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巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。
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）

[事務局ご挨拶]
東京オリンピック、日本が大きく飛躍する年かと期待していましたが、内外共に多事多難な年になりそうで
す。同窓会どころではとの声もあるかと思いますが、まだ端緒についたばかかりです、100年先の強い大きな全
学同窓会を目指し、一歩一歩基盤固めに全力を尽くします。事務局体制もまだ不十分ですがよろしくお願いし
ます。

Ⅰ 「なにが、いつ、どこである」～2020年度の窓会・大学その他の主要行事
2020年2月
奈良東大会

2月1日（土）

学士会夕食会
(会員・同伴者限定)

2月10日(月) １８：００ 食事
１８：３０～２０：００ 講演
申込締切：2月6日

関西東大会

東海銀杏会総会

兵庫東大会
2020月3月
福岡銀杏会北九州の集
い
東大三鷹クラブ
第149回定例懇談会
卒業式

奈良ホテル

講師：五神眞東京大学総長
地球と人類社会の未来に貢献する
「知の協創の世界拠点」～今こそ大
学の出番
２月１６日（日）
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
総 会 16：00～16：30
長・教授 本間希樹 先生
講演会 16：30～18：00
（大）岡部 （連）岡崎
懇親会 18：00～20：00
２月１７日（月） １７：００～２１：００
マリオットアソシアホテル
総会 17 時 00 分～17 時 20 分 会員の 講演 『すべての人に移動の自由を』
み
～未来のモビリティ社会に向けた自動運転
講演 17 時 30 分～18 時 45 分
開発の取組み～ 鯉渕健 様（H5・院工学
系研究科機械工学専攻） トヨタ自動車先
懇親会 19 時 00 分～21 時 00 分
進技術開発カンパニー
（大）岡部 （連）岡崎
2 月 29 日（土）１８：００～
ホテルオークラ神戸
（大）津田 （連）岡崎
３月１４日（土）１８：００～

ステーションホテル小倉

3月19日（木） 18時30分～21時
3月23日（月）院・24日（火）学部

中央電気倶楽部本館315号室（大阪市
北区堂島浜2-1-25 電話06-63456351
本郷

2020年度
2020年4月
東大入学式

4月12日(日) 午前：学部、午後：院

領国国技館 （武道館改修のため）

千葉銀杏会 総会

４月１８日（土）１１：００～
11：00～ 総会、
13：00~15：00 懇親会

東天紅 千葉駅傍 センシテイタワー
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北海道銀杏会 総会

４月１８日（土） １４：００～

ホテルオークラ札幌

2020年5月
五月祭(第93回)

5月16日（土）・17日（日）08:00～18:00

本郷

連合会総会

5月26日（火）１５：００～

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

鎌倉淡青会 総会

6月20日(土)

銀座アスター鎌倉寶館

さつき会 総会

6月20日(土) １３：４５～

東大駒場ファカルティーハウス セミナー
室

青森東大会 総会

7月頃

青森市内

岡山東大会 総会

7月 日程未定

未定

東京オリンピック

2020年7月24日（金）～8月9日（日）

東京他

東京パラリンピック

2020年8月25日（火）～9月6日（日）

東京

2020年6月
14：00～18：30

2020年7月

2020年8月
8月22日(土)１８：００～

ホテルメトロポリタン山形

8月下旬

未定

栃木銀杏会 総会

9月上旬

ホテルニューイタヤ

福岡銀杏会 総会

9月12日（土）

福岡ホテルオークラ

神奈川銀杏会 第28回総会

10月24日（日） １４：００～１９：００

ナビオス横浜

連合会全国大会(21回)

