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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１１月
11月9日（土）１３：００～
秋田銀杏会第7回総会

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

松本赤門会総会

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
１１月１５日（金）１９：００～

香川銀杏会総会

１１月１７日(日)１８：００～

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）
チェンバーテラス第一
松本商工会館1階
JR ホテルクレメント高松
（大）金吉 （連）長嵜
武蔵野本店

駒場祭

11月22日（金）～２４日（日）

2019年12月
第48回自由が丘銀杏会

12月1日（日）11:30～

埼玉銀杏会総会

１2月14日（土）13:00～

2020月1月
青森県東京大学同窓
会 新年会
東京銀杏会新年会

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
埼玉共済会館 501 502 会議室
演題 「南極観測体験記」〜公益財団
法人日本極地研究振興会理事長・立正
大学名誉教授 吉田栄夫先生

1月22日（水）18：３０～2０：３０

青森県八戸市
八戸パークホテル
第一ホテル東京（新橋）

1月２４日（金）18：００～

ホテルメルクパルク岡山

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

岡山東大会新年会

1月18日（土） １８：００～

2020年2月
関西東大会総会兼新年会

2020月3月
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福岡銀杏会北九州の集い

３月１４日（土）１７：００～

ステーションホテル小倉

2020年4月
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（月） １４：００～

ホテルオークラ札幌

2020年5月
東京銀杏会総会

5月26日（火）１７：００～

東京第一ホテル

参考
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

Ⅱ 本部よりのご連絡とご報告
◎ 第１０回東京大学同窓会連合会全国大会 報告
１．日 時： ２０１９年10月１８日（金） 17:00～20：３0 （１７：００より幹事会開催）
２．場 所： 学士会館 202号室（幹事会、講演会、記念写真） ３２０号室（懇親会）
３．参加者：６５名
４． 概要
＊ １７：００～１７：４５ 幹事会を同会場後部にて開催
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 （教室形式）
（１） １８：００～１８：０５ 岡崎代表幹事開会挨拶
本日は第10回東京大学同窓会連合会全国大会に、北は北海道から南は九州まで全国の地域同窓会の代表の皆様
と、五神総長・藤井副学長・津田副学長を始め大学の卒業生室関係の幹部の皆様が、こうして多数ご出席下さり、大変
嬉しく、また感謝しております。明日は第18回東京大学ホームカミングデイが大学主催で行われますが、本日の同窓会
連合会全国大会はホームカミングデイの前夜祭の役割も果たしています。
同窓会連合会全国大会は、全国の地域同窓会有志の集まりとして、意見交換・情報交流・人脈強化などを目的にスタ
ートし、今回第10回を迎えましたが、先ずは「継続は力なり」と、この第10回を寿ぎたいと思います。そして今日までご支
援・ご協力頂きました総長をはじめ大学の関係者の皆様、全国地域同窓会の皆様、その他関係者の皆様には、厚く御
礼申し上げます。有難うございました。
同窓生の集まりには、学部・学科別同窓会や運動部・クラス・サークルのOB/OG会など学生時代に所属していた組織の
集まりと、在学時の所属組織を超え現在の立ち位置を起点とした集まりがあります。
地域同窓会は後者に属し、その連合体である【同窓会連合会】は1997年に発足しました。大学の国立大学法人化と並
行して2004年に発足した【学友会】は、同じく後者に属し、その後【赤門学友会】・【校友会】と名前を変え今日に至って
います。
同窓会連合会と校友会は、その発足と生い立ちだけでなく、よって立つ基盤に違い
がありますが、校友会の活動に歴史が出来てきて、協働することで早稲田大学稲門会や慶應大学三田会のような強い
組織にできるのではないかという発想が出てきました。
昨2018年校友会から「大同団結（一体化ないし合併）」の提案を受けて、ご承知の通り、本年3月8日「同窓会連合会と
校友会の協働体制作り」について覚書を締結いたしました。2020年度末（2021年3月）を目標に大同団結を図るべく、そ
のビジョンの策定から具体策の検討を進めるべく、今般プロジェクトチームを発足させました。このプロジェクトは、これか
ら難しい作業に入るところですが、その成功に向けて皆様の絶大なるご協力とご支援をお願いして、私のご挨拶とさせ
て頂きます。
（２）有馬会長講演 １８：０５～１８：３０ 「日本の将来と教育の課題について」
概要：国際的にも国の教育予算は少なく、国立大学への補助金も毎年削減（法人化は人件費削減しない条件であった
が）、大学の若手研究者の雇用も任期付きにせざるを得ず（五神総長の大奮闘で回復しているが）、ボデイブローとな
り、国際的な論文掲載・引用度も、大学のランキングも下がって来ている。皆さまと協力して政府に働きかけたい。＊講
演内容は当日配布。
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（３）五神総長講演 １８：３０～１９：００ 「Society 5.0の実現に向けて ～社会変革を駆動する大学～」
概要：知識集約型社会で、東京大学は社会変革をリードすることを目指す。運営費交付金依存の「運営」する大学から
「経営」する大学へ、大学の知、高速広域ネット等の東大の強み・資源も活かした新たな付加価値の創造を通じ、未来
への投資に向けた大学を核とした資金循環を作る。＊講演内容は当日配布。尚、連合会から、総長著書「大学の未来
地図」50冊を未購入者中心に無料配布した。

