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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
現時点で連絡あった中止・延期のみ記載、緊急事態延長でその後の予定も変更があり得ますので、ご注意ください。
2020年度
2020年5月
（大学） 五月祭(第93回)

5月16日（土）・17日（日） 中止

本郷

連合会総会

5月26日（火）１５：００～ 書面議決検討中
９月に延期

東京第一ホテル

東京銀杏会総会

5月26日（火）１８：００～

東大徳島県人会春の例会
（新入生歓迎会）
2020年6月

5月31日（日）１１：３０～ 延期決定

東大駒場ファカルテイハウス

赤門市長会総会

6月2日（火）１７：３０～１８：３０

書面議決

都市センターホテル レストラン

鎌倉淡青会 総会

6月20日(土) 14.00～18.30

１１月に延期

銀座アスター鎌倉寶館

さつき会 総会

6月20日(土) １３：１５～

五神総長・有馬会長昼食
会
2020年7月

6月25日（木）１２：００～１３：００

東京大学校友会役員会

7月3日（金）１１：３０～１３：００ 書面議決検討中

本部棟 12 階大会議室

群馬銀杏会

7月4日（土） １１：３０～１４：３０

検討中

ホテルメトロポリタン高崎

青森東大会 総会

7月頃

検討中

青森市内

岡山東大会 総会

7月 日程未定

東大オケ第106回定期
演奏会（百周年記念シリ
ーズ）

7月26日（日）昼公演

オンライン
検討中

検討中

東京第一ホテル

東大駒場ファカルティハウス
山上会館

未定
東京芸術劇場コンサートホール
指揮 三石精一 ブラームス／大学
祝典序曲 R.シュトラウス／交響詩
「ドン・ファン」 ベートーヴェン／交
響曲第5番 ハ短調 「運命」

2020年8月
山形赤門会第7回総会

8月22日(土)１８：００～

ホテルメトロポリタン山形

岩手赤門会

8月下旬

未定

9月11日（土）

神宮球場

9月上旬

ホテルニューイタヤ

2020年9月
東京六大学野球秋季リー
グ開幕
栃木銀杏会 総会

福岡銀杏会 総会

9月12日（土）

福岡ホテルオークラ

東京銀杏会総会

９月２３日（水）１８：００～２０：３０

東京第一ホテル

神奈川銀杏会 第28回総会

10月24日（日） 15：００～１９：００

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)

10月１７日（土）

本郷

長崎銀杏会

１０月・１１月頃

未定

埼玉銀杏会

11月7日（土） １３：００～１７：００

静岡中部銀杏会再開総会

11月13日（金）又は20日（金） 夕刻

場所未定
講演：小宮山宏元総長
静岡駅近辺

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)

11月29日(日) 又は12月6日(日) 昼

2020年10月

2020年11月

東横線都立大学駅日本料理「ひのや」

Ⅱ 事務局よりのご報告とご連絡
連合会ニュース５月号は行事の中止・延期で投稿激減のため、在宅勤務・オンライン会議等の投稿でまとめました。
◎ 「在宅勤務に想う」（津田敦副学長・社会連携副本部長）
昨年の12月武漢で新型コロナウィルスが流行し始めたときは対岸の火事といった感
覚でしたが、瞬く間に状況は変わり、また日々変化しています。
現在、東京大学はレベル3の対応となり、機器や実験生物の維持など最低限の活動
に留め、多くの職員は在宅勤務となっています。最も重要な授業は、開講の延期を決定
した大学が多い中、東京大学は遠隔授業の実施をいち早く決定し、Zoomなどのソフトを
用いて学部から大学院で授業を行っています。この体制作りのスピード感はさすが東京
大学であり、多くの大学関係者がその情報サイトを参考にしていると聞きます。現在、授
業が開始されてから2週間ほどが経過していますが、数々の問題はあれど、大きな問題は起こっていません。しかし、学
校とは人が集まるところであり、特に新入生に突然遠隔授業を強いるのは、本当に心苦しいことです。またすべての課
外活動も中止されており、新入生勧誘もできない状況にあります。駒場のサークルなどは、1，2年生が中心で活動して
おり、一学年に大きな谷ができることが、活動の継続に大きな枷となるかもしれません。
さて私は、卒業生担当の副学長を拝命してから、1年が経過し、ようやく、全体像が見えだしたところでした。地域の同
窓会にもお声がけをいただければ、お邪魔し、大変楽しい思いをさせていただき、また見識を広げる機会を頂きました。
しかし、昨年10月の埼玉銀杏会が台風の影響で延期になり、2月の兵庫東大会は、コロナで開催できませんでした。し
ばらくは同窓会の開催は難しいと思うと、残念です。一方で、テレワークの日常化で、地域同窓会連合の長嵜さん、岡
崎さん、土田さんとは画面越しではありますが、定期的にお話しする機会を得ています。インターネット経由の会話が、
対面での会話にとってかわるとは思えませんが、時間や距離を意識せず会話の機会を増やせる手段と考えれば、有効
に利用しない手はないと感じるようになりました。
卒業生の皆様におかれましては、大学より厳しい局面に立たされている方も多くいらっしゃると想像します。一日も早い
鎮静化を祈念するとともに、大学として卒業生や社会に対してできることを、地域同窓会や校友会の方々と議論してゆ
かねばならないと考えています。また、在学生らが、皆様のお力添えをお願いする機会もあるかと思います。東京大学
では「新型コロナウイルス感染症緊急対策基金」を立ち上げ（https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt220）、第一フェー
ズとしては医療対策（治療薬・ワクチンの開発、検査キットの開発、医療体制の充実等）に充てられますが、在学生へ支
援も検討されています。
グレーター東大コミュニティが力を合わせてこの難局を乗り切ってゆければと思います。皆様にお会いできる日を心
待ちにしています。

◎ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）緊急対策について～大学URLより
（１） [新型コロナウイルス感染症（COVID-19）緊急対策のために～総長メッセージ全文]
東京大学総長 五神 真
現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が、世界規模で爆発的に拡大しています。国内においても都市部を
中心に患者が急増し、終息の見込みは立っておりません。特に海外では医療崩壊により十分な医療が受けられない状
態に陥るケース等も発生し、これまでに例をみない被害が生じています。そうした困難を前に、現場で過酷な診療業務
に就いている方々に、心からの敬意と感謝の意をお伝えしたいと思います。
東京大学では、すべての構成員の健康を最優先するとともに、学生の学びの機会を確保するため、オンライン授業
への全面的な移行を進めました。その一方で、学生それぞれの接続環境によって不公平が生じないよう対策を講じて
います。なによりも東京大学の学生には自立した個人として、その行動が他者や社会に与えることの自覚をもち、他者
への思いやりを大切にすること、そしてこの危機は必ず終息するということを忘れず、焦らず、希望を持ち、諦めないこと
を伝えています。
感染拡大を阻止するためには、治療薬やワクチンの開発等を進めることも喫緊の課題です。本学の研究力を活かし
て、治療に寄与する薬剤の同定や検査技術の開発さらには疫学的解析など様々な分野で研究・開発を進めています。
これまでにも感染阻止の効果が期待できる国内既存薬剤を同定したことを発表するとともに、東京大学ではPCR検査
を迅速に行うことのできる検査機器の導入、コロナ対応ICUの整備、中等症患者に対応する病棟の開設など、全診療
科の医師・看護師が参加しての医療体制の充実を図ってきました。
しかしながら、現時点で速やかに実行すべき取り組みは、これにとどまらず広範囲にわたります。ここに挙げた学習環
境の整備や、医療体制の更なる充実はもちろんのこと、例えば財政的基盤が脆弱な東大発ベンチャー企業の支援等、
それ以外にも多数考えられます。それらに対応するには、さらに充実した財政的下支えが必要不可欠です。
いま、この未曾有の難局にあたり、東京大学は、開学140年にわたる知の協創の拠点として、世界最高水準の学問の
叡智を結集させ、この人類の新たな脅威に全力で立ち向かう所存です。
再び、安心して暮らせる日常を共に、一日も早く取り戻すべく、皆さまのご支援をお寄せいただきますよう、お願い申
し上げます。
（２） 東京大学への支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 要領
【募集期間】
第1 次 ： 2020 年4 ⽉20⽇〜2020 年6 ⽉30 ⽇
【基金の使途】
第1 次期間で集まった寄付金は、新型コロナウイルス感染症の医療対策（治療薬・ワクチンの開発、検査キットの開発、
医療体制の充実等）の中で、即時性を追求し、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金運営委員会の提案のもと総長
が決定し活用いたします。
[領収書の発送・お問合せについて]
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、現在、東京大学基金事務局の全職員は在宅勤務をいたしております。領
収書の発行について、即時の対応は難しく、緊急事態宣言の発令解除後、基金事務局の通常運営が再開次第、順次
対応させていただく予定です。当面の間は、お電話でのお問い合わせをいただきましても応答することができません。
お問い合わせが必要な場合は、こちら（問合せフォーム）よりお願いいたします。ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご
理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
＊寄付金申込など詳しくは、東京大学HP参照
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/COVID-19-message-3.html
（３） 追記
2020年05月01日（金）
ご寄付をいただいた皆様へ
この度は急なお願いにもかかわらず、多くの温かいご支援を賜りまして誠にありがとうございます。４月末時点で277件、
12,487,501円のご寄付が集まっております。わずか10日間でこれだけのご支援を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上
げます。また、ご寄付だけでなく、大学への期待や激励のお言葉も数多くいただいており、こちらにつきましても、重ねて
御礼申し上げます。
皆様のご期待にお応えできるよう、東京大学はこの難局に全力で立ち向かってまいりますので、引き続きのご支援とご
協力をどうぞよろしくお願い致します。
東京大学理事・副学長（社会連携担当）
藤井輝夫