10月16日（金） １６：００～

未定

ホームカミングデイ(第19
回)
長崎銀杏会

10月１７日（土）

本郷

１０月・１１月頃

未定

埼玉銀杏会

11月7日（土） １３：００～１７：００

場所未定
講演：小宮山宏元総長

秋田銀杏会総会

１１月１４日（土）１３：００～

秋田ビューホテル

香川銀杏会

11月29日（日） １８：００～

JRホテルクレメント高松

自由が丘銀杏会 第50回
例会(設立25周年)
駒場祭

11月29日(日) 又は12月6日(日) 昼

山形赤門会第7回
総会
岩手赤門会
2020年9月

2020年10月

2020年11月

東横線都立大学駅日本料理「ひのや」

未定

2020年12月
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Ⅱ 2020年賀詞 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
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。現在、数
度のプロジェクトチーム・ミーテイング及び主要地域同窓会との意見交換（1月22日の第4回幹事会を含む）
を踏まえた最終答申案（五神総長・有馬会長宛）の草案を岡崎代表幹事が陣頭に立ちまとめております、
2． 学士会五神総長講演会
学士会夕食会で五神総長が講演されます。ご出席ください。五神総長の学士会デビューでもあり、応援方々
ご出席ください。会員限定ですが、会員同伴者として出席可能ですので、ご希望の方は連合会事務局までご
連絡ください。締切は2月6日中（追記：2月6日現在160名出席でひと安心です）。
・ 2月10日(月) 18：00 食事 18：30～20：00 講演 地球と人類社会の未来に貢献する「知の協創の世
界拠点」～今こそ大学の出番
会費 食事込 4千円
講演のみ
2千円
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。各地域同窓会総会等での募金箱等、ご協力お願いします。
4．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
中心に12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。
5．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。馬場孝先生（78・
養、本年3月で静岡文化芸術大学退職予定）、渡辺幸重前学士会事務局長（74・養）が中心に2月21日に設立有
志会を開催予定です。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。
Ⅲ 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
事務局・山形
○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
青森県東京大学同窓会の新年会を開催しまし
た。
登録者およそ７０名のうち、２０名が参加し
ました。そのうちＮｅｗＦａｃｅは３名です。
女性の出席者は４名、割合にして２０％という
のは東大入学者の女性の割合と同じくらいでし
ょうか。
当会では特に講演などは設けず、出席者全員によるスピーチを恒例にしています。
青森県のみならず全国各地の出身者が集いますし、職業も経歴もさまざまな方々のバラエティ豊かな話を聞け
るのは楽しく、この全員スピーチこそが当会の「講演」と言えるのでは、という思いを強くしました。
この冬は北国も暖冬小雪で、出席会員の有志は２次会場へ足取り軽く向かって行きました。
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[東京銀杏会]
◎ 東京銀杏会新年会出席報告
文責 長嵜連合会事務局長
東京銀杏会新年会は、1月22日（水）18：00東京第一ホテル新橋にて開催された。
・ 参加者は総勢86名、大学は津田敦副学長、島田部門長他4名、地域同窓会は神奈川、千葉、埼玉、東海、関
西、鎌倉など9名、留学生は9名、応援部主将以下3名が出席した。
・ 津田副学長は、大学・校友会の発展のために、東京銀杏会をはじめとする地域同窓会の協力を要請され
た。
・ 有馬会長が挨拶されたが、連合会ニュース1月号賀詞にもあった東大への支援の呼びかけと共に、「少子化
の中で、大学だけ増えており、淘汰は必須の時代、国立大学のリーダーとしての東大の役割が期待される」、
また、「高齢化の解決策は80歳定年にして仕事をさせること」と熱弁をふるった。
・ 恒例の鏡開きは三木会長他の7名が惣誉酒造の美酒樽を開いた。
・ メインイベントは久々の福引で、19の企業・団体から64個の賞品が集まり、ポーランド、ブラジル、中国
等の女子留学生が引き役としてステージを華やかにして、大変盛り上がった。東大蔵元会よりは、惣誉酒造
㈱、(株)飯田長龍、出羽桜酒造㈱、梅田酒造場本州一、わしの尾の5蔵元より合計9本の寄贈を頂き、蔵元賞と
して、岡崎代表幹事、神奈川銀杏会長など留学生等9人が引き当てた。参加費2千円増の上に何も当たらないと
やや不満な筆者にも残念賞チョコレートが出た。
・ 岩村代表幹事の中締めの前のただ一つ斉唱は、今年1月から主将を務める菅沼修祐君（経済学部経済学科・
武蔵）他3名の現役がリードした。
・ 例年以上に盛り上がった新年会であったが、（今回はお手伝いできなかったが）福引のための東京銀杏会
事務局の時間・手間は本当に大変であった。また、東京銀杏会会員出席は60名強と、会員規模に比して少ない
のが残念であった。
◎

