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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）12月号
225号

発行日：２０１９年１２月１日

巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。

[事務局年末・年始の予定]
本事務局は、２０１９年１２月２８日（土）から２０２０年１月５日（日）の間、事務局は閉めさせていただきます。緊急
は長嵜(nagasaki-s@nifty.com)または土田までご連絡ください。大学卒業生課も同じ日程です。
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12月
第48回自由が丘銀杏会
12月1日（日）11:30～
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
和歌山赤門会忘年会・総会 12月13日㈮18:00
あおい茶寮 和歌山市谷町３８
受付18:30開始
埼玉銀杏会総会
埼玉共済会館 501 502 会議室
１2月14日（土）13:00～
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
連合会運営幹事会
事務局第二食堂 尚、会の後、冷蔵庫の日本酒
１２月２３日（月）１７：３０～
在庫の蔵出しを行います。
2020月1月
1月18日（土） １８：００～
青森県八戸市
青森県東京大学同窓
会 新年会
八戸パークホテル
1月22日（水）18：３０～2０：３０
第一ホテル東京（新橋）
東京銀杏会新年会
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

2020月3月
福岡銀杏会北九州の集い

３月１４日（土）１７：００～

岡山東大会新年会
2020年2月
関西東大会総会兼新年会

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 センシティタワー

北海道銀杏会総会

４月２０日（月） １４：００～

ホテルオークラ札幌
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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

2020年8月25日（火）～9月16日
（日）

各地

東京パラリンピック

Ⅱ 本部よりのご連絡とご報告
◎ 校友会との協働体制協議について
２０２０年度の実現に向かい、鋭意検討中です。
◎ 出身母校への東京大学新聞購読贈呈キャンペーン
東京大学新聞を出身母校へ寄贈するキャンペーンへのご協力ありがとうございます。お蔭様にて、山形県山形東高
校、栃木県宇都宮短期大学付属高校、長野県松本深志高校(有志2名・2部贈呈）、静岡県沼津東高校、愛知県刈谷
高校、兵庫県長田高校、広島大学付属高校の７校へ連合会地域同窓会の皆様からのご寄贈が行われました。
その他の県別の高校の状況につき、① 購読している高校が無い県、② １校のみしか購読していない県につき問い
合わせ、下記、リストアップしました。関連の県の同窓会の皆様にプレッシャーをかける意図ではございませんが、引き続
きよろしくご協力賜りますようお願いします。
１． 購読している高校が無い県： 宮城県、新潟県、京都府、和歌山県、鳥取県、徳島県
２． １校のみしか購読していない県： 山形県、富山県、石川県、岐阜県、滋賀県、高知県、山口県、熊本県、宮崎県。
◎ 沖縄首里城復興募金
鎌倉淡青会より、同会は沖縄首里復興の募金協力を行うが、連合会として地域同窓会として募金をまとめてはい
かがかとの打診がございました。本年も各地で天災があり、近くは千葉の台風・豪雨被害者もいまだ苦しんでおり、募
金の対象も多い中でいかがすべきですが、有馬会長の沖縄との縁等を考慮、金額の大小にかかわらず、東大の同
窓会として、何らかのアクションを起こす方向で検討しております。
◎ 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。
◎ 第２７回神奈川銀杏会総会・懇親会について

