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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２年（２０２０年）1月号
２２６号

発行日：２０２０年１月１日

巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。
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[事務局年末・年始の予定]
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
の場合は長嵜(nagasaki-s@nifty.com)または土田までご連絡ください。
昨年は、事務局スタッフ体制整備が遅れ種々ご期待に沿えないこともあり、ご迷惑をおかけしました。来年
は、より皆様のお役に立てる事務局を目指し、一層の体制強化を図りますので、よろしくお願いします。
お身体を大切に、良いお年をお迎えください。
Ⅰ ２０２０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
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１８日(土)
１４：００～１８：００
銀座アスター鎌倉賓館
鎌倉淡青会新年会
連合会臨時幹事会

１月２２日（水）１７：３０～１８：００

第一ホテル東京（新橋）

東京銀杏会新年会

1月22日（水）18：３０～2０：３０

第一ホテル東京（新橋）

岡山東大会新年会

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～

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

2020年5月
連合会総会

５月２６日（火）１５：３０～

東京第一ホテル

東京銀杏会総会

5月26日（火）１８：００～

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

2

２０２０・０１
Ⅱ ２０２０年賀詞
◎ 東京大学同窓会連合会 会長 有馬 朗人 （１９５３・理）
東京大学同窓会連合会の会員の皆さん、あけましておめでとうございます。
昨近は毎年恒例の予想となりますが、本年も、昨年に増して内外共に多難な年になると
思われます。一方では、COP２５での化石賞が象徴的ですが、女性の社会進出、働き方
改革など、その他の社会改革が進まない日本のガラパゴス化も心配です。
東京大学が、日本の国立大学のリーダーとして世界最高水準の教育・研究力を維持・
向上するには、国と社会からの支援が必要なことは論を待ちませんが、その中にあって、
五神総長はトップ企業と大型提携を進めるなど工夫を重ね、自主運営強化に努めておら
れます。我々同窓会も、今年度中に連合会と東京大学校友会が協働体制をスタートさせ
る予定です。時間がかかるかもしれませんが、「東京大学を支える強い同窓会」に向かっ
ての第一歩となるよう願っております。
会員の皆様のご理解とご協力をお願いすると共に、皆様が健康に留意され、ご活躍されますことを心よりお祈りいたしま
す。
◎ 東京大学同窓会連合会 代表幹事