東京銀杏会囲碁の会

＊ 初心者大歓迎です
囲碁の会幹

事 鈴木庸夫
第165回（通期203回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
前回の例会写真を掲載しますが、全くの初心者であった山下東洋彦さん（Ｓ41法）や今村啓一さん（Ｓ59経）
は1年半もしくは2年で3級に昇級されていますので、囲碁を始めたいと思われる方は遠慮なくお立ち寄りくださ
い。
基本的に奇数月は第2土曜日、偶数月は第4土曜日に開催されています。
〇日
時：令和2年2月22日（第4土曜日）12:30～17:45、18時からは指導講師を囲んで懇親会を行います。
〇場
所：千代田区有楽町2－10－1、東京交通会館9階、908号室、電話：03-6269-9133
〇講
師：馬亜蘭(中国棋院四段)､渡辺慶子、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、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
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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
[以下 ～東京銀杏会ホームページより]
◎ 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)」
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
◎ ＜予告＞東京銀杏会第25回トップフォーラム(3月14日)のご案内
〇パネル・ディスカッション
「米国から見た東アジア情勢と日本の対応策」
・ コーディネーター 国際政治学の藤原帰一教授
・ パネリスト
久保文明教授（アメリカ政治外交史/アメリカ政治）
斎木尚子氏（元外務省国際法局長）
小原雅博教授（現代日本外交史）
詳細とお申し込み方法は決まり次第お知らせします。非会員の参加も大歓迎です。友人。ご家族をお誘いのう
え奮ってご参加ください。
〇開催日時： 3月14日（土）13時30分～18時
・パネル・ディスカッション
13時30分～16時 「米国から見た東アジア情勢と日本の対応策」
・懇談会
16時頃〜18時
・開催場所：東京大学構内理学部1号館2階「小柴ホール」
◎ 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2月12日（水） 12:00～
○場 所：新橋亭新館（港区新橋2-4-2、TEL：03-3580-2211）
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〇テーマ：「人口消滅 ― 起死回生の一策」
日本の将来を語る上で、今やどの分野でも暗い影を落としているのが少子高齢化問題。日本の企業の中には、
経営は黒字なのに人手不足、後継者不足で倒産するところが続出しています。
歴代政府は、子供手当、幼保無償化、待機児童の解消等の予算バラマキ政策を打ち出してきましたが、残念な
がら出生率向上にはつながらず、目立った効果が上がっていないことはすべての識者の一致するところ。加え
て「子供は3人以上」等の言葉さえセクハラとしてバッシングを受ける昨今の風潮。こんな中で、今まで忘れ去
られていた観点から、起死回生の究極の解決策を提言、「日本！起死回生」という警世小説をPHPから出しまし
た。Amazonのbook reviewでも、 絶賛のコメント。そのエッセンスとその後の動きをご紹介します。
〇スピーカー：水野達夫（ペンネーム・水野辰雄）
1973(昭和48)年3月 東京大学文学部社会学科卒業、同4月 外務省入省、以降、中国スクールとして中国語研
修、一人っ子政策の厳しかった北京、多民族雑居繁栄の香港、中絶厳禁のカトリック国アイルランド等に在勤
の際、大使館業務のかたわら、それぞれの国の人口問題をライフワークとして研究、資料 収集。在ネパール大
使を最後に退官の後は、対中対韓歴史領土問題を中心とする国際関係論で講演、執筆。過去、神戸大学大学院
国際協力研究科、海上保安大学校、順天堂大学国際教養部などでも教鞭。趣味、料理、ジョギング
○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：_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。
◎ 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2月20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
◎ 神保町懇話会
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：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。
◎ 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）
令和2年2月度の三土会開催のご案内
東京大学同窓会 神奈川銀杏会 三土会会員ならびに関係各位
暖冬が続きますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか？
令和2年2月度定例昼食会（三土会）を下記要領で開催致しますので、ご案内申し上げます。多くの方々のご参
加をお待ち致します。尚、配偶者やご家族等のご同伴も歓迎いたします。
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＊今回は「若手の会」とコラボで運営いたします（懇親会は別、話題提供は共通）。料金はいつものとおりで
す。通常、三土会の案内が回っている方は、参加申し込みは、当メールへの返信でお願いいたします。若手の
会からの案内のみ回っている方で参加ご希望の方は、若手の会の開催案内の方に返信をお願いいたします。
ご案内はＥ-Ｍａｉｌ可能な方にはＢＣＣで配信します。
〇三土会開催日時 ：令和2年2月15日（第3土曜日）、11：30から14：00まで
〇場所 ：クルーズクルーズＹＯＫＯＨＡＭＡ．ＪＲ横浜駅東口，スカイビル27Ｆ（〒220-0011 神奈川県横浜
市西区高島 2-19-12 スカイビル 27 階Ｔｅｌ．045-450-2111）

