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東京大学同窓会連合会ニュース「ただひとつ」 令和元年（２０１９年）10月号
223号

発行日：２０１９年１０月１日

巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。

Ⅰ ２０１９年度「なにが、いつ、どこである」～同窓会・大学その他の主要行事
２０１９年１０月
長崎銀杏会総会

１０月４日(金) １８：３０～

埼玉銀杏会総会

宮崎赤門会第6回総会

１０月１２日（土）12:00～16:30
埼玉会館 １F ビストロやま
12:15～12:30 総会
・講話「Future Society Initiative より良い未
来社会づくりに貢献する大学」 津田敦副学
12:30～13:00 大学講話
長・社会連携副本部長
13:00～14:00 講演会
・講演会 「（仮）南極越冬隊長としての経験
14:00～14:30 休憩
14:30～15:00 マンドリン演奏 浦和高女ＯＧ そして極地研究の最近の情勢」 吉田栄夫
埼玉銀杏会会員 （公財）日本極地研究振
15:00～16:30 懇親会（立食パーティ）
興会理事長
（大）津田
（連）岡崎
１０月１８日（金） １７：００～２０：３０
学士会館（２０２号）
１７：００～幹事会
１８：００～ 全国大会
有馬会長 講演
五神総長 講演
１０月１８日（金） １8：3０～
ホテルメリージュ 鳳凰の間

ホームカミングデイ

１０月１９日（土）

本郷キャンパス他

秋田銀杏会第7回総会

11月9日（土）１３：００～

秋田ビューホテル

鹿児島銀杏会総会

１１月９日（土）１８：００～

城山ホテル鹿児島４Ｆ アイリス

神奈川銀杏会総会

11月９日（土）15:00～19:00
総 会 ：15:00～ 大学講話：15:30～15:45
講演：15:50～16:50～ 懇親会 ：17:00～19:00

香川銀杏会総会

１１月１７日(日)１８：００～

松本赤門会総会

１１月１５日（金）１９：００～

山梨銀杏会秋の例会

11月18日（月）１８：３０～

ナビオス横浜関内３階カナールA／B
講演： ユーグレナ代表取締役社長 出
雲充様（02・農）
（大） 島田
（連 ）岡崎
JR ホテルクレメント高松
（大）未定 （連）長嵜
チェンバーテラス第一
松本商工会館1階
武蔵野本店

駒場祭

11月22日（金）～２４（日）

2019年12月
第４８回自由が丘銀杏会

12月1日（日）11:30～

連合会全国大会

ホテルニュー長崎

２０１９年１１月

駒場キャンパス
都立大学駅近く日本料理「ひのや」
話題提供者：東大名誉教授浦辺徹郎先生

2020月1月
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1月18日（土） １８：００～
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青森県八戸市（会場選択中）

1月22日（水）18：３０～2０：３０

第一ホテル東京（新橋）

東海銀杏会総会

２月１６日（日）
総 会 16：00～16：30
講演会 16：30～18：00
懇親会 18：00～20：00
２月１７日（月）

兵庫東大会総会

2 月 29 日（土）１８：００～

ホテルグランヴィア大阪２０F
講師 国立天文台水沢VLBI観測所所
長・教授 本間希樹 先生
（大）岡部 （連）岡崎
マリオットアソシアホテル
（大）岡部 （連）岡崎
ホテルオークラ神戸
（大）津田 （連）岡崎

青森県東京大学同窓
会 新年会
東京銀杏会新年会
2020年2月
関西東大会総会兼新
年会

2020月3月
福岡銀杏会北九州の集
い
2020年4月

３月１４日（土）１７：００～

ステーションホテル小倉

千葉銀杏会総会

４月１８日（土）１０：３０～

東天紅 千葉駅傍 センシテイタワー

北海道銀杏会総会

４月２０日（土） １４：００～

ホテルオークラ札幌

2020年5月
5月26日（月）１７：００～

東京第一ホテル

東京オリンピック

2020年7月24日（金）～8月9日（日）

各地

東京パラリンピック

2020年8月25日（火）～9月16日（日）

各地

東京銀杏会総会
参考

Ⅱ 本部よりのご連絡とご報告
１． 同窓会連合会第１０回全国大会開催の案内
＊＊有馬会長にもご講演頂くことになり、式次第を調整中。＊＊
（１） 日時： ２０１９年１０月１８日(金) １８：３０～２０：３０
（２） 場所： 学士会館(神田) ２０２号（昨年の320号室より変更） TEL：03-3292-5936
（３） 全国大会式次第：
（幹事会 １６：３０ 受付開始 １７：００～１７：５０ 同会場）
Ⅰ １７：５５～ プレ・オープニング （長嵜事務局長より本日の予定等説明）
Ⅱ １８：００～１９：００ 講演会 （１卓８～9名を設定、全員着席。配布の各卓メンバー参照）
（１）
１８：００～１８：０３ 開会挨拶
（２）
有馬会長ご講演 １８：０５～１８：２５ （２０分）
（３）
五神総長ご講演 １８：２５～１９：００ （２０分）
Ⅲ
１９：００～１９：１０ 記念写真撮影（３列）
Ⅳ 懇親会 １９：１０～２０：３０ 立食・卓 （各卓に寿司桶）
（１） １９：１０～１９：１５ 懇親会開会挨拶・乾杯
（２） １９：１５～１９：３５ 懇談
（３） １９：３５～２０：１５ 懇談と出席者の一言挨拶
来賓他、初めての参加者など２０名以上にステージで一言ずつお願いする。
（４） ２０：１５～２０：２０ エール「ただひとつ」 斉唱
（５） ２０：３０ 中締
（４） 会費（懇親会会費として）
連合会会員（連合会未入会含む）・会員同伴社会人
５千円
会員ご家族・海外同窓会役員（在京含む）・会員同伴学生
２千円
＊五神総長著「大学の未来地図～知識集約型社会を創る」（ちくま新書）をまだ購読されていない方優先で５０冊まで
配布いたします。
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２． ホームカミングデイ（１０月１９日）の連合会企画
本年のホームカミングデイでは、連合会用テントを設け、① 地域同窓会入会勧誘（神奈川・千葉等、入会活動を希
望する会）、② 在京県人会設立呼びかけ、③ 岩手県三陸鉄道応援キャンペーン、④ 東大新聞母校寄贈キャンペ
ーン等を行うことにしました。本部は人手不足ですので、ホームカミングデイ見学がてら、テントにお立ち寄り頂き、短時
間でもお手伝い頂ければ幸いです。
3． 校友会との協働プロジェクト
・ 8月1日の連合会本部開所記念懇親会の前、１５：３０より、東京・関西・神奈川・千葉・埼玉・山口・鎌倉及び本部の役
員・幹事１６名の出席を得て、連合会運営委員会を開催し、７月５日に開催された校友会役員会の議事要旨を説明し、
今後の方針を議論した。
・ ９月１９日（木）1６時より17時まで、本部事務局に、大学・同窓会より12名が集まり、第一回の合同プロジェクトミーテイ
ングが開催された（17時以降は、一部出席者の退席の後、自由談義の懇親会となった）。
・ 大学（５）： （校友会）神澤事務局長、藤吉校友会幹事長、沢田大塚会長秘書、（大学）島田卒業生部門長、金吉卒
業生課長、 地域（４）： 関西東大会北会長、埼玉銀杏会露無代表幹事、在京山口東大会椿幹事、千葉銀杏会佐々
木事務局長、・ 本部（３）： 岡崎代表幹事・反町監事・長嵜事務局長。
・ 校友会・連合会の大同団結のイメージにつき、連合会名称の変更、校友会との統合、校友会との合併の各案につき
検討された。その他、校友会の自主財政・自主ガバナンス確立等も議論された。今後詰める点は多々あるが、「将来の
同窓会のあるべき姿を固め、できることからやる」、また、「総長任期中の校友会・連合会の大同団結は、後任総長への
良い土産になる」との校友会役員会での五神総長発言は重く受け止めるべきで、２０２０年5月の連合会総会、7月の校
友会役員会への具体案提出を目指すと、本年12月中までに数回集まりプロジェクトチームで具体案をまとめる必要が
ある」との認識では概ね一致した。次回ミーテイングは１０月２８日（月）本部事務局にて16時から開催予定。
４．静岡中部銀杏会再興の動き
静岡県で現在は東静岡銀杏会（沼津市近辺）と浜松銀杏会（浜松市近辺）が活動中で、老舗の静岡中部銀杏会（静岡
市近辺）は２０１２に閉会していましたが、静岡県在の有志が再興の旗を掲げました。本部では、年内に設立有志会を開催
すべく、東大新聞、学士会などを通じて有志募集の広報を開始しました。お近くに静岡市近辺の卒業生がおられました
ら、ご紹介ください。
５．本部出席の地域同窓会報告
9月は、本部は、栃木銀杏会、奈良東大会、佐賀赤門会、福岡銀杏会、浜松銀杏会、岩手赤門会の総会に出席し、遅
れ気味ですが出席報告はⅢ部「地域ではどんな活動をしている」に順次地域別に掲載しますので、ご参照ください。一
部報告は次号に掲載します。
６．東京大学新聞定期購読の母校寄贈キャンペーンご協力を
前号でご案内した、「地方高校生に大学や東京での学生生活の情報を届け、（特に女子学生の）東大進学を支援す
る」ための東大新聞定期購読寄贈キャンペーン呼びかけに対し、今日までで、鎌倉淡青会（愛知県立刈谷高等学校）、
山形赤門会（山形東高校）、栃木銀杏会（宇都宮短期大学付属高校）、東海銀杏会（会としてお試し購読）、東静銀杏
会（静岡県立沼津東高等学校）兵庫東大会（兵庫県立長田高等学校）、計６校の申込を頂きました。
自主費用で東大新聞を購読するとなると、なぜ東大だけとの声も出るようで、東大同窓会が間に入って寄贈することは
高校も喜んでいるようです。ご関心のある方は、連合会本部までご連絡ください。
・ 東大新聞は１０，０００部が発行され、学生・院生・研究生が約７０％、東大ＯＢ・ＯＧ・家族は約１０％、購読者の9割が
定期購読者で、１００校ほどの高校が定期購読しておりますが、年間42回の紙媒体での東大生関係にターゲットを絞っ
た広報手段の価値はもっとあるはずです。
・ 10月からの消費税増で定期購読料金は、（1年間）¥7,400・（2年間）¥14,400が適用されます。
・ 尚、このキャンペーン効果か、東京大学新聞のTodai Walkerというコラムに同窓会イベントなどの案内を掲載頂く仕
組みができました。ぜひご活用ください。
７． 東大の歌ＣＤ 無料配布
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・ 連合会本部では、だいぶ以前、応援部とコールアカデミー現役ＯＢの協力で制作した大学の歌（大空と、ただ一つ、そ
の他）のＣＤ（コピー版）を各同窓会事務局にお送りしましたが、最近の各地の同窓会総会にて「ただひとつ」をアカペラで
歌っている会がまだあるようです。上記ＣＤでは、「ただひとつ」を上品に歌曲として歌うコールアカデミー版と、応援エール
形式の応援部版（従い、ステージでエールを行うのに適している）の両方が入って、お好みでで選択できます。
・ 本部にはＣＤがまだありますので、ご希望の会（紛失した場合も可）にはお送りしますので、ご連絡ください。事務局以外
に送る場合は住所をご連絡ください。
８． ダイワロイネットホテル法人会員
・ ご案内のように、当会は大和ハウス工業のマンション事業部と提携して、当会会員・ご家族が同社のマンション購入され
る場合（適切な手続が必要）、１％割引する制度を導入しております。併せ、協賛広告（５０万円）も頂いております。
・ この度、この提携を同社グループの全国に展開するホテルチェイン「ダイワロイネットホテルズ」に拡大、同チェインに連
合会が法人会員として登録しました。この結果、連合会本部のみならず、地域同窓会の皆様は（ご家族・友人も）、料金割
引、ポイント還元などの優遇条件で宿泊できますので、ご出張等に大変便利かと思います。ご活用ください。
・ 予約方法は、ダイワロイネットホテルズ（ログイン用）ホームページに入り、連合会用のパスワード（会員事務局に連絡済
ですのでお問い合わせください）でログインして、予約詳細に進み、個人情報を記載の上、法人会員用部屋枠から予約し
ます。年会費無しですので、適宜ご活用ください。