◎ 事務局からのお願い
① 新コロナウイルスとの闘いは長期戦となるようです。感染者確認方法も不足し、ワクチンもできていない段階では、共
存というよりは来年まで続く長期戦となるかと思います。長期戦は活動しながら戦い続けることです。同窓会の基本活動は
集まり・交流・親睦と正に三密の活動ですが、無策のまま自粛を続けずに同窓会活動を継続する工夫が重要と考えます。
無症状でも人に感染させる難敵への万全の対策を講じながら同窓会活動を維持することが必要です。
② 大学等でもオンライン授業が始まり、このニュースで報告したように神奈川銀杏会は幹事会や趣味（気功）の会をオ
ンラインで始めています。鳥取県出身東大新入生歓迎会も例年30名集まる会をオンラインで今月開催予定です。新卒を含めた若
手世代にアピールするオンライン企画をどしどし上げ、新たな同窓会活動を開拓しましょう。 本部事務局としては、まずはZOOMを全て
の地域同窓会事務局が習熟するよう、このニュースでも情報を提供します。また、この機会に、基本インフラとして、会員との連絡手段と
してメールアドレスの普及に全力を挙げることが必要です。
〇 ZOOM操作ガイド（神奈川銀杏会提供）
神奈川銀杏会が幹事及び会員に向けてZOOM操作ガイド全文を巻末16頁に紹介しますので、ご参考にしてください。
Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
◎ 埼玉銀杏会の近況
① 部会活動の状況
『ゴルフ部会』では、4月18日（土）に武蔵の杜カントリークラブにて開催予定の春のコンペが中止となりました。
次は、９月１２日の秋のコンペとなります。コンペ参加者は、会を追うごとに一貫して増えてきております。
『散策の会』では、地域交流会、若手交流会との共催で、5月9日（土）「渋沢栄一の足跡をたどる会」で深谷訪
問を予定していましたが、こちらも中止となりました。渋沢栄一は、埼玉県深谷市出身であり、来年のNHK大河
ドラマ「青天を衝け」の主人公となることが決まっており、このことを受けてのテーマでした。記念館や生家（なか
んち）、誠之堂、清風堂など訪問の後、懇親会と盛りだくさんな内容でした。再度、来年5月頃の実施を計画して
います。会報誌「公孫樹22号」において、玄孫の渋澤健氏の特別寄稿「渋沢栄一の思想から学ぶ資本主義の
原点」（下段に掲載）が掲載され、そこには、基本思想と言われる「滴から大河へ」についての説明があります。
『麻雀部会』は、2月8日の3大学（東京、早稲田、慶応）対抗麻雀（団体戦）で東大初優勝したとのことです。個
人戦もあり、こちらでは、すでに東大からの優勝者が何名か出ています。設立2年弱、メンバーは順調に拡大中
です。
『囲碁部会』は、奇数月の第三日曜日の開催が原則、会のレベルは高いと聞いています。
『俳句部会』は、会報誌（公孫樹…銀杏俳壇の欄）への投稿、そして句評が主な活動内容ですので、こちらに
は、コロナの影響はありません。かつて、埼玉県出身で、当会の顧問も引き受けていただいていました金子兜太
氏に10年以上にわたって句評をお願いしていました。金子兜太氏から句評において、このページを担当するこ
とは、大変な楽しみであるとのコメントをいただいておりました。
② 講話を聞く会
6月13日（土）に東京大学医学部名誉教授の岩中 督 様にお話をお伺いする予定です。岩中様は、小児外
科が専門ですが、現在は、埼玉県の病院事業管理者としまして、病院行政にも深くかかわられており、埼玉県
のみならず日本の医療のため精力的な活動を続けておられます。コロナの収束状況等が流動的でありますの
で、その影響を受けてしまいますが、日を改めましてもぜひともお話をお伺
いしたいと思っております。
２．コロナに負けない工夫 同窓会や生活一般（健康・食事他）、ビジネス オ
ンライン対策
海外の知人などとも情報交換していますが、一様に、日本は緩い、そんな
ので感染対策として本当に大丈夫なのかと訊かれています。
写真は、だんだんと秋の気配が深まる、オーストラリア、メルボルンから送ら
れてきた市内の公園の風景です。メルボルンでは、家族でないと公園等
に4名以上集まることはできず、友達と遊ぶこともできないなどとききまし
た。今年の2月に訪れた際には、犬の散歩や、学校に通う学生たち、そし
て、子供たちの遊ぶ姿などで賑やかでしたが、今は閑散としています。
国内外での一日も早い感染の収束を祈る毎日です。

4月29日 文責 代表幹事 露無 松景（つゆむ まつあきら 81年法学部卒）

特 別 寄 稿

渋沢栄一の思想から学ぶ資本主義の原点
渋澤

健

1961年生まれ。69年に渡米し、大学を卒業後に帰国。国際交流系のNGOに勤めてか
ら再び渡米し、87年にMBAを獲得して金融の世界に入る。外資系金融機関・運用会
社を経て、2001年に独立し、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社を創業、代表取締役
に就任。07 年コモンズ株式会社を創業（08年コモンズ投 信㈱に改名し、会長に就任）。 渋
沢栄一記念 財団業務執行理事、経済同友会幹事など。