有馬会長講演
Ⅲ

五神総長講演

１９：００～１９：２５ 記念写真

Ⅳ 懇親会 １９：２５～２０：３０
（１） １９：２５～１９：３０ 東京銀杏会森田会長開会挨拶・乾杯
東京銀杏会の森田でございます。昭和39年法学部の卒業です。
今年5月に会長を仰せつかりまして、図らずも令和最初の会長ということになりました。
卒業から今日まで55年が経過したわけですが、そのうちの平成の30年間が社会人としての中核ということになります。
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昭和の時代も大変な激動期でしたが、平成も決して平坦な期間だったとは言えません。平成のスタート直後にバブル崩
壊に見舞われ、日本の経済と政治は大混乱に陥ったわけですが、それと時を同じくして、人口の停滞と減少が進み始
めました。1996年から生産年齢人口が減少し始め、それと軌を一にして、内需産業の売上が急低下し始めました。最
初は生命保険、百貨店、スーパー、国内自動車販売といったところから、他の業種に停滞が広がって行ったわけです。
バブル崩壊と少子化進行のダブルパンチという、多くの人が予想もしなかった状況の複雑性と困難性から、日本社会
には、解決しきれない問題が発生し残存することになりました。少子化の進行は経済成長の足かせとなり、人口構造の
高齢化は社会保障費の上昇を招き、低成長と財政支出の膨張は先進国最悪の公的債務残高という状況を生んで、日
本の諸課題解決のための有効な対策への壁になるという、負のサイクルを生むことになりました。このままの少子化傾
向が続けば、今から50年後には、生産年齢人口と若年人口は更にほぼ半減するという予測があり、その時の日本はど
ういうことになっているのか、暗澹たる気持ちを禁じ得ません。
私の本意は政治批判ではありません。平成の時代に生じた課題はそれほどの難問だったということを申し上げたい訳
で、この負のサイクルを食い止めることは、現状の深刻さからして、短期間にできるものではありません。一定の時間軸
の中で、整合的で明確な目標と具体策を示す、確たる設計図が不可欠であると思います。この設計図作りは、政治の
世界だけでなしうるものではなく、政・官・民そして学の緊密な連携が必要とされるでしょう。それほど荷物は重いと理解
すべきです。
五神総長が「大学の未来地図」で表明しておられる、社会構造の急激な
転換＝パラダイムシフトの中で、社会変革への推進力として「今こそ大学の
出番」とされるご決意には、強く共感するものであり、平成からの宿題も、同
じ文脈の中で解決されてゆくことを期待するものです。
同窓会は、卒業生及び在学生の交流と親睦を本来の意義とするものです
が、その基盤たる大学の進路に大いなる関心と支援を寄せるべきであるこ
とを、改めて確認した
いと思う次第です。話が長くなりました。乾杯に移りたいと思います。
[日本社会の健全な発展に向けて、東京大学のますますの貢献を期待し、
同窓会連合会の発展と大学への応援の心をこめて、乾杯！]
＊乾杯用日本酒 東大蔵元会の鷲の尾（岩手）と長龍（奈良）
（１） １９：３０～１９：５０ 懇談
（２） １９：５０～２０：０５ 鎌倉淡青会ヴォイストレーニング紹介（佐藤ゆり先生講話及びビデオ映写）。高齢者の誤嚥防
止が主目的。声を使う専門家・声楽家向けの訓練である。鎌倉淡青会員は音痴が多いと合唱には引いていたが、ビデ
オで分かるように、数回の訓練後では上達した。
（３） ２０：０５～２０：２５
来賓・初参加の皆様にステージでご紹介・ご挨拶頂いた。
① 大学（写真左から三島渉外部門長・津田副学長・藤井理事・神澤
校友会事務局長・上別府シニアデイレクター）。各自自己紹介の後、
最後に、藤井理事が社会変革をリードする大学と社会にある卒業生と
が目的を共有しご支援頂きたいと挨拶された。
② 東京大学新聞宍戸理事長・大学院法学政治学研究科教授。卒業
生にも購読頂きたいと挨拶された。
③ 学士会小堀事務局長
④ 大和ハウス工業（宮崎・高橋氏）。OBより４件購入問い合せある。
⑤ さつき会 森 新会長。地方女子学生向け贈与型奨学金設けた
が、受験者が少ないのが悩み。
⑦ 群馬銀杏会 高田 新会長。今年９回目の総会（来年１０回）。昨年、鎌倉淡青会街道を歩く会と交流した。
⑧ 浜松銀杏会 北脇 会長。小さい会だが粘り強く育てたい。
⑨ 神奈川銀杏会役員全員（大久保・中島・鈴木・福山・豊吉・旭岡氏）～次期会長豊吉幹事を紹介。
⑩ 東京銀杏会二水会世話人 山口三恵子氏。２０年以上２６５回（２０１９年１０月）開催。
（４） ２０：２５～２０：３０ エール「ただひとつ」 斉唱 小林博重 鉄声会幹事長・石川赤門会
２０：３０～２０：３５ 中締 北 修爾 関西東大会会長。校友会との大同団結で会員拡大を期待。卒業生にとっての心の
ふるさと東大を北から南まで全国の同窓会で応援しよう。
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ボイストレーニング佐藤先生

東大新聞宍戸理事長

学士会小堀事務局長

大和ハウス工業宮崎・高橋氏

さつき会森会長

神奈川銀杏会

二水会山口代表

応援エール 小林鉄声会幹事長

中締 北関西東大会会長

◎ ホームカミングデイ報告
・10月19日（土）は生憎の雨、この時期は一昨年も雨で、濡れながら赤門市長会ふるさと納税応援のテントで頑張った記
憶がある。前夜の全国大会もあり、毎年、しんどい状況だが、連合会が発足させたホームカミングデイでもあり、毎年の連
合会テントを設置、今年も頑張った。
・今年は当初、向いの東大蔵元会の日本酒試飲に合わせた食品の配布も考えたが、①地域同窓会入会、②母校への東
大新聞定期購読贈呈、③新入生歓迎在京の会の発足の3点に絞り、下記趣旨のチラシと東京大学新聞の配布を行った。
事務局よりは米田さん、山口東大会の椿さん（風邪をおして）、東大新聞の松本さんに支援頂いた。
離れても懐かしい故郷との絆を大切に 「繋がろう」！