岡崎 一夫 （１９６２・法）

【校友会との大同団結に向けて、ビジョンの共有から始めましょう】
同窓会連合会各地域同窓会の皆様には、佳き新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年も皆様のそれぞれの地域での活動により、本学同窓会の歴史を着実に積み上げて頂きま
した。
連合会では昨年３月、皆様方の支持を得て大学当局と本学における同窓会の存在感を積極的
に増進させる観点から、連合会と校友会の大同団結へ向けての「覚書」を交わし、その準備に
入りました。
昨年10月18日の連合会第10回全国大会では、北海道から九州までの同窓生が一堂に会
し、翌日の第18回ホームカミングデイと共に、大学と卒業生の共同事業が漸く定着してきたことが実感できました。
本年はこれまで準備を進めて参りました連合会と校友会の大同団結へ向けての活動を、一段と加速させる年にいた
します
卒業生の自主的組織として発足した地域同窓会の集合体である連合会と、国立大学法人化を契機に大学の組織と
して発足した校友会が、22年、15年の歴史を経てそれぞれ独自の成長を遂げ、団結を通じて一段と強力な全学同窓
団体への展開が期待されるようになってきたと考えております。
先進欧米諸国の大学同窓団体や、稲門会(早大)、三田会(慶大)など先輩の歴史を研究しつつ、本学らしいあり方を
皆様と共に摸索し、併せて困難な諸課題に取り組んで参ります。
そのため昨秋本件に関する校友会との共同プロジェクトチームを発足させ、活動を開始しました。検討課題は多岐に
亘りますが、本年は先ず大まかな到達目標を定め、続いてそこに至る過程を論じ、さらに具体的な一歩を踏み出すとこ
ろまで行ければ、と考えております。
どうか従来にも増して皆様のご理解とご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
[地域同窓会会長 北から南へ]
◎ 北海道銀杏会 会長 桑澤 嘉英 （１９７６・法）
新年明けましておめでとうございます。
北海道銀杏会は本年4月、設立15周年の節目にあたる第15回定時総会の開催を予定しており
ます。
当会の会員数は現在130名ほどとなっており、毎年10～15名前後の新入会があり、昨年には平
成卒業の会員が半数を超え、たいへん心強く感じております。
また当地では本年オリンピックのマラソンと競歩の競技が行われます。昨年のラグビーワールド
カップに続き、世界最大のスポーツイベントが行われることは、世界中から大勢の人に来ていただ
けるばかりでなく、映像等を通じて世界中に北海道の魅力を発信出来るまたとない機会でもあ
り、是非その成功を祈りたいと思います。
本年も、大学や連合会本部との連携を一層強め、出来るだけ幅広い会員の皆様に定時総会や講演会、旅行会などの
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事業に参加いただき、会員相互の親睦を深めていただけるよう努めてまいりたいと考えておりますので、皆様のご支援とご
協力をよろしくお願いいたします。
◎ 岩手赤門会 会長 中村 一郎 （１９７９・法）
皆様には令和として初めてのお正月を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
平成26年に設立された岩手赤門会ですが、年1回の総会開催を基本として、会員の活
動報告や相互の交流、情報交換などを行って参りました。
昨年9月の総会には、大学から津田敦副学長、同窓会連合会から岡崎一夫代表幹事
をお招きし、大学の取組等についてもご報告いただきました。
岩手県には、大槌町に東大大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターがあり、様々
な研究を地域にフィードバックする活動もしています。また、東大社会科学研究所では釜石地域を中心フィールドとして希
望学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに長年取り組んでおり、その成果は各種の著作物として発表されています。
岩手赤門会では、こうした大学関係機関の取組みなどとも連携を図りながら、併せて会員相互の交流や新たな会員の
加入促進などに努めて参りますので、本年もよろしくお願いします。
◎ 仙台赤門会 会長 渡辺 達美 （１９８３・法）
皆様、新年明けましておめでとうございます。
仙台赤門会では、在仙の東京6大学の同窓会と合同で、毎年、新年会や対抗ゴルフ大会など
を開催し親睦を深めております。今年も、6大学との活動を中心に継続しながら、会員、世代間の
親睦を深めてまいります。今年は、会員の協力を頂きながら、仙台赤門会独自の活動も何かでき
ればなあと考えております。
昨年は、宮城県では、台風第19号による大きな災害被害がありました。今年は、災害のない年
であって欲しいと願っております。当会では、昨年、会長と事務局長が交代しましたが、引き続き
よろしくお願いいたします。
◎ 埼玉銀杏会会長 渡辺正男（1962・工）
東京大学同窓会連合会の皆さま、あけましておめでとうございます。日頃からの格
別のご支援に対しまして心からお礼申し上げます。
埼玉銀杏会の活動も20年以上が経過し、創業30周年も近づいてまいりました。昨年
は、従来から続けてまいりました、講話を聞く会や総会などの行事、そして部会活動な
どもまずまずの実績でした。最近において開始した、若手交流会や地域交流会などの
活動においても一定の成果をあげることができました。また、東京銀杏会をはじめとす
る他の銀杏会との活動への交流を深めることもできました。
東京大学同窓会連合会におかれましては、校友会との協働拡大に向けた議論も進
みつつあります。埼玉銀杏会の活動も上記の通り、創業来20年以上が経過し、皆さまのご支援やご協力により順調な推移
ではありますが、今後に向けたいくつかの課題のあることも事実です。皆さまからの引き続きのご支援、ご鞭撻を望みます
と同時に、令和二年が関係各位の方々にとりまして良い年でありますようお祈りいたします。
◎ 東京銀杏会 会長 森田 富治郎 （１９６４・法）
明けましておめでとうございます。
令和初めての新年を迎えました。昨年は、改元による新たな時代への希望が世に満ちる中
で幕を開け、天皇ご即位の諸儀式が人心の高揚をもたらしました。さらに、ほぼ並行して開
催されたラグビーワールドカップの盛り上がりと、日本チームの活躍が加わり、国内の高揚感
は近年稀に見るほどのものになったのではないかと、私は感じています。そして今年はいよ
いよ東京オリンピックです。このビッグイベントへの人々の期待は言うまでもないところでしょ
う。
率直に申し上げれば、私たちを取り巻く国内外の社会・経済情勢は明るいものばかりでは
なく、重苦しい要素がないわけではありません。米中関係を中心とする世界経済の不透明感、中東問題、世界的に蔓
延する国のエゴイズムとポピュリズム、環境問題等。日本国内では、少子化の進行に伴う経済成長の停滞、高齢化によ
る社会保障負担の増大、膨大な財政赤字、それによる政策実行への壁という負のスパイラルが、平成からの重荷として
存在しています。現状の延長線で見る限り少子化の進行は今後数十年間止まる見込みはなく、このスパイラルからの脱
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出は容易なことではないと思われます。
この錯綜した問題の解決には政・官・民そして学による一体的な取り組みが必須の要件と思われ、五神総長の「今こそ
大学の出番」というご決意がここでも尊重されることを強く希望したいと思います。同時に、大学への支援・応援について、
同窓生諸氏の一層の協力を呼び掛けたいと思うものです。
◎ 神奈川銀杏会 会長 豊吉 誠治（1980・工）
新年あけましておめでとうございます。
昨年１１月大久保会長の後任として神奈川銀杏会会長に就任いたしました豊吉（とよし）と申しま
す。
本会は1993年に設立し、連合会創設時からの参加団体ですが、会員数の減少が最大の課題と
なっています。神奈川は東京についで母集団の多い地域にもかかわらず、会員数は約１９０名に留
まっています。
会員数の拡大を図ると同時に、会員の皆さまに参画していただける企画を提案していくことが重
要と考えております。特に若手の方が入会して意義があると会と思っていただくことを最大の目標
として、今回執行部の大幅な若返りをはかりました。また、神奈川だけではできないこともありますので校友会との連合等
では東大との連携、また近隣の銀杏会との協働も深めて「発信できる神奈川銀杏会」を目指します。何卒皆さまのご指
導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
◎ 鎌倉淡青会 会長 吉田和彦 （1961・工）
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
平成15年に発足した鎌倉淡青会は、今年の6月で設立17年目を迎えます。このところ数年間の
会員数は250～260名前後で、大きな変動はありません。同窓会活動は非常に活発で、年次総会・
新年会・見学会や市民が参加する公開セミナーなどの全体行事や、同好の士が集う11に及ぶ同好
会（街道を歩く会・歴史散策・座禅・囲碁・ストレッチ・ヴォイストレーニングなど）のそれぞれの同好
会行事には多数の会員が参加しています。
しかしながら会員の高齢化が歳を追って進んでおります。東大学部卒業年次昭和38年という世
代が会員の中央値であることから、会員の平均年齢は80才前後です。人生100年時代といわれま
すが、東京大学の数ある地域同窓会のうちで鎌倉淡青会は高齢化の先頭を切っている地域同窓会であると思います。昨
年6月開催の鎌倉淡青会年次総会で東京大学高齢社会総合研究機構教授の飯島勝矢先生に「健康長寿 鍵はフレイル
予防」と題して講演頂きました。高齢者にとって身体活動・文化活動のほかに地域活動やボランティア活動に勤しむこと
が、フレイル（身体や活力の衰え）予防の上で大切であることを力説されました。鎌倉淡青会の多岐にわたる同窓会活動
は、高齢会員にとってまさにフレイル予防に通じている旨の先生のコメントを頂き、意を強くしている次第です。
このような状況から鎌倉淡青会にとって同窓会活動それぞれの更なる充実を図り、高齢会員の参加率を上げてゆくこと
が肝要であると思います。将来を考えれば若手会員の増強は大事ですが、世相からみてなかなかむつかしいのが現状で
す。これについては会員の皆さんの知恵を借りたいと考えています。
なお同好会の一つである街道を歩く会では、そのメンバー40人前後が鎌倉街道を定期的に歩いておりますが、歩く先
が關東近県に及んでいることからその地域にある東京大学の地域同窓会とその地域で交流親睦を図ってきました。今後
も同様の交流親睦を図る所存ですので、よろしくお願いする次第です。
◎ 浜松銀杏会 会長 北脇 保之 （1974・法）
みなさま 新年おめでとうございます。
浜松銀杏会は２０１７年１１月の設立以来２年を経過しました。昨年９月には本会名誉会長である
有馬朗人先生の講演会および年次総会を開催し、１０月の東大同窓会連合会全国大会にも初め
て参加しました。
静岡県浜松地域は、地元出身で地元に戻っている東大同窓生はあまり多くありません。他方、
大学や地元の大企業・先端企業勤務の関係で在住する同窓生はかなりいると思われます。このよ
うな環境の中で会員の拡大に努めていますが、現状は登録会員が約４０名という規模にとどまって
います。継続することに意義があるという考えで、今後とも粘り強く会の運営に当たっていきたいと思います。
今年は東京オリンピックの年ですが、昨年のNHK大河ドラマの主人公、前回東京オリンピックの立役者田畑政治氏は、
浜松出身の東大同窓生です。彼が生きていれば今回のオリンピックをどのように見るでしょうか。
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全国各地域の同窓会のご発展をお祈りいたします。
◎ 京都東大会 会長 太田 譲二（１９７１・経）
同窓会連合会会員の皆様が健やかに新年を迎えられましたこととお慶びを申し上げます。
今年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
当会は、会員数１０７名 京都在住・在勤等の同窓生で構成しています。
会員の高齢化はすすんでおりますが、最近は平成卒の若手会員も増えましたので、若手会
員に参加意欲を持ってもらえるような会の行事やネットワークを整え、幅広い会員構成での同
窓会を目指していきたいと考えています。
京都東大会ならではの非公開神社仏閣の見学や京都の歴史的各所の見学等を通じて会
員交流を深めたいと考えています。
京都東大会 会長 太田譲二（昭和４６年経済学部卒） 黄桜株式会社 代表取締役会長
幹事会代表幹事 岩崎 勉 （昭和４７年法学部卒） （公財）関西交通経済研究センター理事長
◎ 関西東大会会長 北 修爾（１９６６・経）
明けましておめでとうございます。
関西東大会は東京大学同窓会連合会の発足にも関わった伝統ある同窓会としての活動を如何
に活性化し、関西にご縁のある同窓生の参加を増やしていくかが課題です。
まだまだ東大卒業生には同窓会があることすら知らない方が多い現状を如何に打破するか、大学
当局の同窓会活動への支援にも期待しています。
新年会の講演には、力を入れていて、魅力ある講師と演題で耳目を集め、参加者を増やした
いと構想しています。今年2月16日ホテルグランビア大阪での総会兼新年会は、「人類が初めて
目にしたブラックホールの姿」との演題で、日米欧亜など国際共同研究プロジェクトの日本チーム
の代表を務められた、本間希樹国立天文台教授に語っていただきます。米科学誌サイエンスは
年末の号で2019年の十大成果を掲載しましたが、ブラックホールの撮影がトップに選ばれてます。天文に興味を覚える同
窓生の参加を期待しています。
◎ 山口東大会 会長 二井 関成 （1972・法）
明けましておめでとうございます。
山口東大会は、既存の山口市、周南市、宇部市の同窓会を核に、いわば連合組織として5年前に
結成しました。
本会は、２年に一度の総会・懇親会を主要行事として取り組んでおり、今年は、総会・懇親会の年
に当たります。
私の大好きな言葉に「振り返れば未来」という言葉があります。
これまでを振り返ることによって未来に向かうエネルギーを創り出していこうという意味ですが、令和
になって初めての新年を迎えるにあたり、これまでの活動を振り返りながら、県全体での会員拡大に向けてエネルギー
を結集しなければならないと決意を新たにいたしております。
本年もご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
◎ 宮崎赤門会 会長 日野 直彦 （１９７８・法）
新年あけましておめでとうございます。
宮崎赤門会では、毎年１０月に総会・懇親会を開催しております。昨年の参加者は前年を上回り、初
参加も６名でした。また、本県出身の日機装株式会社甲斐敏彦代表取締役社長にご講演をお願い
し、充実した総会・懇親会となりました。なお、翌日は東京六大学ゴルフでしたが、残念ながら最下位
に終わりました。（前年は優勝！）
今年も県内の同窓生の親睦を深めるとともに、六大学ゴルフでの躍進を目指します。
・設立年：2014年 会員数：約120名 地域：宮崎県内
・会長：日野直彦（1978法、弁護士） 幹事：横山幸子（1985育、宮崎県庁）
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◎ さつき会 代表幹事 森 明子
明けましておめでとうございます。皆様が穏やかな良い年をお迎えになりますよう心から
願っております。
2020年は、さつき会にとりましても６０周年という大きな節目に当たります。定例の新年
会、総会、在学生を対象とした就職進路ガイダンスなどの開催、年２回の会報発行など盛り
沢山の行事やホームページの充実に加え、周年記念事業の準備も進めているところです。
一方で、年数回開催する「さつきサロン」や「さつきカフェ」メーリングリスト、年代別食事会な
どにより、会員相互の交流にも力を入れています。
2013年から運用を開始した女子学生を対象とした「さつき会奨学金制度」も、早いもので
７年目を迎え、この春は５名が卒業します。また、今年もホームカミングデイに映画上映で参加を予定しておりますし、
新たに婚活支援などにも取り組んでいく予定です。
今年も益々忙しくなりそうなさつき会ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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Ⅲ 本部よりのご連絡とご報告
１． 校友会・連合会協働プロジェクトチーム・ミーテイング 開催
・ 2019年12月23日 １５：３０～１７：３０ 本部棟7階応接室にて、大学と連合会メンバー １５名が集合し、第５回の校友会・
連合会協働（拡大）プロジェクトチーム・ミーテイングを開催しました。
・ 本プロジェクトは、２０１９年３月の校友会・連合会との覚書に沿い、２０２０年度中に両者の大同団結を実現すべく、「全
学同窓会の在り方」と「今後の具体的な進め方」につき検討するために設けたものです。
・ ９月から計4回の・ミーテイングを経た今回は第５回で、事務局としては大体の方向は固めた上で臨みましたが、本年
の岡崎代表幹事賀詞にあるように、「検討課題は多岐に亘りますが、本年は先ず大まかな到達目標を定め、続いてそこ
に至る過程を論じ、さらに具体的な一歩を踏み出すところまで行ければ、と考えております」の段階です。学内における
全学同窓会の重要性の認識が低いという問題、また、地域同窓会にとっては、足元の会員減対策がより重要など、多々
難題がありますが、五神総長の任期中に具体的な第一歩を踏み出すべく努力します。
２． 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、公立高校中心１０
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。
３．沖縄首里城復興募金
鎌倉淡青会より会員に対し沖縄首里復興の募金呼びかけを行うにあたり、連合会本部でも他の地域同窓会に募
金呼びかけを行いません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、沖縄赤門会から協力要請もあり、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、できる限り協力することにしました。
連合会事務局より、近々、各地域同窓会事務局へ協力要請を行いますので、よろしくお願いします。