文責：長嵜新一 連合会事務局長
（神奈川銀杏会事務局報告と併せお読みください）
〇 日時：１１月９日（土） １５：００～１９：００
〇 場所：（横浜港に戻りました）赤レンガ倉庫傍の「ナビオス横浜」運河を見下ろすカナールA/B
〇 概要：参加者４７名。来賓として、近隣の地域同窓会（東京銀杏会岩村代表幹事、埼玉銀杏会磯部副会長、千
葉銀杏会佐々木事務局長、鎌倉淡青会立松副会長）が参加。
１． 総会 15:00～15:25
・ 大幅な役員・幹事の若返りが行われた。
特別顧問に就任した大久保敏治会長を継ぎ、新会長に豊吉誠冶氏（S53工・５５修、（株）グローバルリサーチ・
（株）味の素）、新たに設けた副会長・代表幹事に福山隆幸氏（S53法、三井住友信託銀行）がトップ陣となり、S23～
35代の８名の副会長は２名を残しS47～S57までの３名の新副会長が就任、９名いた副代表幹事は３名を残してS63
を含む新副代表幹事が就任した。その分、新たに、特別顧問に３名（今回入会した隈研吾氏含む）、顧問に６名が就
任した。
・ 新会長の第一印象は、会長内定後、２０名近い新会員（隈研吾氏含む）を勧誘したことが示すように、「意欲的な
良く動く」会長。
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（１）豊吉誠冶新会長挨拶
ただいまご紹介に預かりました豊吉でございます。
今回の件は私にとっては正しく青天の霹靂のできごとでした。余談ですが「青天の霹靂」よ
りもっと強い驚きの言葉を探しましたがありませんでしたので「青天の霹靂」と言わせていた
だきます。引き受けた以上は精一杯任務を務める所存ですのでよろしくお願いします。
本日はご来賓の皆さまにはご多忙の中、また遠路おいでいただきまことにありがとうござい
ます。また多くの会員の皆さまにもご出席いただき感謝申し上げます。
本日は3点お話させていただきます。
まず最大の課題は会員拡大と考えています。会発足２８年を経て会員数が漸減しております。会員拡大には王道
がなく愚直に進めていくしかないと考えております。中島副会長いわく「地を這う活動」を進めてまいります。過去
何回かキャンペーンを何度か施行しましたが、入会者拡大には至りませんでした。目標をたてタスクフォースで進
めてまいります。経験豊かな大久保特別顧問のお力を借りたいと存じます。特に若手会員勧誘を重点的に進めた
いのですが、若手は意義を理解しないとなかなか入会いただけません。植村副代表幹事に音頭を取っていただ
き、若手の共感を呼ぶ企画を考えてまいります。また今回旭岡副会長のご発案で講演会に高校生を招待いたしま
した。次世代の芽を育てるという意味で大事にしていきたいと思います。
二つ目は会の基盤強化です。長嵜様からお話がありましたが、同窓会については校友会との合体構想等大きく動
き始めています。これに対応するためにはまず神奈川銀杏会としての基盤強化が必須と考えます。まず現在松永
副会長に頼っている事務局業務を今一度棚卸して、拡充してまいります。また本会は三土会、食楽会等各分科会
のメニューは揃っており、他の会と比べても遜色ないと考えています。できることからとしてこれをブラッシュアップし
てまいります。
三つ目は会員参画型の活動を指向します。会員の方には参加している実感を持っていただく仕掛けを作ってまい
ります。今回私が勧誘した１６名の新メンバーにもできるだけ役割を担っていただきます。例えば現在の分科会に
属していただき、新しい眼でご意見をいただくことを考えております。
最後になりますが
神奈川は東京についで母集団の多い地域です。横浜の国際都市化等、神奈川の大きなポテンシャルを生かし
て、東大とも連携して、地域への貢献等新たな銀杏会の姿を模索してまいります。
また銀杏会会員のニーズを吸い上げ、有意義な会合を目指しますので、今後とも知人友人を本会に是非お誘い
いただくことをお願い申し上げます。
最近今年の本屋大賞を受賞した「そしてバトンを渡された」を読み感動いたしました。諸先輩の築かれた伝統（バト
ン）を、欲を言えば少しは順位を上げて後輩に引き継ぐべく努力いたす所存ですので皆さま方のご指導、ご支援の
ほどお願い申し上げます。
本日は短い時間ではございますが、是非懇親を深めていただき神奈川銀杏会の今後について語り合っていただ
ければ、主催者としてこれに勝る喜びはございません。
簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
２． 東大の近況報告
予定されていた大学の島田久弥卒業生部門長による大学の近況報告は、急な欠席にて、連合会長嵜事務局長
が代役を務め、校友会との一体化等の報告を行った。
３． 講演会 １５：５０～１６：５０
講師： （株）ユーグレナ 代表取締役社長 出雲 充 氏（H14・農）
テーマ：「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました」
今回は、地元高校生１０名を招待した（聖光学院高等学校男子５名、浅野高等学校男子４名・引率教員１名、神
奈川県立横浜翠嵐高等学校女子１名）。出雲氏の講演は以前にも聞いたことがあるが、前途ある高校生を前に
出雲氏の話も一段と熱意がこもっており、講演後も高校生が残って講師を囲んでいた情景は胸を打った。神奈川
銀杏会は良い企画をしたと思う。
４． 懇親会 １７：００～１９：００
・余興：東大ジャズOB郷原繁利氏（H18工修）のサクソフォン演奏。やや暗いライトで運河に港の光が映える部屋で
の演奏は正に神奈川銀杏会らしさの象徴と感じた。
・来賓の地域同窓会代表の紹介、新会員などの紹介、また宇田川副会長の認知症関連講演会の案内などが行わ
れた。
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・飲み放題があまり使われていず、全体の印象からやや年寄りが多いかと思って出席者名簿で数えると、来賓除く
出席会員数３８名の内、S３０代が１６名、平成卒は一人もいないことは、会員減に悩む神奈川銀杏会の現状を示し
ていると感じた。東京に次いで東大卒の多い神奈川県の同窓会として、新会長の下、来年は若い世代の出席者
が増えることを期待する。
◎ 香川銀杏会総会・懇親会報告

文責：長嵜 新一 連合会事務局長
〇日時：２０１９年１１月１７日（日）18:00～20:00
〇場所：（定番の）JRホテルクレメント高松
〇概要：
・香川銀杏会総会・懇親会の特色は、全員が近況報告・自己紹介の機会があること。一人一分とは言え長く話す方もお
り、３０人以上の一言で実質的に懇親会のほとんどの時間を費やす。人脈作りのための観点からは、地域同窓会としては
望ましい在り方の一つと考える。
・出席者３３名の年代構成からは、S３０代が３名、S４０代が８名、S50代が９名、S６０/H０６代が６名、H08～代が７名、最長老
がS33法大野よしのり氏（元大蔵官僚・衆議院議員）から最若手はH24農と幅広く、同窓会の親睦と人脈双方の機能してい
ることを示している。役員の年代構成も、S42医の松井孝嘉会長の年次以上は全て名誉会長（１名）、評議員、顧問であ
り、会長の下のS40代、副会長２名、幹事１０名、会計２名、監事１名はS43からH10までと幅広い。
・もう一つの特色は、いつからか記憶は不確かだが少なくともこの１０数年は、香川県知事（前：真鍋武紀氏・S38法、現：浜
田恵造氏・S50法）、高松市長（大西秀人氏・S５７法）が揃うこと、地元の議員が多く出席することで、今年も、磯崎仁彦参
議院議員（S58法）に加え、国民民主党代表の玉木雄一郎氏（H05法）がトンボ帰りで出席された。企業としては、JR四国
の元・現役員の出席も多く、四国の玄関口の香川県らしい。
・香川銀杏会の事務局は（株）瀬戸内放送（加藤宏一郎社長・S６３経）が担当しておられ、総会の司会は昨年に続き山下
洋平氏（H１５文）が勤められ、全員一言の難事業をスムースに進行された。