９． 五神総長の著「大学の未来地図～知識集約型社会を創る」の勧め
「大学の未来地図～知識集約型社会を創る」（ちくま
新書・本体価格７６０円＋税）を全ての会員同窓会会長・
事務局に配布しました。
帯紙には「今こそ、大学の出番！ 大学のポテンシャ
ルを社会変革へと結びつけることで、日本はまだまだ闘
える～東京大学総長によるまったく新しい大学論！」とあ
ります。
総長著書で文庫本になったのは初めての試みです。
東京大学という大きな船の役割を認識し、より喫緊の実
に多くの問題解決を優先する総長の取り組みが、とても
わかりやすい文章と時々のソフトなコラム等を通じてよく
理解でき、同窓会の在り方をも考えるきっかけになると
思います。
同窓会関係者としては必読の書としてお勧めです。
１０． 在京の会促進～選択的に且つ積極的に推進
この数年、在京の地方学生・卒業生・教職員の集まり、特に新入生歓迎の会は、徳島、鳥取、山口の三県以上に拡が
っておりません。地方にいる卒業生・在京の地方出身者の絆の強化は大切です。本部としては、大学・県人会・学士会
などのルートを通じて、東京より離れた県を中心に選択的に在京の会設立を推進したいと考えております。ご協力お願
いします。
１１． 東京六大学交流促進
東京六大学交流は東大同窓会設立の契機となったケースが多く、会の活性化という点からは、お互いの総会などへ
の一部役員相互出席を一歩進めて、各校が幹事持ち回りで行う六大学主催の集まり（新年会やゴルフ大会など）など、
より多くの会員が参加する企画の推進が会員増のためにも効果的と思います。本部では、かねてより関係を深めている
法政同窓会との話し合いを始めた。
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）
[青森県東大同窓会]
◎青森県東大同窓会新年会
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○日時： ２０２０年１月１８日（土）１８：００
○場所： 青森県八戸市（会場選定中）
[栃木銀杏会]
◎ 第１６回栃木銀杏会総会報告

長嵜新一 連合会事務局長

・ 第１６回栃木銀杏会総会は２０１９年９月４日（水）１８：３０より毎年恒例のホテルニューイタヤにて開催され、武田正之さん
（６０・工）から杉山慶さん（１９・工）の６０年近い幅広い世代の会員４２名、来賓として大学から島田久弥卒業生部門長さ
ん、埼玉銀杏会旭岡叡峻氏、産連合会本部から長嵜事務局長の３名が参加した。
・ 須賀英之会長（７７・経）の開会の挨拶に続き、来賓の３名が挨拶をした後、石田朋靖宇都宮共和大学学長（７８・農）が
乾杯の発声をされた。もちろん乾杯とその後の懇親会は、会員の河野遵さん（８５・経）の惣誉酒造と同じく会員の西堀哲
也さん（１３・文）の西堀酒造の日本酒がふんだんに出されることで、栃木銀杏会出席の楽しみでもある。
惣誉酒造の河野さんは奥様の河野純子さん（８６・工）と新たな会員として惣誉６代目のお嫁さん河野千尋さん（１４・農）も
同伴で、女性比率アップに貢献した。
・ 女性と言えば、ただひとつのエールには、応援部ＯＢの大学卒業生部門島田さんと共に、応援部ＯＧの関口菜穂さん
（１４・農、県庁勤務）が昨年に続きステージに上がった。
・ 司会はベテランの西須紀昭さん（７９・法）で、現在は宇都宮大学で地域連携関連の特任教授でもある。栃木銀杏会総
会の特色は、形式的な式次第が少なく、新規会員の自己紹介はあるが、その後は、各自、自由に卓を離れて懇談させる
自由さで、各所で談話が花咲いた。
・ 県庁からは、岡本誠司副知事（９０・法）がご挨拶された。同窓会が活動する愛媛県などに赴任したが、その地の同窓会
に出たことがないとおっしゃったのは驚いた。
・ 新会員の秋山仁雄さん（９６・法）は、「クリケットタウン佐野」創造プロジェクトの地域価値創造マネジャーで、２０１０年に
日本クリケット協会本部事務局が移転し、国内有数の（或いは唯一の）国際水準の「佐野市国際クリケット場」を持つ佐野
市を、世界に誇る「日本におけるクリケットの聖地」にすべくチャレンジしているとのこと。東大卒業生の多様さに驚く。