現在、「銀行」という存在は日本全国中の誰 でも知っている日常生活の社会的インフラです。ところが、時は1873年（明
治6年）。この時代に「銀 行はどこにありますか」と聞かれた日本人のほとんどが答えられなかったでしょう。
なぜなら、この時代まで「銀行」という言葉 までが新しい造語であり、日本社会では認知されていなかった存在だったから
です。すなわち、この時代において銀行は、今の我々の言葉を使 えば、ベンチャービジネスに過ぎなかったので す。
「銀行は大きな河のようなものだ。銀行に集まってこない金は、溝に溜まっている水やポタポタ垂れている滴と変わりな
い＜中略＞折角人を利し国を富ませる能力があっても、その効果はあらわれない。」 日本初の銀行である第一国立銀
行の創設した渋沢栄一は、このような株主募集布告で銀行という新しいベンチャーの社会的存在意義を世間に訴えまし
た。つまり、個々が保有するお金はポタポタ垂れている滴（しずく）のような微力な存在です。しかしながら、銀行に集まって
くれれば、一滴一滴の滴が溜まってコップの水位が上がり、いずれ縁からチョロチョロとこぼれ落ち、動き が出ます。その
小さな流れが、他の小さな流れ と合流することによって、流れの水量が増えます。このように多くの小さな流れが合流すれ
ば、いずれ大河になる。
大河になれば、勢力があります。そして、その大河の行方は、現在から未来へと流れています。成長資金を原動力ある
大河にように未来へと流れることが資本主義の原点であり、その流れをつくる担い手が銀行というベンチャーに期待されて
いたソーシャル・イノベーションでした。
この原点は、現在の資本主義および銀行にとって変わることない原理原則です。銀行のみならず、著者が起業した投
信会社など他の金融機関も同様です。
しかしながら、現在、資本主義は格差問題の権化であり、野放しすべきではない猛獣だ。カネがカネを生む卑しい行為
だ。このような歪なイメージが世間に広まっています。したがって、資本主義や金融機関の暴走を抑制するために政府の統
治を高めるべきという要請が沸き上がり、政府・中央銀行頼みの官製相場、国家が自らプレイヤーになる国家資本主義に
ひた走っても容認する世論が気になります。このような世の中の現状に、「日本の資本主義の父」といわれている渋沢栄
一は天国から嘆いているのではないでしょうか。
普通の人々の普通の夢。次世代のために、今日よりも、よい明日への望み。これも、微力な滴です。微力な滴が勢力ある
大河になるためにはエンパワーメントが必要です。
無力な存在はゼロなので、無力同士を何回も足し算しても、掛け算しても、結果はいつも無力、ゼロに過ぎません。
しかし、微力を微力で足せば、ちょっと増えます。もっと足せばもっと増えます。また、微力を微力で掛け算すれば、もっとも
っと増えます。
渋沢栄一が提唱した「滴から大河へ」が実現することは、微力である足し算と掛け算によって勢力になるということです。
この「足し算」とは、共感と共助です。散らばった存在は共感がなければ寄り集まってきません。また、個々が集まっても、そ
れぞれには長所・短所、得意・不得意がありますので、共助によって事が動きはじめます。この動きは共創へとつながりま
す。新しい存在が生まれるので倍増効果が期待できる「掛け算」になります。共感により集まり、共助により互いが不足なと
ころを補い、価値を共創する。これこそが、資本主義の本来の姿ではないでしょうか。
資本主義は岐路に立っています。持続的な成長の流れをつくる資本主義とは、個々のエンパワーメントとインクルーシビ
ティ (包括性)を促す資本主義です。格差を他人事として放置する資本主義ではありません。国家が支配する資本主義で
もありません。
微力な滴から共感・共助・共創により未来志向の勢力ある大河をつくる。本来の資本主義の姿を取り戻しましょう。
（完）
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◎ 東京銀杏会囲碁の会中止：コロナ渦中、ロンドンに発った渡辺恵子先生から便りです！
東京囲碁の会幹事 鈴木庸夫
第１６８回（通期２０６回）東京銀杏会囲碁の会は新型コロナウイルスのため中止させていただきます。日本棋院の会場も閉館と
なっています。
先月ご紹介した渡辺惠子先生からは、次のようなロンドン便りが来ています。

鈴木さん、お元気ですか。ロンドンに来てちょうど二週間が経ちました。
コロナの影響で寮にいた娘も戻され、イギリスでの生活は家族が揃った形となりました。こちらは毎日鳥のさえずりを一
日聞きながら過ごしています。お庭ではリスが遊んでいるのどかな日々です。
日本にいるときは引越作業を一人でやらなければならず、主人の荷物の多さと仕分けに苦労しました。
オーディオ関係をＵＫに送るのか、倉庫預けか、実家に送るのか？？？？
ケーブルだけでも段ボール３箱以上。。。10年以上住んでいたので色々日曜大工をしていた為、引越業者さんからは
外してくれないと作業ができない！と言われて。。。。機械音痴の私は悪戦苦闘の日々でした。
そんな状況の中、コロナの影響で皆さんにもご挨拶ができず慌ただしくこちらに来てしまいました。
時差ボケもようやく解消して、少しずつ日常生活に慣れてきたところです。とは言っても、外出は買い物のみですが、そ
んなに窮屈な感じはしません。２メートル距離を取って規制しながらスーパーに入るのも違和感なく行われています。
イギリスでは今のところ、人々が騒ぐこともなくみんな自宅にいるようです。
木曜日の20時には医療従事者の人々を称える為に皆窓から拍手でエールを送ります。（2週間前から）
文化の違いを早速感じました。私はロンドンでのんびり家族と過ごしています。
日本はいかがですか。鈴木さんもお体大切に過ごしてくださいね。渡辺恵子