挨拶の浜田県知事。
挨拶の最長老大野氏。本人は名簿のトップは不本意、次
回は年寄を増やし名簿の真ん中あたりにと希望。
前列の左は松井会長、右は八十川副会長。
・今回は、大学より金吉恭子卒業生課長が出席され、ご挨拶で
女子学生の東大進学促進をお願いされ、また、大学へのご支援
のお礼を申し上げた（その効果か翌日、香川銀杏会から大学へ
の寄付があった模様）。もう一つの目的は、かねてより、地方から
の東大進学が促進するため、地方の書店に東大関連書籍を展
示する東大コーナーを設ける案が卒業生課と宮脇書店（宮脇範
次社長・香川銀杏会幹事・S47経）で協議されており、今回、全
国展開にあたり、試験的に宮脇書店本店に設けられた東大コー
ナーを視察するためであった（写真は宮脇書店東大コーナーに
て宮脇社長と金吉課長）。
・香川県からの東大進学者は本年度では１４名程度と昔の勢い
は無い（１９６８年には高松高校・ラサール共に３９名入学）。女子
学生は地元志向が強く、医学部志望は岡山大へ行く。このこともあり、連合会としても東大新聞の出身母校への購読寄贈
キャンペーンを行っており、香川銀杏会でもPRした。
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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
[秋田銀杏会]
◎秋田銀杏会総会
11月9日に秋田ビューホテルで行われました第７回秋田銀杏会についてご報告致します。
13：00から開催と言うことで、昨年より多い２２名の参加がありました。今回は、秋田市立千秋美術館学芸員の村田梨紗
様（東京大学人文社会系研究科美術史学修了）に「美術のたのしみかた～絵を見て、人を感じる」という題で講演を頂
きました。今回のご講演は、村田様が研究された伊藤若冲（じゃくちゅう）にはじまり、秋田が生んだ平福 穂庵（ひらふく す
いあん）に至る、江戸中期から明治の初期に活躍した日本人画家の作品と人となりを紹介しながら、美術作品の見方、楽
しみ方、感じ方、読み方などを分かり易く解説された感銘の深いものでした。懇親会では、参加者全員の自己紹介と近況
報告を行い、あっという間に時間が経ち、１５：４０過ぎに散会となりました。来年度第８回の銀杏会は、１１月１４日（土）に同
じく秋田ビューホテルで１３：００より行います。
[埼玉銀杏会]
◎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）に埼玉会館にて開催の予定だったものが、台風19号の直撃を受けて、開催が延期されていたものです。
急なことで、会場の手配等もやっとという状況でした。
講演会においては、吉田栄夫氏（日本極地研究振興会理事長 立正大学名誉教授）によります「南極観測体験記」～南
極体験の歴史、その中での我が国の観測とその意義とのお話が予定されています。
また、懇親会では、埼玉で積極的な演奏活動を行われています、埼玉県立浦和第一女子高等学校卒業生をメンバーと
します、ルナ・マンドリーノによるマンドリン演奏も予定されております。
急な日程変更等で、どうなるものかと心配してもおりましたが、おかげさまで、多数のご参加が予定され、賑やかな総会と
なりそうです。
◎六大学校友会ゴルフ対抗戦報告
11月12日（火）に、第16回のさいたま市東京六大学校友会ゴルフ対抗戦が、武蔵カントリークラブ 豊岡コースにて開催
されました。
100名以上参加の大コンペとなりました。東京大学が幹事を務め、24名の参加と参加６校の中で、最も多人数の参加が
ありました。何度かの準優勝の実績により、初優勝を目指しましたが、残念ながら、その達成は来年以降に持ち越されまし
た。優勝は法政大学で、GROSS 94.7 HDCP 20.0 NET 74.7、 東京大学は、GROSS 103.5 HDCP 25.4 NET
78.1 でした。
◎「所沢航空発祥記念館見学」 11月30日（土）に「散策する会」の主催により、「所沢航空発祥記念館見学」が行われま
す。今回の企画には、東上線沿線「地域交流会」、西武線沿線「地域交流会」（新設）、そして、「若手交流会」も合流し、
16名が参加予定です。記念館見学の後、懇親会を開催します（１１月２８日記）。
（文責 代表幹事 露無松景 ８１法）
[東京銀杏会]
◎ 東京銀杏会囲碁の会
第１６３回（通期２０１回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
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12月14日（第２土曜日）12:30～17:45、６時からは指導講師を囲んで忘年会を行います。
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)､渡辺慶子、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、
次女の大須賀聖良さん15歳がこの度入段されましたので、ご声援ください）
〇例 会 費：5,000円、忘年会費（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
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大澤摩耶先生の指導碁を受ける左から堀内文隆さん（Ｓ49
法）、山口武雄さん（Ｓ33法）、篠島秀明さん（Ｓ37法）

対局される左・増田寛次郎さん（Ｓ39医）と
右・田近東吾さん(Ｓ42文)

