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Ⅲ 地域ではどんな活動をしている？
[岩手赤門会]
◎ 三陸鉄道を応援しましょう
岩手赤門会中村一郎会長は三陸鉄道㈱代表取締
役社長が本業です。同氏は連合会岡崎代表幹
事、土田事務局次長と同じワンゲルＯＢでもあ
り、連合会事務局として大いに応援したいと思
います。
・盛から久慈まで、ラグビーの聖地釜石、浄土
ヶ浜などの風光明媚なリアス海岸やなどを沿線
に持つ三陸鉄道リアス線は、2010年3月11日、東日本大震災の地震、津波で大きな被害が発生し全線運転不能
になりましたが、2014年4月には全線が運行再開しました。そして、2019年3月、JR山田線（宮古―釜石間）
の経営移管を受け、大船渡市の盛駅から久慈駅までの総延長163㎞が新たにリアス線としてスタート、日本一
長い第三セクター鉄道になりましたが、2019年10月には台風19号によって再び大きな被害を受け、釜石―陸
中山田間、普代―久慈間で運転を見合わせておりました。本年の3月14日に普代－久慈間（26.1ｋｍ）が、3
月20日には釜石－陸中山田間（28.9ｋｍ）の復旧工事が終了し、全線再開となります。ぜひ乗ってくださ
い。
・ホームページには様々な情報が満載で、これから毎号、ご紹介しますので、お待ちください。ご興味のあ
る方は右のＵＲＬを開いてください。https://www.sanrikutetsudou.com/
[埼玉銀杏会]
１．東大初優勝！！
当会の麻雀部が、2月8日の3大学対抗麻雀で東大初優勝となりました。
麻雀部は、設立以来、約1年が経過、部員数も順調に拡大しています。
年に6回、偶数月の土曜日の開催を原則としていて、他の大学との交流戦の機会もあります。
かけ麻雀は、なしです。
２．沖縄首里復興の募金
埼玉銀杏会からも協力いたします。
[東京銀杏会]
◎ 第5 回銀杏懇話会(2/27) 予定通り開催されました。
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
◎
〇
・
・

東京銀杏会第25回トップフォーラム(3月14日) 中止の予定
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）
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」
◎

東京銀杏会囲碁の会

中止
囲碁の会幹事 鈴木庸夫

第166回（通期204回）東京銀杏会囲碁の会のご案内
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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が、2月期は残念ながら、新型コロナウイ
ルスのため中止しましたので、掲載写真もありません。3月期は以下の通りですが、中止とさせていただく可能
性があります。
〇日時：令和2年3月14日（第2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（大澤摩耶さんは全日本女流アマ選手権出場のため欠席）
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第165回（
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]
◎ 虎ノ門昼食会「二水会」3月は中止
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。
〇 3月二水会 中止
○ 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。
◎ 留学生と交流する会の2019年度後半の活動予定(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 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 （毎月第三土曜日11：30～14：00）
和2年3月度の三土会開催 中止
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。
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）中止
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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 中止
【2月例会のお知らせ】
〇日時 2020年3月17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」中止
・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ー1813ー6511
◎ 食楽会の活動について
中止
3/8(土)に鎌倉にて予定しておりました今年第一回目の食楽会は、コロナウィルス蔓延のため、沈静化するまで
延期することといたしました。開催の運びとなりましたら改めてご案内申し上げますので、多数のご参加をお
待ち申し上げております。
○大久保敏治 （神奈川銀杏会会長、39経） newokubo@dragon.email.ne.jp
○豊吉 誠治 （53工） toyoshi0605@yahoo.co.jp
○福山 隆幸 （53法） t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
◎ 気功の会 開催案内
第一土曜3月14日は中止、第三土曜3月28日は未定。
・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 3月予定：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
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
〇 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。
〇新型コロナウィルスのニュースが毎日報道されていて、拡散が確実になってまいりました。鎌倉淡青会の各
同好会でも感染拡大に対処すべく、下記の様に対応を決めております。
1．三金会：3 月・4 月は休会。
2．見学会：春の見学会は中止、予定していた「首都圏外郭放水路」の見学は来年 4 月に延期。
3．歴史散策会：3 月及び 4 月は休会
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4．街道を歩く会：3 月の第 8 回は中止し 5 月以降に延期する。その際第 8 回の 1 泊 2 日を日帰りとして 5 月・6
月を予定、下道は 9 月から開始とする。
ただし 5 月以降の予定は 4 月中旬に判断して決める。
5．ヴォイストレーニング教室：3 月は中止、4 月の再開は状況を見て判断。
6．淡碁会（囲碁同好会）：3 月は休会し、4 月は 3 月 21 日頃に判断。
7．鎌倉淡青座禅会：3 月は休会、4 月以降は状況の推移をみて後日判断。
8．包丁淡青：3 月の開催は中止して 5 月に延期
9．書道教室：3 月の開催は予定通り（事態の急変がなければ開催）
10．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：
3 月の開催は予定通り、各人の自主的な判断に任せる方向で検討中
11．テニスの会：テニスの会では
（1）皆さん自家用車で集まり、他との接触が少ない。
（2）テニスコートは、野外の広い空間であって密室空間でなく、お互いの接触が余りない。
又、従前から体調にあわせ各自不参加等しており、それぞれの自主的判断により、問題なく対応できると
判断し、通常通り実施する予定。
12．ゴルフの会：検討中。
13．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
【3 月の予定】
3 月中止を決めていない同好会の予定は下記の通り。
1．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
2．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)
3．書道教室：3月12日（木） 10：00～15：00 雪堂美術館(北鎌倉)
【4月以降の各同好会の予定については、状況の推移をみて次号で紹介】
【以下同好会等活動報告】
◎ 三金会
2020年02月21日に韓佳琳（H29工・博）氏による「燃料不要で揺れない船を目指して」と題しての講演が行わ
れました。新型コロナウィルスの拡散が心配されている中でしたので、参加者は入り口で手をアルコール消毒
したうえで、最近中国に帰国した韓講師（講師の韓佳琳さんは河南省鄭州市出身で年末年始に1週間ほど実家に
帰省されていますが、日本に帰国後すでに40日、大阪府立大学で勤務されており、本人および同僚教員、研究
室学生から体調不良の報告はなかったことを確認し、お招きした）以下全員マスクをしてコロナ対策で臨みま
した。（写真参照）
講演後の全員での会食は中止
して、希望者8人だけが別室
で食べました。