東京大学同窓会連合会 会長 有馬朗人

１．地元出身の新入生を皆で歓迎しよう！
地方出身学生を同郷の学生・卒業生・教職員が暖かく迎える在京の集まりを支援・推進しています。特に、個人では難しい同郷の卒
業生・教職員のネットワーク創りを支援します。
既に東京大学徳島県人会、鳥取県出身東大新入生歓迎会、在京山口東大会が、毎年、集まっております。もっと多くの地域の在京
の会があれば、地方出身に暖かい大学になると考えています。五月祭・駒場祭で地方関連企画・展示を行っている学生の皆様を含
め、在京の会設立・ご参加希望の方は、裏面からお問い合わせください。
２．母校後輩に東京大学新聞を寄贈しよう！
東京大学へ進学する地方出身学生、特に女子学生が増えない理由の一つは、東大における勉学・生活環境の情報が地方まで届か
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ないことです。当会では、卒業生が母校（高校）の後輩に、年額7,400円、年42回、在学生視点で編集された東大の様々な情報を届け
る東京大学新聞の定期購読寄贈キャンペーンを開始しました。ご関心のある方は、裏面にて母校のお名前と共に、お問い合わせくだ
さい。全国で１００校以上が購読しており、重複する場合は事前にご連絡します。
３．離れても地元同窓会と繋がろう！
東京大学の地域同窓会では、北は北海道から南は沖縄まで、全国47都道府県（福島県のみ休会中）で、多くの卒業生が地域のリ
ーダーとして、地域を基盤として世代や専門を超えた交流・親睦、地元社会貢献、自己実現、母校支援を目的に活動しています。
あなたもご出身の地元同窓会の会員に登録して、懐かしい故郷と繋がりませんか？ また、もし、あなたの住んでいる市・区・町・村に東
大同窓会が無いなら、5人集れば同窓会の立ち上げをお手伝いします。ご関心のある方は、裏面からお問い合わせください。

連合会チーム（左より椿・松本・米田）

東大蔵元会出羽桜仲野益美社長と女性ファン

◎ 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。
◎ 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、法人会員予約ホームページに入って後の個別の予約段階では個人（法人でなく）が予約することになりま
すので、ご了承ください。
＊ 法人会員予約ホームページ ： https://www.daiwaroynet.jp/corporate_login/
＊ パスワード ： 連合会事務局までお問い合わせください。
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
○日時： ２０２０年１月１８日（土）１８：００
○場所： 青森県八戸市 八戸パークホテル
[埼玉銀杏会]
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露無松景代表幹事
◎ 埼玉銀杏会総会
〇日時：2019年１2月14日（土）13:00～
〇場所： 埼玉共済会館 501 502 会議室
10月12日（土）に開催を予定しておりました総会は、台風の影響で開催が中止となりました。年に1回の行事
ですので、取り急ぎ、リスケの対応を行い、12月14日（土）13:00～に埼玉共済会館（浦和駅西口から徒歩10分
くらいのところにあります。）にて行うこととなりました。まだ、折衝中の内容も残っていますが、当日の講演会や
地元埼玉での知名度の向上等を狙いました懇親会での催しについては、変更なしでいけるものと思われます。
〇講演会
講師 公益財団法人 日本極地研究振興会理事長 立正大学名誉教授 吉田栄夫先生
演題 「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）
〇懇親会での主な催し
浦和一女OGのメンバーからなる埼玉では活動の有名な「ルナ・マンドリーノ」によるマンドリン演奏
◎ 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]
◎ 2019年度第4回銀杏懇話会(11/15)のご案内 ～四本裕子東京大学准教授を迎えて～
東京大学大学院総合文化研究科准教授の四本裕子氏（H10文卒）に「脳科学でみる脳の個人差」という演題でご講演を
いただきます。
・ご講演要旨：ひとの脳のはたらきをfMRIなどの機能を使って可視化できるようになって約20年が経過した。書店には、何
が脳に良いのか、脳から何がわかるのかを説く一般向けの書籍が並ぶなど、脳科学が身近なものになった。一方で、脳科
学に関して一般に信じられている言説は過度に単純化されているものが多い。ここ数年のAIの発展により、脳科学から得
られる知見はより複雑なものとなっている。講演では、過度に一般化されて流布する脳科学の説を取り上げ、その問題点
を批判的に議論する。特に、学習や環境が脳に及ぼす効果、教育や社会がひとの行動や思考に及ぼす効果、ひとが個
人の能力や性格について持つ認知バイアスについて概説し、それらの相互作用の中で「個人」を脳科学的にどうとらえる
べきかを考える。
・講 師： 四本裕子氏（H10文）
＜ご講演者プロフィール＞ 1998年東京大学文学部卒業。2000年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。
2000年日本学術振興会特別研究員-DC。 2005年Brandeis Univeristy, Department of Psychology 博士課程修了、
Ph.D.(Psychology)の学位取得(Brandeis University)。同年Boston University博士研究員、2006年Massachusetts
General Hospital博士研究員、2007年Harvard Medical School博士研究員、2008年日本学術振興会海外特別研究員、
2010年慶應義塾大学社会学研究科特任准教授、2012年東京大学総合文化研究科准教授に就任し、現在に至る。
・日 時： 令和元年11月15日（金） 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
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
お申し込み方法：
11月１１日（金）までに東京銀杏会事務局にE-メールまたは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
◎ 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。
◎ 東京銀杏会囲碁の会
第１６２回（通期２００回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
東京にて開催される囲碁の会は200回目を迎えます。
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11月９日（第２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)､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、次女は初段）
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

大澤摩耶先生の指導碁を受ける初参加の水田哲明さん（Ｓ
48医）、強いです！

渡辺惠子先生の指導碁を受ける山下東洋彦さん(Ｓ41法)
は４月から囲碁を始められ、早くも３級です。

私(幹事・鈴木)の駒場クラスメイト・田近東吾さん(Ｓ42文)が
従弟の水田哲明さん（真ん中）を連れてこられました。
従兄弟同士の出席は当会始まって以来、大変微笑ましいこと
です。共に、長崎県の島原高校のご出身です。