馬亜蘭先生の指導碁を受ける左・岡崎一夫さん（Ｓ37法）、
右・杉澤弘道さん（Ｓ32法）はご近所さん同士。共に当会を支えてく
っています。

ださ

対局される左・箕輪光博さん（Ｓ41農）と右・久富眞志さん
（Ｓ34法）

[以下 ～東京銀杏会ホームページより]
◎ 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。
○次 回：第267回:2019年12月11日（水） 12:00～
○場 所：新橋亭新館（港区新橋2-4-2、TEL：03-3580-2211）
○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 E-メール：m_ym@mte.biglobe.ne.jp
○なお、毎回ではありませんが、参加者の何方かにお得意の、またご興味のある分野のスピーチをしていただくことがあり
ま す。しかし、参加なさった方に必ずスピーチをしていただくわけではありませんので、お気軽にご参加ください。
今回のスピーカー： 原 量宏先生
・略歴：S45年・医学部医学科、S54年・東京大学医学博士（超音波の胎児に与える影響に関して、昭和55年香川医科大
学母子科学講座助教授、昭和55年9月〜昭和57年7月ドイツ連邦共和国、ハイデルベルク大学産科婦人科学教室へア
レキサンダー・フォン・フンボルト財団給費留学生として留学、香川医科大学附属病院医療情報部教授、香川大学名誉
教授を経て、香川大学瀬戸内圏研究センター特任教授。日本遠隔医療学会名誉会長）
・テーマ 「遠隔医療、オンライン診療で医療はどうかわるのか」
遠隔医療の概念は時代とともに大きく変遷しています。通信方法が従来の電話回線に限られていた時代には、低画質
の静止画、心電図や血圧などの伝送に限られており、それらの情報を遠隔の医療施設、あるいは在宅の患者の医療に
役立てようとするものでした。その後、光ファイバーによるブロードバンドやモバイルの通信基盤を利用したインターネットの
普及により、心電図や血圧などのバイタル情報はもちろん、CT、MRIや高精細の動画伝送など、診断に耐える医療情報の
伝送が可能になり、遠隔医療、在宅医療とともに遠隔診療、そして最近はオンライン診療という言葉が使われるようになっ
ています。 現在、政府は遠隔医療に関しての規制緩和を積極的に進めており、最近はオンライン診療が大変話題にな
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っています。今回の講演では、遠隔での妊娠管理を含め、遠隔医療、オンライン診療で医療はどうかわるのかに関してお
話ししたいと思います。
〇 次回：２０２0年１月１５日（第三水曜日）、２月１２日
◎ 銀座昼食会「三木会」
銀座周辺に勤務する同窓生を中心とする昼食会で東京銀杏会創設当初より開催しています。ショッピング・交通至便の
銀座の立地を活かして、趣味人・女性の多い会を目指しています。尚、８月は休会となります。
○次 回：2019年12月19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
〇次回：２０２0年１月１６日、２月２０日
◎ 神保町懇話会
第114回（12月）～１１6回（2020年2月）の予定をお知らせいたします。どうぞ気楽にご参加下さるようお願い申上げます。
○開 催 日：2019年12月4日（水）、2020年1月8日（水）、2月5日（水）
○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
○会費：3,000円程度 ○連絡：土田晃道（S42工）
E-メール：tsuchida.0626@gmail.com
原則として前日までにご連絡下さい。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。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。
◎ 留学生と交流する会の2019年度後半の活動予定(2/26, 3/14)
留学生の参加は毎回20名程度でボランテイアとの会話を楽しみながら見学しており、終了後、喫茶店などで懇談も行
っております。ボランテイ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。
東京大学に学んでいる外国人留学生と交流する会の2019後半の活動予定をお知らせいたします。
終了 2019年11月16日（土） 小江戸・川越市訪問
・2020年 2月23日（日） 天皇誕生日皇居訪問
・2020年3月14日（土） 鹿島・香取神宮・佐原川の駅訪問
幹事：小浪博英 （S41工卒）
・お問い合わせ・参加お申し込み先： 東京銀杏会事務局
・ご報告「令和元年8月 川崎市日本民家園見学」
2019年８月24日(土)午後1時半、小田急線向ヶ丘遊園駅南口に留学生11名とボランティア18名が集合しました。気温
は32℃ありましたが心配したほどの猛暑ではなく、とはいえやはり額に汗を滲ませながら川崎市生田緑地内にある「川崎
市立・日本民家園」に向けて徒歩にて出発しました。
ここは敷地内に日本各地より移築された古民家が全部で24棟並ぶ大規模な古民家ミュージアムで、一番古いもので17
世紀後半(養蚕農家)、新しいものでは1929年築(船頭小屋)と広い年代に渡った建物が保存され、そのほとんどが県又は
国の重要文化財です。
３組に分かれた私達は３名の英語ガイドの案内のもと、その家の構造や歴史を学びながら順を追って巡りました。
民家のスタイルには特徴があり、店を構えて馬をつなぐ柱を備えた旅籠、宿場で薬屋を営んでいた商家、切妻屋根の大
きな農家など様々な家の造りを見る事が出来ます。また畳の数が税金に影響する事や基礎土台造りが地震対策にもなる
柔構造で出来ている家もある等、ガイド付きならではの知識も得る事ができました。
中でも一番の見どころは園の中ほどにある合掌造りの集落です。ここには岐阜県白川郷と富山県五箇山から移築された5
棟の合掌造りの民家が並び、さながら現地に来たのではないかと錯覚する程で、周囲の植え込みや外構なども良く出来
ています。ここでは豪雪地帯に暮らす人々の様子も学びました。
私達が民家の中で台所や釜を見ている時に、玄関から裏口にかけてサーッと気持ち良い風が通り抜け、ガイドに「これ
こそが、日本の家の造りなんですよ！」と説明され、高温多湿の日本で快適に暮らそうとする昔の人々の知恵をあらため
て実感しました。本当に、家の中に入るとなぜか涼しいのです。
民家園を後にした私達一行は裏側のなだらかな丘陵を散策しながら下り、駅隣りにあるイタリアンレストラン・ドナにて
恒例の懇親会を開き、新参加者のスピーチと楽しい歓談で１時間半、和やかに過ごし、その後夕方5時45分に散会となり
ました。
◎ 第8回美術鑑賞会(12/21土）のご案内 森美術館
関係者のご厚意でチケットを用意いたします。多数のご参加をお待ちします。
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AI、バイオ技術、ロボット工学、AR（拡張現実）など最先端のテクノロジーとその影響を受けて生まれたアート、デザイン、
建築を通して、近未来の都市、環境問題からライフスタイル、そして社会や人間のあり方考える展覧会です。
展 示：森美術館（六本木ヒルズ森タワー53階）
未来と芸術展：AI、ロボット、都市、生命——人は明日どう生きるのか
日 時：12 月21 日（土）15時（17時頃より交流会予定）
集合場所：六本木ヒルズ森タワー3階「チケットカウンター」付近（森美術館・展望台入口（ミュージアムコーン）内）
会 費：4,000円（交流会費）
定 員：30名 （＊事務局注：東京銀杏会会員優先と思われます）
申 込 先：小川清則 E-メール：ogakiyo@me.com