須賀会長

懇親風景 各所で談話の花が

乾杯は石田副会長

エールは応援部ＯＢ大学島田さんと、応援部ＯＧの関口さん

[埼玉銀杏会]
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露無松景代表幹事
◎ 埼玉銀杏会 総会
○日時: １０月１２日（土）
○場所： 埼玉会館１F フランス料理「ビストロやま」（貸し切り）
○次第:
12:00
受付開始（会員対象）
12:15～12:40
埼玉銀杏会総会 （決算、予算案 役員改選等についての審議）
12:40～13:00 ・講話「Future Society Initiative より良い未来社会づくりに貢献する大学」 津田敦副学長・社会連携副
本部長
13:00～14:00 講演会 「南極観測体験記」〜南極探検の歴史、その中での我が国の観測とその意義
講師 吉田栄夫様 （公財）日本極地研究振興会理事長
14:00～14:30 休憩
14:30～15:00 ルナ・マンドリーノによるマンドリン演奏
15:00～16:30 懇親会（立食パーティ）
[注]
総会の後、講演会を開催、今年は、南極越冬隊の隊長を何度も務められた会員の吉田栄夫（よしだよしお）様に
「南極観測体験記」〜南極探検の歴史、その中での我が国の観測とその意義（エピソードを交えて）との演題でご講演を
お願いしております。また、浦和第一女子高等学校の卒業生をメンバーとする「ルナ・マンドリーノ」（約20名様）による30分
間のマンドリン演奏も予定されています。大学から、津田副学長様はじめ、多数の来賓の方々にご出席いただくことになっ
ています。会場は、埼玉会館１F フランス料理 ビストロやま の貸し切りとなります。
◎ 映画「天地悠々 兜太・俳句の一本道」のご紹介
埼玉銀杏会会員故金子兜太氏の生涯をその有名な俳句とともに描いた映画「天地悠々 兜太・俳句の一本道」
（映画公式HP https://tota-tenchiyuyu.com) の上演会が、9月28日（土）に熊谷市立市民センターで開催されました。
金子兜太氏には、10年以上にわたり、当会の会報誌「公孫樹」の銀杏俳壇の欄の句評をお願いしており、快く引き受け
ていただいていました。そんなこともあって、何か、今回の映画の制作にお役に立てたらと、何人かの会員の方々から寄付
もいただくこととなり、協賛者としてその個人名とともに埼玉銀杏会も紹介されています。
当映画の監督は、昭和46年に法学部を卒業、その後、NHKに入局され、「シルクロード」など数々の人気番組の制作担
当のディレクター等を務められた河邑厚徳氏です。会場は、ほぼ満席でした。上演後の河邑氏とNHK同期で元アナウン
ス室長の山根基世さんとのトークショーも盛り上がりました。ロビーでは、「金子兜太さん生誕100年記念イベントが開催され
ており、俳句ファンには見逃せない展示等がありました。
◎ 散策する会
散策する会が、所沢航空発祥記念館見学を企画しました。なお、今回は東上線沿線「地域交流会」と西武線沿線「地域
交流会」（新設）との共催となります。
日時：令和元年11月30日（土）13時から
場所：所沢航空発祥記念館 西武新宿線 航空公園駅 東口より徒歩8分
集合場所：西武新宿線 航空公園駅 改札口に13時集合（厳守）
参加費用：実費
申し込み：9月30日（月）までに事務局へメール（yoshida@kanto-t.jp）をお送りください。
◎ ゴルフ部会
さいたま市東京六大学校友会対抗戦

（11月12日 武蔵CCにて開催予定）

[東京銀杏会]
◎ 京都の旅 「紅葉の神護寺と念仏寺を訪ねる」（11月16日・17日）
紅葉の京都を訪ねます。東京銀杏会会員限定、定員は１８名、参加申し込みは先着順となります。
紅葉の名所の高雄の神護寺は、上りの急坂が難儀ですが、特別に自動車で本堂近くまでアプローチできることになりま
した。ゆっくりと紅葉を満喫していただきます。かわらけ投げにもトライしましょう。次に、高雄・嵐山ハイウェイで奥嵯峨へ向
かいます。昼食後に、1200体もの羅漢が並ぶ愛宕（おたぎ）念仏寺と賽の河原のような化（あだし）野念仏寺を拝観いたし
ます。前日の16日の夕食は、祇園の和食「迦陵」を予定しています。
詳細は10月初めには定まると思いますので、申し込まれた方にお知らせいたします。
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参加をご希望の方は、件名に「京都の旅 参加希望」と記載の上、Ｅメールにてお問い合わせください（事務局宛て
tokyoichokai@gmail.com）。
○概要：
・ 集合：11月16日(土)16時までに京都東急ホテルに各自でチェックイン（予約済み）。
・ 17時にタクシーに分乗して「迦陵」に向かいます。夕食を楽しみ、タクシーにてホテルに帰館。
・ 17日(日) 9時にチェックアウト。ジャンボタクシーにて神護寺へ。
11時半、高雄・嵐山ハイウェイで奥嵯峨へ。昼食
13時、愛宕念仏寺と化野念仏寺参拝
15時半頃、京都駅新幹線口にて解散
○宿泊：京都東急ホテル 〒600-8519 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580
京都駅八条口からシャトルバスがあります（毎時20分、50分発）。
○料金：ツインルームを２名利用の場合 １名様50,000円 （シングルは55,000円）
１泊・夕食１・朝食１・昼食１・観光における交通費・拝観料を含む（お食事時の飲み物は含まれません）。また、東京往復
の新幹線等は各自負担・手配でお願いいたします。
◎ 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259
回以上開催し、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、卒業生
の皆様は奮ってご参加ください。
日時：10月9日(水) 正午頃
場所： 新橋亭新館（いつものビルです。） 電話：０３－３５８０－２２１１
話題提供者： 岩村敬 様（１９６４年６月・法、国土交通事務次官、慶應義塾大学教授、関西空港株式会社会長などを経
て、現職 （公財）エコロジー・モビリティー財団会長、ピーチアビエーション取締役（社外）ほか。
テーマ：「地方活性化の鍵・観光」
今、日本を訪れる外国人観光客は急増しています。その背景には、日本が持つ優れた自然と文化、アジア諸国の著し
い経済成長、国際航空運賃の低下などがありますが、政府の政策転換が功を奏したことも大きな要因となっています。政
府が２００３年に観光政策を転換したのは、観光立国を目指すことが２１世紀の我が国、特に地方の経済・社会の発展のた
めに不可欠な重要課題で あることを認識したからです。
しかし、その受け入れ態勢はと言えば、路線バスなどの公共交通サービス（二次交通）が外国人に対してフレンドリーとは
言えないなどいくつかの課題を抱えています。その解決策としてＩＣＴの活用が考えられます。また、外国人観光客の増加
に伴う経済効果は、大都市圏など特定の地域に集中し、今のところ地方まで行き渡ってはいません。この間の事情につい
てデータを示しながら お話しします。
一方、日本人による国内観光は、わが国の観光消費の８１％を占めており、地方活性のために、その拡大が必要です
が、近年伸び悩んでいます。その背景と解決のヒントをお話します。
国は訪日外国人観光客を２０２０年には４０００万人、消費額にして８兆円にするなどの目標を掲げて観光政策を進めて
いますが、その実現可能性はどれだけあるのでしょうか。
〇 申込： 弁護士 山口三惠子 m_ym@mte.biglobe.ne.jp 山口国際法律事務所
〒１０５－０００１ 港区虎ノ門３－１０－４ 虎ノ門ガーデン ４０１ ＴＥＬ：０３－３４３７－６５０１
携帯：０９０－８６４５－８１６３
◎ 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。
〇 日時：10月17日（木）、11月21日（木） １２：００～
〇 場所： ＧＲＩＬＬ 銀座ライオン 銀座7丁目 銀座ライオンビル2階 （受付で「東京銀杏会」とおっしゃてください。
○ 申し込み：東京銀杏会事務局 FAX：03-5804-3876
◎ 東京銀杏会囲碁の会
＊指導講師・大澤摩耶先生の次女・大須賀聖良さん（15歳）プロ棋士誕生＊
第１６１回（通期１９９回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
当会の指導講師・大澤摩耶先生の次女・大須賀聖良さんが女流特別採用推薦棋士として来年４月１日付でプロ入りする
ことになりましたので、例会後の懇親祝賀会は大いに盛り上がりました。聖良さんは、2016年1月9日の例会に菊池康郎
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氏、姉の梨香さんと一緒に参加されていますが、挑戦された我が銀杏会は全員敗北を喫しています。今後の活躍が大変
楽しみですので、皆さん是非応援してあげてください。
なお、基本的に奇数月は第２土曜日、偶数月は第４土曜日となっていますが、本年の12月は第２土曜日の14日に開催さ
れますのでご注意ください。
〇日 時：令和元年10月26日（第４土曜日）12:30～17:45、６時からは指導講師を囲んで懇親会を行います。
〇場 所：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､金井智子､大澤摩耶（女流アマ優勝２回、姉は大澤奈留美四段）
〇例 会 費：5,000円、懇親会費（希望者のみ）4,000円
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

◎ 神保町懇話会
第１１２回の予定をお知らせいたします。
○日時： 10月2日（水）
２０：００～1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）
○場所：「中国創菜酒坊 秋」神保町店 TEL. 03-3292-7068
東京都千代田区神田神保町1-37-3
○会費：3,000円程度
○連絡先：土田晃道（S42工） E-mail：tsuchida.0626@gmail.com
原則として前日までにご連絡ください。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
にエントリーください。過去に参加された方を中心に直前にメールさせて頂きます。
[神奈川銀杏会]
◎ 第27回定例総会のお知らせ
第27回定例総会につきましては次により開催することといたしました。
日 時：令和元年11月９日（土）午後３時～午後７時
場 所：ナビオス横浜（横浜市中区新港二丁目1－1）３階カナールＡ／Ｂ
総 会
午後３時～午後３時25分
母校講話
午後３時30分～午後３時45分
テーマ
UTokyo Future Society Initiative －より良い未来社会づくりに貢献する－（仮題）
講 師
東京大学社会連携本部卒業生部門長 島田久弥様（1985農学部卒）
講演会
午後３時50分～午後４時50分
演 題
『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』
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講 師