[神奈川銀杏会]
◎ 三土会・食楽会のオンライン開催のご案内
東大同窓会・神奈川銀杏会 三土会会員、食楽会会員、その他神奈川銀杏会関係各位
（Ｅ-Ｍａｉｌ可能な方にＢＣＣで配信しております）
１．５月三土会・食楽会の概要
２．講師及び講演内容等
３．ＺＯＯＭによるオンライン会議の開催方法
４．食楽会会員の皆様へ
１． ５月度の神奈川銀杏会 三土会・食楽会の開催概要
（１） 今月の話題提供
①テーマ：日本の人事は社風で決まる ～ 出世と左遷を決める暗黙知の正体 ～
②講師のプロフィール
・氏名：渡部昭彦
・職業：ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株） （東証マザーズ上場）代表取締役社長
・卒業：１９７９年 経済学部
・神奈川銀杏会とのご縁 横浜市中区在住
（２） 開催形式
① 三土会、食楽会共催
② テレビ会議システム「ＺＯＯＭ」を利用したオンライン開催
③ 日時は、定例の三土会の通り、５月１６日（土）１１時３０分 ～１２時半過ぎ（１時間程度）を予定
（３） 参加費用、参加資格
① オンライン開催と言うこともあり、今回に限り特別に参加費用は無料。
② 参加資格
これまで三土会や食楽会に参加されておられた方はもとより、幅広く会員関係者の皆様のご参加をお待ちしておりま
す。オンライン会議で元気を出して、コロナウイルスを吹き飛ばしましょう！
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（参加資格）
・神奈川銀杏会会員 神奈川近隣の銀杏会の会員
・東大卒業生や会員に紹介されて参加する非会員、
・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を検討し
ている東大卒業生
２．講師及び講演内容等
（１）講師の渡部様からのご挨拶
今回ご縁があり、神奈川銀杏会・三土会・食楽会にお招き頂き、話題提供をさせて頂くことになりました、渡部昭彦で
す。 以下、簡単に自己紹介とスピーチの内容につきご説明をさせて頂きます。
まず、神奈川との由縁で言えば、横浜市戸塚区に約３０年住んでおり、４月に中区・馬車道の「タワマン」に引っ越したとこ
ろです。母親も先代から横浜の出身ですので、私も広義の「浜っ子」と思っています。
代表をしていますヒューマン・アソシエイツ・グループ（株）は、人材紹介・メンタルヘルスケア・研修を業務とする人材サ
ービス業の事業者です。
私は大学卒業後、長銀（現新生銀行）で２０年ほど過ごした後、金融危機を契機に、期せずして、興銀（現みずほ）→セ
ブン＆アイ→楽天と転職が続き、１３年前に創業オーナーから会社を引継ぐ形で現職に就任、お陰様で一昨年、東証マ
ザーズ上場に至っております。長銀の後半以降は各社で主に人事の仕事をして来ましたので、ここ四半世紀は人材に関
わる仕事がキャリアとなっています。
そのような経緯もあり、今回は「日本の人事は社風で決まる」と言うテーマで話題提供をさせて頂くことになりました。
実は同名のタイトルの本を６年前に出版、今年数年ぶりに増刷となったこともあり、タイムリーかなと思い、テーマを決めさ
せて頂いた次第です。内容は本のサブタイトルである「出世と左遷を決める暗黙知の正体」の通り、「日本の企業を支配
しているのは目に見えない社風である」ということを、私自身の社歴やお付き合いのある多くの会社、そしてそこで働く人
たちの実例を通じて述べる予定です。なお、この本は「売る程」ありますので、ご関心を持っていただけた方には贈呈させ
て頂きます。
また転職をご検討の方につきましても「親身なアドバイス」をさせて頂きます。
皆さんと５月の神奈川銀杏会の三土会・食楽会で、しかもオンライン会議で、交流できることを楽しみにしています。
宜しくお願い申し上げます。
（２）講演資料
今回は、講師のご経歴を含む講演資料を、予め皆様に添付ファイルにてお送りします。添付ファイルが削除されたり開け
ない場合は、神奈川銀杏会三土会のウエブサイト http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html にパスワ
ードをかけて掲載してありますのでご参照ください（事務局注：会員以外でご関心のある方はパスワードを幹事にお問い
合わせください ）。
（３）テキスト
上記の渡部様のご挨拶や講演資料をご覧になって、さらにご関心をお持ちいただいた方には、渡部様から著書「「日本
の人事は社風で決まる」（ダイヤモンド社；2014年初版；最近増刷）を贈呈（郵送）いただける
ことになっております。 ご希望の方は、住所、氏名を添えて、幹事（岳野；このメールの発信元）までメールにてご連絡くだ
さい（「返信」で送ってください）。
なお、オンライン会議不参加の方でも（だからこそ）、ご関心を持っていただけた方は、ご遠慮無くお申込みください。
３．ＺＯＯＭによるオンライン会議の開催方法
（１） 初めてＺＯＯＭを利用される皆様へ
① 参加者の顔の映像と音声がZOOM会議に発信できるよう、カメラとマイクのついたパソコンが必要です。 この機能
は、通常、ノートパソコンには備わっていますが、デスクトップパソコンには備わっていないものもありますので、まず、こ
の点を確認いただく必要があります。
② ＺＯＯＭのインストール等については、様々な解説動画もありますが、現状、混乱もみられるようです。
③ 初めてＺＯＯＭを利用してみようという方で相談相手を必要とされる方は、ご遠慮無く三土会幹事の奥出さんに個別
にご相談ください（アドレスはこのメールのＣＣ先にあります）。奥出さんは大学でＺＯＯＭによる講義を行う準備を進められ
ているので、頼りがいがあると思います。
（２） 参加手順
イ． ５月１２日（火）まで ご参加を希望される方は、ＺＯＯＭ利用環境を整え、幹事（豊吉、福山、岳野、奥出；このメール
のＣＣまたは発信元）までメールでご連絡ください（「全員へ返信」でお願いします）。
ロ． ５月１３日（水）夜８時 参加予定者全員による「接続リハーサル」を行います。 ＺＯＯＭ利用開催は初めての試みで
あり、極力ご参加をお願いします。
（リハーサル要領は本番と同じ）
・ ホストの奥出幹事より、参加登録された方全員を招待しますので、ＺＯＯＭを開いてご参加ください。
・ ホストは事前に登録された人（名前、メルアドで確認）のみ入室を許可します。
・ 参加される皆様、豊吉幹事（会長）、福山幹事（副会長）、ホストの奥出幹事、司会を予定している岳野（+講師の渡
部様）で、本番に向けて問題点がないか確認したいと思います。
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ハ．５月１６日（土）１１時半～ 三土会・食楽会オンライン開催
① コロナウイルス騒動でネットの通信量が拡大しており、さらに、連休明けには大学のオンライン授業も本格化します。
幹事としては、５月９日（土）の同じ時間帯の通信環境を確認し、また、１３日（水）のリハーサル結果を踏まえて、最終的
に実際の時間帯を決めたい、と考えております。
② 無料ＺＯＯＭは２０名以上の参加で開催時間が４０分以内に制限されることになっていますが、現在、それは適用され
ていない、という話もあります。当日、４０分制限がかかる場合は２回に分けて開催、例えば、最初の３５分程度で、オー
プニングと講師の講演、次の３５分程度で、参加者の質疑、銀杏会関係の諸連絡等を行う、といった形式を想定してい
ます。
（３）ＺＯＯＭ利用に際しての留意事項
① ＺＯＯＭについては、参加者全員が「デジタル会議室」に集まったかのような臨場感や双方向性が人気を集めており
ますが、一方、情報セキュリティの問題が残っております。このため、非公開情報や機密情報を扱うビジネスや行政で
は利用は避けられており、主として個人の私的利用、大学のオンライン授業、一般向けのセミナー等に利用されている
ようです。
② 三土会・食楽会は、後者の性格に近いと考えられますし、神奈川銀杏会幹事会もＺＯＯＭを利用した会議を開催し