申込期限：12月15日（日）
[神奈川銀杏会]
◎ 神奈川銀杏会総会・懇親会報告
令和元年11月９日（土）午後、みなとみらい２１「ナビオス横浜」にて、ご来賓に同窓会連合会から事務局長の長嵜新一
様、東京銀杏会から代表幹事の岩村敬様、千葉銀杏会から事務局長の佐々木信様、埼玉銀杏会から副会長の磯部正
昭様、東京大学鎌倉淡青会から副会長の立松修様をお迎えし、第27回神奈川銀杏会総会を開催いたしました。総会で
は役員改選が行われ、２期４年にわたり会を率いてきた大久保敏治前会長が退任し、新たに豊吉誠治氏が第５代会長に
就任いたしました。福山隆幸新副会長兼新代表幹事が会長補佐となって新執行部がスタートいたしました。併せて第３代
会長の土井修氏、第４代会長の大久保敏治氏、隈研吾氏（東京大学教授、（株）隈研吾建築都市設計事務所）に特別顧
問を委嘱いたしました。
総会に引き続き、（株）ユーグレナ代表取締役社長の出雲充氏（2002農）から「僕はミドリムシで世界を救うことに決めま
した。」と題してご講演をいただきました。出雲氏は、2010年の第９回ホームカミングデイ（特別フォーラム）で母校安田講堂
にもご登壇されており、世界初のミドリムシ（学名：ユーグレナ）食用屋外大量培養に成功された方です。ご講演の概要は次
のとおりです。
大学１年のときバングラディッシュに行き、グラミン銀行でア
ルバイトをした。バングラデシュは米食自給100%だが、子ども
は体が小さく、足が細く、腹が出ている。カレーライスばかり食
べているが、電気がないので肉・魚・新鮮な野菜・果物が保存
できず、供給されない。栄養バランスが悪いのだ。世界中で
は10億人以上が栄養失調にある。ミドリムシは動物と植物の
性質を合わせ持ち、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など59種類も
の豊富な栄養素を含んでいる。ミドリムシで世界の人々を栄
養のアンバランス（飢餓）から救うことができる。石垣島で屋外
大量培養に成功し、商品化したが、実績がないため500社に断られた。2008年５月、501社目の伊藤忠商事に出資してい
ただいた。ユーグレナでは相手にされなかったが、伊藤忠商事に採用されたことで他社にも売り込むことができるようにな
った。日立製作所、ＪＸ日鉱日石エネルギー、全日空、電通、清水建設など大手企業の協力を次々と得て事業が軌道に
乗り始めた。2012年12月、マザーズ上場、2014年12月、東証１部上場。一番でなければ覚えてもらえない。試行回数×科
学技術＞セレンディピティーであり、執念と確信が重要である。
講演には浅野高校、横浜翠嵐高校、聖光学園高校の生徒10名を招待しました。講演終了に当たり、高校生２名が代表
して出雲氏に質問を投げかけた。
質問① 起業したいがメリット、デメリットは？「メリット、デメリットの判断で起業するなら失敗する。起業は千三（せんみつ）
と言って1,000回に３回の成功率の世界である。大事なことは何がしたいかであり、勉強したり経験したりして覚悟を決める
かどうかである。起業後の相談であれば受ける。」
質問②バングディッシュにおけるその後の成果は？「現在ユーグレナは毎日３万人分のミドリムシクッキーをバングディッ
シュに送っている。それを増やしていき、100万人の栄養失調をゼロにしたい。その後については国連の取組に委ねた
い。」
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講演会終了後、同窓会連合会事務局長の長嵜新一様か
ら、同窓会連合会と校友会の大同団結の動向などをお話し
いただきました。
その後、懇親会に移り、ご来賓の方々からご祝辞を賜り、
今回初めて参加した会員の一言スピーチが続きました。途
中、任天堂でゲーム制作に携わり、ご自身のデュオ：Bridge
でもご活躍のサックス奏者、郷原繁利様（2006年工修）のジ
ャズ演奏がありました。締めは参加者一同肩を組み、母校
音楽部コールアカデミーとＯＢ合唱団アカデミカコールによ
る演奏と合唱、そして母校応援団によるエール（以上ＣＤ再
生）を得て「ただ一つ」を斉唱しました。
◎ 昼食会（三土会）開催案内 （毎月第三土曜日１１：３０～１４：００）
・昼食会（三土会）は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の知識教養を高めると共に、会員相互の懇
親を深める場として開催して居ります。
[場所]：クルーズ・クルーズ・YOKOHAMA Tel:045-450-2111．
・ＪＲ横浜駅東口徒歩３分，横浜市西区高島2-19-12、スカイビル２７Ｆ
[今後の開催予定] 下記の通り開催します。話題提供者の敬称省略。
R1 12月21日 「安全工学の活性化を提言する」 菊池 正夫 ２８工３０修
R2 1月18日 「題未定」
鈴木了 32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 ３
２農、農博
R2 ３月21日 「西洋哲学 総まくり」 奥出信一郎（５８理６３博）
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の１週間前までに幹事あてに申し込んで下さい。
[ 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、３３００円～３７００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下さい。
・
奥出信一郎 ：Tel/Fax045-866-1859 ：E-Mail．YRX02226@nifty.com
［三土会 ホームページ 随時更新中］ http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
多くの方々の参加をお待ちして居ります。
・R２の４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。
◎ 三火会開催予定
【１２月例会のおi知らせ】
【日時】１２月１７日（火）１８：００～ インターコンチネンタルホテル１Ｆ
【話題】 赤石 慎一 氏 ３４法 「Ocean Terrace Meeting」
【時 間】 １８：００～２０：００頃まで 【会 費】6,000円 （別・飲み物）
なお、１月以降の予定は次のとおりです。
【１月以降の予定】
・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 「日本における女性進出」
・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 「台湾総統選挙」
・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 浅井 壮一郎 氏 ３８農 「江戸時代」
・４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 河辺 公一氏 ３３工 「調整中」
・５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 松村 幸子 氏 ３３衛看 「調整中」
【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】１，６５０円
幹事： 中島 敏（三火会連絡係）binnakajima@jcom.zaq.ne.jp ０９０ー１８１３ー６５１１
◎ 食楽会の活動について
今年最後の会となります食楽会は12月7日（土）に会創設10周年の忘年会を兼ねて、山手の瀟洒な館で「元世界チャン
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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17名様のお申し込みを頂いてお