[鎌倉淡青会の会員への募金呼びかけ]
令和元年12月25日
東京大学鎌倉淡青会会員の皆様
東京大学鎌倉淡青会 会長 吉田和彦
沖縄首里城の再建支援募金のお願い
去る10月31日の未明に沖縄県那覇市の首里城が激しい炎を噴き上げて炎上しているTV画面を見た方は大勢おられると
思います。この火災を見た沖縄の人たちは皆口々に心の支えを失ったような喪失感を言葉少なに語っていました。
世界遺産にも指定され、沖縄県人にはかけがえのない心の支柱でもあった首里城の再建につきましては、沖縄赤門会か
ら支援募金の要請が東京大学同窓会連合会に寄せられました。この要請にこたえるべく東京大学同窓会連合会として
は、一年後をめどに各地域同窓会からの支援募金を取り纏め、沖縄赤門会に届けるとのことです。
鎌倉淡青会としても再建支援募金活動を下記の如く実施したいと思いますので、会員の皆様のご協力をお願いする次第
です。
◎ 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。
Ⅳ 地域ではどんな活動をしている？
[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]
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◎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（12月14日）開催
台風19号の直撃を受けた影響で、当初予定していました、10月12日（土）の開催が中止となり、今年度の開催が危ぶま
れておりましたが、何とか、会場も埼玉会館からさいたま共催会館に変更して開催にこぎつけることができました。
当日の懇親会では、地元埼玉県の有力進学校である、埼玉県立浦和第一女子高等学校の卒業生を主要メンバーとし
ます「ルナ・マンドリーノ」にも参加、演奏いただき、合わせますと約60名の参加がありました。
事業報告、決算報告、予算、役員人事、会則変更などの報告・議案はすべて了承、可決されました。
総会の講演では、公益財団法人 日本極地研究振興会理事長 立正大学名誉教授の吉田栄夫先生に「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（エピソードを交えて）との演題で、ご講演いただきました。
吉田栄夫先生の南極観測は、戦後の日本の南極観測の歴史そのものともいえるものであり、スライドを交えてのご講演の
内容は、大変に興味深いものでした。置き去りにされながらも、南極の冬を生き延びた、タロ、ジロのエピソードの紹介もあ
りました。なお、吉田栄夫先生には、当会の役員としても、その運営に大変にお世話になっております。その面倒見の良さ
に今回も甘えてしまいました。ありがとうございました。

講師の吉田栄夫先生
◎ 散策する会（11月30日（土）開催
所沢航空発祥記念館を見学、見学後に懇親会を開催しました。
今回は、東上線沿線「地域交流会」と西線沿線「地域交流会」そして若手交流
会の共催となり、懇親会を含む参加者は16名でした。
所沢航空発祥記念館は西武池袋線「航空公園駅」下車して、徒歩8分のところ
にあります。広い敷地内に、航空機などの展示があり、開発の歴史、飛行原理
や技術などの紹介があり、メモリアルギャラリー、フライトシミュレータ（体重制限
あり）などがありました。懇親会も盛り上がり、好評でした。
（文責：代表幹事 露無松景つゆむ まつあきら 81年法）

総会懇親会模様

[東京銀杏会]
◎ 東京銀杏会囲碁の会 第１６４回（通期２０２回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
囲碁の会幹事 鈴木庸夫
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。
〇日 時：令和２年１月１１日（第２土曜日）12:30～17:45、１８時からは指導講師を囲んで新年会を行います。
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、新年会費（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。
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〇連 絡 先：鈴木庸夫（S42 文） TEL & FAX：0466-33-4036 E-mail：xm8t-szk@asahi-net.or.jp