（株）ユーグレナ代表取締役社長 出雲充様（2002農学部卒）
世界経済フォーラム（ダボス会議）Young Global Leaders
第１回日本ベンチャー大賞「内閣総理大臣賞」（2015）受賞
懇親会
午後５時～午後７時（ジャズ演奏あり：ジャズ研 郷原繁利氏のメリハリの効いたサックス）
※ 今回は２年ごとの役員改選期の総会になります。

◎ 三火会案内
１０月例会の開催案内をいたします。
○日時：１０月１５日（火）７：００～０９：００
○会 場： 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆ「スタビアーナ」
○時 間： ０７：００～０９：００頃まで
○会 費： １，６２０円
○話 題： 村田 禅氏（３５工）
「朝鮮半島の歴史と民族の深層心理（その２）」
なお、１１月以降の予定は次のとおりです。
・１１月１９日（火）７：００～ 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆ「スタビアーナ」
中島 敏氏（３１教） 「徳島新報の解説」
・１２月１７日（火）１８：００～ インターコンチネンタルホテル
赤石慎一氏（３４法） 「Ocean Terrace Meeting」
・2020年１月２１日（火）７：００～ 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆ「スタビアーナ」
天野 浩氏（３２工） 「調整中」
・２月１８日（火）７：００～ 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆ「スタビアーナ」
斉藤 毅氏（３７法） 「調整中」
・３月１７日（火）７：００～ 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆ「スタビアーナ」
松村幸子氏（３３衛看） 「調整中」
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
○連絡先： 中島 敏（三火会）binnakajima@jcom.zaq.ne.jp TEL. ０９０-１８１３-６５１１
◎ 昼食会（三土会）開催案内
昼食会（三土会）は、毎月第三土曜日１１：３０～１４：００、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おります。
＊下段写真は三土会7月20日（土）「健康ピアノ（仮題）」豊吉尚子（ゲスト： 豊吉誠治さん５３工５５修の奥様）の１シーン。
○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 神奈川県横浜市西区高島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。
R1 11月16日 「弊社アマダの紹介および加工技術から見た板状金属」 小林祐介 (H22工・H24修士)
R1 12月21日 「安全工学の活性化を提言する」 菊池正夫 （H２８工・H３０修）
R2 1月18日 「題未定」 鈴木了（Ｈ32農）
R2 2月15日 「株式投資談話（第二話）これからでも遅くない・マクロ視点からのこれからの株式投資戦略」 平松茂実(H
３２農、農博)
＊＊R２の３月以降の話題提供者を募集しています。当分の間、話題提供者は、食費免除のうえ、資料作成補助金2000
円＋交通費補助金2000円をさしあげています＊＊
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○参加申込方法： 参加ご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ください。
○参加資格： 東京大学卒業生、ないしは東京大学卒業生
の推薦を受けた方。
○会 費： 神奈川銀杏会会員の場合、３,３００～３,７００円程
度（実費）。◎神奈川銀杏会の会員でない方は２００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ください。
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おります。
◎ 食楽会の活動について
今年5回目となる食楽会は、恒例の東大落研卒業42年組主催の横浜にぎわい座での「迷人落伍会」開催に合わせ、
9/28（土）に「落語鑑賞と鯨料理を堪能する会」を開催しました。
2年に一度の恒例となった4時間に亘る落語会（無料）で笑
いを満喫した後、近くの「村田家」で１１名の参加を得て、
懐かしい鯨の味に舌鼓を打ちました。また新村様から捕鯨
に関する厳しい現状の説明を受けながら、侃々諤々の議
論の中で鯨を食することの有難みを感じながらの会でし
た。野毛周辺はかつて鯨料理の中心地で２０店ほどあった
ものが、現在は２店だけとのことで捕鯨復活が待たれます。
次回は12月に忘年会を兼ねての開催を予定しておりま
す。スケジュールが確定次第ご連絡いたしますので、ご参
加をお待ちしております。
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
◎気功の会 開催案内
（通常、毎月第三・第四土曜日 ９：３０～１１：００ 変更される場合がありますので、幹事からの連絡を受け取っていない方
は、幹事までお問い合わせください）
・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おります。
○場所：
・ＪＲ横浜駅東口徒歩１０分、神奈川県神奈川区金港町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、
ないしは１階コミュニティールーム
○参加申込方法： 参加ご希望の方は、開催日の２週間前までに幹事・奥出あてに申し込んでください。
○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。
○参加資格： 東京大学卒業生、ないしは東京大学卒業生の推薦を受けた方。
○連絡先： 詳細は下記幹事・副幹事宛てにお問い合わせください。
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２１年
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体を動かしやすい平服でおこしください。
◎ 神奈川銀杏会 第７回若手交流会の報告
第７回神奈川銀杏会若手交流会を９月28日（土曜日）12時から14時半、みなとみらい駅隣接ランドマークタワーの
「MANGIA MANGIA 横浜ランドマークタワー店」にて８名の参加を得て開催した。
良く晴れた日で海を眺めながら乾杯、参加者の自己紹介後、昼食を取りながら講師をお願いした横浜市役所環境創造
局の岩田秀樹氏（横浜市環境創造局・1998農）から「横浜市の環境創造行政」に関して説明を伺った。
環境創造局の事業の基本方針、中期４か年計画での７重点項目（①快適な暮らしの基盤となる生活環境の保全、②ガ
ーデンシティー横浜の推進、③災害に強い都市づくり、④気候変動に適応したグリーンインフラの活用、⑤さまざまな主体
と連携した公共施設の保全・更新、⑥都市農業の推進、⑦エネルギー施策の推進）等広範囲の活動内容であった。
今後の都市づくりは新たな技術開発の成果を応用することで解決することも多く、東大等の成果や民間との共同開発が
ますます重要になっていると感じた。質疑応答も活発で大変有意義な時間を過ごすことができた。
次回は来年２月頃開催予定。
（文責：幹事 井上賢一）
[鎌倉淡青会]

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、そちらをご参照ください。なお、鎌倉淡青会ホームペ
ージは（http://www.kamakura-tanseikai .com/）です。
【2019 年１０月の予定】
１．ヴォイストレーニング教室：１０月１日（火）と１５日（火） １３：３０～１５：００ 鎌倉論語会館
２．テニス例会：１０月３、４、１１、１７、１８、２３、２５日 8:０0～10:０0
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
３．街道を歩く会：１０月９日（水） ９：３０～16：00
地下鉄副都心線・大江戸線 東新宿駅Ａ３改札口からエスカレーターで昇った広場
４．淡青書道教室：１０月１０日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
５．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：１０月１４日(月)と１０月２８日（月）
９：００～１２：００
スペース野の花(鎌倉)
６．鎌倉淡青坐禅会：１０月1６日(水)（10月2日は休会） ９：００～１１：００ 円覚寺・居士林
７．淡碁会（囲碁同好会）例会：１０月１６日（水） １３：００～１７：００ 大船行政センター
８．定例昼食会（三金会）：10月18日(金) １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
小田川圭甫氏（３７法） 「戦後日本の歩み」と「令和以降」
９．歴史散策会：１０月23日（水） ＪＲ大船駅笠間口 10：００～１４：３０
「秋風のいたち川沿いに山之内郷をめぐる」
１０．秋期見学会：10月24日（木） JR大磯駅改札口 10：００～１５：３０
「旧吉田茂邸と沢田美喜記念館」
１１．公開セミナー：１０月２９日（火） １０：００～１２：００ 鎌倉商工会議所地下ホール
石賀忠勝氏（元日立製作所） 「安心の老後設計／任意後見制度」
（予告）
＊ヴォイストレーニング教室：１１月５日（火）と１９日（火） １３：３０～１５：００ 鎌倉論語会館
＊鎌倉淡青坐禅会：１１月６日(水)と11月20日(水) ９：００～１１：００ 円覚寺・居士林
＊淡碁会：11月８日(金) １３：００～17：００ 大船行政センター
＊ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：１１月11日(月)と11月25日（月）
９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
＊街道を歩く会(鎌倉街道中道)：１１月１３日（水） ９：００～１６：００
JR赤羽駅～JR東川口駅 （３月～１１月まで毎月第二水曜日）
＊淡青書道教室：１１月１４日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
＊定例昼食会（三金会）：11月15日(金) １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
高野忠氏（４１工 非会員） 「宇宙旅行入門」
＊公開セミナー：１１月２６日（火） １０：００～１２：００ 鎌倉商工会議所地下ホール
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和田幸三氏（元東芝欧州代表） 「近代における西欧の優越という現象はどうして生じたか？」