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、お申し込みをお願いいたします。
○大久保敏治 （神奈川銀杏会特別顧問、39経） newokubo@dragon.email.ne.jp
○豊吉誠治 （神奈川銀杏会会長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、毎月第一・第三土曜日の 10:00～12:00に開催しますが、 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。体を動かしやすい平服でおこしください。
○場所：
・ＪＲ横浜駅北改札口徒歩5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３階パーティールーム。
○参加申込方法： 参加ご希望の方は、開催日までに幹事・奥出あてに申し込んでください。
○会 費： ◎2回目に限り、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
○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24年
[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。
◎１２月の予定
１．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
２．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
３．テニス例会：1２月５，６，１３，１９、２０、２５、２７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
４．淡碁会（囲碁同好会）例会：1２月５日(木) １３：００～17：００ 大船行政センター
及び 忘年会 １７：３０～１９：００ 千馬
５．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)
７．淡青書道教室：１２月１２日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
８．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」
９. 包丁淡青・探訪篇 忘年会：12月20日（金） 17:00～19:00 創作和料理「近藤」
１０．歴史散策会：1２月2６日（金） JR戸塚駅橋上改札西口改札 １０：００～１４：００
「親鸞の道を訪ねて」
◎２０２０年の予定
＊ヴォイストレーニング教室：１月７日（火）と２１日（火） １３：３０～１５：００ 鎌倉論語会館
＊鎌倉淡青坐禅会：１月１５日(水) ９：００～１１：００ 円覚寺・居士林
（第一水曜日の1月1日は元旦の為、休会）
＊ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：１月１３日(月)と2７日（月）
９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
＊淡青書道教室：１月９日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
＊定例昼食会（三金会）：1月１７日(金) １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
茂木弘道（３９経） 「大東亜戦争日本は「勝利の方程式」を持っていた
－ではなぜそれが実現できなかったのか？」
*新年会：１月１８日(土) １４：００～１８：００ 銀座アスター鎌倉賓館
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講演 東京大学特別教授 村山斉「宇宙は私たちのふるさと 母なる暗黒物質と父なるインフレーション」アトラクション
ライトブルークラシック懇親パーティ
＊淡碁会（囲碁同好会）例会：1月７日(火) １３：００～１７：００ 大船行政センター
＊歴史散策会：１月２３日(木) １０：００～１５：３０
【以下同好会等活動報告】
［公開セミナー 第４回］
石賀忠勝会員による講演「安心の老後設計/任意後見制度」が１０月２９日（火）鎌倉商工会議所で開催されました。判
断能力のある段階で後見人候補を選び、契約する仕組みである任意後見制度について、法廷後見との仕組みの違いや
利点について解説をされ、任意後見とそれに関連する事項の支援内容や費用などについて具体的で有益な講演をいた
だきました。講演の演題から70歳代以上の方が多く参加され「理解が深まった」「実例が多く役に立った」「切実な問題だ」
などのご意見が寄せられました。
［定例昼食会（三金会）］
宇宙旅行入門 ：１０月１８日(金）の三金会は、高野 忠（４２工）日本宇宙旅行協会（Ｓ
ＳＴＪ）・理事長 （ＪＡＸＡ・宇宙科学研究所名誉教授）をお招きし、「宇宙旅行」につ
いて講演していただいた。参加希望者多く、予約は１日で満席となった。小型ロケット
を使い、省エネ軌道を描くなど、商用化に向けたしかけが着々と進んでいる様子を熱
く語っていただいた。搭乗前の訓練などにも質問が出て、高齢者には無理かなと思い
つつ、まだ先と思われていた宇宙旅行の夢もかなうという現実に参加者の多くが胸を
ときめかした昼食懇談会であった。
［包丁淡青探訪編］
（鎌倉淡青会「包丁淡青・探訪編」への改組および11月21日第1回活動報告）
鎌倉淡青会の同好会である「包丁淡青」は、2010年7月に第1回を開催して以来2019年7月まで9年間、全95回の実習
会を重ねてまいりました。本格的日本料理の調理が出来ることを目指して研鑽を積んできました。家庭では殆ど包丁も持
ったこともない我々でしたが、大きな魚をおろして刺身を作ったり、野菜を刻んで炊
き合わせたりして一汁三菜の料理を用意することができるようになりました。お陰様
にて事故もなく、調理の段取りもスムーズになり、美味しくて綺麗な出来上がりを楽
しめるようになりました。更に我々の腕前が上がってくるとともに、持ち帰る料理を家
人が待っている効果もあって家庭円満の一助となりました。しかしながら会員の老
化や会員の入れ替わりがあって、実習会場を確保するための会員の規模を維持す
ることが困難となってきました。このため今回思い切って包丁淡青のあり方を変更
し、これまでを実習編として今後は鎌倉、湘南地区の有名、無名の料理店、レストラ
ンを探訪して料理を賞味する会へと衣変えすることとしました。改組後の要領は以
下のとおりです。
①会の名称：鎌倉淡青会 包丁淡青・探訪編
②目的：鎌倉を中心とした湘南、南横浜地方の有名、無名の料理店の探訪
③会の頻度：毎年1月を除く奇数月に1回、他に8月、12月に納涼会、忘年会で全7
回
④会員：これまでの包丁淡青の会員、OB、新規会員の全39人
2019年11月21日 イタリアン・レストラン「アマルフィ・キッチン/鎌倉小町」にて第一
回の探訪を実施しました。1テーブルに4人で5卓に陣取り飲み且つ食べ、話に花が
咲き大いに盛り上がりました。次回は12月「創作和料理 近藤」での忘年会に再会
を約して解散しました（写真参照）。
［和歌山赤門会］
◎和歌山赤門会忘年会・総会
〇日時： 令和元年 12 月 13 日（金） 午後 6 時 00 分 受付 午後 6 時 30 分 開始
〇場所： あおい茶寮 和歌山市谷町３８ 073-427-3555
〇会費：10,000 円 （同伴者は 7,000 円）
〇連絡先：073-425-9303 又は 090-8206-1980
代表幹事 安藤元二 （関西コンサルティングシステム株式会社）
[ 関西東大会] 詳細はホームページ参照