対局する手前左・上田比呂志さん（Ｓ59法）と右・久富眞志さん（Ｓ34法）、向
こう左・鈴木秀人さん（Ｓ44経）と右・岡崎一夫さん（Ｓ37法）

対局する手前左・今村啓一さん（Ｓ59経）と右・山下東洋彦さん（Ｓ41法）、向
こう左・田近東吾さん （Ｓ42文）と右・野口正敏さん（Ｓ54経）

会員のお嬢さん（小学１年生15歳・５段）の挑戦を受ける田村義雄さん
（Ｓ46法）、向こう左・江波戸哲夫さん（Ｓ44経）と右・山川朝生さん（Ｓ45
工）

優勝して第22期・東京銀杏会本因坊位を獲得し本会会長の杉澤弘道
さん（Ｓ32法）から優勝カップを授与される伴俊和さん（Ｓ54経）

[以下 ～東京銀杏会ホームページより]
◎ 2020年東京銀杏会新年会のご案内(1/22夜）
会員同士の出会いを大切にして交流を深め、心から楽しみ、 新しい年の初めを明るく迎えるのが基本的なコンセプト
になります。
「世代間交流あり。同世代の交流あり。異業種交流あり。世界中からの留学生との交流あり」なるべく多彩な内容にして
まいります。また、お一人でのご参加、大歓迎です。テーブル配置等色々な工夫をいたします。
今回の主イベントは久々に“福引き”とし、商品の選定・購入・抽選方法等々について、既に代表幹事を中心に5～6人
の幹事に加わって頂き、準備チームを結成して活動を開始いたしました。
全員に賞が当たると同時に、他に各種の特別賞を豊富に準備、抽選方法にアイデアを凝らすなどにより場を大きく盛り
上げますので、皆様どうぞご期待下さい。
なお、東京大学幹部、同窓会連合会会長並びに地域同窓会関係者、及び留学生に幅広く声をかけるととも に、2017
年1月以降入会された新会員の皆様をご紹介いたします。
又、会費につきましてお願いがございます。会費は10年以上、据置として参りましたが、今回は料理やイベントの充実等
に資するために少し値上げさせて頂きます。何卒ご理解下さいますようお願い申上げます。
〇 日 時： 2020年1月22日(水) 午後6時30分～8時30分
〇 場 所： 第一ホテル東京（右の図をご参照ください） 5階｢ラ・ローズ Ⅰ｣港区新橋1-2-6 TEL：03-3501-4411
〇 会 費： 10,000円(会員) 12,000円(非会員の同窓生) 8,000円(配偶者、2019 年 1 月以降入会者)
3,000円(2018・2019 年卒会員、学生会員)
〇 申 込： 出席ご希望の方は2020年1月16日(木)までに電話、ファックスまたはE-メールにて東京銀杏会事務局 (下
記)へお申込み下さい。TEL： 03-5804-3875 FAX ： 03-5804-3876 Eﾒｰﾙ ： tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com
お申込み後にやむを得ずご欠席の場合は、その旨、当日正午までに必ず事務局にご連絡下さい。
◎ 第5 回銀杏懇話会(2/27)
前会長で元大蔵省事務次官であった篠沢恭助東京銀杏会顧問を迎えて、「日本の財政はいつまでもつのか」というテー
マでお話をいただく予定です。奮ってご参加ください。非会員の参加も大歓迎です。
講 師: 篠沢恭助氏(S35法）
＜プロフィール＞ 1937 年生まれ。1960 年東京大学法学部卒業。同年大蔵省(現在の財務省)に入 省。1984 年主
計局総務課長、1986 年主計局次長、1989 年大臣官房総務審議官(現・総括審議官)、1990 年理財局長、1991 年
大臣官房長、1993 年主計局長を経て、1995 年大蔵事務次官就任。1996 年退官し、そ の後 1998 年海外経済協
力基金総裁、1999 年国際協力銀行副総裁、2001 年国際協力銀行総裁を歴任し、同 総裁退任後、2008 年から資
本市場研究会理事長に就任し、現在に至る。2015 年 5 月から 2019 年 5 月ま で、東京銀杏会会長を務める。
演 題: 「日本の財政はいつまでもつのか(予定)」
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日 時: 2020 年2月27日(木) 夜 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
申 込: 2月25日(火)までに東京銀杏会事務局にE-メールまたは同封のお申し込み用ファックス用紙を 用いてファックス
でお申込み下さい。FAX:03-5804-3876、E-メール:tsuchidat.tokyoichokai@mbr.nifty.com
◎ 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:2020年1月15日（水） 12:00～
○ 場 所：新橋亭新館（港区新橋2-4-2、TEL：03-3580-2211）
〇 スピーカー：松元 崇（７６・法）。大蔵省、米スタンフォード大学ビジネス・スクール卒業（ＭＢＡ）、財務省主計局次長、
内閣府事務次官、第一生命経済研究所特別顧問、国家公務員共済組合連合会理事長。
著作：大恐慌を駆け抜けた男 高橋是清（2009年 中央公論新社）、山縣有朋の挫折―誰がための地方自治改革（2011
年 日本経済新聞出版社）、その他多数。関連ホームページ：https://diamond.jp/articles/-/84380、
https://diamond.jp/articles/-/84416、https://diamond.jp/articles/-/72946 https://diamond.jp/articles//72980
〇 テーマ： 「『出たい人より出したい人を』だった山縣有朋の地方自治」
軍閥の親分として知られる山縣有朋には、地方自治の父という顔もありました。国の帝国議会の選挙では、直接国税を１
５円（明治２４年の巡査の初任給は８円）以上納めている男子でなければ選挙権はありませんでしたが、山縣が導入した
町村会選挙では、男子なら地租を少しでも納めていればよく、女子でも高額納税者には選挙権がありました。また、立候
補しなくても、みんながあの人をといって投票すれば町村会議員になり、さらには町村長にも選ばれる仕組みでした。「出
たい人より出したい人を」だったのです。それは、山縣が、江戸や欧米の自治を参考にしながら、地方自治を立憲制の学
校にしようというので導入した制度でした。その山縣の試みは、必ずしもうまくいきませんでしたが、今日の地方自治にそ
の精神は受け継がれているといえます。山縣の地方自治を紹介した私の著作「山縣有朋の挫折」は、石原信雄元官房副
長官から、戦後の地方自治に関する固定観念を覆す啓蒙の書であるとの推薦文をいただいています。
○ 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。
〇 次回：２０２0年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：2020年1月16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２月２０日
◎ 神保町懇話会
2020年1月・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：第115回 2020年1月8日（水）、第１１6回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。
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２０２０・０１
◎ 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。
・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
[神奈川銀杏会]
◎ 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。
[日時] ２０２０年１月１８日（土）
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
（銀杏会で予約してあり、１１：３０より会場使用出来ます。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）
[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
[話題提供] 奥出信一郎 （１９８１理・１９８８博） （今回はピンチヒッターです）
履歴： 理学博士 （物理学）、1988 日本学術振興会特別研究員, 1989（株）東芝, 2016理化学研究所産業連携本部
イノベーション推進センター, 2019 明治大学兼任講師 （理研と兼任）
演題： 金融工学入門
一時期、世間を騒がした、金融工学について、簡単にイントロダクションを行ないます。金融工学は、複雑な金融商品等
の理論価格等を算出するのに用いられます。理論価格が分かれば、実際の商品が割高か割安かが分かるので、買い時
か、売り時かの判定基準に用いられる事もあります。金融工学が濫用・誤用されて、金融市場が大混乱した事もあります。
但し、近年、金融工学の限界を指摘する声もありますので、それも、簡単に紹介いたします。
〇 参加費 ：
神奈川銀杏会会員 近隣の銀杏会の会員 ３４００円／人 程度。話題提供者は無料。
東大卒業生や会員に紹介されて参加する非会員は、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事を検討している東大卒業生等に配慮して、お試しサービスとして、３、４回程度までは、
プレミアム３００円免除。
〇 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。
奥出信一郎：Ｔｅｌ／Ｆａｘ ０４５-８６６-１８５９、 E-Mail ： YRX02226@nifty.com
〇 今後の予定
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（３２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）
R2 4月18日 「量子コンピュータとAI」 宗澤 拓郎 ３３工
（追伸） R2 5月以降の話題提供者を募集しています。話題御提供
者募集中。①現神奈川銀杏会の会員による話題御提供、大歓迎。
②神奈川銀杏会に入会しておられない方に関しましても、話題御提
供大歓迎。当分の間、話題提供者は、会費（当日の食費）免除とし、
資料製作費用補助金2000円と交通費補助金2000円をお渡ししま
す。
[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。
［三土会 ホームページ 随時更新中］ 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/
（写真は１２月三土会の「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）
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２０２０・０１
◎ 三火会開催予定 【2020年１月例会のおi知らせ】
[日時]２０２０年１月２１日（火）０７：００～０９：００
[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]１，６５０円
[話題] 天野 浩 氏 ３２工 「日本における一般女性の進出」
【２月以降の予定】
・２月１８日（火）７：００～ 斉藤 毅 氏 ３７法 「台湾総統選挙」
・３月１７日（火）７：００～ 浅井 壮一郎 氏 ３８農 「江戸時代」
・４月２１日（火）７：００～ 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」
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
明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては正月料理を満喫され、ますますご健勝のこととお慶び
申し上げます。
昨年の食楽会は会創立10周年を記念し、下記6回開催させて頂きました。ご参加下さいました会員様には改めて御礼
申し上げます。
新年度第一回の食楽会は、3月8(日)に「歴史散歩と大人の集う鎌倉隠れ家フレンチを楽しむ会」を企画しております。久
しぶりに復活する「歴史散策」についての詳細は改めてご案内いたしますが、昨年同様奮ってご参加下さいますようお願
い申し上げます。
また新年を機に入会を希望される方は、お気軽に下記幹事までメールにてお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
【幹 事】
○大久保敏治（39経、神奈川銀杏会特別顧問） newokubo@dragon.email.ne.jp
○豊吉 誠治（53工、神奈川銀杏会会長）
toyoshi0605@yahoo.co.jp
○福山 隆幸（53法、神奈川銀杏会代表幹事） t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp

第42回食楽会(参加者 19名) H31.1.12(土)12時～14時30分 イ
タリアンレストランサイゼリア：幹事勤務の格安イタリアン料理を満
喫。

◎第43回食楽会(参加者 18名) 会創立10周年記念会を兼ねる。
H31.4.6(土)11時～15時 割烹きじま：過去10年を振り返りながら絶
品の和食を日本酒と共に満喫。柏尾川花見：奇跡的に満開となっ
た桜を幹事持込の銘酒を飲みながら鑑賞。
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２０２０・０１
第44回食楽会(参加者 16名) R1.6.1(土)12時～15時頃まで 牧
場バーベキュー藤沢の果樹園にて牧場直送の希少な「みやじ豚」
を楽しむ。

第45回食楽会(参加者 14名) R1.7.23（火）17時～18時30分 学
士会館 ビアフェスティバル開催に合わせ、格安料金での料理・ビ
ールを満喫

第46回食楽会(参加者 11名) R1.9.28(土)13時～19時 横浜にぎ
わい座：2年に1回開催の東大落研ОBによる無料落語会を楽し
む。野毛村田屋：落語鑑賞後鯨料理を捕鯨に関する講話と共に楽
しみ議論沸騰。

第47回食楽会(参加者 17名) 会長勇退慰労会 を兼ねる。
R1.12.7(土)12時30分～15時 エリア燿：瀟洒なオリーブの館で世
界チャンピオンの創作中華を満喫。