ていることから、ＺＯＯＭ利用を提案させていただきましたが、ご利用に際してはご自身でご判断をお願いします。
③ また、下記の点にご協力をお願いいたします。
・なるべく最新のＺＯＯＭを利用すること。
・ＩＤ、パスワード等の参加者以外への拡散、ＳＮＳへの共有などは厳に避けること。
（闖入者を防ぐ等により参加者の皆様が安心して会議に臨めるようにするための手順ですので、ご協力をお願いいた
します。）
（以上、文責：岳野）
４．食楽会会員の皆様へ
延期しております次回企画につきましては、現時点で開催時期が見通せないことから、今回三土会と共催という形で
講演会に参加させて頂くことにいたしました。
皆様におかれましては主旨ご理解の上積極的なご参加をお待ちしております。Zoomの使用方法につきましては食楽会
幹事でもわかる範囲で対応させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です
〇食楽会幹事連絡先
豊吉誠治（神奈川銀杏会会長）
Tel＆Fax 044-400-3101；携帯080-5083-7987； E-Mail ：toyoshi0605@yahoo.co.jp
福山隆幸（神奈川銀杏会副会長）
Tel＆Fax 045-861-1337；携帯090-9326-1521； E-Mail ：t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
〇 三土会幹事連絡先
岳野万里夫 Tel＆Fax 045-565-3087；携帯090-4363-6152； E-Mail ：ugj72667@nifty.com
奥出信一郎（神奈川銀杏会幹事）
Tel＆Fax 045-866-1859；携帯080-5405-5444；
E-Mail ：YRX02226@nifty.com
（参考）神奈川銀杏会のホームページ（神奈川銀杏会入会問合せフォームあり） http://kanagawaichokai.com/
◎ 食楽会の思い出
文責 神奈川銀杏会食楽会幹事 福山隆幸
神奈川銀杏会の同好会「食楽会」は平成21年4月に発足し、今年で11年を迎えました。それまでの同好会が固すぎて会
員増強に寄与していない為もう少し娯楽性の強いものを作れないか、との要望を容れて作られたと漏れ聞いております。
小生はそれまで敷居が高いとの思いから、総会や同好会活動には全く参加しておりませんでしたが、定年を見据え、新
規開催の会であれば参加しやすいとの思いから立ち上げ会に参加いたしました。当初は一参加者として楽しんでおりまし
たが、2年後の秋より幹事を仰せ付かりました。
幹事として皆様に喜んで頂く企画はないものかと色々思案いたしましたが、その頃酒屋主催の「佐島の蛸と日本酒を楽し
む会」に参加したのがきっかけとなり、「佐島の朝市体験」をテーマとした食楽会を開催することとしました。
「佐島の朝市」とは「西の明石、東の佐島」と称される蛸や魚で有名な三浦半島西海岸にある漁港で、月一回第4土曜日
の7時から開催されることが分かりました。今考えると、朝の6時20分に逗子駅集合などとんでもない企画でしたが、皆様若
かったのでしょう。10数名の参加を得て無事開催することが出来ました。
6時24分逗子発のバスに乗り込み7時前に到着した朝市は駐車場待ちの車や人で溢れており、100人ずつの入場制限が
設けられておりました。我々は200番台の整理券を持って列に並び10分後くらいに入場出来ました。
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狭い屋内は魚で溢れており、宅急便向けの発泡スチロール一杯の魚が1000円など魅力にあふれておりました。幹事は
昼食用の蛸などを買い求め、バスで昼食予定のイタリアンレストランに向かい、下りたところにある「葉山しおさい公園」で
持参した「獺祭」を買い求めた「しらす干し」を肴に
一杯飲りました。お天気も良く潮の香を満喫しながらの酒盛
りは格別でした。
会長のご友人経営のイタリア料理店でも海を眺めながら絶
品のイタリアン料理をワイン・日本酒と共に頂きました。朝
市で買い求めた蛸も料理してもらい、皆で美味しく頂きまし
た。後日会員様よりお褒めのメールを頂き、幹事冥利に尽
きました。以下2、3ご披露させて頂きます。
・・・・・・・・・・〇・・・・・・・・・・〇・・・・・・・・・・〇
〇大変楽しい企画ありがとうございました。
買った魚介類はとても多く、二人で食べきれず、横浜に住
む子供家族を24日の夕食に 招き 孫を含めて6人で新鮮な魚介パーティを催し多いにたのしみました。 10月の第四土曜
日も佐島に行こうかと思っています。
「Mottimo」も素晴らしかったです。料理、景観共に素晴らしく忘れられない一日と なりました。 感謝。
〇 一昨日の食楽会有難うございました。 幹事さんご苦労様でした。
佐島の市場は予想以上に多数のお客さんで賑わっており、新鮮な朝取り魚介類、 漁師さんたち大きな掛け声に興奮しま
した。 蛸、鯛、鯵の調理に挑戦し、蛸のマリネ、鯛は刺身とあら炊き、鯵は塩焼きで 美味しくいただきました。鯛の刺身は
やはりむつかしく料理人のようにはできませんでした。しかし家内からは美味しいと褒められました。
葉山しおさい公園での銘酒「獺祭」での乾杯は、雰囲気最高、天気も最高で幹事さんが重いお酒をお持ちいただいたご
苦労分一層美味しくいただきました。
レストランOTTIMOの料理はバラィティに富み、さすが会長の食通ぶりを 感じさせるものでした。相模湾を眼下にした素晴
らしい部屋でのワイン、日本酒にすっかりご機嫌になり、写真撮影を忘れて幹事さんにご迷惑をおかけしました。
楽しい食楽会を本当に有難うございました。今後ともよろしくお願いします。
〇面白い朝市に連れて行っていただき、ありがとうございました。
あれからうちに帰って、まずイワシの一夜干し２匹を焼いて昼食をとり、車で、カマス、釜揚げタコ、石鯛、釜揚げシラスを
娘のところに持ってゆき、タコは少し切ってもらい、カマスを２匹さばいてもらって帰りました。
カマスは塩をして焼いて食べました。「大七」のつまみに最高で、どちらも久しぶりにおいしい魚を食べました。
大体私は、魚は生臭いので、あまり好きではないのですが、これらの魚は全く生臭さがなく、最高でした。
今日も、昼ごはんはイワシを焼き、シラスで食べようと思っています。 本当にありがとうございました。
・・・・・・・・・・〇・・・・・・・・・・〇・・・・・・・・・・〇・・・・・・・・・・・・・
食楽会ではその後酒蔵探訪（泉橋酒造・熊沢酒造）、世界料理（中華・仏・伊・ギリシャ・スカンジナビア・トルコ・江戸・穴
子・三崎鮪）、花（湯河原・曽我の梅園・横須賀菖蒲園・桜）、魚料理教室・温泉、蜜柑狩り・バーベキュー・落語鑑賞等
色々な企画を行ってまいりました。今後も会員様の喜んで頂けるよう努める所存ですので、ご参加方よろしくお願いいたし
ます。
◎ 気功の勧め
神奈川銀杏会では、恐らく全国唯一の同好会である「気功の
会」を開催しております。「気功」とは馴染みのない方も多い
かと存じますが、誤解を恐れずに分かりやすく言うと大自然
の中に充満している「気」を体内に取り込むことにより、自身
の心身の健康を高めることを目的とする鍛錬の方法でありま
す。一般スポーツや武術・宗教とは違うもので、意識鍛錬の
面からはヨガや座禅と通ずるものがあります。この時節自分
の身を守るための「免疫力アップ」には格好の方法と信じて
おります。
この同好会が発足したきっかけは4年前、現在講師をお務
めいただいている大畑敏久氏（39年教養）が「三土会（月1回
開催の昼食講演会）」において、「智能気功20年 私が出会
った最高の健康法」と題する講演をされたことに遡ります。幹事よりその場でボランティアでのご指導をお願いし、早速事
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務局の承認を得て、平成28年5月に6名の参加にて活動を開始しました。現在は10人を超える会員の参加を得て、楽し
い雰囲気のなかで、健康増進に努めております。（以下当初の挨拶文です）。