【以下同好会等活動報告】
公開セミナー第三回の開催
本年度３回目の公開セミナーを９月２３日鎌倉商工会議所で開催した。
演題と講師は、「虫から教わること」 講師 養老 孟司氏
虫からなにを学ぶのか。虫から学ぶのは、虫のことだ。そうお考えかもしれません。でも虫を見ているのはヒトです。学問に
は対象と本人と、その二つがあること、それをお話ししたいと思っています。
という案内に１８０名近い参加申し込みが殺到、満席の中での講演となった。虫の話は全体の１／３程度で虫の分布と日本
列島の成り立ちを説いた後に社会脳、非社会脳・意識・理解、解釈・視覚系、聴覚系・自己とは何かなど極めて
広範な話を展開され参加者の興味を最後迄引きつけた講演となった。２０分程度の質疑応答でも「仏教とキリスト教」・「AI
と意識」などの質問に歯切れよくご自身の見解を表現され参加者大満足の中で講演を終了した。

養老孟司講師

講演会場

実施済みの講演テーマと今後の予定を下記に示します。

（主催：東京大学鎌倉淡青会

後援：鎌倉市）

番号・講演日

講演テーマと概要

講師
加藤 照之

講演 １
実施済

「湘南地方を襲う地震と津波」
１９２３年に発生した関東地震が湘南地方にもたらした被害について学び、近
い将来発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ地震の湘南地方絵への影
響を概観します
「欧州復興開発銀行（EBRD）の現状を体験して」

講演 ２
実施済

冷戦終了後に旧ソ連地域の復興と市場経済への移行の支援を目的として設
立されたEBRDで四半世紀近く勤務した。旧ソ連、旧ユーゴ時代には世界地図
から消えていた中央アジア、バルカン諸国での事務所長体験を振り返ります。

（神奈川県温泉地学
研究所所長）
中沢 賢治
（元欧州復興
開発銀行）

「虫から教わること」
講演 ３
実施済

講演 ４
10/２９(火)

虫からなにを学ぶのか。虫から学ぶのは、虫のことだ。そうお考えかもしれませ
ん。でも虫を見ているのはヒトです。学問には対象と本人と、その二つがあるこ
と、それをお話ししたいと思っています。

養老 孟司
（東京大学名誉教授）

「安心の老後設計／任意後見制度」

石賀 忠勝

「任意後見制度」は、老後の判断力低下の「もしかの日」に備えて予め後見人
候補(受任者)を立てて正式の契約をしておく仕組みです。財産管理と身上監
護の両面で支援を受ける制度をよく知って、賢い「老い制度」を考えませんか？

（元日立製作所）
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「近代における西欧の優越という現象はどうして生じたのか？」
講演 ５
11/2６(火)

西欧は斜陽化したと言われるが、西欧発の制度、仕組み、価値観が未だに世
界の標準とされていることは、近代の西欧が世界的に優越していたことを示して
います。近世初期まで遅れていた西欧はどのようにして優越的地位を占めるよ
うになったのかを解明します。

和田 幸三

（元東芝
・欧州総代表）

１．開催場所 鎌倉商工会議所地下ホール 全椅子席(鎌倉駅西口徒歩５分)
２．開催時間
午前１０時～１２時 ９時半受付開始
３．参加費用 ２００円(講演毎に受付でお支
払い下さい)
４．申込方法 各月１日よりメールまたは往復ハガキにて当月講演の
受付開始。氏名(フリガナ)・住所・年齢・連絡先電話番号を記入の上、下記あてお申し込みください。講演の一括受
付はいたしません。各月申込先着順に１００名様までご参加いただけます。上記個人情報は本目的のみに使用し、
十分な注意の下に管理します。
E メール
tanseikaisemi@gmail.com
FAX 0467-43-0436（横山宛）
連絡先
0467-24-6123
飯沼 または 0467-43-０４３６ 横山
ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）
クリオネとは年齢，性別を問わず、ひとり ひとりの身体のつくりや状況に会わせて進めるストレッチ同好会です。決して無
理をせず、自分の心地よい所を大切にして「身体が 喜ぶ」を探していきます。少しずつ続けて行くうちに「身体って面白
い」を感じながら体力維持を図っていきます。クリオネのしなやかさをイメージして同好会名にしました。
平成２６年１０月発足以来毎月第２、第４月曜日に２回のレッスンを継続、この９月で１２０回を数えております。現在の会員
数は１４名。会員の奥様も参加され家族的な個人レッスンの雰囲気を維持しております。

「ある日のレッスン状況 １」

「ある日のレッスン状況 ２」

鎌倉淡青座禅会
この坐禅会は毎月、第一水曜日と第三水曜日、9時から、北鎌倉駅直ぐ傍の円覚寺境内にある居士林で開催しており
ます(正月の第一水曜日は休会)。
日課は、9時まで：結集(けつじゅう)、日天掃除、参堂、随意坐(ずいざ)。9時：体操(身体をほぐす)。引き続き：止静(しじょ
う、坐を組んで寂静に止住する、規矩坐)２炷。10時20分頃 ：誦経(ずきょう、経を読む)。10時半頃：退場、後片付け、分散
(ぶんさん、解散)、です。
日課の中で体を解(ほぐ)す体操はチベット体操、ヨガ、その他を組み合わせで、好評です。止静1炷(この坐禅会の場合
は約20分)目は巡警(警策と云う棒を持って懈怠を戒めるために禅堂内を巡回)を立てずに坐り、2炷目は立てます。直日
(じきじつ、坐禅堂内の指導役)の塩梅が良いためか、多くの人が警策を受けるよう求めます。
分散後の諸兄諸姉は、止静で整った境涯をそのままそっと持ち帰る人、境内を散策する人、旧知の人と茶礼(喫茶)する
人、次の予定に向かう人、人それぞれです。
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開催場所の居士林はかつて東京牛込にあった柳生徹心居士の剣道場の寄進を受け、昭和3年に移築、開単(かいた
ん、道場をひらく)したもので、冷暖房装置はあ
りませんが、今時のコンクリート製の寺社と違
い、四季の移りが直に体感され、人を魅了しま
す。参加者数は日により15人前後～20人前後
で、近くは東京、横浜、千葉、埼玉、遠くは京
都、岩手の同窓諸兄諸姉の参加もありました。
大道無門、同窓生どなたでもご来林可です。
直日の和尚さんとの懇談会は春と秋に催し
ており、質疑、意見交換、意思疎通を親しく行
っております。
この坐禅会は「坐って良かった。また坐りた
い」と思えるよう皆で運営してきて、発足14年
目に入りました。今後もそのようにしていきたい
ものです。写真は令和初日の坐禅会です。
[新潟銀杏会]
新潟銀杏会5周年記念総会
1．
日時
2019年7月26日(金) 18：15～20：30
2．
場所
新潟市 ラマダホテル新潟３階「明石」の間
３．
内容
3.1 第1部 総会（出席者数約30人）
18：15～18：50
司会：樋口真一事務局長(h8文)
(1) 開会挨拶
会長 福田勝之（s54経）
18：15～18：18
(2) 来賓挨拶
18：19～18：43
① 東京大学
津田 敦副学長 「大学の近況報告」
② 同窓会連合会 岡崎一夫代表幹事(s37法)
資料配布「新潟銀杏会の皆様へ」【Ａ4版2ページ】
(3) 役員紹介
敦井 一友代表幹事(h6工)
18：43～18：45
顧 問 関 昭一 (s26法) 森 民夫(s47工)
会 長 福田勝之 (s54経)
副会長 関 妙子 (s30文) 田邉敏夫(s55工)
監 事 砂田徹也 (s52法) 田中利直(s59文)
代表幹事 敦井一友 (h6工)
事務局長 樋口真一 (h8文)
(4) 記念撮影(全員)
18：45～18：50
3.2 第2部 懇親会
18：50～20：30
(1) 乾杯
副会長 関妙子 (s30文)
(2) 出席会員紹介
(3) 初参加会員挨拶 初出席5名
(4) 閉会挨拶
副会長 田邉敏夫(s55工)
(5) 「ただ一つ」 エール 井東昌樹幹事(h2教育)
8．所感
・新潟銀杏会の設立5周年記念総会は、和やかな良い雰囲気の会合であった。
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樋口事務局長から配布された「新潟銀杏会5年間の歩み」によると、出席者数は創立総会(2014年)の62名から、第2回
(2016年)32名、第3回(2018年)37
名と30名台が続いている。
・出席者全員での写真撮影は定
番になっており、応援部出身の井
東昌樹幹事によるエールと共に、
新潟銀杏会らしい雰囲気醸成に
寄与している。
・初出席会員5名から挨拶があっ
たが、うち3名は官庁・大企業の
転勤組。
・泊まることにしたため、総会後福
田会長の配慮で津田副学長・米
澤副知事(h5法)ほか新潟銀杏会
幹部の皆さんとゆっくり歓談でき
たのは良かった。
[松本赤門会]
◎松本赤門会総会予定
日時：１１月１５日（金）１９時～
会場：チェンバーテラス第一 松本市中央１－２３－１ 松本商工会館１階
会費：５０００円
問合先：横沢 敏 0263-32-0407（知新堂）