http://kansaitodaikai.main.jp/
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◎ 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
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）
［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
◎歴史ロマン・味覚の旅同好会・活動報告
～丹波篠山史跡巡りの旅～
令和元年11月16日、秋晴れの中、兵庫東大会 歴史ロマン・味覚の旅同好会11名に加え、奈良東大会より2名の方に
もご参加頂き、第5回目となりますこの度は、県下の丹波篠山を訪れました。
ほのかに色付き始めた紅葉に心を休めながら、文化元年開祖の文保寺、篠山城大書院・城跡、丹波篠山デカンショ館
などを散策しました。来年の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公 明智光秀に2度攻められた篠山城、その後の版籍奉還後
に、篠山城主青山氏の命により多数の学生が上京し、東大生との交流の中で「デカンショ」が世に知られるようになった経
緯、東京の「青山」の地名が、篠山藩主青山氏のお屋敷跡があったことに由来している事など、県下に居ながらも、初めて
知る事実に、参加者一同、興味深く耳を傾けておりました。昼食では、丁度解禁日を迎えた名物料理「ボタン鍋」もお目見
えし、丹波篠山の歴史、名産品を堪能する1日となりました。
来年度も、兵庫県下の名所めぐりを予定しております。 （文責・兵庫東大会事務局長 河野真悟）
[長崎銀杏会]
◎ 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
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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．静嘉堂文庫美術館
館長：河野元昭（６７・文）
名物裂（めいぶつきれ）と古渡り更紗（こわたりさらさ） 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
〇 「江戸時代の古裂ブーム；名物裂と古渡り更紗」 講師：佐藤留実氏（五島美術館 主任学芸員） 終了
2．河野元昭館長のおしゃべりトーク（終了）
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～： 12月5日（木）
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 202号 2019年11月22日 （連絡先）kudo@gakushikai.jp
［春の寮歌祭］ 令和２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。
〇日時：2020年４月４日（土）１２時開会 〇場所：駒場生協食堂２階
［寄稿］
『向陵碑』書き下し文の訂正について
一高同窓会 会友 昭和28年文二 竹田 晃 （駒場友の会一高同窓会専門員会委員）
ずいぶん以前の事を持ち出して恐縮ですが、2004年10月10日付で、“一高百三十年記念”として刊行された一高同窓
会誌『向陵』に、小生が故大森義正氏と連名で寄せた『向陵碑』に関する説明文に於いて、小生が担当した「書き下し文」
を、最近読み返してみて、その中に訓読としていくつかの不適切な個所があることに気付きました。訂正した書下し文は、
次の通りです。（下線部分が訂正個所、注に訂正理由を記す）
向陵の碑
我が第一高等学校は、初め東京英語学校と称し、神田一つ橋に在り。明治八年に創立せらる。十年、大学予備門と称
す。十九年、第一高等中学校と称す。二十二年、本郷向陵に遷る。二十三年、今の名に改む。法学博士、木下廣次先
生、校長に任ぜらる。
此の時に当たり、欧米綺靡の風、上下に瀰漫し、殆ど国の礎を危くせんとす。先生、これを憂へ、四大綱領を掲ぐ。自治
寮の規則を制定し、以て天下に倡道せり。是に於いて全校学生、頓(とみ)に面目を改め、奮勵踴躍す。人々、国士を以て
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自ら任じ、向陵健児の名は、四海を聳動せり。爾来、四十六年、時として汚(ひく)きと隆(たか)きと無くんばあらずと雖も、
向陵精神は、一貫して令を更へざるなり。浮説は、世を惑はし、人心は、動揺す。その禍は、将に往日の如くならんとす。
ⅰ
我が輩、国士の遺風を追ふ者、豈に寒心恐懼せざるべけんや。数年前、当局に我が高校と駒場の農科大学とその地を相
ⅱ
ひ易ふるの議あり。事は 、已に緒に就けり。今、茲に八月、我が輩、将に向陵と永訣せんとす。 嗟夫(ああ)、向陵よ、汝の
ⅲ
精神は、長(とこし)へに我が高校と相ひ終始せん。固より地の東西を以て其の節を変ふることあらざらん。然れども、我が
校と汝とは、相ひ親しむこと四十餘年、その去るに臨みて、決然たるに忍びず。一片の貞石を留めて以て遺跡を表し、乃
ちこれに繋(か)くるに辭を以てす。曰く；
ⅳ
我が石は磨くべし/志は奪ふべからず/
彼の嶢たる者は丘なり/曷んぞ其れ蹶(たほ)るること有らんや/
昭和十年二月一日
第一高等学校寄宿寮
前第一高等学校教授 安井 小太郎 撰す
同
菅 乕雄 書す
『向陵』誌に旧文を公表してから、すでに15年の歳月が過ぎ、ご承知の通り、一高同窓会事務局は、すでにその役目を
終えて幕を引き、従って同窓会誌『向陵』も停刊されております。従って、本来ならば、上記の訂正の文章も『向陵』誌に掲
載していただくべきところでありますが、それは、叶わぬこととなりました。そこで、いささか筋が違うとのお叱りを受けるかも
しれませんが、現在一高関係の唯一の交流媒体である『玉杯会便り』に掲載することをお許しいただきました。このことを
お計らいいただいた玉杯会代表幹事の工藤康氏、詠帰会幹事の谷田和夫氏のご厚意に対し、心から御礼申し上げる次
第であります。同時に、向陵を愛する多くの方々に事の経緯をご理解いただき、今回このような処置をとらせていただいた
ことについてご了承をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、現在、東京大学農学部キャンパスに建つ向陵碑の前には、アルミ製の説明版が設置されております。その表面に
は、旧稿による訓読文、裏面には、「追」字を「迫」字に誤記した碑刻翻字文が記されており、いずれも訂正の必要がありま
す。これについては、目下、説明板の設置者である一高同窓会の後継組織、駒場友の会一高同窓会専門員会との間
で、その訂正版による建て替えについて、協議中です。
森下達朗（一高玉杯会幹事、昭34東大法）記
ⅰ 原文は「追国士之遺風」。ここの「追」を『向陵』誌の原文では、誤って「迫」の字に作っていた。旧稿は、これを校訂
せずに、迫を「国士の遺風に迫らんとす」と訓じていた。ここは「国士の遺風を追慕する」の意味。
ⅱ ここの「事」が書き下し文では、訳し漏れになっていた。「事は已に緒に就く」と訂正する。
ⅲ ここの文で、旧稿は、「相ひ終はらん。始め固より」としていたが、句読の誤りで、終始が一つの熟語である。この文
は「一高精神は、永遠に学校と終始、一体不可分の関係にある、当然のことながら、校址が東から西に遷っても、その
気骨は変わるはずがない」という意味。旧稿は「学校とともに終わる」ということになり、意味不明に陥っていた。
ⅳ この「辞」は、四言四句の韻文。旧稿は、句読を誤り、「石可以磨志、不可奪、」と切っていた。「磨」と「奪」は韻脚で
あり、「石可以磨、志不可奪」と切るのが正しい。この２句は、「この石（一高生）は磨けば玉になる素質を持っている、そ
の志は他人に左右されることなく自立している」という意味になる。なお、この韻文の第３句、第４句「彼の嶢たる者は丘
なり、曷んぞ其れ蹶(たお)るること有らんや」で、旧稿では、高く聳える者を「石碑」と解したが、丘は、向陵、ひいては一
高精神を指すと解するのが妥当である。
４．学士会・学士会館情報

