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Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情
報
１． 東京大学オンラインコミュニティ T F T
東京大学オンラインコミュニティ「TFT」では月1回メールマガジンを配信しています。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

２． 三鷹クラブ干場氏よりのご案内
○・今年1月12日、「在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第25回全国の集い/地域医療研究会全国大会合同
大会」プレ大会と連携、かつての東大全共闘の砦、東大安田講堂で「全共闘50周年」集会を開催しました。
・ 9月16日「在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第25回全国の集い/地域医療研究会全国大会合同大会 」
の開催にあたり、分科会としてシンポジウム「団塊／全共闘世代の未来と課題」を行うことになりました。案内を添付致しま
す。知人・友人、兄弟・姉妹、父・母などゆかりの、又、関心のある方々にもお知らせして頂ければ幸いです。
・ 尚、パネリストの一人小杉亮子氏は「東大闘争の語り：社会運動の予示と語り」（新曜社、2018年5月刊）の著者で、故小
杉健郎東大宇宙科学研究所宇宙計測部門（天文台）教授（66年東大三鷹寮入寮）のお嬢さんです。小杉君は民青系で
小生とは異なる立場にありましたが、その娘さんのインタビューに協力、その著書に載せて頂き、感慨深いものがありま
す。かつての立場を越えて、小杉君ゆかりの皆さんにもお集まり頂ければ、幸甚です。
・ また、全共闘50周年を機に、25周年の際に刊行した「全共闘白書」（新潮社）の50周年版として、「続・全共闘白書」刊
行の準備を進めています。（最終）締切の7月末時点で430超の回答があり鋭意編集中ですが、その後も回答が届いてい
ます。500名は超えるのではないかと思います。いずれも現実化した出版に向けて期待感あふれるものばかりです。
まだ回答していないという方は急ぎお願いいたします。
・ アンケートは以下をクリックして下さい。
www.zenkyoutou.com （「続・全共闘白書」でも文字検索できます）
「続・全共闘白書」のホームページへアクセスしますので、画面の指示にしたがってご回答下さい。上記PC画面よりアンケ
ートと回答用紙をプリントアウトして、回答用紙だけをFAXか郵送でお送りいただいても構いません。
○ 併せて、春風亭昇吉君（2003年三鷹寮入寮）のチャリテｨ寄席のご案内もさせて頂きます。
・ サハラ砂漠以南のアフリカ諸国では電化率が低く、とりわけ都市部から離
れた農村や山岳地帯においては、ほとんど電気が使えません。そして多くの
子供達は日中に水汲みや農作業などで時間を取られ、学習する機会を失っ
ています。また、農村の家庭で使われている灯油ランプは本を読むには暗
く、高価な燃料費もかかる上に有害な煙も排出するため、子供の学習には適
していません。
そこで、「東京大学 国際協力学生団体 GREEN HEARTS」は、子供達が
夜間でも安心して本を読み、字を覚えて勉強ができるよう、ソーラーランプ
（太陽光発電ランプ）を寄贈するため、チャリティイベントや国際シンポジウム
を開催して寄付金を集めています。
集まった寄付金は、「認定NPO法人ファーストアクセス」を通じてアフリカの子
供たちに送られます。
「春風亭昇吉チャリティ落語会」はその活動の一環として、東大卒落語家・
春風亭昇吉さんの全面的なご協力をいただき毎年開催しております。後輩
のGREEN HEARTSの皆さんと一緒に、皆様のご来場を心よりお待ち申し上
げます。
（文責）干場革治
E-mail tfn-hoshiba@blue.ocn.ne.jp
Mobile amadai-hoshiba@docomo.ne.jp
HP http://amadaitfn.yuyake.com/amadai.html
３．静嘉堂文庫美術館
館長：河野元昭（６７・文）
[入門 墨の美術 ―古写経・古筆・水墨画― The Diversity of Ink Arts ― Sutras, Ink Paintings and Calligraphy]
［会期］ 2019年8月31日（土）～10月14日（月・祝） ［休館日］毎週月曜日 （ただし9月16日・9月23日・10月14日は開
館）、9月17日（火）、9月24日（火）
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○ 奈良時代には仏教の広がりとともに、国家事業としても写経が盛んに行われ、それは明確な役割分担をした写経所