私と大澤摩耶先生とは、私の姉の嫁ぎ先・ 正田家を通し
て親戚であったことが１か月前に 判明し 私が関係図を作
って持参しました。 大澤家は渋沢（栄一）家と近しい間柄
です。
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[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2-1-1）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。』
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。
◎ 三土会開催のご案内
令和元年１１月度定例昼食会（三土会）を下記要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。多くの方々のご参
加をお待ちいたします。なお、配偶者やご家族等のご同伴も歓迎いたします。
○日時 ：１１月１６日（第３土曜日） １１：３０～１４：００
○場所 ：「クルーズクルーズＹＯＫＯＨＡＭＡ」ＪＲ横浜駅東口スカイビル27階 Ｔｅｌ．０４５-４５０-２１１１（神奈川県横浜市
西区高島2-19-12-２７F）
○参加ご希望の方は１１月８日（金）までに、奥出 YRX02226@nifty.com にメールでお知らせください。
銀杏会で予約してあり、１１：３０より会場を使用出来ます。来場されましたらフロントの案内に従って下さい。
昼食は、今回はバイキングコース料理の予定です。週末の土曜日で混雑が予想されますので、早目にお越しください。
コース料理の場合はバイキングと違って参加予定人数の精度を上げる必要がありますので、出席の場合は確実にご連
絡ください。なお当日急に出席できなくなった方は当日１１時までに０８０-５４０５-５４４４奥出信一郎まで（通じない場合は
クルーズクルーズまで）電話をください。ご連絡がない場合はキャンセル料をいただく場合があります。
○当日の予定 ：
１１：３０-１２：３０ 昼食会および会員懇談
１２：３０-１３：３０ 話題提供
１３：３０-１４：００ 質疑応答および意見交換
○話題提供者：小林祐介 H22工H24修士
[略歴] 1986年 東京生まれ。2004年 栃木県立宇都宮高等学校卒業、東京大学教養学部理科一類入学。12年 同大
学院工学系研究科精密機械工学専攻修士卒、株式会社アマダ入社。16年 アマダエンジニアリングヨーロッパ出向（赴
任）、19年帰任。
[演題]「弊社アマダの紹介および加工技術から見た板状金属」
○参加申し込み方法：
１１月８日までにお申し込みください。メール以外の方は、下記幹事宛に電話またはファックスしてください。
○参加費 ：
神奈川銀杏会会員 1人３,４００～３,７００円程度。話題提供者は無料。非会員は、加えてプレミアム３００円。但し、新しく
神奈川銀杏会に入会することを検討している方等に配慮して、お試しサービスとして、３、４回程度までは、プレミアム３０
０円免除。
○幹事連絡先：奥出信一郎：Ｔｅｌ／Ｆａｘ ０４５-８６６-１８５９、 E-Mail ：YRX02226@nifty.com
[今後の開催予定]
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
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円＋交通費補助金2000円をさしあげています＊＊
[三土会ホームページ]
http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
[神奈川銀杏会のホームページ（神奈川銀杏会入会問いあわせのフォームあり）]
http://kanagawaichokai.com/
◎ 食楽会の活動について
次回は12/7（土）に忘年会を兼ねて、山手の瀟洒な館で「元世界チャンピオンによる創作中華料理を楽しむ会」を開催
しますので奮ってご参加下さい。現時点で16名様のお申込を頂いておりますが、まだまだ間に合いますのでよろしくお願
いします。
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
体を動かしやすい平服でおこしください。
◎ ＮＰＯ法人 老人ホーム評価センター主催 第10回 講演と相談の会
宇田川 潔 （副会長、NPO法人老人ホーム評価センター 理事長）
今回は「認知症をどのように対応しているか」について老人ホームの中でもっとも力を入れているベネッセの方からお話
をしていただくものです。関心が深い問題にもかかわらず、その対応についてよく知られていない問題だと考えられます。
日 時 令和元年12月2日（月）
会 場 かながわ県民センター 2階ホール 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
「横浜駅」西口・きた西口を出て、徒歩およそ5分
１．13:30～14:00 挨拶 ～ 評価センターの活動状況 宇田川 潔 （NPO法人老人ホーム評価センター 理事長）
２．14:00～15:30 講演「認知症について」 認知症の予防、症状・進行を遅らせる方策、ケアの仕方など
15:30～
質疑応答
講師 松本(まつもと) 三(み)早(さ)己(こ)さん
プロファイル：㈱ベネッセスタイルケアの南関東Ⅱエリア事業本部に勤務している理学療法士
介護職の育成、各ホームで働く機能訓練指導員の支援、
介護予防の推進活動等を行っている。
３．16:00～16:45 老人ホームをお探しの方のための個別相談会
お問い合わせ先：ＮPO法人 老人ホーム評価センター E-mail: rhhc@jcom.zaq.ne.jp Fax: 0467-32-3185
予約なしでも入場できますが、できればEメール、Fax、ハガキ等でご予約ください。その際、お名前、連絡先、参加人数を
ご記入ください。
当日の連絡先：080-1110-5018（佐藤） http://rhhc.sakura.ne.jp/index.html
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[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。
【１１月の予定】
１．テニス例会：11月１，７，８，１３、１５、２２、２７，２９日 ８：３０～１０：３０ 又は １０：００～１２：００
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
２．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
３．鎌倉淡青坐禅会：１１月６日(水)と20日(水) ９：００～１１：００ 円覚寺・居士林
４．淡碁会（囲碁同好会）例会：11月８日(金) １３：００～17：００ 大船行政センター
５．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25日（月）
９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
６．街道を歩く会：１１月１３日（水） ９：００～１６：００ JR赤羽駅～JR東川口駅
７．淡青書道教室：１１月１４日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
８．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」
９．包丁淡青探訪編：11月21日(木) １２：００～１４：００ レストラン・アマルフィ(鎌倉小町)
１０．歴史散策会：11月22日（金） JR鎌倉駅東口改札口 １０：００～１４：００
「鎌倉の神社を巡る」
１１．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
和田孝三氏（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？」
（予告）
＊ヴォイストレーニング教室：１２月３日（火）と１７日（火） １３：３０～１５：００ 鎌倉論語会館
＊鎌倉淡青坐禅会：１２月４日(水)と１８日(水) ９：００～１１：００ 円覚寺・居士林
＊ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：１２月９日(月)と2３日（月） ９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
＊淡青書道教室：１２月１２日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
＊定例昼食会（三金会）：1２月２０日(金) １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上 平田恵美氏（４５文） 「大船田園都市を考え
る」
＊淡碁会（囲碁同好会）忘年会兼合宿懇親会：1２月２３日(月)～２４（火） ２３（月）１２：３０ 現地集合 熱海ニューフジ
ヤホテル
【以下同好会等活動報告】
街道を歩く会
快晴で秋風の心地よい10月9日（水）、42名の参加者が鎌倉街道（中道）第6区間（地下鉄東新宿駅からＪＲ赤羽駅ま
での１３．１ｋｍ）の爽快なウォーキングを楽しみました。
午前中は、源義家が奥州平定に向かう途中立ち寄って遠く安芸の厳島神社に向けて戦勝祈願したという「抜弁天」
を経て、山手線内最高峰（標高４４．５ｍ）の築山「箱根山」登山で汗を流し、「穴八幡宮」で参拝と小休憩後、御三卿清
水家の下屋敷跡「甘泉園公園」の庭園を拝観、「水稲荷神社」を参拝しました。更に神田川にかかる面影橋を渡り、太
田道灌伝説の「山吹の里」の石碑を過ぎ、このコース随一の登り「宿坂」を経て目白通りを渡ると、「鬼子母神」の欅並木
参道に出ます。
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池袋駅近くのジョナサンでの昼食後、午後は池袋サンシャイ
ンビル横を通過し、明治通りをひたすら北行です。西巣鴨を経
て、滝野川の狭い路地を縫うように歩き、「四本木稲荷」を過ぎ
ると石神井川にかかる「紅葉橋」に到着します。小休憩の後、狭
い旧道歩きを楽しみ、「十条富士神社」の富士塚に上り、「稲付
城跡・静勝寺」の石段を最後の力を振り絞って上り下りすると、
あとは５分余りでゴールの赤羽駅にひとりの落伍者もなく到着し
ました。（写真は「静勝寺」での記念撮影）
次の第7区間は11月13日（水）、深まりつつある秋の中をＪＲ
赤羽駅から東川口駅までの１３．４ｋｍを歩く予定です。
鎌倉淡青会ゴルフコンペ
１０月２３日（水）鎌倉CCにて鎌倉淡青会ゴルフコンペが開催された。前日までの雨天とは打って変わって、今年初め
てと言えるような秋晴れの素晴らしい天気となった。残念ながら他のイベントと重なったため人数は６人となってしまった
が、和気あいあいとプレーした。
台風１９号の影響でコースの一部ががけ崩れしていたり、枯れ枝が残
っていてコンディション的には厳しい中、優勝は中川原さん、準優勝は
杉田さんとなった。以下は表彰式（懇親会）での各氏コメント。
N氏「他の後ろの組に助けられた（クラブを忘れたが気持ちよく拾っ
てくれた）」
S氏「パートナーは腕前の良い方に恵まれた」
Ku氏「鍵盤炎からやっと復活できた」
Ko氏「いきなり１１たたいたが、ナイスパーで立ち直れた」
H氏「ドラコンも取り１８H全部歩いでラウンドできた」
O氏「ゴルフクラブに投資し次回頑張る」
以上各氏それぞれに楽しくプレーできた１日でした。
淡青会２０１９年秋の見学会
令和元年秋の見学会は、１０月２４日（木）、大磯駅前のエリザベス・サンダ－ス・ホ－ムにある澤田美喜記念館、城山
公園内の大磯町郷土資料館、再建された旧吉田茂邸と大磯町の主要な見学箇所を回り、心配された雨にも遭わず、３
６名の参加者は秋の一日を堪能することが出来た。
澤田美喜記念館は、第二次大戦後の混乱時に混血孤児養育に人生を捧げた三菱財閥創業者、岩崎弥太郎の孫娘
の澤田美喜が蒐集した潜伏キリシタンの遺物が展示されている。館長の丁寧な説明もあり、当時を偲ぶ歴史的展示物
はまさに一見の価値がある。
昼食後は、城山公園展望台で記念撮影後、大磯郷土資料館を見学した。大磯町で発見された縄文式土器には驚い
た。明治の多数の大物財閥、大物政治家が別荘を構えた土地であるが、遺品は意外に少ないとのことだった。 最後に
旧吉田茂邸を見学した。戦後日本の復興に力を尽くした吉田茂氏が晩年を過ごした旧吉田茂邸は、母屋が全焼すると
いう不幸に見舞われたが、２０１７年にほゞ焼失前の姿に再建されており、戦後５回にわたり総理大臣を務めた吉田茂氏
の足跡を辿ることが出来た。見学会は現地解散としたが、広い庭園内を散策する人もいた。