（参加ご希望の方は2月7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。
・当日の予定 ：
11：30-12：30
昼食会および会員懇談 （若手の会と別々）
12：30-13：30
話題提供
（若手の会と共通）
13：30-14：00
質疑応答および意見交換
（若手の会と共通）
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/
〇 話題提供：平松茂実 32農、農博
略歴
1934 年 8 月三重県生まれ
1957 年農学部農芸化学科卒（農学博士）
1994 年オックスフォード大学留学
1999 年慶応義塾大学大学院経営管理研究科博士課程修了（経営学博士）
1957 年味の素株式会社入社、タイ味の素取締役工場長、川崎工場技術部副部長、本社海外技術部副部長、九州
工場製造部長、味の素インテルアメリカーナ取締役工場長、取締 役川崎工場長
1987 年信州大学経済学部・大学院教授、評議員、1996 年高千穂大学経営学部・大学院教授、経営学部長、
2013-15 年宇都宮大学大学院工学研究科客員教授、2003-2005 年工業経営研究学会会長、現在平松技術士事務
所代表
◇演題：「これからでも遅くない損をしない格式投資の考え方」
概要：株式価格の変動には大きく分けて 3 パターンがあり、その内の一つが 2019 年に奥出さんのなされたコ
ンピュータまで使う株価変動に対応しで利益を得る方式です。これは短期決戦型です。今回はその全く逆の、
企業業績に応じた株価の変動から利益を得る方式です。これは長期対戦型です。この方式ではどのような企業
を選択するかが勝負どころになります。その視点、過去の実績情報のほか、将来の投資視点、推奨銘柄を具体
的にお話させていただきます。なお中期投資型の第 3 の投資方法についても,ある程度触れるようにいたしま
す。
〇参加資格と参加費：
神奈川銀杏会会員・神奈川近隣の銀杏会の会員 3400円/人 程度 。話題提供者は無料。