◎

テニス例会
2020年1月10日が今期の第1回テニスを実施した（右写真）
良い天気で新年会テニス記念写真と洒落ました。
会員の若々しさ（？）、溌溂さ（！）、笑い（＆）をご覧ください。
新型コロナウィルスが問題となっておりますが、テニス例会は
1．皆さん自家用車で集まり、他との接触が少ない。
2．テニスコートは、野外の広い空間であって密室空間でなく、お
互いの接触が余りない。
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ので、通常通り実施する予定です。いずれにしろ、従前から体調にあわせ各自不参加等しており、それぞれの
自主的判断により、問題なく対応できると判断している。
◎ クリオネストレッチ
1 目的
年齢，性別を問わず、ひとり ひとりの身体のつくりや状況に会わせて進める ストレッチです。決して無理
をせず、自分の心地よい所を大切にして「身体が 喜ぶ」を探していきます。少しずつ続けて行くうちに
「身体って面白い」を感じながら体力維持を図っていきます。
2 活動内容
日本女子体育大学出身の樋口信子先生の指導で毎
月第2・4月曜日鎌倉段葛の教室で各1時間半のレッス
ンに汗を流しております。最大7人収容の小さな教室
ですので参加者の体力・健康状態に合わせて個人指
導があります。現在2組に分けてレッスンを続けてお
りますが物足りない方や当日参加できない方のため
に毎週土曜日に参加出来るなど柔軟な対応を設けて
おります。会員の奥様も参加され折々の懇親会開催
などを含め家族的な雰囲気での活動を継続しており
ます。1月新年会の様子を添付致します。
3 会員の状況
鎌倉淡青会の会員及びその家族会員で14名となっています。
年齢は60～80代です。
4 クリオネへのお誘い
皆様の参加をお待ちしております。身体を動かしながら体力維持を始めませんか？
一度試してみるかとご興味をお持ちの方はご連絡下さい。
連絡先 飯沼健雄 （t.iinuma@kamakuranet.ne.jp）
[東海銀杏会]
◎ 令和2年度総会／講演会／懇親会開催されました
後日報告いたします。
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）
◎

第 34 回総会 兼 2020 年新年会 開催されました
8

２０２０・0３
後日報告いたします。
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」
◎ 第57回 2020年春のテニスツアー「箕谷（みのたに）」のご案内
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）
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）
［兵庫東大会］
◎第29回兵庫東大会 総会・例会 中止
2020年2月29日（土）に、ホテルオークラ神戸。
○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
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