去る4/16の東京大学同窓会神奈川銀杏会・三土会で39教養の大畑敏久様より「智能気功20年 私が出会った最高
の健康法」と題するご講話を頂きました。「気功とは何か」「気功の実践で体験したメリット」を中心に腰痛や風邪・虫歯
から解放され、自然治癒力・免疫力の強化・アンチエイジングを実感出来たとの体験話をうかがい、また、その場で、
聴き手全員で簡単な気功の実践も行い、皆感動いたしました。気功は魔法ではありませんので、直ちに現在の体調
不良が全快するという保証はございませんが、地道に活動を継続していただくことにより、少しでも会員様のご健康増
進の一助になれば幸いと存じます。
これまで毎月2回開催しておりましたが、コロナの為3月より休講を余儀なくされておりました。しかし、この時節少しでも
感染予防に役立てたく、zoomを使った練功再開を企画し、4/30にテスト開催を実施することになりました。大畑先生のモ
ットーは「来るものは拒まず、去るものは追わず」ですのでこの機会に免疫力を強化されたい方は、ぜひご参加されることを
お勧めします。（zoom練功会はもちろん無料です）
文責 神奈川銀杏会副会長 福山隆幸 t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
〇 追記
文中記載の４月３０日16時からのzoomによる「気功の会」は延べ8名の参加の下実施され、大成功でした。小生のパソコ
ンが「高熱化によるシャットダウン要請」のため、一時中断というアクシデントもありましたが、すぐ奥出幹事にホストを引き
継ぎ、無事1時間半の講習を修了しました。
普段は見えづらい講師の方の手の動きも映像だと大きくはっきりと見え、集団で練習しているという感覚もこの時期な
らではの感動ものでした。
会場予約も交通費も要らないので、この時期毎週でも開催しようかと講師の方と話しています。ご遠方の方（例えば二
宮在住の〇〇様。今回は沼津在住の〇〇さんもご参加されました。）でも気楽に参加できるのでご案内していきたいと思
っております。（他の支部の方にもご紹介しようとは思うのですが、パソコン容量とセキュリティの問題をもっと勉強してから
と思っております）
◎ 野良仕事のすゝめ
神奈川銀杏会幹事 広報委員 濃沼健夫
同窓会の活動は、①いろいろな情報をもらって自分の教養を高めること、②同じ学校、企業、組織にいた仲間と趣味を
楽しむこと、③社会で困っておられる方々のために社会貢献を行うこと、④同じ気持ちを持った方々が集まってあるいは
集めて集団で行動することと思います。
③については、本会では以前、大久保前会長の提案で神奈川県の森林保存のため資金を提供しました。体を使わずお
金で貢献をしたわけですが、体を使っての社会貢献を試みるのも一案です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止で外
出自粛を求められ、皆さん家に閉じこもり、何となく気が晴れない毎日が続いていますが、こんな時こそ、農家さんに出か
けて、農地の草取り、苗植え、植木の剪定などの活動を行ったらどうでしょうか。地域によっては海外からの農業実習生が
いなくなり大変困っているところもあるし、神奈川県内の農家さんでもボランティアでお手伝いを求めている方はたくさんお
られると思います。野良仕事は太陽に当たり新鮮な空気を吸って、三密にならずに大変意義ある社会貢献活動になると
思います。頭を使うのは得意だが、体を使うのは嫌だという方は無理ですが。
◎ 栃木銀杏会西須代表幹事よりの近況と皆様の無病息災安寧平和（＋疫病退散を追加）祈願の報告
お世話になっている皆様へ
謹啓 時下益々ご清祥のことお慶び申し上げます。
私こと、西須紀昭は、この3月末日にて宇都宮大学を退官し、4月より、(一社)那須塩原市観光局に就職しました。
宇都宮大学在勤4年間にわたり、公私にわたり温かいご指導・ご厚情を賜り、心より厚くお礼申し上げます。
栃木県庁定年退職以来4年振りの観光業務ですが、那須塩原市や近隣那須地域の現場の皆さんに密着した観光
振興・PR業務に、心機一転、心躍らせております。
超私事ですが、宇都宮と那須塩原の2地域居住、学生時代以来41年振りのアパート一人暮らしの自炊生活にも挑
戦中です。
那須塩原市も那須全域も、コロナ緊急事態で観光需要が消失する中、まずは市内観光事業者たちの生存対策最
優先でおりますが、コロナ収束後には、新たな地平を拓いた、魅力的な観光資源メニューで、皆様をお迎えする所存
です。 引き続きご支援・ご鞭撻のほどお願いいたします。
未経験、未曽有の環境下、厳しい毎日をお過ごしと存じますが、ご自愛のほどお願いいたします。 ともに力を合
わせ乗り超えて参りましょう。
謹白 4月吉(末)日＋１
PS：令和2年1月20日大寒の朝、勝道上人開山12百50年余、出流山満願寺不動の滝で、皆様の無病息災安寧平
和（＋疫病退散を追加）を祈願した写真を添付します （事務局注：コロナウイルスを予感されていたのか！）
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◎ 鎌倉淡青会イベント案内
以下の行事については、他の地域同窓会会員も鎌倉淡青会会員と同一会費で参加頂けるものがあります。それぞれの行
事の詳しい内容と連絡先や会費等はＨＰに掲載されていますので、そちらをご参照ください。なお、鎌倉淡青会ホームペ
ージは（http://www.kamakura-tanseikai .com/）です。
新型コロナウイルスの蔓延が拡大しており、感染を出来るだけ防止するため学校などの休校や大型イベントなどの中止
や延期や自粛が相次いでおります。このような状況を受けて、日頃は活発な鎌倉淡青会の色々の同窓会活動も3月から5
月にかけて殆どを延期もしくは中止としたことはご承知の通りです。同窓会活動中の最大のイベントは年次総会と公開セミ
ナーですが、今年に限り以下の如く延期及び中止とすることをお知らせ致します。三日間に亘るメールによる幹事会で質
疑を行い、これらを決定いたしました。
１） 年次総会（従来 6 月開催）：11 月頃に延期。
２） 公開セミナー（従来 7～11 月に 5 回開催）：すべて中止。予定講演は来年に延期。
３） 定例昼食会「三金会」は５月から年末までＺｏｏｍを利用したＷｅｂ会議形式で行う予定
年次総会には来賓十数名と会員数十名の参加が、公開セミナーには5回合わせて市民百名程度と会員二十名前後の
参加が例年の実績です。これら多数の参加者の安全と安心の確保が困難であると考えられることが、今年の延期及び中
止の理由です。
同窓会活動を全面的に再開できる時期は見通せておりません。個々の同好会などそれぞれの置かれた状況に応じて、
安全と安心とを確保できると判断される時点で順次再開してゆく予定です。
延期・中止・再開などの詳細につきましては、鎌倉淡青会のホームページをご参照下さい。
大半が再開すれば、鎌倉淡青会は従来の活発な同窓会活動を取り戻すものと思っております。
【5月の予定】
１． 三金会：５月以降本年末までＺｏｏｍを利用したＷｅｂ会議形式で実施予定。
5 月は 15 日（金）１０：３０～１２：００
事前トライアルを 4 月 25 日、26 日、29 日に実施予定。
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：５，６月も休会
４．街道を歩く会：鎌倉街道中道第８回(中道の最終回)を９月に延期し、４月～６月予定の鎌倉街道下道第１回～第３回は
10 月以降に延期。ただし、今後の予定は「感染の動向を注視、勘案したうえで対応する。
５．ヴォイストレーニング教室：５月及び 6 月も休会。
６．淡碁会（囲碁同好会）：５月も休会、６月以降は状況の推移をみて後日判断。
７．鎌倉淡青座禅会：５月も休会、６月以降は状況の推移をみて後日判断。
８．包丁淡青：次回は 10 月 20 日の予定。
９．書道教室：５月の開催も予定通りに下記で実施の予定（事態の急変がなければ開催）
５月１４日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
１０．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：５月も中止、６月以降は状況の推移をみて後日判断。
１１．テニスの会：
南郷上野山公園も笛田公園のテニスコートの閉鎖により４月は中止、5月7日以降の現時点での予定は下記の通
り。ただし、閉鎖期間が延びる可能性大です。
５月の予定：８、１３、１５、２１、２２、２７，２９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
１３．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
【６月の予定】
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６月の予定については、次号で紹介の予定。
【以下同好会等活動報告】
殆どの同好会がＣＯＶＩＤ-１９の為、活動を休止している。
テニス同好会
テニス同好会も南郷上ノ山公園のテニスコートは閉鎖になり、笛田公園テニスコートも4月9日より閉鎖になり運よく直前
の8日に実施できた。色々と閉鎖してゆく中、閉鎖直前の最後のテニスを満喫した。