0263-36-5548

[浜松銀杏会]
◎ 浜松銀杏会２０１８－２０１９期総会
日時：2019年9月17日‘１８：３０～２１：００
場所： ホテルクラウンパレス浜松
概要：
・ 名誉会長は有馬連合会会長（地元静岡文化芸術大学理事長）、会長は北脇保之浜松海の星学院理事長（７４・法）、
副会長は歌手の鈴木重子さん（７７・法）の本会は、会員数47名。今回は出席者は18名と少なかった。有馬会長の静岡文
化芸術大学から3名、浜松医科大学から4名の他、静岡大、浜松学芸中高校各1名と、参加中11名が教育関係、出身も浜
松北が多かった。
・ 昨年9月26日開催の講演会・懇親会は、会員である小寺敏正エリジンホールデイングス社長による「日本初世界の挑
戦と21世紀のＩＣＴ社会と日本」という会員以外を含め28名が参加する魅力的な講演を行った実績もあり、多くの日本の主
要企業が位置する浜松らしい企画が期待される。
・ 総会では、有馬会長が「日本の将来と教育の問題について」のテーマで、科学技術論文数と被引用度の国際比較、大
学ランキング、研究開発費国際比較、日本の18歳人口の変化、教育費の国際比較など、統計を参照しながら、政府の教
育支出不足による日本の危機を訴えられ、関係者と共に政府へ働きかけを強めることを約された。本部としても、全面的
に有馬会長のご努力に協力することとし、その一つとして、五神総長の講演が予定されている10月18日の連合会全国大
会でも講演をお願いし、講演記録を広く配布することにした。
・ 会計年度は9月30日を絞めとしているため、本総会の日程からは、前年度報告は２０１７・１１・２８（設立）～２０１８・０９・３０
に関するもので、ややタイミングの遅れが気になった。また、年会費を徴収せず、総会等の会費残金に依存する厳しい受
益者負担方針を守っており、次期繰越金も厳しい状況である。
・ 懇親会では出席者全員が一言の挨拶を行った（写真参照）。有馬会長の講演もあり、地方大学の厳しい状況に触れる
大学関係者も多かったが、異色な理系出身（６５理・地学）の龍雲寺住職木宮一邦さん、地元企業のヤマハの岡田升宏さ
ん（８５工修）、砂子昭彦さん（８６農）、元気な宮澤博行衆議院議員など、年一回の同窓プレゼンを楽しんだ後、ただひとつ
を斉唱して解散となった
・ 私見としては、北脇会長を支援する事務方の強化（ご令室が受付を担当）、及び、民間企業・公共団体の会員を増や
す、浜松北高以外の会員を増やすことが課題と考える（文責：長嵜）。
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[ 関西東大会] 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５-24-75 河野裕亮 方 関西東大会事務局
TEL・FAX 0798-20-8027
河野 裕亮 携帯 090-3945-6360
E-mail kansaitodaikai＠iy.main.jp（変更なし） 河野メール hiro55kono@ybb.ne.jp （変更なし）
ＨＰ http://kansaitodaikai.main.jp （変更なし）
◎ １０月以降のイベントのご案内
・ 10 月 13 日（日）・14 日（月・祝） テニス同好会 「第５７回 ２０１９年秋テニスツアー」
・ 10 月 26 日（土） 囲碁同好会
・ 11 月 11 日（月） 男も料理教室 「2019 年秋料理教室」
・ 11 月 30 日（土） ゴルフ同好会 「第 9 回ゴルフコンペ」
◎《予告》第 34 回総会 兼 2020 年新年会 ご案内
来年総会兼新年会、巨大ブラックホール撮影に人類史上初めて成功した国際研究 チームで、日本代表を務められた
本間 希樹（ほんま まれき）先生にブラックホールや宇宙について語っていただきます。
○日 時 ： 令和 2 （2020）年2 月 16 日（日）
○場 所 ： ホテルグランヴィア大阪 20 階
○総 会 16：00 ～ 16：30 講演会 16：30 ～ 18：00 懇親会 18：00 ～ 20：00
○講 師 : 国立天文台水沢 VLBI 観測所所長・教授 本間 希樹 氏
○演 題 ： (仮題)「ブラックホール撮影成功～謎どこまで解明されるか」
○会 費 ： 1 万円（予定）
【講師プロフィール】 1994（平成 6 ）年、東京大学理学部 天文学科 卒業 。 96年、東京大学大学院理学系研究科 修
士課程修了。 99年、東京大学大学院 理学系研究科 博士課程修了 。国立天文台 VERA 推進室 COE 研究員 2000
（平成12）年、 国立天文台 地球回転研究系 助手。07 年、国立天文台准教授 。09 年、ドイツ・マックスプランク電波天
文研究所 客員研究員 。15 年、国立天文台 教授 総合研究大学院大学 教授（併任） 。国立天文台 水沢 VLBI 観測所
所長（併任） 。19年4月10日、巨大ブラックホール撮影に人類史上初めて成功した国際研究チームで日本代表を務め
る。
○申込方法： ※スケジュールに変更がある場合がございますので、必ず11月発行予定の次回通信にてご確認ください。
2020年2月11日まで、「郵便・FAX・メール」で申し込みを受け付けます。
〒663-8003 兵庫県西宮市上大市 5-24-75 河野裕亮 行 FAX ：0798-20-8027
E-mail: kansaitodaikai@iy.main.jp
申込者氏名・卒業年次・連絡方法（ご住所・TEL・FAX・メールなど）をご記載ください。折り返し、「講演申込受領」返信を、
郵便・ＦＡＸ・メールなどでいたします。 返信がない場合は、お手数ですが事務局にお問い合わせくださいますようお願い
いたします。 （緊急連絡先 090-3945-6360 代表幹事 河野裕亮）
◎ 囲碁同好会ご案内
日本棋院古家プロをお招きし、3ヶ月に一度（1、4、7、10月）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。
○日 時： 10月 26 日(土) 13:00～17:00
○会 費： 4,000 円
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○場 所： 綿業会館 大阪市中央区備後町 2-5-8 TEL. 06-6231-4881
○指導対局： 日本棋院棋士 古家正大 四段
○お問い合わせ・申し込み：
囲碁同好会世話人 井元秀剛 （S60養） TEL. 06-6151-5612 E-mail: imoto@lang.osaka-u.ac.jp
◎ 男も料理教室ご案内
渋谷元宏（平７法）
「男も料理教室」、参加された皆さんに実際に料理をしていただくわけでなく（したがって、 エプロン等不要です）、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ではないので、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 。
2019年度秋料理教室内容は下記のとおりです。 出欠ご回答は10月25 日（金）までに、末尾記載連絡先（TEL.
06‐6316‐6110）に必ずお電話でお願いいたします。
○日時：11月11 日（月）18：30～ （定員：28 名）
○場所：ホテルグランヴィア大阪 19 階 「レストラン・フルーヴ」
○会費：9,000 円
○実演内容・料理メニュー（テーマ）： 未定
○申し込み先および問い合わせ先： しぶや総合法律事務所
事務局 上田 また 鈴木 宛 TEL．06-6316-6110
◎ 第９回ゴルフ同好会ご案内
副会長 夏住 要一郎（昭 48 法） 世話人 北村 淳一郎（昭 56 法） 世話人 井垣 太介 （平 10 法）
平素より関西東大会ゴルフ同好会企画に積極的にご参加頂き、誠に有り難うございます。 次要領で第 9 回ゴルフコンペ
を開催いたしますので、奮ってご参加いただきますよう宜しくお願いいたします。
【概要】
○日 時： 11月30日（土）
○コース： 芦屋カンツリー倶楽部 〒659-0002 兵庫県芦屋市奥山 1-25 TEL. 0797-31-0501
○集合時刻 ： 8：35 （8：52 アウトスタート） ※ 阪神芦屋 7：50、JR.芦屋 8：00、阪急芦屋川 8：05 分発→ゴルフ場 8：20
着 クラブバスがございます。 http://www.ashiya-cc.or.jp/access/
○会費： 5,000 円（賞品代、会食費） ※ プレー代・昼食代各自負担
[奈良東大会]
◎奈良東大会令和元年総会
文責：長嵜
日時： 2019年9月7日（土） １８：３０～２０：４０
場所： 奈良ホテル ＪＲ西日本１００％出資。本年に創業１１０周年を迎えて、まだ大改装が進行中で、2階への階段など
工事で締め切っていた。
会の概要：2005年設立、関西東大会より独立、連合会へ入会。木部義人会長（６５・法）、藤田秀紀代表幹事（82・育）、山
口暁事務局長（91・法）の体制。会員数60名。
総会の概要：会員出席は18名と少ないが、川村邦夫さん（５９．薬）、柿本善也元県知事（61・法）から平成世代の板野陽
一さん（９９・法）の幅広い世代が集まった。来賓として、大学から津田敦副学長、長嵜連合会事務局長、兵庫東大会の西
村文茂会長、河野真悟事務局長が出席した。
・ 講演 「ＪＲ西日本の取り組みについて～関西・奈良エリアを中心に」 宮本芳明ＪＲ西日本近畿統括本部大阪支社副
支社長（92・文）。京都から奈良への沿線でも多くの工事が進められていたが、2037年のリニア新幹線延伸、2025年の万
博、２０２３年北陸新幹線延伸他、多くのプロジェクトが進む関西、特に近畿の勢いを示すプレゼンであった。
・ 講演「Future Society Initiative～より良い未来社会づくりに貢献する大学」 津田敦東京大学副学長。社会を動かす
東京大学としての五神総長の方針を分かりやすく解説された。特に、地域連携では地域共創の種々のプロジェクト、高齢
社会のまちづくりなど、大学が既に取り組んでいる例を示され、今後も、地域同窓会が地方のハブとしての役割を果たすよ
う要望された。また、地方出身の東大生、特に女子学生を増やすよう協力を要請された。東大卒業生は東大の重要な資
産であり、その資産を如何に活用するかに、大学も注目、真剣に取り組み始めたことを実感する講演であった。
・ 柿本顧問も乾杯のご挨拶で、この講演に触れ、「頭をなぐられた感がある、同窓会は、単に集まって交流するだけでな
く、テーマ（問題意識）を持つべきだ」と感想を述べられた。
（以下、重複する箇所もありますが、山口事務局長よりのご報告を掲載します）
[奈良東大会総会報告]
令和元年９月７日（土）１８時３０分より奈良ホテルにて令和元年奈良東大会総会を開催しました（出席２２名）。今回の総
会には津田敦副学長，長嵜同窓会連合会事務局長が御出席になり，津田副学長からは現在東京大学が何を考え，同窓
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会に何を期待するかについて熱意に満ちた御講演を頂きました。また，長嵜事務局長からも今東京大学，同窓会連合会
は本気で新たな時代の要請に応じた新たなネットワークやシステムを作り上げようとしている旨のお話があり，東京大学の
今後の取り組みに対する期待を大いに持つと共に，奈良東大会も今後の活動の指針を得た思いでした。
また，ＪＲ西日本大阪支社の宮本副支社長から「ＪＲ西日本の取り組みについて…関西・奈良エリアを中心に」との御講
演を頂き，身近な鉄道であるＪＲ西日本の今後の取り組み，経営の多角化などへの挑戦についてお話しいただきました。
議事としては例年のとおり木部会長の挨拶の後，決算・予算案の承認を得て役員改選を滞りなく行いました。
今回は上記の他，秋の文化行事の案内なども含めなかなかにプログラムが多く，柿本顧問の乾杯の後の食事の時間が
短くなるなど，事務局長としては不手際の数々について大いに反省すべき点がありましたが，兵庫東大会西村会長，同会
河野事務局長にも御出席頂き，出席会員の皆様がいつものとおり楽しそうに歓談されていたので，取りあえず事務局長と
してはほっとした次第です。（文責 山口暁）