のスタッフが担いました。平安時代、貴族は手習い（=習字）を大事な教養として学び、その和様の書は美しく装飾した料
紙の上に流れるような線で書写されます。鎌倉時代にその萌芽がみられ、室町時代の禅宗文化や唐物の流行を象徴す
る水墨画は、墨のトーンを巧みに用い、鑑賞者を絵画空間へいざないます。
その時々でさまざまに用いられ、時代の美意識を如実に表現する墨。本展では、「古写経」「古筆」「水墨画」に注目し、
静嘉堂所蔵の名品約30点を通して、多彩で奥深いモノクロームの世界をわかりやすく紹介します。
○展示構成
第1章 祈りの墨―古写経― 第2章 雅なる墨―古筆― 第3章 墨に五彩あり―水墨画―
○展示作品解説
①「華手経 巻第四」（五月一日経） 紙本墨書 天平10年（738） 一巻
奈良時代を代表する古写経の一つで、
光明皇后（701～760）が父藤原不比等（659〜720）と母県犬養三千代（橘三千代、?〜733）の追善供養を目的に発願
した一切経（いっさいきょう）です。「写経体」と呼ばれる謹直な字で書かれています。
②「寸松庵色紙」 紙本墨書 平安時代（11世紀） 一幅
雲母で亀甲の文様が刷られた唐紙を料紙に用い、『古
今和歌集』の四季の和歌を流麗な仮名で散らし書きした、平安時代後期の古筆切。料紙の上部に和歌を集約し、右下
に「つらゆき」（貫之）と添えています。武士で茶人でもあった佐久間真勝（実勝、1570～1642）が元和7年（1621）に建立
した「寸松庵」に伝来したことから、その名称があります。
③国宝「倭漢朗詠抄 太田切」（下軸）紙本墨書 平安時代（11世紀） 二巻のうち一巻 修理後初公開!!
藤原公任（966～1041）の撰による588首の漢詩句と216首の和歌からなる詩歌集『和漢朗詠集』下巻の一部。当時、大
陸から舶載された華麗な唐紙に、金銀泥による大和絵風の下絵を加え、漢詩と和歌を墨書した巻子装です。その仮名
は大小さまざまに変化をつけた大胆かつ軽快な書風です。二巻のうち一巻のみ展示。
④重要文化財 伝周文「四季山水図屏風」紙本墨画淡彩 室町時代（15世紀） 六曲一双 修理後初公開!!
15世紀に流行した画僧・周文の水墨山水画のスタイルの中でも、最も成熟した作。本屏風は右から左へ四季が移ろい、
深遠な山水空間が広がります。鑑賞者は右端の楼閣のテラスで語らう二人の後ろ姿に導かれ、春の訪れを告げる梅
樹、その向こうに屹立する山に圧倒されます。左隻の遠山は真っ白な雪山です。計算しつくされた構成と見事な筆墨に
よる大気の表現は圧巻。
開館時間：午前10時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
入館料：一般1,000円、大学生・高校生700円、中学生以下無料 ※20名様以上の団体は200円割引
[イベント情報]
1．講演会
会場：当館地階講堂 定員：120名 聴講料：無料（ただし、当日の入館券が必要）
申込方法：当日、開館時より整理券配布（1名様につき1枚）
（1）「奈良時代の写経をひもとく」
日時：9月21日（土） 13:30～15:00（開場13:15）
講師：市川理恵氏（東京大学史料編纂所研究支援推進員、駒沢女子大学兼任講師）
（2）「室町時代における水墨描法の確立」
日時：9月29日（日） 13:30～15:00（開場13:15）
講師：相澤正彦氏（成城大学教授）
2．河野元昭館長のおしゃべりトーク
会場：当館地階講堂 定員：120名 聴講料：無料（ただし、当日の入館券が必要）
申込方法：当日、開館時より整理券配布（1名様につき1枚）
「饒舌館長ベストテン―好みの墨絵―」を口演す
日時：9月14日（土） 13:30～15:00（開場13:15）
講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
3．列品解説（いずれの回も30分程度） ※当日有効の入館券が必要です。
展示内容・作品について担当学芸員が解説します（展示室または講堂にて）。
午前11時～：9月12日（木）、9月26日（木）
午後2時～：10月5日（土）、10月12日（土）
４．一高玉杯会便り
◎ 秋の寮歌祭
令和元年度秋の寮歌祭を下記の通り開催いたします。奮ってご参加下さい。
○日時：１０月２６日（土） １２：００開会
○場所：駒場生協食堂２階
◎ 寄稿 以下、記事の紹介のみ。詳細は編集の工藤さんにお申し込み下さい。（連絡先） kudo@gakushikai.jp
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・ 第１９４号（令和元年８月１日）
寄稿 「消えぬ昭和」～東京空襲被爆の思い出 山本 思外里 （Ｓ２４文甲三Ａ）
・ 第１９５号（令和元年８月１８日）
寄稿 「消えぬ昭和」～昭和は１６年で消えるべきだった 岡井 敏 （Ｓ２６理甲二）
・第１９６号（令和元年８月２５日）