旧吉田茂邸金の間

城山公園展望台
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[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

[東静銀杏会]
◎ 卓話会のご案内
恒例により、当会では下記のとおり卓話会を開催いたします。
今回は、国際通貨基金アジア太平洋地域事務所所長鷲見周久（すみ ちかひさ）様による「世界経済の見通しとリスク」
というお話です。
鷲見所長は、大阪府出身、東京大学法学部卒業、米ハーバード大学でMBA（経営学修士）を取得され、財務省審議官、
金融庁参事官など歴任した後、IMFアジア太平洋局（APD）等に７年間在籍し、2015年には「The Future of Asian
Finance」を出版するなど、アジア金融の将来に関するプロジェエクトを主導され、2016年9月28日にIMFアジア太平洋地
域事務所（OAP）所長に就任されました。豊富な知見に基づくお話は大変興味深く、私たちにとって大いに参考になると思
います。 いつもどおりご友人、知人の方もお誘いください。
なお、当日午後１時から囲碁会を行います。ご希望の方はご参加ください。
場 所 沼津リバーサイドホテル（沼津市上土町100-1 TEL055-952-2411）
日 時 １１月３０日 土曜日
囲碁会・・午後１：００ 場所 ２Ｆ かの川
卓話会・・午後５：００ 場所 ２Ｆ かの川
（受付午後４：３０～）
「世界経済の見通しとリスク」 鷲見 周久氏
懇親会・・午後６：００すぎ～
会 費 ８０００円
連絡先 事務局 坂部 利夫 TEL 055-931-5318 FAX 055-931-5326
[ 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）
◎《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
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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
○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
［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、
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
[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４日（金）にホテルニュー長崎にて開催されました。出席者数は20名でした。
〇 まず、清水康寛会員より「民法（相続法）改正」の解説がありました。みなさん熱心に拝聴し、質疑応答も具体
的でした。概略は次号の会報でお知らせします。
〇 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３０年度事業報告並びに決算報告の承認の件
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事務局より事業報告と決算書の報告の後、清水監事より監査報告がなされ、原案通り承認されました。
（議案２）令和元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。
（議案３）役員改選の件
役員全員の留任と、伊東浩子会員の理事選任が承認されました。
〇 初参加の高宮茂隆会員の自己紹介の後、懇親会では迫光夫会員から提供された昭和31年の長崎同窓会名簿
が披露されました。当時は２７１名の会員数で、長崎銀杏会発足後も会員の、伊東勇、渡辺宗人、田村欣也、浜田忠彦さ
ん達をはじめ、長崎の財界、教育界、三菱関係の有名な昔懐かしい お名前が多数ありました。ご覧になりたい方は、事
務局までご連絡頂ければコピーを差し上げます。
塩飽志郎会長による乾杯で始まった夕食会は、楽しい懇談の後、宮川前会長の挨拶で締めとなりました。
◎ ホームページの開設について
会員資格者の把握と入会案内が困難となっていることの対応策として、ホームページの開設が有効と思われます。ま
た、同窓会連合会からもホームページの開設を要望されていましたので、この度、以下のＵＲＬで開設しました。会員へ
の告知が郵送だけでなくホームページでも出来ることは、会務運営上も効果的と思われます。会員の皆様に活用してい
ただき、また、お気づきの点などありましたらご意見を頂ければ有り難いです。
○ ホームページのＵＲＬ: https://torisu6477.wixsite.com/ityoukai
◎秋の懇親バスハイクについて
晩秋の懇親バスハイクを下記の通り実施します。いつものようにご家族（配偶者とお子様）の参加も歓迎です。参
加される方は折り返し同封の返信葉書にてお申し込みください。準備の都合もありますので、１１月１５日までに返信
願います。参加予定者には後日詳細の案内を送付します。
○実 施 日：１１月３０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１０分集合、１５分出発
○スケジュール 9:15
長崎市民会館横をマイクロバスで出発
10:15 バスチャン屋敷跡
10:50 大野教会堂
11:20 出津教会
11:40 ド・ロ神父記念館と旧出津救助院
12:30 枯松神社