木部会長

津田副学長

柿本元県知事

斉藤氏 エール

［兵庫東大会］
◎第29回兵庫東大会 総会・例会
2020年2月29日（土）に、ホテルオークラ神戸にて、18時開会より開催いたします。
第28回には、60名もの同窓の皆さまにご参列頂き、3名の方によるご講演や、初参加の皆さまからのショートスピーチと、
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和気藹々とした雰囲気の中、盛会となりました。来年度も、多くの方々のご参加を楽しみに致しております。
○当件に関するお問い合わせは、 事務局 河野まで、メールにてご連絡ください。
Ｅ-mail： k-shingo@kawanog.co.jp
[広島赤門クラブ]
◎広島赤門クラブ総会報告
2019年９月３日開催総会につき、会の模様をご報告します。
・ 参加人数は85名程度で盛会でした。
・ 冒頭に、大野徹会長（１９９７・経）、広島赤門クラブの成り立ちを交え開会のご挨拶をされました。
・ 講演は、濱田秀夫様（日本銀行広島支店長、１９９１・法
＆応援部卒）が「最近の金融経済情勢について」のテーマ
でお話を頂きました。テーマは堅そうですが、広島の経済
情勢を広島カープの経済効果などを交えて面白、おかし
く、楽しく語って頂きました（広島カープの影響は絶大であ
り、昨年は約３５０億円の経済効果があった）。
・ 乾杯のご挨拶は、役員の神津善三郎様 （中国化薬株
式会社会長、１９６３・法）にお願いしました。
・ 東京からは、この会のために清水琢三様（五洋建設株
式会社社長、１９８１・工）がわざわざお越しいただきました。
・ 締めのご挨拶は役員の可部典良様（株式会社可部寅呉
服店社長、１９７４・法）。
・ エールは、槙本良二（写真右端・ネッツトヨタ中国株式会
社社長、１９８４・経＆応援部）及び講演者で応援部出身の
濱田様とダブルで「ただひとつ」・エールを行いました。
[佐賀赤門会]
◎第38回佐賀赤門会報告
第38回佐賀赤門会は令和元年9月13日に佐賀の老舗料亭楊柳亭で開催されました。
今年は東京大学同窓会連合会から、岡崎一夫代表幹事にご出席いただきました。
会の開始には時間があったので、岡崎代表幹事は広間に飾ってある江藤新平の書簡をはじめ犬養毅・尾崎行雄・副島
種臣の書や、ロビーの大隈重信一家の写真などについて楊柳亭の岸川社長から説明を受けられました。
佐賀は初めてという岡崎代表には、ご挨拶のついでに乾杯もお願いしました。
今年は現知事の山口祥義さん、江美夫人、前知事の古川康さん、元知事の井本勇さんのご子息の井本裕さんと、歴代
の佐賀県知事関係者が一堂に会する同窓会となる予定でしたが、残念ながら古川さんだけ当日やむを得ず欠席となりま
した。
今年初参加の佐賀県警察本部長杉内由美子さんは、九州の警察としては初めての女性本部長ということですが、穏や
かな物腰は警察官を感じさせない方でした。
会場は遅くまで盛り上がり、９時半頃の散会となりました。万歳三唱は初参加で松尾建設顧問の井本裕さんにお願いしま
した。（文責 稲富英大）

書の説明を受けられる岡崎代表幹事

乾杯の発声をされる岡崎代表幹事
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杉内由美子佐賀県警本部法（左）と山口江美佐賀県知事夫人