寄稿 「林連徳先輩(北京一高会)のこと」 相良 英明 （Ｓ２６文甲二）

５．学士会・学士会館精養軒
学士会主催夕食会・午餐会（2019年9・10月）
毎月10日前後と20日前後に、食事付き講演会を開催しています。
・場 所：学士会館202号室（千代田区神田錦町）
・参加費：4,000円（講演のみ2,000円） 学士会会員及び会員の同伴
◎夕食会（18:00～食事／18:50～講演／19:50～質疑応答）
9月10日（火）夕食会
・講 師：永田和宏 氏（歌人／京都産業大学タンパク質動態研究所所長）
・演 題：「『知の体力』と『問う力』」
10月10日（木）夕食会
・講 師：秋山治彦 氏（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部長／一般社団法人日本認知症学会理事長）
・演 題：「認知症への先制医療～その課題と展望」
◎午餐会（12:30～食事／13:20～講演／14:20～質疑応答）
9月20日（金）午餐会
・講 師：真鍋 真 氏（国立科学博物館標本資料センター コレクションディレクター）
・演 題：「恐竜博2019：恐竜学の最前線と近未来をさぐる」
10月21日（月）午餐会
・講 師：白石太一郎 氏（国立歴史民俗博物館名誉教授／大阪府立近つ飛鳥博物館名誉館長）
・演 題：「百舌鳥・古市古墳群の語るもの」
詳細は、学士会公式サイトまたは事業課まで。
URL：https://www.gakushikai.or.jp/service/dinner/
TEL：03-3292-5955（平日9:00～17:00） MAIL：koenkai-info@gakushikai.or.jp
学士会主催「若手茶話会」（ミニプレゼン会・読書会・ドカフェ）
44歳以下の会員を対象とした定期イベントです。プレゼンを聞いたり、好きな“本”や気になる“テーマ”について語り合っ
たり、現役世代同士、交流・人脈を広げませんか？
◎ミニプレゼン会（10:30～12:00）
・開催日：9月28日（土）
・場 所：学士会館4階 会員倶楽部室 会議室
・参加費：無料
◎読書会（13:00～14:30）
・開催日：9月28日（土）
・場 所：学士会館4階 会員倶楽部室 会議室
・参加費：500円
◎ドカフェ（15:15～17:00）
・開催日：9月28日（土）
・場 所：学士会館1階 レストラン「Latin」
・参加費：1,000円（ドリンク付き）
詳細は、学士会公式サイトまたは会員支援課まで。
TEL：03-3292-5932（平日9:00～17:00） MAIL：contact@gakushikai.or.jp
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URL：https://www.gakushikai.or.jp/service/event/wakate.html
学士会「地域講演会」
年に1回、北海道地区・東北地区・名古屋地区・九州地区で、大学や関連同窓会と協力して、講演会を開催しています。
◎北海道講演会
・日 時：10月12日（土）15:30～講演会／17:00～懇親会
・場 所：北海道大学 クラーク会館
・講 師：小菅正夫 氏（札幌市環境局参与（円山動物園担当）／元旭山動物園園長）
・演 題：「七帝柔道と動物園」
・参加費：講演会のみ無料、懇親会込み2,000円
・共 催：北海道大学校友会エルム
・後 援：北海道大学・北海道新聞社・NHK札幌放送局
◎東北講演会
・日 時：11月2日（土）14:00～講演会／15:40～懇親会
・場 所：東北大学 片平さくらホール
・講 師：平川 新 氏（宮城学院女子大学学長／東北大学名誉教授）
・演 題：「伊達政宗が生きた時代の日本と世界」
・参加費：講演会のみ無料、懇親会込み3,000円
・共 催：東北大学・東北大学萩友会
・後 援：河北新報社・NHK仙台放送局
◎名古屋講演会
・日 時：11月27日（水）16:00～講演会／18:00～夕食会
・場 所：名古屋大学 野依記念学術交流館2階 カンファレンスホール
（夕食会会場：名古屋大学 グリーンサロン東山 レストラン花の木）
・講 師：小笠原文雄 氏
（医療法人聖徳会小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック理事長兼院長／日本在宅ホスピス協会会長／名古
屋大学医学部特任准教授）
・演 題：「なんとめでたいご臨終」
・参加費：講演会のみ無料、夕食会込み5,000円
・共 催：名古屋大学全学同窓会
・後 援：名古屋大学
詳細は、学士会公式サイトまたは事業課まで。
URL：https://www.gakushikai.or.jp/service/lecture/
TEL：03-3292-59（平日9:00～17:00） MAIL：area@gakushikai.or.jp
来日決定！ クリスチャン・テットドワ氏イベント