7

２０２０・02
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ないし
は神奈川近隣の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。
〇幹事連絡先
・羽田壽夫：
・奥出信一郎：Ｔｅｌ／Ｆａｘ 045-866-1859 、 E-Mail ： YRX02226@nifty.com
・岳野万里夫（52工・54経） Ｅ－Mail：ugj72667@nifty.com（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。
＜今後の予定＞
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）
◎ 三火会開催予定 【2020年2月例会のおi知らせ】
・ 2020年2月例会の開催案内を致します。
【2月例会のお知らせ】
〇日時 2020年2月18日（火）07：00～09：00
〇会場 横浜キャメロット・ジャパン2Ｆスタビアーナ
〇会費 1，650円
〇話題 斉藤 毅 氏 37法 「台湾総統選挙」
〇3月以降の予定は次のとおりです。
・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「振り返れば」
・5月19日（火）7：00～ 松村幸子氏 33衛看「この地に生きる幸せを」
・6月16日（火）7：00～ 赤石慎一氏 34法「薩長の軍事力」
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
幹事 中島 敏 （三火会連絡係）binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
携帯 090－1813－6511
◎ 食楽会の活動について
新年度第一回の食楽会は、3月8日(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
◎ 気功の会 開催案内
・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。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）
体を動かしやすい平服でおこし下さい。
〇2月予定： 2020年2／8（土）午前10時から11時20分50分まで開催します（極力遅刻は避けてください）。参
加ご希望の方は、お早めに奥出までお知らせください。
〇場 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）(地図参照)
〇参加申込方法：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。
〇会 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
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〇参加資格 ：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。
〇体を動かしやすい平服でおこし下さい。
〇連 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
[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。
〇 2月の予定
1．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
2．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
3．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
4．テニス例会：2月6，7，12，14，21，26日 8：30～10：30 または 10：00～12：00
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
5．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)
6．淡青書道教室：2月13日（木） 10：00～15：00 雪堂美術館(北鎌倉)
7．歴史散策会：2月14日(金) 10：00 JR鎌倉駅西口時計台広場
「北条氏ゆかりの地と梅の名所をめぐる」
8．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）「波のエネルギーを回収し、かつ揺れない船を目指して」
〇（予告）3月の予定
＊ヴォイストレーニング教室：3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：3月4日(水)と3月18日(水) 9：00～11：00 円覚寺・居士林
＊テニス例会：3月5，6、11，13，19，20，25，27日 8：30～10：30 または 10：00～12：00
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
＊ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：3月9日(月)と23日（月）
9：00～12：00
スペース野の花(鎌倉)
＊淡碁会（囲碁同好会）例会：3月9日(月) 13：00～17：00 大船行政センター
＊鎌倉街道を歩く会：3月10日（火）～11日(水) 東川口駅～（宿泊）～幸手駅
＊淡青書道教室：3月12日（木） 10：00～15：00 雪堂美術館(北鎌倉)
＊定例昼食会（三金会）：3月20日(金) 10：30～12：30 茶寮「いの上」
長谷川 信夫（32法） 「日本国憲法の誕生を検証する」
[以下同好会等活動報告]
◎ 新年会
2020年1月18日に恒例の鎌倉淡青会新年会を銀座アスター鎌倉賓館で開催した。参加者は約68名。吉田会長の新
年挨拶（数ある東大地域同窓会の中で最も高齢化が進んでいる同窓会であること（会員253人を卆年順に並べた
中央がS38卆くらいで約80歳）、最も活発な活動をしている同窓会であること等）の後、東京大学特別教授 村
山斉氏より「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」という演題で講演を頂い
た。秀逸な講演で出席者全員が引き込まれた。欠席者が少なかったのも、興味深い講演だったことが要因だっ
たのかもしれない。質問も多く時間切れで打ち切られた。講演の後は、恒例のライトブルークラシックによる
アトラクションで（1）Bach Aria （2）Chopin Polonaise Heroic （3）Haydn Divertimentoの3曲が披露
された。引き続く懇親会で、今年は山口義人氏のピアノ伴奏、猪熊氏他のリードで応援歌「ただ一つ」を斉唱
した。
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◎ 淡青ヴォイトレ教室
2019年1月にスタートした当教室は、6カ月間のクールを
2回終了し、2020年1月からは第3クールが始まりまし
た。ほとんどの会員が継続参加しており、現在S20年代
卒が3名、S30年代卒21名、S40年代卒2名、夫人1名に
て、合計27名の平均年齢はだいたい82歳です。
教室は毎月第1と第3火曜日の午後1時半から3時半頃ま
で、鎌倉駅近くの「鎌倉論語会館」にて開かれます。指
導は引き続き佐藤ゆり先生（鎌倉合唱連盟理事長）。
全員喉を鍛える意欲が強いのみならず、知的好奇心を満
たす意欲も旺盛で、佐藤先生の音楽全般に関する色々な
お話を貪欲に吸収しております。教室ではまず楽譜の読み方入門編で20分、その後声を出す基盤となる身体を
整えるための体操、そして発声練習、最後に3曲程度の歌唱です。歌唱は「愛唱名歌」の中から先生の選択と会
員の希望で曲が選ばれます。楽しく歌うことで自然に喉も鍛えられ、教室の目的である誤嚥防止を目指しま
す。写真は教室風景ですが、10分にまとめられたYouTube動画でも下記のサイトでご覧いただけます。
https://youtu.be/W_Bey4xcx-w
◎ 歴史散策の会
1．目的
鎌倉淡青会会員の居住地とほぼ重なる地域―あるいは往古の鎌倉郡とその周辺である鎌倉、藤沢、横浜、逗
子、葉山に点在する古社寺、遺蹟、景色等々を見学し楽しみ歩く。
2．活動内容
原則として毎月1回（中旬～下旬）実施するが、7月と8月は炎暑のため中止。今回（1月23日）で150回を数え
る。幹事4名が毎月交替で案内する。4名ともＮＰＯ法人鎌倉ガイド協会のメンバーである。
3．開催予告
原則として実施月の前月または前々月に実施内容を全会員に発信し、参加ご希望の方は担当幹事あて返信をお
願いしている。参加費用は100円（保険料と資料代）、拝観料は別途。ご家族の参加も大歓迎で、ご家族だけで
もＯＫ。なお、天候が雨模様の場合は実施1，2日前に中止の連絡をする。
4．直近実施
1月23日（木） 鎌倉七福神めぐり 参加者10名北鎌倉駅前集合で浄智寺から長谷寺まで7寺社を巡るコース。
生憎の雨で寒さも厳しく、ご参加の方々にはご苦労をおかけしました。
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[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
〇日 時
令和2年2月17日（月）17時～20時30分
〇会 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）
〇次 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）
〇会費
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
〇 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。
[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）
〇講師プロフィール： 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）
◎ 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
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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 TEＬ078-581-6000 （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
［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
[岡山東大会]
◎ 新年会報告
代表幹事 福井正晃
去る 1月24日 岡山東大会では 新年会を「ピュアリティまきび」で開催しました。参加者は４１名。
夕方18時より開会し、同窓の春風亭昇吉さんの新春落語でスタートしました。参加者は笑い顔で約４５分、落
語を楽しみました。
１９時より河原会長の挨拶、江田五月元参議院議長の乾杯の発声のあと会食に入りました。
途中今回初参加の人の挨拶や前法務大臣の山下貴司さん、参議院議員の石井正弘さんの挨拶もありました。最
後に 槙本会員のリードのもと、「ただ一つ」を歌い、野崎泰彦会員の中締めで閉会としました。
夏の総会(7月予定)での再会を約束して散会しました。
なお、４月より岡山東大会は事務局が変わります。事務局長は阿保達彦さん、事務担当は加藤雅子さんです。
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[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