◎ 気功の会 開催案内
（通常、毎月第一・第三土曜日 １０：００～１１：４０ 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、幹事までお問合せください）
・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居ります。
[場所]：
・ＪＲ横浜駅東口徒歩１０分，神奈川区金港町１－１１ ナビューレ横浜タワーレジデンスの、３階パーティールーム （「ＪＲ
横浜駅北改札口徒歩5分」
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の２週間前までに幹事・奥出あてに申し込んで下さい。
[ 会 費 ] ：◎初参加者に限り、連続参加が決まった時点で、自宅で練習するためのCDを一枚（３０００円）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下さい。
幹事：奥出信一郎（５８理６３博）：Tel/Fax045-866-1859 ：E-Mail．YRX02226@nifty.com
副幹事： 福山 隆幸 （５３法）：t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
講師 大畑 敏久 （３９教養）日本智能気功学院認定指導員、気功歴２４年
体を動かしやすい平服でおこし下さい。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）
[鎌倉淡青会]
◎イベント案内
【20２０年１月の予定】
１．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
２．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
３．淡青書道教室：１月９日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
４．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)
５．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）
６．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？」
７．新年会：１月１８日(土) １４：００～１８：００ 銀座アスター鎌倉賓館
新年御挨拶 鎌倉淡青会会長 吉田和彦
講演 「宇宙は私たちのふるさとー母なる暗黒物質と父なるインフレーション」 東京大学特別教授 村山斉
アトラクション ライトブルークラシック
（1）Bach Aria （2）Chopin Polonaise Heroic （3）Haydn Divertimento
懇親パーティ
８．歴史散策会：１月２３日(木) ９：３０ JR北鎌倉駅東口改札
「鎌倉七福神めぐり」
【（予告）2020年2月の予定】
＊ヴォイストレーニング教室：２月４日（火）と１８日（火） １３：３０～１５：００ 鎌倉論語会館
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＊鎌倉淡青坐禅会：２月５日(水)と2月１９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）：２月１０日(月)と2４日（月）
９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
＊淡青書道教室：２月１３日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
＊定例昼食会（三金会）：２月２１日(金) １０：３０～１２：３０ 茶寮「いの上」
韓 佳琳（平成2９工博） 「波のエネルギを回収して推進する船」
＊淡碁会（囲碁同好会）例会：２月５日(水) １３：００～１７：００ 大船行政センター
【以下同好会等活動報告】
◎ 公開セミナー 第５回
１１月２６日（火）鎌倉商工会議所地下ホールにて２０１９年度最後となる公開セミ
ナーが開催され、和田孝三講師による「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？」のタイトルで約２時間の講演をいただきました。
17世紀までは、アジア諸国に経済面でも文化面でも劣っていた西欧がなぜ、近
代科学を発展させえたのか、また現在の世界の共通理念である自由平等主義
といった精神がなぜ生み出されたのかなどについて多方面からの考察を詳しく
説明いただきました。
◎ 淡青書道教室
１．教室概要
当教室は2011年（平成23年）神戸潔会員（S31法）発議を基に幹事会承認を経て7月「淡青書道教室」として発足し、９年
目に入りました。教室の場所は北鎌倉駅より徒歩5分の「雪洞美術館」。1995年創設の鎌倉唯一の書道美術館の1階展示
ホールにて、毎月第2木曜日、午前10時より午後3時ごろまで開かれます。
指導は小野田芝雪先生（書藝新潮社副代表・国際書画連盟顧問）、会員は現在 6名。
自宅習作を持参し教室で先生の添削指導を受けます。自宅習作の題材は「千字文」、「蘭亭
序」等の先生から頂く手本と、教室の上部組織「書藝新潮社」発行の会報掲載の各種課題に
て、半紙・条幅・細字・実用体があります。
２．作品発表
作品発表の機会は、毎月刊行される「書藝新潮誌」への秀作掲載と、毎年10月教室のある雪
洞美術館で開かれる「雪游展」、及び毎年2月六本木の国立新美術館で開かれる全国上部
組織「国際書画連盟」主催の「国際書画展」等です。
次回の「国際書画展」は2020年1月22日から2月3日まで、六本木の国立新美術館で開催され
ます。今回淡青書道教室からはここに掲載の3作が出展され、中央の作品（長谷川信夫会員
S32法）が「連盟賞」、右側の作品（井出朗会員 S36工）が「準特選」と栄えある賞を受けまし
た。 淡青書道教室発足時全員初心者からスタートしましたが、9年目でここまで腕を上げた
会員がでたことは誇りであります。
◎ テニス同好会
１ 目的
テニス愛好のメンバーが定期的にテニスを楽しみ、体力の維持向上を図り合わせて相互の親睦を図ることを目的に
活動しています。平成16年（2004年）9月にスタートし、令和元年12月2７日が第884回となりました（但し、雨天中
止を含む回数）。
令和元年７月から12月までの間は49回予定され、15回雨のため中止となりました。月平均2.5回中止となっており、例年と
比べ、中止回数がやや多くなった感じです。
場所 コートの所在地は下記の通りです。
鎌倉市営笛田公園庭球場
鎌倉市笛田3-30-1
葉山町営南郷上ノ山公園コート 葉山町長柄1888-1
費用 コート使用料とボール代で大略 ￥200～￥300／人／回です。
２ 活動内容
例会 原則として毎週金曜日に葉山町南郷上ノ山公園、毎月第１、3木曜日及び第2、4水曜日に鎌倉市笛田公園で
例会を開催しています。毎回２時間ダブルスゲームを楽しんでいます。
昼食懇親会を年2回前期及び後期の各期末に行っていますが、今期は、前期昼食懇親会が雨によるテニス例会中
止に伴い数回流れ、結局開催できず、後期は、会員提案により、テニス同好会初の夜の懇親会を12月9日に開催し
、会員の奥様2名を含む14名が参加して和気あいあい、大いに盛り上がりました。
３ 会員の状況
鎌倉淡青会の会員及びその家族会員が15名となっています。年齢は５０～８０代が中心で、腕前は初級から中級です。
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４ テニスへのお誘い
テニスは年をとってからもプレーを楽しめるスポーツなので皆さんの参加をお待ちしております。
プレーは、午前中2時間（夏は8時～10時、それ以外の季節は8時半～10時半ないし9時～11時ないし10時～12時）で
す。興味のあるお方は下記にご連絡下さい。
連絡先 三道 弘明 （昭36年工卒 電話 0467-43-0594 sando@ballade.plala.or.jp）
◎ 東静銀杏会卓話会報告
東静銀杏会 事務局 坂部利夫
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 同上
懇親会・・午後６：００すぎ～８：３０ 同上
卓話会 講師 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）氏 テーマ 「世界経済の見通しとリスク」
参加者は、20名でした。鷲見氏の豊かな見識に基づく、国際経済の情勢の説明に関し、現在の状況から会員の関心も高
く、懇親会の最後まで、活発な質疑が交わされました。
[東海銀杏会]
◎ 令和２年度総会／講演会／懇親会開催のお知らせ
日 時
令和２年２月１７日（月）１７時～２０時３０分
会 場
名古屋マリオットアソシアホテル（16階） 名古屋市中村区名駅1 TEL：052-584-1111（代）
次 第 ・総会 17時00分～17時20分（16階 サルビアの間）会員のみ
・ 講演会 17時30分～18時45分（16階 サルビアの間）
テーマ： 『すべての人に移動の自由を』～未来のモビリティ社会に向けた自動運転開発の取組み～
講師： 鯉渕 健 （H5大学院工学系研究科 機械工学専攻）
トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー 先進安全領域統括部長
・ 懇親会 19時00分～21時00分（16階 アイリスの間）
・ 会費 10,000円（平成21年以前の卒業生） 5,000円（平成22年以後の卒業生）
3,000円（平成27年以後の卒業生） 5,000円（同伴のご家族）
懇親会からの参加も受付けます
多くの皆さんの参加をお待ちしております
講演会、懇親会には会員以外の同窓生の参加も歓迎いたします
＊ 上記に先立ち16時30分から17階 桐の間において役員会を開催します。
東海銀杏会の役員（会長、副会長、理事、監事、幹事）の方はご出席下さい。
［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/
◎ 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）
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◎《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）
◎ 東京大学音楽部管弦楽団 関西公演のご案内
私たち東京大学音楽部管弦楽団（通称東大オケ）は、2020年に創立100周年を迎えます。そこで、百周年記念シリーズ
と銘打った演奏会を開催することに致しました。その初回として行われる第105回定期演奏会は、関西からスタートいたし
ます。
昨年の関西公演は大阪のザ・シンフォニーホールにて開催致しましたが、今回は西宮の兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO 大ホールで行います。当団体は東京大学の学生のみで構成されております。団員は勉学や諸活動に勤しむ
傍ら、各々音楽への愛情や熱意を糧に、より良い演奏へと日々練習を重ねています。
各公演では、各地方の出身者を中心に運営を行っており、今回の関西公演でも関西出身者を含め 5 名で会場業務、
チケット販売、広報などを分担し演奏会のための準備を行っています。この運営担当以外にも関西出身者が多く所属して
おり、さらに演奏会場も一流のホールということで、団員はみな演奏できることを心から楽しみにしております。
会場の兵庫県立芸術文化センターは、阪急西宮北口駅直結で徒歩2分であり、関西各地からのアクセスも抜群です。
2020年1 月 26 日（日）はぜひ東大オーケストラの第105回定期演奏会にお越しください。団員一同みなさまのご来場を心
よりお待ち申し上げております。
（広報ご協力のお願い）
一人でも多くの方にお越しいただけるよう、お勤め先や所属団体で、広報物の掲示・配架等にご協力いただけませんでしょ
うか？ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、kansai2019@ut-orch.com までご連絡頂けると幸いです。
日 時 ： 2020 年 1 月 26 日（日）13:00 開場 14:00 開演
場 所 ： 兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）
指 揮 ： 三石精一 （当団終身正指揮者）
曲 目 ： マーラー
／ 交響曲第 1 番 ニ長調 「巨人」
ワーグナー ／ 「さまよえるオランダ人」序曲
シューベルト ／ 交響曲第7番 ロ短調 「未完成」
入 場 料： S席1,500円、 A席1,000円(全席指定)
◎ 囲碁同好会のご案内
日本棋院の古家プロをお招きし、3ヶ月に一度（1，4，7，10月）の第一もしくは第四土曜13:00～17:00に開催いたします。
是非 定期的なご参加をお願い申し上げます。
1. 日時：次回は 2020年1月25日(土) 13:00～17:00
2. 会費：4,000円
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3. 場所：綿業会館 大阪市中央区備後町2丁目5番8号 ＴＥＬ（06）6231-4881
4. 指導対局：日本棋院棋士 古家正大 四段
5. お問い合わせ並びに申込： 囲碁同好会世話人 井元秀剛 （昭60養） ＴＥＬ 06-6151-5612
imoto@lang.osaka-u.ac.jp