13:10鯉山水（昼食）

15:00 長崎甚左衛門の墓

15:20時津本陣

16:15 市民会館にて解散予定
[宮崎赤門会]
◎ 総会・懇親会報告
宮崎赤門会は、令和元年１０月１８日（金）にホテルメリージュで第６回目総会・懇親会を行いました。３５名の出席でした
が、初参加の方も６名いらっしゃいました。同窓会連合会本部から有馬会長のご祝辞も頂きました。
総会では日野直彦会長の挨拶の後、平成３０年度決算と令和元年度予算案及び会則改正について審議され、承認され
ました。
また、今回は、本県出身で昭和４４年経済学部卒の日機装株式会社 甲斐敏彦代表取締役社長に御講演をお願いしま
した。同社のこれまでの歩みや技術力の高さ、今後の展開についてお話を伺うことができ、充実した会になりました。
懇親会は、甲斐睦教監事の発声で乾杯の後、和やかに交流を深めました。遅れて参加となった河野俊嗣知事の御挨拶
の後、初参加や遠方からの参加
の方を中心に、一人一言、近況
報告をいただきました。
参加者の中には、甲斐社長の
小学校からの同級生もおられ
て、約５０年ぶりの再会を喜ばれ
ていました。他にも教養の同じク
ラス、同じ学部などの縁で、様々
な交流の輪が広がっていました。
「ただ一つ」斉唱の後、原田隆
典宮崎大学名誉教授の中締め、
写真撮影でお開きとなりました。
（横山幸子事務局長）
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Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情
報
１．三鷹クラブ
◎ 東大三鷹クラブ第147回定例懇談会のご案内
日 時 ： 令和元年11月21日（木） 18時30分～21時
場 所 ： 学士会館本館301号室（千代田区神田錦町3-28 TEL 03-3292-5931）
講 師 ： 檜枝 悠太 （2016年入寮、理Ⅰ、東大寺学園）
テーマ ： ASTROFLASH ・・ 宇宙に夢を！ 若者と共に！
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、すずらん通りの中国料理店 SANKOUEN にて
開催予定
定 員 ： 40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
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２．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．静嘉堂文庫美術館
めいぶつ ぎれ
こ わ た り さ ら さ