笛田公園のテニスコートでテニスを楽しむ同好会のメンバ
ー。絶好のテニス日和だった。

◎ 東海銀杏会よりのご案内
皆さまにはおかれましては新型コロナウィルス対応に苦慮されておられるのではないかと案じております。
このたび新型コロナウィルス対策用の簡易フェイスシールドの情報を
会員の平松朋弥さん（H16文：㈱ダイマツウ常務取締役）からいただきましたのでご紹介します。
【ご依頼】A-MASK（簡易フェイスシールド）の情報の展開
日時：2020年04月29日(水) 18:14(+0900)
現在新型コロナウイルスの対策として愛知県安城市の中小企業の組合アンジョウハーツにてA-MASKという簡易フェイスシールドの本
体を製作しました。公式ホームページはこちらです。
http://www.anjohearts.jp/amask/
こちらのフェイスシールドは神奈川大学の道用准教授が開発したフェイスシールドの３Ｄデータを基に金型製作をしており、ペットボトル
キャップを材料として週40,000個の体制で製作をしております。ホームページにもありますが、本体にクリアファイル、ラミネートシート、
ＯＨＰシートなどを市販の穴あけパンチで加工したものを取り付けると簡易のフェイスシールドになります。
既に安城市、豊橋市、西尾市、蒲郡市や病院、介護施設、福祉施設等に10,000個以上を寄贈させていただきました。安城市では市役
所の職員の方が業務の際に使用することも想定しているとのことです。この取り組みは中日新聞、東海テレビ、中京テレビ、ＮＨＫなど
でも取り上げていただいています。
弊団体としましては困っているところに届けたいという思いで活動をしており、新型コロナウイルスが収束するまで無償配布を決めており
ます。弊団体では生産ができる体制が整っているのですが、困っているところにもっと届けたいと考えております。
そこで、この情報を東海銀杏会の会員に送っていただけないでしょうか？会員の皆様から知り合いのいらっしゃる自治体、医療機関、福
祉関係者に情報を届けていただき、弊団体のホームページから申し込みをいただければ幸いです。
ホームページでは30個までとさせていただいておりますが、週40,000個生産をしておりますので大口での対応も可能です。
私宛 hiramatsu_tomoya@daima-2.co.jpに連絡をいただくか、公式メールアドレスのご連絡いただけると相談を受け付けております。
この活動をし始めてから東大の力を感じているところです。今こそ東大の皆様のネットワークという力で、コロナウイルスに打ち勝ちたい
と考えております。突然のメール失礼いたしました。なにとぞご協力いただければと考えております。
よろしくお願い申し上げます。
以上
株式会社 ダイマツウ
平松 朋弥
TEL:0566-92-5921 住所:444-1213 愛知県安城市東端町用地175
e-mail:hiramatsu_tomoya@daima-2.co.jp
※7/29をもちましてメールアドレスが変更になりました
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◎ 鳥取県出身東大新入生歓迎会オンライン開催の案内
例年、開催しております表記鳥取県出身東大新入生歓迎会ですが、今年はコロナの関係でZOOMでの開催を予定しておりますのでお
知らせいたします。
鳥取県出身の東京大学教職員・学生・卒業生の皆さま
令和２年５月１ 日
鳥取県出身東京大学教職員
幹事一同
令和２年度鳥取県出身東大新入生歓迎会（ｵﾝﾗｲﾝ開催）のご案内
新緑の候、皆さまには益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
鳥取県出身東大新入生歓迎会は、今年で１０回目を迎えますが、おかげさまで毎年３０名弱の参加者があり、実り豊かな歓迎会にな
っています。
今年度は、鳥取西高から２名、倉吉東高から２名、米子東高から１名、米子北斗高から１ 名の方々が東大に入学されました。鳥取県
から東大に入学する学生は最近減少傾向にありますが、１学年３千人を超える学生の中で、国際的に活躍できるたくましい人材に育っ
て頂きたいと願っております。
この歓迎会ですが、今年度も例年通りの開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染予防対策として今回はオンライン
（ZOOM）での開催とさせていただきます。
開催形式は変わりますが、この会が鳥取の原風景を共有する新入生と鳥取県出身東大教職員・学生・卒業生との相互の交流を深
め、新入生の勉学や進学先のアドバイス、キャリア相談などの機会になれば幸いです。
下記のとおり開催いたしますので、ぜひご参加くださいますようお願いします。
【鳥取県出身東大新入生歓迎会（ｵﾝﾗｲﾝ開催）】
日
時 ： 令 和 ２ 年 ５ 月 ２４ 日 （ 日 ）１３：００－１４：３０ ＵＲＬ：
https://zoom.us/j/99207744509?pwd=WFUzZDRwRE5LanluY3dJU25jaU1SQT09 ミーティング ID：992 0774 4509
パスワード：ご関心のある方は幹事までご連絡ください。
【Zoom の設定方法】下記マニュアルをご参照ください。
https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/aUbswA1IMo9AJrUB0m9xEdJjJqI4Ozw7HIZqRdM13rUu
※ご参加の際は、名前表示「〇〇 〇〇（高校名）」の設定をお願いいたします。
主
催：鳥取県出身東京大学教職員
幹事
教職員幹事
有田
伸（鳥取西高卒 社会科学研究所）
角森史昭（米子東高卒
理学系研究科）
福井
諭（倉吉東高卒 医学部附属病院）
松本友美（倉吉東高卒
医学部附属病院）
問合せ先 福井 諭（幹事）E-mail: fukuis@adm.h.u-tokyo.ac.jp
◎ 大分赤門会 生野幹事投稿
ご無沙汰しています。大分赤門会の生野裕一です。
大分赤門会の近況です。
４月２９日（水）開催予定の東京六大学ＯＢゴルフ大会，表彰式が新型コロナウイルスによる影響で来年まで延期することが決まりまし
た。毎年の恒例行事のため，ＯＢの皆様は楽しみにされていただけに，開催できないことは非常に残念でした。
大分県内での新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向にはないものの，参加者に万一のことがあったら大変なことですので，やむ
を得ない決断になりました。
大分赤門会の会員拡大では，出向者や転勤されてきた方にお声がけして，少しずつではありますが会員数の拡大に繋がっていま
す。これからも情報収集に努めていきたいと思いますので，大分に転勤等される方がいらっしゃいましたら是非生野までご一報頂ければ
と思います。
今後もよろしくお願いします。
◎ 熊本淡青会 本田幹事投稿
熊本の淡靑会の元幹事長の本田憲之助です。４年前の熊本地震に際し各地東大同窓会から支援金をいただき地
元の復興プロジェクトにお渡しさせていただきました。誠に有難うございました。お陰さまで復興を果たし平
常の生活に復帰させていただいています。
今回のコロナ感染は、その奥の深さがこれから時間と共に判明してくる歴史的な大事件だと思います。全国の
飲食店など中小企業の倒産は眼前に見えており、その復興に到っては絶対に今現在は見通せない事態と考えま
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す。世界大恐慌的な東日本大津波群に突然襲われていると思っておいた方がいいのではないでしょうか。これ
を人はうまく乗り切れるか・・・それがこれから試されると思った方がこれまた良いことだと思います。
そこで、人間の親切善意こそがそれを乗り切る最大の力であると、この歴史的事件は証明することになると思
います。そのような意味合いをベースに次の様に提案します。①身近な東大生の支援をしよう。②支援の組織
は、連合会の中に有識者の簡単な組織を作り早く動き始めることが大切である。③社会経済的背景の変化を良
く見通して、本格的支援内容拡大充実を検討し、組織化と拡大を図ってゆく。必ず来ると予想される社会崩壊
的困窮状態の事態（１～３年後）に、力を発揮できる何かを今作り込んでおく。
今回のコロナ事件は今からその規模妖怪振りが１、２年ぐらいかけて判明してくる。その妖怪振りを乗り越え
ルものは人類愛と献身のような今とは次元の異なるものになるのではないか。そうしたら、考えて手遅れにな
る前に目の前ではっきり見えている学生の救出必要事例をとり組んでスタートする。妖怪振りが見えてくる時
系列に併せて、体制充実を必死に実現する。
粗雑ながらまず考えを申し上げます。
本田憲之助
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） 以下ホームページより転載
〇 次回の展覧会・講演会
当館では、新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため、臨時休館としておりましたが、 引き続き当面の間、休館期間を延
長させていただきます。
緊急事態宣言発令に基づき、「江戸のエナジー 風俗画と浮世絵」展（4月11日～5月31日）の開催と関連企画のすべてを、
誠に残念ながら中止とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願いいたしま
す。 なお、今後の予定につきましては、決定次第、ホームページにてお知らせします。
ご来館予定の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
当館に常設展示はございません
３．一高玉杯会便り 208号発刊 詳しくは右の工藤氏へご連絡を。（連絡先）kudo@gakushikai.jp
〇 令和二年度秋の寮歌祭は下記の通り開催を予定しております。それまでには肺炎の感染が終息することを願っており
ます。会員諸兄には、くれぐれもお大事にお過ごし下さい。再びお元気な姿にお会いできることを期待しております。
日時：10月31日（土）12時開会 場所：駒場生協食堂2階
〇 投稿：出口貞夫（S19文甲）「何日君再来」、 原 信 （S18文甲）「玉音放送」、菱刈隆永（S18文甲）「横手で
迎えた八月十五日」。
４．学士会・学士会館

学 士 会 ・ 学 士 会 館 情 報
１今後のイベントについて

令和２年5月以降の活動予定は、以下の通りです。

5月に予定しておりました「午餐会」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、中止となりました。
５
月
30日（土）