万歳三唱の井本浩さん

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
○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をさせて頂きま
す。
日時：10月20日（日）１７：３０ 開場 １８：００ 開演
場所： お江戸上野広小路亭
木戸銭：２，５００円 （この入場料で一人当たり一個のソーラーランプが寄贈されま
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.yu-yake.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］開催中～10月14日（月・祝） ［休館日］毎週月曜日
○ 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。
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○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
②「寸松庵色紙」 紙本墨書 平安時代（11世紀） 一幅
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!!
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!!
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：10:00～16:30（入館は～16:00）
○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]
○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）。
10月5日（土）、12日（土） 14:00～
[次回展示会予告]
・ 2019年11月2日～12月15日
名物裂（めいぶつぎれ）と古渡り更紗（こわたり さらさ）～Dressed with the best-Precious Textiles for Tea Utensils
４．一高玉杯会便り 第１９７号（令和元年９月８日）
◎ 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。奮ってご参加ください。
○日時：１０月２６日（土） １２：００開会
○場所：駒場生協食堂２階
◎ 寄稿 詳細の問合せは編集の工藤まで。（連絡先） kudo@gakushikai.jp
「丹羽文雄の晩年――百歳まで生きた認知症作家」
山本思外里 （昭２４文甲三A）
１５年間、父を介護した長女
中央公論社から『父・丹羽文雄介護の日々』という単行本が出されたのは、１９９７（平成９）年６月のことである。著者の本
田桂子は丹羽文雄の長女で、この本には、父親が８１歳になったころからアルツハイマー病におかされ、これまで１１年にわ
たり介護を続けてきた経過が、こまやかな筆遣いで書かれていた。
彼女は長い間、世間体を考えて父親の病気をひた隠しにしてきたが、１９９６年９月、瀬戸内寂聴のすすめで書いた「仏
様に似てきた９２歳の父、丹羽文雄」という手記が「婦人公論」に掲載され、それが評判になって単行本の出版となったの
である。
瀬戸内寂聴は、丹羽文雄が育てた“門下生”の一人で、この本の帯封に「桂子さんは、アルツハイマーの父、文豪丹羽
文雄氏を、今、仏さまのようだという。私には、十一年も、“心を失った両親”の介護をしつづけている桂子さんこそ、生きた
観音さまに見えてならない。若い人にも老人にも、救いを与える、愛と人間賛歌の、すばらしい書である」という推薦文を書
いている。（冒頭数行のみ紹介）
５．学士会・学士会館精養軒
学士会主催夕食会・午餐会（2019年10月・11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210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）
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」
11月8日（金）夕食会
・講 師：村田泰輔氏（奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室研究員）
・演 題：「防災・減災を目指した考古学の新たな挑戦～災害痕跡データベースの構築」
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◎午餐会（12:30～食事／13:20～講演／14:20～質疑応答）
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」
11月20日（水）午餐会
・講 師：津田雄一氏（JAXA宇宙科学研究所「はやぶさ2」プロジェクトマネージャ）
・演 題：「はやぶさ2～深宇宙探査技術の最新動向」
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
「間近で！観て触って体感～生物の不思議と魅力について学ぶ～」
木原均京都大学名誉教授、近藤典生東京農業大学名誉教授によって設立された進化生物学研究所を、所内の
研究員と共に、普段入れない研究所内部、温室のバックヤードを見学します。
・日時：11月10日（日）10:00～12:30
・料金：大人4,000円 小中高生1,500円
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/event/
TEL：03-3292-5955（平日9:00～17:00） MAIL：jigyou@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”について語りあっ
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：10月27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：10月27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：10月27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。
URL：https://www.gakushikai.or.jp/service/event/wakate.html
TEL：03-3292-5932（平日9:00～17:00） MAIL：contact@gakushikai.or.jp
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
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・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：03-3292-5955（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・・・ クリスチャン・テットドワ来日決定！
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ことが決定しま
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。
★学士会館ガラディナー ～エレガントなエスプリ～★
・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 20,000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。
イベントページ：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/tetedoie5/
お問い合わせ：03-3292-5934（専用窓口）
★クリスチャン・テットドワ特別賞味会★
・日程：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。
・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。
イベントページ：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/tetedoie-latin5/
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お問い合わせ TEL：03-3292-0881（Latin）
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。
特典として、10月1日（火）～10月31日（木）迄の期間ご予約をいただいたお客様には、各プランともお一人様500円のレス
トランお食事券をプレゼント！
・期間：12月1日（日）～2020年1月31日（金）
・料金：お一人様6,500円（2種）／8,000円（税･サ込）の3プラン
（お料理、お飲み物、会場費込みの料金。ご予約は20名様より）
詳細は学士会館公式サイトまたは学士会館まで。
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/
TEL：03-3292-5936

紅楼夢特別イベント「第四回 紅楼夢流 名菜席」
中国料理『紅楼夢』では、昨年大好評を得た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。
・日時：11月19日（火）受付18:00 開宴18:30～
・料金：20,000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。
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/meisaiseki-4/
TEL：03-3292-0880（日除く）
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。
お問い合わせは学士会館良縁倶楽部まで。
U R L：https://www.gakushikaikan.co.jp/ryoen/
MAIL：ryoen@gakushikaikan.co.jp
T E L：03-3292-5941（水・木除く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までご連絡ください。

協賛広告
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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。
東京大学同窓会での集まりの乾杯には東大蔵元会の日本酒を！
わし

鷲

の

お

の 尾

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
とができ
あら

新

まさ

ないお酒です。

秋田県秋田市

政

（H15・工）

http://www.washinoo.co.jp/

新政酒造（株）

(創業1852)

佐藤 祐輔

代表取締

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。 役社長 （H11/文）
http://www.aramasa.jp/
きん

金

すい

しょう

水

晶

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。
だい

大

しち

福島県二本松市

七

斎藤 美幸 常務取締役
(S63/養)

http://www.kinsuisho.com/

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)”

太田 英晴 代表取締役
社長 （S6０/法）

http://www.daishichi.com/
きりん

ほまれ麒麟

そう

惣

ほまれ

新潟県東蒲原郡

(創業 188０)

佐藤 俊一 代表取締役

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。

社長 （S45/農・S5０

http://www.sake-kirin.com/

博）

栃木県芳賀郡

誉

下越酒造（株）

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

河野 遵 代表取締役社
長

（S6０・経）

力を
注いでいます。
わか

若

ざかり

http://sohomare.co.jp/

栃木県小山市 西堀酒造㈱ （創業1872）

盛

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/

み

御

その

たけ

園 竹

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 （S58工・S63博）
３０棟が国の登録有形文化財です。

http://www.takeshige-

honke.co.jp/
ちょう

長

りょう

龍

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

本洲一

を社是として、酒造りに日々精進しております。

（S61経・Ｈ２2ＥＭＰ

http://www.choryo.jp/

修）

広島県広島市 ㈴梅田酒造場 （創業 １９１６）

梅田 啓史 (H19／文)

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
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協 賛 広 告（企業・法人）

宮脇書店ホームページ

http://www.miyawakishoten.com/

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
日亜化学
工業株式
会社
代表取締
役社長
小川裕義
（S６３・経）

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

徳島東大
会
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）

＊＊＊協賛広告募集中！ご紹介された同窓会へ広告料金の半額を還元します＊＊＊
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全国地域同窓会一覧
①北海道銀杏会

埼玉銀杏会（1994/280）
会長:渡辺正男(62工・会
会長: 桑澤嘉英（76法・会 社役員）
社役員）、連絡：藤井文世 代表幹事：露無松景（81
（79経・銀行）
法）
②函館銀杏会（2017/30)
会長：片桐恭弘（76工・公
立はこだて未来大学理事
長・学長）
(1972/150）

青森県東大同窓会
(2012/65）
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：森田富治郎（64法・
第一生命顧問）
連絡：土田晃道（67工・会
社役員）

仙台赤門会 (2001/5０)
会長：渡辺達美（83法・日
本赤十字社宮城県支部）
連絡：高橋秀知（９２教育：
県庁）

①神奈川銀杏会(1993/180)
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）

秋田銀杏会(2013/180)
会長代行:松永隆司（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）
山形赤門会（2014/90)
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）

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）

2019年９月1日現在
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(2017/45)
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） (1988/350)
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）

三重県(東海銀杏会）

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

佐賀赤門会(1982/70)
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）

島根赤門会(2013/70)
会長：木幡均（82経・地銀役
員）
連絡：古津弘也（95法・弁護
士）

①長崎銀杏会（1996/66)
会長：塩飽志郎（68法）
連絡：鳥巣維文（74経）
②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元
市長）

岡山東大会（1958/150)）
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)
会長: 大野徹（77経・会社役
員・県教育委員会長）
連絡：粟屋充博（80工・会社役
員）

大分赤門会(1988/80)
代表世話人:安藤昭三(５１
法・前大分商工会議所会
頭）
事務局長：生野裕一（01
法・弁護士）

*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）
*富山淡青会（1985/150) 京都東大会(2002/190)
徳島東大会(1995/150)
会長:武内繁和(82法・会 2018/1/1より
会長: 桐野豊(６７薬・徳島文
社役員）
会長:太田譲二（71経・黄 理大学学長）
連絡：米田篤史
桜会長）
連絡：里正彦(85経・阿波銀
連絡：田中伸（77法・弁護 行）
士）
＃東京大学徳島県人会幹
事：仁尾徹
福島東大同窓会
石川赤門会(2012/150)
関西東大会(1987/410)
香川銀杏会(2002/165)
連絡：守岡宗憲（99法・県 会長:水野一郎（64工・金 会長:北 修爾 （66経・阪 会長: 松井孝嘉（67医・病院
庁）
沢工業大副学長）
和興業名誉会長）
長）
注）活動休止中
連絡：（石川）西川圭史(01 連絡：河野裕亮（７８経）
連絡：加藤宏一郎（88経・地
法・会社役員）(東京）
元放送会社役員）
小林博重（76法・会社経営・

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）
鹿児島銀杏会(1996/90)
会長:新納幸辰（80法・弁
護士）
連絡：新納法律事務所

沖縄赤門会(1960/60)
会長:上原昭(74経・糸
満市長）
連絡:久場景太郎(11
工・沖縄電力）

東京幹事）

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（2005/60)
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(1995/60)
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）

群馬銀杏会(2011/160)
会長:高田邦昭（74理・群
馬県立国民健康科学大学
長）
連絡：堀口均（83法・弁護
士）

①松本赤門会(1981/45)
会長:帯刀益夫（66薬・東
北大学名誉教授） 連絡：
横沢敏（88文・会社役員）
②*長野赤門会
(2006/130）
会長: 山浦愛幸(69農・地
銀役員）

和歌山赤門会(1970/100)
会長: 田辺善彦（66法・弁
護士）
連絡：安藤元二（67法・会
社経営）

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
(2006/140)
世話人：岡本稔（６７工）

（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

東京大学同窓会連合会

〒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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事務：米田 恭子