名物裂と古渡り更紗

館長：河野元昭（６７・文）

Dressed with the Best-Precious Textiles for Tea Utensils

[会期 ] 2019年11月12日（土）～12月15日（日）
[休館日 ] 毎週月曜日（11月4日は開館）、11月5日
[開館時間 ] １０：００～１６：３０ （入館は１６：００まで）
[入館料 ] 一般１０００円、大学生・高校生７００円、障碍者手帳をご提示の方及び同伴者1名700円
＊20名以上団体は200円引き、中学生無料。
本展は、静嘉堂では初めての、“染織”をテーマとした展覧会です。
わが国特有の発達をみせた茶の湯文化、そして文人の嗜みとして流行した煎茶文化の世界では、中国をはじめ海外から広く
舶載された文物を用い、大切に伝えてきました。その内には「金襴(きんらん)」「緞子(どんす)」「間道(かんどう)」など、今日“名
物裂(めいぶつぎれ)”と総称されているような高級な染織品も含まれ、それらは室町時代以降の唐物賞玩のなかで、絵画・墨
蹟の表具裂や、茶入を包む袋、「仕覆(しふく)」（仕服）となり、茶人たちの鑑賞の対象となりました。
また江戸時代以降、型や手描きによる草花・鳥獣・幾何学文様などを色鮮やかに染めた木綿布“更紗(さらさ)”が、ポルトガル
やオランダの南蛮船や紅毛(こうもう)船、中国船などによってもたらされると、これも数寄者たちを大いに魅了しました。とりわけ
江戸時代中期頃までに輸入されたインド製更紗の一群は、後世“古渡り更紗”と呼ばれ、茶道具では箱の包み裂(つつみぎれ)
に、煎茶道具では、茶銚(ちゃちょう)・茶心壺(ちゃしんこ)などの仕覆や敷物として重用されました。
永い歴史をへて、今日に美しいデザイン、繊細な手の技を伝える染織の優品を、この機会にどうぞご堪能下さい。1．講演会
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）
〇 「江戸時代の古裂ブーム；名物裂と古渡り更紗」
日時：12月1日（日） 13:30～15:00（開場13:15）
講師：佐藤留実氏（五島美術館 主任学芸員）
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）
〇 「饒舌館長口演す－絵画の表装ベストテン」
日時：11月17日（日） 13:30～15:00（開場13:15）
講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
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3．列品解説
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～：11月14日（木）、12月5日（木）
午後2時～：11月2日（土）、11月30日（土）
４．静嘉堂 冬のコンサート ※無料、ただし当日有効の入館券が必要です。
日時：12月8日（日） 14:00～15:00（開場 13時45分）、地階講堂にて 定員100名
「Trio Allegretto」(トリオ アレグレット) ソプラノ・チェロ・ピアノの男女3人組。
♪ソロありアンサンブルあり。わらべうた、クリスマスソングなど、軽快（アレグレット）で心地よい演奏をお届けします。皆さまとご
一緒に歌いましょうコーナーもお楽しみに。
３．一高玉杯会便り 200号 2019年10月28日 （連絡先）kudo@gakushikai.jp
〇 春の寮歌祭
令和二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：2020年４月４日（土）１２時開会
場所：駒場生協食堂２階
〇 令和元年秋の寮歌祭報告
令和初の一高寮歌祭となった「令和元年秋の寮歌祭」は、10月26日（土）に東大駒場の生協食堂で開催された。前日
には記録的な豪雨により千葉県をはじめとした各地が災害に見舞われたが、当日は一転して好天となり、目黒区でも最高
気温が25度に達する夏日となった。おりしも東大駒場博物館では東大硬式野球部創部100周年を記念して「東大野球部
の歴史展」が開かれていることから、寮歌祭の参会者で寮歌祭の前後に参観された方も多かったようである。
定刻の12時に総合司会の工藤康玉杯会代表幹事（昭26理甲）が開会を宣言。続いて、今春以降に逝去された同窓生
諸氏を偲んで参会者一同が黙祷を捧げた。12時3分から北原文雄先輩（昭15理乙）のリードで全寮寮歌を斉唱、続いて
加納晋六先輩（昭17.9文丙）の音頭で乾杯して歓談に入る。
12時30分に太鼓の猛打により寮歌本番の第一部を開始。『思へば遠し』、『アムール川』、『春爛漫』など定番の10曲に
加えて、『野球部部歌』、『端艇部応援歌』、『陸上運動部部歌』の3曲を歌って第一部を終了した。
前回に倣って、第一部から第三部までの各部で歌う寮歌の曲数を従来より少なめにしたこともあって、各部とも円滑に
進行させることができた。また、各部とも、一高の諸先輩および新制東大OBの面々を中心として、つぎつぎと前へ出て寮
歌を高唱し、大いに場が盛り上がった。
10分間の休憩ののち、13時20分から開始した寮歌第二部は、『藝文の花』から『日のしづく』までの12曲のほか、柔道部
部歌および撃剣部部歌を斉唱した。恒例となった第23回寮歌『ささら流れの』の酒井修先輩（22文一）など、希望曲提出者
が次々とリードに当たり、熱唱が続いた。
10分間の休憩をはさんで14時30分から寮歌第三部に入る。水泳部部歌、河童踊りの歌、弓術部遠征歌と運動部の歌
が続いた後、『緑もぞ濃き』、『仇浪騒ぐ』、『若紫』、『手折りてし』などの著名な寮歌を歌い継ぎ、最後に『新墾の』を斉唱し
て第三部12曲を歌い納めた。このうち『新墾の』は、一高寮歌祭への出席2回目のヘルマン・ゴチェフスキ東大大学院総
合文化研究科教授（音楽学）がリードに当たり、全曲の歌詞をそら(●●)で歌って満場の喝采を浴びた。
引き続き15時20分から、野村鋠市先輩（22文二）のリードで、会場を回りながら『玉杯』を二唱、中川直哉先輩（20理乙）
の音頭で第一高等学校萬歳を三唱したのち、総合司会から、次回の「令和2年春の寮歌祭」を4月4日（土）に開催する旨
を告げ、15時30分に散会した。
今回の参会者は、一高26名（同伴者2名を含む）、東大39名(同伴者１名を含む)、遺族3名、友諠校8名、縁故者3名、
総勢79名（男性72名、女性7名）であった。秋の寮歌祭の参会者数の推移を見ると、平成28年秋の116名、平成29年秋の
93名、平成30年秋の82名、令和元年秋の79名と、残念ながら参会者の減少傾向が続いている。今後の各位の積極的な
ご参加を期待したい。
まもなく100 歳を迎えられる北原文雄先輩（昭15理乙）は、今回も元気なお姿を見せてくださった。また、今回も香港から
ご家族同伴で参会された鄭廣良先輩（昭23特文）をはじめ、愛知、滋賀、岡山などの遠隔地から参会してくださった方々
にもお礼を申し上げたい。
《付記》『一高玉杯会便り』（昭26理甲・工藤康代表幹事編集）の第187号から第194号までを収録した冊子を、一高ＯＢ
の出席者全員に配付した。
森下達朗（一高玉杯会幹事、昭34東大法）記
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学 士 会 ・ 学 士 会 館 情 報
１今後のイベントについて
令和元年11月以降の活動予定は、以下の通りです。
2日（土）

8日（金）

11

ぜひご参加くださ
い！

東北講演会「伊達政宗が生きた時代の日本と世界」（14:00～ 東北大学片平さく
らホール）
平川 新氏（宮城学院女子大学学長／東北大学名誉教授）
夕食会「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」
（18:00～ 学士会館）
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）

10日（日）

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～
（10:30～ 「食と農」の博物館）

19日（火）

紅楼夢特別イベント「第四回 紅楼夢流 名菜席」（18:30～ 学士会館）

19日（火）
20日（水）

第16回「世界遺産和即と日本のペアリングを楽しむ会」（18:30～ 学士会館）

20日（水）

午餐会「はやぶさ２～深宇宙探査技術の最新動向」（12:30～ 学士会館）
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）

20日（水）
21日（木）

学士会館イベント「クリスチャン・テットドワ特別賞味会」（11:30～／17:30～学
士会館）
学生会員向けイベント「七大学学生の集いin京都大学」（16:00～ 京都大楽楽友
会館）

