宏太郎 代表取締
役社長 （S６２・農）

冨安 拓良 代表取締役
社長（H９・農）

2019/01
協 賛 企 業・法 人
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全国地域同窓会一覧
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）

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12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(2002/162)
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）

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）

島根赤門会(2013/70)
①長崎銀杏会（1996/70)
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１２月末退職）