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
Ⅴ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情報
◎東大三鷹クラブ第149回定例懇談のご案内
日 時 ： 令和2年3月19日（木） 18時30分～21時
場 所 ： 中央電気倶楽部本館315号室（大阪市北区堂島浜2-1-25 電話06-6345-6351（代））
講 師 ： 石川 元也
弁護士（昭和25年入寮）
テーマ ： これでいいのか日本の刑事司法 再審裁判の現状 ― 日野町再審事件を担当して
会 費 ： 7000円（会場費、夕食代、資料代金など込み）
定 員 ： 30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
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？
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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）※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。
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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：事前申込制となります。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：事前申込制となります。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
◎ 第205号（令和2年1月23日）寄稿
『全寮寮歌』（明34／大島正徳 作詞、島崎赤太郎 作曲）の原曲について
森下達朗（会友、昭34東大法）
【はじめに】
令和元年10月26日に開催された一高秋の寮歌祭の折に、ヘルマン・ゴチェフスキ(Hermann GOTTSCHEWSKI)
東大大学院教授（音楽学）から、当初一高『校友会雑誌』に掲載された「全寮寮歌」の曲は、現行の楽譜
とは全く異なるものであった、との意外なお話を伺った。初めて知る事柄なので、さっそく東大駒場図書
館で『校友会雑誌』第105号（明治34年3月）を閲覧し、教授のご指摘どおりであることが確認できた。そ
こで「全寮寮歌」の原曲が変更された経緯などについて調べた結果を報告する。なお本寮歌の歌詞の解釈
については、拙著『一高寮歌解説書の落穂拾い』(増補新版、平成27年3月）ですでにとりあげているの
で、ここでは触れない。(以下省略、ご関心のある方は工藤氏へご連絡ください。
4．学士会・学士会館情報
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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

8日（土）

10日（月）
2
月

令和２年２月以降の活動予定は、以下の通りです。

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）
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）

10日（火）

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）
夕食会「台風の強度測定と予測精度の向上に向けた航空機観測
最前線」
坪木

14日（土）

3
月

23日（月）
24日（水）
25日（木）

（18:00～ 学士会館）

和久氏（名古屋大学宇宙地域環境研究所教授）

癒しの音色 ライアー(竪琴)体験（12:30～ 学士会館）
午餐会「明智光秀の知られざる実像―光秀と京都を中心に―」
（12:30～ 学士会館） 河内

将芳氏（奈良大学文学部教授）

学士会館イベント
「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「二色」）
若手茶話会（10:30～ミニプレゼン会・13:00～読書会・15:15～ド

29日（土）

カフェ 学士会館）
English Rakugo Show ～落語で学ぶ英語表現と日本文化～
（10:00～ 神田外語学院）

２
た。 学士会館「春のご宴会プラン」歓迎会・送別会や謝恩会など様々な春のご宴会にぴったりな、ビ
ュッフェスタイルのプランをご用意しました。

〇期間：3月1日(日)～4月30日（木）
〇料金：6,500円（税･サ込）西洋料理又は中国料理のセレクトプラン
8,000円（税･サ込）西洋料理・中国料理のミックスプラン
※上記プランには全て2時間飲み放題付きです。

〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/shunsetsu2020/
16
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〇お問い合わせ：03-32925936

3 学士会館レストラン4店舗合同「歓迎会＆送別会」

学士会館の4つのレストランで、笑顔が集う「歓迎会・送別会」をどうぞ！
フランス料理レストランラタン
〇期間：3月3日(火)～4月30日(木)
〇料金：7,700円(税込･サ別) ※料理･フリードリンク込み
〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/latin-kansougei2020/
〇お問い合わせ：03-3292-0881
中国料理

紅楼夢

〇期間：3月3日(火)～4月30日(木)
〇料金：5,500円／8,000円(税込･サ別) ※料理のみ
フリードリンク2,000円／2,500円(税込･サ別)
〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/kouroumu-kansougei2020/
〇お問い合わせ：03-3292-0880
カフェ＆ビアパブ

セブンズハウス

〇期間：3月3日(火)～4月30日(木)
〇料金：5,500円(税込･サ別) ※料理･フリードリンク込み
〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/seven-kansougei2020/
〇お問い合わせ：03-3292-5935
旬菜寿司割烹

二色

〇期間：3月3日(火)～4月30日(木)
〇料金：5,000円／6,800円／9,000円(税込･サ別) ※料理のみ
フリードリンク2,000円／2,500円(税込･サ別)
〇詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nishiki-kansougei2020/
〇お問い合わせ：03-3292-3960

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：03-3292-5950 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！
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岩手県八幡平市
(株）わしの尾
(創業1829)
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。
http://www.washinoo.co.jp/
秋田県秋田市
新政酒造（株）
(創業1852)
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。
http://www.aramasa.jp/
福島県福島市
(有)金水晶酒造店
(創業 1895)
全国新酒鑑評会8年連続金賞受賞蔵（第96回～第103回）。
福島市唯一の造り酒屋。
http://www.kinsuisho.com/
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)”
http://www.daishichi.com/
新潟県東蒲原郡
下越酒造（株）
(創業 1880)
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。
http://www.sake-kirin.com/
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
力を注いでいます。
http://sohomare.co.jp/
栃木県小山市 西堀酒造㈱ （創業1872）
地酒「門外不出」をはじめ古代米ワイン「愛米魅 I MY ME
（アイマイミー）」等、多様な酒造りを行う蔵です。
https://nishiborisyuzo.com/

長野県佐久市
武重本家酒造（株）
(創業 1867)
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30棟が国の登録有形文化財です。
http://www.takeshige-honke.co.jp/
奈良県北葛城郡
長龍酒造（株）
(創業 1923)
「昇道無窮極」（旨い酒・良い酒をつくる努力は無限であ
る）を社是として、酒造りに日々精進しております。
http://www.choryo.jp/
広島県広島市 ㈴梅田酒造場 （創業 1916）
地元広島産の米･酵母･水から、風味華やかでスッキリとした
飲み口のお酒を醸しています。日本酒を飲み慣れない方にも
オススメです。
http://www.honshu-ichi.com

工藤 朋 代表取締役
（H15・工）
佐藤 祐輔
代表取
締役社長 （H11/
文）
斎藤 美幸 常務取締
役
(S63/養)
太田 英晴 代表取締
役社長 （S60/法）
佐藤 俊一 代表取締
役社長 （S45/農・
S50博）
河野 遵 代表取締役
社長 （S60・経）
西堀哲也
取締役（H25・文）

武重 有正
代表取締役社長
（S58工・S63博）

飯田 豊彦
代表取締役社長
（S61経・Ｈ22ＥＭＰ
修）
梅田 啓史
(H19／文)

福岡県八女市
(株)喜多屋
（創業 1818-30）
木下 宏太郎
「酒を通して多く喜びを伝えたい」の志で創業して約200
代表取締役社長
年。IWC2013SAKE部門で「大吟醸 極醸 喜多屋」が最優秀 （S62・農）
賞「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
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 役社長（H9・農）
立てるようなお酒造りに専心しております。
18
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協 賛 広 告

協 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
農）連絡：坂部利夫（77 取商工会議所会頭）
社役員）、連絡：藤井文世 役員）
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)
②浜松銀杏会(2017/45) 営）
法）
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）
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）

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）

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）

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）

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

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

(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）
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）

会長: 山浦愛幸(69農・地銀
役員）

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）

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）
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）

*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

岐阜県（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）

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）
＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

（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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