◎ 第５７回 ２０２０年春のテニスツアー「箕谷（みのたに）」のご案内
関西東大会テニス同好会の２０１９年秋季ツアーを神戸市北区にある「みのたにグリーンスポーツホテル」で行う予定で
したが、大型の強い台風１９号の到来で、中止となりました。その代わりに同じ会場で、２０２０年春にテニスツアーを再開す
ることになりました。会場は六甲山の麓で、神戸電鉄箕谷駅の近くにあり、環境もよく、交通の便も大変いいところです。前
回参加を希望されていた皆様はもちろん、多くの方々のご参加をお待ちしております。
なお、新しい方に参加いただくための試みとして、日帰り（土または日）の体験コースを設定いたしております。テニスを
趣味としておられる方や昔テニスをしておられた方で、参加を希望される場合は下記の幹事までお気軽にお問い合わせ
ください。
１）開催日時
・2020年4月18日（土）12：30 ホテルフロントに集合
13：00～17：00 プレイ
18：30～ 宴会、講話（福井 博健氏（昭和60工卒、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社）：主に野鳥を対象とし
た趣味の写真撮影について）、講話の後２次会
・ 4月19日（日） 9：00～12：00 プレイ、終了後13：00に解散
２）宿泊
みのたにグリーンスポーツホテル http://minotani.jp 〒651－1252 神戸市北区山田町原野 TEＬ
078-581-6000 （レストラン、温泉あり。ホテルで昼食ランチ（バイキング）利用可）
３）アクセス a）ホテルの送迎車 ： ＪＲ三宮駅南ロータリー10：30発（ホテル10：50着）
または 地下鉄谷上駅（交番前）11：30発（ホテル12：00着）。 詳しくは http://minotani.jp でご確認ください。
b）電車の場合：地下鉄三宮から谷上駅～神戸電鉄乗り換え箕谷駅～タクシー１０分
c）車を利用する場合：新神戸トンネルで箕谷出口約10分～箕谷出口を右折～原野南交差点を右折してすぐ。
大阪方面からは、中国道～阪神高速７号北神戸線箕谷ＪＣＴで高速を下りる～原野南交差点を右折
４）会費
テニス、宴会およびその他の費用
21,000円（1泊2食）
初日テニス＋食事
5,000円
日帰りテニスのみ
1,000円 （食事代には1,000円の飲み物を含んでいます）
５）申込み締め切り 3月8日（日）
６）屋外テニスコートですので、雨が降り出し、テニスが出来なくなったとき、近くに次のような見学先があります：
a）神戸しあわせの村（自然のなかにあるウエルネスパーク） b）新神戸トンネルで新神戸まで戻り、ロープウエイに乗って
布引ハーブ園 c）神戸中心部に多くの観光スポット d）神戸電鉄箕谷駅から有馬温泉駅へ。有馬温泉と温泉街
e）有馬温泉駅から六甲有馬ロープウエイで六甲山頂へ。ガーデンテラスや高山植物園、オルゴールミュージアム等、観光
スポット多数
幹事 熊谷 貞俊 （昭和42工卒） 電話： 090-3282-2079 メール：kumagai@kokusaig.co.jp
小川 弘之 （昭和34法卒） 電話： 078-811-2605
飯田 陽一 （昭和38理卒） 電話： 0798-67-3368 メール：yiida@mx5.canvas.ne.jp
◎ 関西東大会ゴルフコンペのご報告
井垣 太介（平10法）
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2019年11月30日（土）に、芦屋カンツリー倶楽部にて、関西
東大会の2019年秋コンペが開催されました。関西東大会のゴ
ルフコンペは、5年前の企画復活以来9回目となります。今回は
13名の皆様にご参集頂き、ラウンド及び懇親会を通して、終始
和気藹々とした雰囲気の中で、関西東大会会員相互間の懇親
を深める良い機会となりました。当日は晴天に恵まれ、コースの
樹木はオレンジ色に美しく色付き、寒さは感じるものの、秋の澄
んだ青空を見上げながらの爽やかなラウンド企画になったと思
います。
ラウンド後の懇親会も、いつものとおり全員ご出席頂き、初参
加の方々の自己紹介から、今後の企画運営に関する話題まで、多岐に亘る会話で充実した時間となりました。このゴルフ
コンペにご参加頂くメンバーは7割方固定されていますが、毎回新しい方にご参加頂くことは、ゴルフ幹事としてもゴルファ
ーとしても嬉しい限りです。会としては、やはり5組、6組程度の中規模コンペに育てていきたいという思いがございますの
で、これまで様子を見てこられた皆様も、是非次回以降のご参加を検討して頂けますと幸いです。
ちなみに、参加者の中で最もご高齢なのは91歳の錦織達郎様（昭27工）ですが、背筋がピンと延びたシニア最強ゴル
ファーで、本コンペの中心となっておられます。そのほかにもグロス70台で回られる競技ゴルファーや、関東在住にも拘わ
らず、毎回のように前泊で駆けつけてくださる方もいらっしゃいます。
関西東大会のゴルフコンペは再開後順調に回を重ねておりますが、東大卒業生が年代の垣根やゴルフの腕前を越え
て交流できる貴重な機会となっておりますので、今後もこのゴルフ同好会、ひいては関西東大会の発展に貢献できるよう
に、世話役一同引き続き頑張って参ります。
次回の2020年春コンペは、恒例の大阪京大クラブとの対抗戦として、三田ゴルフクラブにて2020年5月23日（土）に開
催させて頂く予定になっておりますので、関西東大会ゴルファーの皆様は、今のうちからご予定頂きますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。
[編集後記 （代表幹事 河野 裕亮）]
あっという間に、今年も師走となりました。通信の発行が、遅れ遅れになり申し訳ございません。
来年の総会兼新年会は、巨大ブラックホールの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。是非ともご参加ください。
来年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックの年です。 今年も色々有難うございました。よいお年をお迎え下さい。
［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]
事務局長 鳥巣 維文
◎ ホームページの開設について
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この度、以下のＵＲＬで開設しました。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の模様
晩秋の懇親バスハイクを１１月３０日（土）に実施しました。１１名の参
加でした。当日は絶好の行楽日和となりました。長崎市民会館横を９
時すぎに貸切バスで出発し、以下の経路で隠れキリシタン遺跡などを
巡りました。詳細は長崎銀杏会のホームページ
（https://torisu6477.wixsite.com/ityoukai）をご参照下さい。
⇒写真 右端が塩飽会長
① バスチャン屋敷跡：江戸初期の隠れキリシタン伝道士の隠れ家
の跡です。
② カトリック大野教会堂：明治初期のカトリック宣教師ド・ロ神父が築
いた地域教会 堂（世界遺産構成資産、国指定重要文化財）
③ 出津教会堂・旧出津救助院：ド・ロ神父が築いた教会と女子の教
育・授産施設（世 界遺産構成資産、国指定重要文化財）
④ サン・ジワン枯松神社：バスチャンの師である外国人宣教師サン・ジワン神父を神 として祀った神社（市指定史跡）
⑤ 長崎甚左衛門の墓：ベルナルド長崎甚左衛門純景は大村純忠の娘婿で、長崎小太郎 重綱を初代とする長崎氏１
４代目の当主です。大村純忠の命により長崎をイエズス会に寄進したため所領のほとんどを失います。甥で聟養子の松浦
頼直が支配していた時津で余生を送り、元和 7 年（1622 年） に享年 74 歳で没しました。
◎ 総会懇親会の卓話
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、清水康寛会員より「民法（相続法）改正」の解説
がありました。講演要旨を会報 102 号に掲載しました。詳細は長崎銀杏会のホームページ
（https://torisu6477.wixsite.com/ityoukai）をご参照下さい。
◎ 連合会ニュース１月号に寄せて
長崎銀杏会では従来通り”無理をしない運営”を心がけ、会員の懇親事業を継続します。
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Ⅴ 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）

中国宋代（960～1279）の陶磁器は「宋磁（そうじ）」と称され、中国の工芸文化のひとつのピークを示すものとして世界的
に評価されています。2020年は、近代における宋磁蒐集の契機となった北宋の町「鉅鹿（きょろく）」遺跡と磁州窯（じしゅう
よう）の陶器の再発見からおよそ100年にあたります。
磁州窯は河北省南部に位置し、五代（10世紀）以降現代まで日用の器物を大量に生産した民窯です。白化粧（しろげしょ
う）や黒釉の技法を基本に、独特の「掻落（かきおと）し」と呼ばれる彫刻的な文様表現、鉄絵（てつえ）や紅緑彩（こうりょく
さい）（赤絵）、三彩や翡翠（ひすい）釉などを用いた多種多彩で装飾性豊かな陶器を生み出しました。また同様の製品を
焼造する生産地は、河南・山西・山東・安徽・陝西といった華北地域一帯に広がり、またその技術は国境を越えて契丹（き
ったん）族の遼（916～1125）やタングート族の西夏（1038～1227）にまで伝わっていきました。
本展ではまとまって公開されることの少なかった館蔵の磁州窯とその周辺の陶磁器（磁州窯系陶器）を紹介します。あわ
せて国宝「曜変天目（稲葉天目）」をはじめとする宋磁の名品を展示いたします。