学
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１．令和元年12月以降の活動予定は、以下の通りです。
１２月

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）

14日（土）

若手茶話会（12:00～ 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」

7日（火）

新年祝賀会2020「北村姉妹による津軽三味線」（12:30～ 学士会館）
14
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１月

8日（水）
20日（水）

２月

令和2年新春講演会「今どきの日本語」（19:00～ 学士会館）
金田一 秀穂氏（言語学者／杏林大学特任教授）
午餐会「歴史の中の台湾総統選挙」（12:30～ 学士会館）
若林 正丈氏（早稲田大学政治経済学術院教授・台湾研究所所長）

25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）

10日（月）

夕食会
「地球と人類社会の未来に貢献する「知の協創の世界拠点」へ～今こそ大学
の出番～」（18:00～ 学士会館）
五神 真氏（東京大学総長）

２東京２０２０オリンピック開催期間中の学士会館宿泊利用について
当館では、東京オリンピック開催期間中におけるご宿泊のご利用に関しまして、下記の通りご予約を
承ります。予めご了承くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
① ご利用対象者
学士会会員
※ 3名までの同伴は可能です。
※ チェックイン時に会員証の提示をお願いいたします。
※ 学生会員は対象外です。

② ご利用対象期間
2020年7月22日（水）～2020年8月11日（火）
③ ご宿泊料金
・シングル(16㎡)／18,040円
・コンフォートシングル(１６㎡)／23,100円
・ツイン401号室(21㎡)／27,280円 (シングルユース)／20,900円
・ツイン429号室(25㎡)／31,460円 (シングルユース)／23,100円
・ツイン406号室,408号室(32㎡)／46,200円 (シングルユース)／31,460円
・トリプル(41㎡)／36,740円 (シングルユース)／25,080円
・特別室(45㎡)／72,820円 (シングルユース)／41,800円
※
※
※
※
※

ご利用対象期間（2020.7.22～8.11）のご予約に限り、ご予約成立後のキャンセル料は100％を申し受けます。
上記は1室あたりの料金となります。
上記料金には、消費税・サービス料が含まれております。
朝食は無料サービスとなっております。
終身会員様も同価格でのご案内となります。

④ ご予約方法
下記のメールアドレスからご予約ください。
Mail：web_toiawase@gakushikaikan.co.jp
※ ご予約は先着順でございます。
※ 学士会館のHPの問合せフォームからのご予約も承っております。

⑤ ご予約受付開始時期
2019年12月1日（日）AM0：00～
⑥ ご予約受付及びお問合せ窓口
学士会館 宿泊係 TEL：03-3292-5938
URL：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/2020olympic-syukuhaku/
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３学士会館のクリスマスケーキ
今年は2種類のクリスマスケーキをご用意いたします。どちらもパティシエ手作りの学士会館オリジナ
ルケーキです。予約限定販売となっておりますので、ご予約はお早めに！
〇期間：12月22日（日）～25日（水）※ご予約のお申込みは12月18日（水）までとなります。
○内容：苺と生クリームのショートケーキ【4号2,500円 / 5号3,500円（税込）】
苺のショコラショートケーキ【4号2,700円 / 5号3,700円（税込）】
〇販売場所：フランス料理レストラン「ラタン」（03-3292-0881）

４学士会館良縁倶楽部ご案内
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時～19時）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
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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

賛 企 業・法 人

株式会社
宮脇書店
代表取締役
社長
宮脇範次
（S47・経）
香川銀杏会

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）

三陸鉄道株式
会社代表取締
役社長
中村一郎
（Ｓ５４・法）
岩手赤門会

三陸鉄道 http://www.sanrikutetsudou.com/

18

2019/12

19

2019/12

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