月

21日（木）
22日（金）
27日（水）

学士会館イベント「学士会館ガラディナー～エレガントなエスプリ～」（18:30～ 学
士会館）
名古屋講演会「なんとめでたいご臨終」（16:00～ 名古屋大学野依記念学術交流
館2階）
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）

30日（土）

若手茶話会 10:30～ミニプレゼン会・13:00～読書会・15:15～ドカフェ 学士会館
手作り和菓子体験会（14:00～ 亀屋良長）

10日（火）

夕食会「Change, or Die!」（18:00～ 学士会館）
松本 晃氏（ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO／RIZAPグループ株式会
社特別顧問／元カルビー株式会社代表取締役会長兼CEO）

12
月

14日（土）

クリスマスパーティー2019（東京大学校友会共催）※独身会員限定（15:00～ 学士会館）
若手茶話会（予定 学士会館）

21日（土）

クリスマス家族会（A組12:30～／B組16:30～ 学士会館）
「キャラメルマシーンのスーパーサイエンスマジックショー」

２『學士會会報』『NU7』発行のお知らせ
『學士會会報』939号と『NU7』No.26を、発行いたしました。
『學士會会報』939号には、6月夕食会（長尾真氏「AIと人間の共存・共栄を考える」）、6月午餐会（本間希樹
氏「ブラックホール撮影成功―謎はどこまで解明されるか」）他、4本の講演録を掲載しています。
『NU7』No.26では、第58回七大戦閉会式と結果を特集しています。
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３学士会館をご利用ください
レストラン合同企画「忘年会・新年会プラン」

2019年11月1日(金)～2020年1月31日(金)の間、学士会館レストランにて「忘年会・新年会プラン」開
催！（＊冬期メンテナンス期間除く）
■旬菜寿司割烹「二色」■ TEL03-3292-3960
旬を迎えたお料理が季節を彩る３つのコースです。
山茶花コース5,000円・椿コース6,500円・牡丹コース8,500円（税込･サ別）
椿コースメニュー : 前菜／旬のお造り／国産牛しゃぶしゃぶ/天ぷら盛り合わせ／
季節の茶碗蒸し／握り寿司/赤出汁／水菓子
フリードリンクプラン(2時間制)は、2,000円と2,500円の２プラン。(税込･サ別)

■フランス料理レストラン「ラタン」■ TEL03-3292-0881
学士会館伝統のフランス料理でお洒落にお楽しみください。お料理とフリードリンクのお得なセット
プランをご用意！お一人様7,000円(税込･サ別)です。
メニュー : アミューズブーシュ／旬菜オードブル／豊洲市場の鮮魚の一皿／
シェフのスペシャルな肉料理／スペシャルデザート／コーヒー
フリードリンク(2時間制)：瓶ビール／ワイン(白・赤)／ハイボール／ソフトドリンク
※ワインのクオリティを上げたスペシャルフリードリンクプランとお料理を組み合わせたセットコー
ス（8,500円税込･サ別）もご用意しております。
■中国料理「紅楼夢」■ TEL03-3292-0880
本格中国料理を堪能する3タイプのプランです。
紅プラン5,000円・楼プラン7,000円・夢プラン10,000円（税込･サ別）
楼プランメニュー : 紅楼夢冷菜盛り合わせ／蟹卵入り濃厚フカヒレスープ／
大海老と旬野菜の香辣炒め／本日の二種蒸し点心／
牛肉と筍、椎茸のやわらか煮込み 青菜添え／本日の鮮魚の姿蒸し／
ソフト杏仁豆腐
(プラス500円でチャーハン又はあんかけ焼きそばが追加できます。)
フリードリンクプラン(2時間制)は、2,000円と2,500円の２プラン。(税込･サ別)

■カフェ＆ビアパブ「セブンズハウス」■

TEL03-3292-5935

ビーフステーキをメインにビアパブで楽しむプランです。お料理とフリードリンクのお得なセットプランをご用
意！お一人様5,500円(税込)
メニュー : トマト・モッツァレラのカプレーゼ／ヨーロッパ産 シャルキュトリ―の盛り合わせ／
魚介類のセヴィーチェ／フィッシュ＆チップス／ビーフステーキ ガーリックライス添え／
本日のデザート
フリードリンク(2時間制)：生ビール(パーティサーバー)／ワイン(白･赤)／ハイボール/ソフトドリンク

会合・宴会「忘年会・新年会プラン」

TEL：03-3292-5936

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。
期間：2019年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。）

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（ryoen@gakushikaikan.co.jp／03-3292-5941（水曜日・木曜日を除く11：00
～19：00）まで。

（発行）一般社団法人 学士会 広報渉外課
〒101-8459東京都千代田区神田錦町3‐28 TEL：03-3292-5955 MAIL：koho@gakushikai.or.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。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
あら

新

とができないお酒です。

まさ

政

秋田県秋田市

（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）
きん

金

すい

しょう

水

晶

http://www.aramasa.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回）。福 (S63/養)
だい

大

島市唯一の造り酒屋。

しち

七

福島県二本松市

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)”
きりん

ほまれ麒麟

そう

惣

ほまれ

誉

新潟県東蒲原郡

下越酒造（株）

(創業 188０)

若

社長 （S45/農・S5０

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

博）

惣誉酒造（株）

力を注いでいます。

盛

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。
栃木県芳賀郡

ざかり

社長 （S6０/法）

http://www.daishichi.com/

(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
わか

太田 英晴 代表取締役

河野 遵 代表取締役社
長

（S6０・経）

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。
み

御

その

たけ

園 竹

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 （S58工・S63博）
３０棟が国の登録有形文化財です。
ちょう

長

http://www.takeshige-

honke.co.jp/

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

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

(H19／文)

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
き

喜

た

や

多 屋

スメです。
福岡県八女市

http://www.honshu-ichi.com
(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

木下 宏太郎
代表取締役社長

年。IWC2０13SAKE部門で「大吟醸 極醸 喜多屋」が最優秀賞 （S６２・農）
はな

つゆ

花 の露

「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

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 社長（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 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
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