1．講演会
「磁州窯と磁州窯系諸窯、そしてその影響の軌跡」
日時：2月22日（土） 午後1時30分開演
講師：守屋雅史氏（神戸松蔭女子学院大学教授）
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）
※整理券の番号順にお入りいただきます。
2．河野元昭館長のおしゃべりトーク
「めでたい絵 饒舌館長口演す ―磁州窯発 江戸絵画行き―」
日時：2月1日（土）午後1時30分開演
講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
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）
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※整理券の番号順にお入りいただきます。
3．陶芸ワークショップ
「掻落しで陶器に絵を描く」
日時：2月16日（日）
A（午前の部）：午前10時30分～午後0時30分
B（午後の部）：午後1時30分～午後3時30分
会場：当館地階講堂
定員：A・Bいずれも定員20名
内容：磁州窯を代表する装飾技法「白地黒掻落」で皿に文様を描きます。
講師：小山耕一氏（東京竜泉窯）
参加費：2,500円（入館料別）
申込方法：事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。
4．静嘉堂コンサート
「100万人のクラシックライブ」
日時：3月7日（土）午後2時開演（予定）
参加費：1,000円（入館料別）
申込方法：事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。
会場：当館地階講堂
定員：100名
5．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～：1月25日（土）、2月29日（土）午後2時～：2月13日（木）、3月12日（木）
３．一高玉杯会便り 詳しくは右の工藤氏へご連絡を。（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
◎ ２０３号 2019年1２月１０日
寄稿 「長生きの極意―「老化」との共生」
山本思外里（昭２４文甲三A）
◎ ２０４号 2019年1２月２０日
寄稿 「アメリカの光と影 －1962～65 in U.S.A.－」 渡 辺 毅（昭26 理甲）
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４．学士会・学士会館情報

学

士

会

・

学

士

会

館

１今後のイベントについて
令和２年１月以降の活動予定は、以下の通りです。

１
月

２
月

情

報

ぜひご参加ください！

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）

8日（水）

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）

15日（水）
16日（木）

第17回世界遺産和食と日本酒のペアリングを楽しむ会
（18:30～ 学士会館 旬菜寿司割烹「二色」）

20日（月）

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）

8日（土）

第38回関西茶話会「『iPS細胞を用いた再生医療』～現状と展望～」
（14:30～ 中央電気倶楽部）
長船 健二氏（京都大学iPS細胞研究所教授）

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）

13日（木）

紅楼夢特別イベント「第5回 紅楼夢流 名菜席」
（18:30～ 学士会館 中国料理「紅楼夢」）

16日（日）

第2回年代限定良縁パーティー（14:00～ 学士会館）

29日（土）

九州講演会「医学修業と文学修業」（14:00～ 九州大学西新プラザ）
帚木 蓬生氏（作家・精神科医）
若手茶話会（13:00～読書会・15:15～ドカフェ・17:15～ミニプレゼン会 学士会
館）
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２祝！旧正月！紅楼夢の春節特別コース
春節とは旧暦の正月の事です。中国料理「紅楼夢」では、1月より春節特別コースがスタートします。
日本の新春と合わせ、中国の春節をお祝いしてはいかがですか！
〇期間：1月4日（土）～1月31日（金）
〇料金：お一人様8,000円（税込・サ別）
〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/shunsetsu2020/
〇お問い合わせ：03-3292-0880（中国料理「紅楼夢」）

3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。

3学士会館良縁倶楽部ご案内
（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
とができないお酒です。
あら

新

（H15・工）

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

まさ

政

秋田県秋田市

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)

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)
島市唯一の造り酒屋。
だい

大

http://www.kinsuisho.com/

しち

七

福島県二本松市

大七酒造（株）

(創業 1752)

日本酒の正統 大七の“生酛造り(きもと造り)”

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

新潟県東蒲原郡

下越酒造（株）

(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・S5

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

０博）

ほまれ

誉

栃木県芳賀郡

惣誉酒造（株）

(創業 1872)

兵庫県特Ａ地区産山田錦1００％で造る生酛（きもと）の酒に
わか

ざかり

若

盛

力を注いでいます。

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

取締役（H25・文）

（アイマイミー）」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

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
スメです。
き

喜

た

http://www.honshu-ichi.com

や

多 屋

福岡県八女市

(株)喜多屋

（創業 1818-3０）

「酒を通して多く喜びを伝えたい」の志で創業して約2００

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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２０２０・０１

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/
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２０２０・０１
２０２０年１月６日現在
全国地域同窓会一覧
鳥取赤門会(2012/50)
北海道銀杏会(1972/150） 埼玉銀杏会（1994/280） ①東静銀杏会(1996/100)
佐賀赤門会(1982/70)
会長: 桑澤嘉英（76法・会 会長:渡辺正男(62工・会社 会長：鈴木善之助（53 会長：八村輝夫(61法・元鳥 会長: 井田出海（68法・佐
社役員）、連絡：藤井文世 役員）
農）連絡：坂部利夫（77 取商工会議所会頭）
賀商工会議所会頭）
連絡：坂根徹（74法・会社経 連絡：稲富英大（78法・会
（79経・銀行）
代表幹事：露無松景（81 法・弁護士）
函館銀杏会（2017/30)
法）
②浜松銀杏会(2017/45) 営）
社役員）
会長：片桐恭弘（76工・公立は
会長：北脇保之(74法・ ＃鳥取県出身東大新入生
こだて未来大学理事長・学
浜松聖星高校理事長） 歓迎会 幹事：福井論
長）

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）

神奈川銀杏会(1993/180)

会長:豊吉誠治(78工） 連
絡：福山隆幸 (78法・副会
長兼代表幹事）
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 新潟銀杏会（2014/70)
長代行:松永隆司（71農
会長：福田勝之（79経・新
博・秋田県立大学名誉教 潟商工会議所会頭）
授） 事務局：小嶋郁夫⇒小峰 連絡：樋口真一（96文・事
正史（秋田県立大・4月より）
務局）

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）

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）

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）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市
長）

山口東大会(2014/120 )
*滋賀銀杏会(2009/90)
会長: 武村正義(６２経・元 会長：二井関成（72法・前県
知事） 幹事： (山口)西富一平(９
大蔵大臣）
６理・県庁）(宇部)西尾正幸（９６工）
連絡：上田重和（93育）

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）

京都東大会(2002/190)
2018/1/1より
会長:太田譲二（71経・黄
桜会長）

徳島東大会(1995/150)
会長: 桐野豊(６７薬・前徳
島文理大学学長）
連絡：里正彦(85経・阿波
連絡：田中伸（77法・弁護士） 銀行）＃東京大学徳島県
人会幹事：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
福島東大同窓会
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・金沢 会長:北 修爾 （66経・阪 会長: 松井孝嘉（67医・病
工業大副学長）
庁）
和興業名誉会長）
院長）
連絡：（石川）西川圭史(01 連絡：河野裕亮（７８経）
注）活動休止中
連絡：加藤宏一郎（88経・
法・会社役員）(東京）小林博
地元放送会社役員）

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

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）
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）
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）

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

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）

*富山淡青会（1985/150)
会長:武内繁和(82法・会社
役員）
連絡：米田篤史

重（76法・会社経営）

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）
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）

(周南)松田訓明（８５法）在京の会幹
事：永沢裕美子（８４育）

兵庫東大会(1999/120)
代表幹事:西村文茂(72
法・弁護士）
連絡：河野真悟（96工
退）
奈良東大会（2005/60)
会長:木部義人(65法/会社
役員）
連絡：安藤昌司（92文・弁
護士）
①松本赤門会(1981/45)
和歌山赤門会(1970/100)
会長:帯刀益夫（66薬・東北 会長: 田辺善彦（66法・弁
大学名誉教授） 連絡：横沢 護士）
敏（88文・会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会
②*長野赤門会(2006/130） 社経営）
会長: 山浦愛幸(69農・地銀
役員）

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）
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）
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

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）

（特別会員）
鎌倉淡青会・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

(2006/140)

世話人：岡本稔（６７工）

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学 第二食堂一階
TEL 03-5804-3875 FAX 03-5804-3876 E-mail:nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com

東京大学同窓会連合会

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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