フランス料理界の至宝ふたたび・・・昨年に引き続き、MOF(フランス国家最優秀職人章)の称号を持つクリスチャン・テット
ドワ氏をお招きする事が決定しました。 「料理すること、それは分かち合うこと」をモットーとし、世界中で活躍されている
テットドワ氏の伝統のフランス料理を、是非この機会に、心ゆくまでご堪能ください。
申込開始は、「学士会館ガラディナー」「クリスチャンテットドワ特別賞味会」共に10月１日(火)10時～です。
★学士会館ガラディナー ～フランス料理・美食の伝道～★
・日時：11月22日(金)受付18:00 開宴18：30～)
・会 場：学士会館210号室
・定 員：100名(事前お申込・事前ご精算)
・料 金：学士会会員 18,000円(税サ込）（お料理・お飲物込)
一般 24,000円(税サ込）（お料理・お飲物込）
※学士会会員の同伴者様も全て会員価格となります。
詳細は学士会館公式サイトまたは学士会館イベント専用窓口まで。お問合せ：03-3292-5934（専用窓口）
イベントページ：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/tetedoie5/
★クリスチャン・テットドワ特別賞味会★
・開催日：11月20日(水)・21日(木)
・時 間： ランチ 11:30～(L.O.13:00）※21日（木）のみ
ディナー 17:30～(L.O.19:00)
※各日共にご希望のお時間にてご予約承ります。
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・会 場：学士会館1階フランス料理レストラン「ラタン」
・定 員：ランチ・ディナー共に35名様（当日ご精算）
・料 金：ランチ 学士会会員 10,800円（税サ込）～お料理のみ～
一般
12,000円（税サ込）～お料理のみ～
ディナー 学士会会員 14,400円（税サ込）～お料理のみ～
一般
16,000円（税サ込）～お料理のみ～
※上記料金にはお飲物は含まれていません。当日ご注文を承ります。
※学士会会員及び全ての同伴者様のご飲食料金は、利用金額の10%割引となります。
詳細は学士会館公式サイトまたはレストラン「Latin」まで。お問合せ：03-3292-0881（Latin）
イベントページ：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/tetedoie-latin5/
紅楼夢特別イベント「第三回 紅楼夢流 名菜席」
毎回、食材やテーマを決めたプレミアムな中国料理を、紅楼夢時田料理長が全身全霊で彩ります。第三回のテーマ
は、「千葉県銚子の食材を使った鮫のコース」です。当日は、一般では販売していない特別な紹興酒をご用意いたしま
す。フカヒレとの相性が、特に良い紹興酒です。高貴な香りをお楽しみいただけます。
・日時：9月17日（火） 受付18：00 開宴18：30
・料金：18,000円（税･サ込）～飲み物込み～
詳細は学士会館公式サイトまたは中国料理「紅楼夢」まで。TEL：03-3292-0880（日除く）
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/meisaiseki-3/
第15回世界遺産和食と日本酒のペアリングを楽しむ会
今回は、世界に名を轟かせる佐賀県の銘酒「鍋島」を醸す富久千代酒造です。世界最大規模･最高権威と評されるワイン
品評会（ＩＷＣ）において、2011年に「鍋島大吟醸」が日本酒部門の最優秀賞「チャンピオン･サケ」に選ばれました。旬を
迎えた佐賀県産の「海の幸・山の幸」を使い、「二色」の鈴木料理長が彩る和食と銘酒「鍋島」とのペアリングをご堪能くだ
さい。
・日時：2019年9月28日（土） 受付18：00 開宴18：30
・料金：25,000円（税･サ込）～飲み物込み～
詳細は学士会館公式サイトまたは旬菜寿司割烹「二色」まで。 TEL：03-3292-3960（日除く）
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nihonshu15/
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。
お問い合わせは学士会館良縁倶楽部まで。TEL：03-3292-5941（水・木除く11：00～19：00）
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/ryoen/
E-mail：ryoen@gakushikaikan.co.jp
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までご連絡ください。
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