若手茶話会（オンライン開催の予定）
14
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６
月

10日（水）

夕食会「国宝『鳥獣戯画』の謎に迫る」（18:00～ 学士会館）
上野 憲示氏（美術史家・美術評論家／学校法人宇都宮学園理事長）

22日（月）

午餐会「心臓突然死を防ぐために」（12:30～ 学士会館）
坂本 哲也氏（帝京大学医学部附属病院病院長・医学部救急医学講座主任教授）

28日（日）

若手茶話会（オンライン開催の予定）

※現在予定しているイベントにつきましても、今後の状況により、中止・延期となる可能性がございます。最新情報は、学士
会公式サイト（https:/www.gakushikai.or.jp/）に掲載いたしますのでそちらをご確認ください。

２免疫力を高める効果が期待できるランチを始めます
管理栄養士と連携を取りながら学士会館のレストランで5月11日（月）よりご用意させていただきます。
ぜひ、お試しください。

レストラン
〇価

Latin
格：3,000円（税込）

〇メニュー：・木の子と緑黄色野菜、スモークサーモンのテリーヌ
・ゴボウのスープ泡仕立て
・牛ロースステーキ ガーリックソース
又は 塩糀でマリネした白身魚のポワレ
・フルーツのコンポートとヨーグルトアイス
〇詳

中国料理
〇価

細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/meneki/

紅楼夢
格：2,000円（税込）

〇メニュー：・バンバンジー
・海鮮三種のあっさり炒め
・海苔チャーハン
・根菜入り薬膳蒸かしスープ
・本日のデザート
〇詳

細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/meneki/

旬彩寿司割烹 二色
〇価

格：3,000円（税込）

〇メニュー：・蒸し鶏とアスパラ･ブロッコリー･アボカドのサラダ
胡麻ドレッシング
・鯖の味噌煮 又は 鯖の塩焼き
・鮭と鰯、南瓜のフライ 又は 天麩羅
・納豆･長芋･大根おろし･白菜の浅漬の小鉢
・季節の茶碗蒸し
・御飯
・澄まし汁 又は 味噌椀
・バナナムース 林檎蜜煮 苺
〇詳

細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/meneki/

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。
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☆良縁倶楽部会員限定の新サービスご案内☆
良縁倶楽部会員の情報を閲覧できる「情報閲覧・登録サービス」を開始！
・良縁倶楽部に入会され、情報登録をされた方のみ、「情報閲覧サービス」をご利用いただけ
ます。ご本人が閲覧情報を登録されない場合は、異性の情報を閲覧することはできません。
（登録料は無料です）
・異性の情報を学士会館内で良縁倶楽部スタッフ立会いのもとご覧いただけます。
・登録内容のデータは、web環境のないPCで管理し漏洩の危険のないよう適切に取扱いま
す。
※登録情報の全部または一部に虚偽、重要な誤記、記載漏れが判明した場合は、当該会員に事前に通知すること
なく本サービスの使用を一時中断、または退会処分とさせていただく場合があります。

＜情報閲覧のサービス手順＞
１．閲覧希望日時をメールにて来館予約（完全予約制）
２．来館日にスタッフ立会いの下、20分間「異性の情報」をPCにて閲覧
お見合い希望相手1名様を指名していただく（連絡事務手数料1,000円/税込）
※希望相手の情報をお持ち帰りしていただくことはできません
３．良縁倶楽部スタッフより、お見合い希望相手に連絡
お見合いをご了解いただいた場合、両者の日程をスタッフが調整
４．会館内にてお見合い（お見合い設定費 各自5,000円/税込）
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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Ⅴ ZOOM簡易マニュアル 神奈川銀杏会
2020年4月19日 初版
2020年4月28日 ZOOMインストール方法修正
2020年4月30日 説明を簡易にする
第一章 ZOOM とは
ZOOMとは、会議をオンラインで出来るようにしてくれるソフトウェアの事。有料版と無料版がある。このマニュアルでは、無
料版について説明する。無料版では、参加人数が１００人までに限定される。
◎まず、主催者がZOOMをダインロードしたうえで主催者独自のアカウントを作らないといけない。一般参加者もZOOMを
ダウンロードしてその後、ZOOM会議に初参加する時に、各人独自のアカウントを作らねばならない。「ZOOMのダウンロー
ド１）」の方法は、主催者も一般参加者も同じである（この方法については、第三章で詳しく説明する）。
◎次に、主催者が、自分のアカウント２）を使ってZOOMを立ち上げて、セキュリティーレベルを設定したうえで、ミーティング
を立ち上げる。そして、参加者に暗証番号を記入した招待状の電子メールを送る（この方法は第四章で詳しく説明する）。
◎最後に、参加者が自分のパソコンで、自分に届いた主催者からの招待状の電子メール中の、ZOOM会議独自に割り振
られたURL３）の文字列をダブルクリックして、会議に参加する。こうして、主催者と参加者がビデオでつながる（この方法
は、第五章で詳しく説明する）。
第二章 主催者と参加者に必要とされるハードウェア
◎主催者と参加者のパソコンの性能はごく普通のもので良く、主催者のネット環境や参加者のネット環境もごく普通のもの
で十分である。
（以下『』の中はややマニアックな内容なので、気にならない人は読まなくてよい）
『主催者のパソコンからZOOM社のサーバーへは、６．６＊１０＾５ （ビット／秒）程度で交信が行なわれる。ZOOM社のサー
バーは、主催者から送られてきた情報を、何人もの参加者のパソコンにそれぞれ送る。参加者が主催者に返事をした時
は、その参加者のパソコンから来た信号を、ZOOMのサーバーは受け取り、主催者に送る。主催者が１名であり、参加者が
例えば２０名ならば、ZOOMのサーバーと主催者の間には６．６＊１０＾５ （ビット／秒）程度の回線が作られ、ZOOMのサー
バーと各参加者のパソコンの間にも、６．６＊１０＾５ （ビット／秒）程度の回線が作られる。従って、主催者のパソコンと主催
者のネット環境が６．６＊１０＾５ （ビット／秒）程度に絶えられれば良く、各参加者のパソコンとそのネット環境が６．６＊１０＾５
（ビット／秒）程度に絶えられれば良い。６．６＊１０＾５ （ビット／秒）というのは非常に軽い通信量なので、大抵のパソイコ
ン、大抵のネット環境で問題は無い。大学とかで２００人ぐらいの先生が一斉にＺｏｏｍの授業を主催すると、大学内のポン
コツインフラ（旧式の同軸ケーブルとか）がパンクする場合があると言われている。Ｚｏｏｍのサーバーは、まず、パンクしな
いように設計されているという。インターネットはコロナで混雑はしているが、まだまだパンクはしないらしい。』
◎参加者のパソコンがデスクトップパソコンである場合には、「３５００円～５０００円程度の「外付けマイク機能付きの Web カ
メラ・USB 接続型」を購入してパソコンに USB で繋ぐと、参加者の顔の映像と参加者の声が ZOOM 会議に発信できる。
但し今、Web カメラは品薄である）、ないしは、数百円の外付けマイクを購入してパソコンにつなげると、参加者の声のみ
が ZOOM 会議に発信できる。但し、参加者のパソコンがノートパソコンの場合は普通 Web カメラとマイクはノートパソコンに
内臓されているので、通常は改めて Web カメラや外付けマイクやらを購入する必要は無い。
第三章 ZOOMダウンロード
（１） https://zoom.us/download
をコントロールキーを押しながら左クリックする。
（２）すると、「ダウンロードセンター」の画面が出てくる。
（３）そうしたら、ミーティング用Zoomクライアント という文字の下の「ダウンロード」ボタンをクリックする。
（ケースA)「実行」をクリックすると、Zoomがダウンロードされる。
（ケースB）すると、画面の左下に「Zoomパッケージ」がストンとダウンロードされるので、その「Zoomパッケージ」をダブルク
リックする。すると、Zoomがダウンロードされる。
◎これで、ZOOMダウンロードとアカウント作成は完了しているはずである。
以下のユーチューブを参照（Ctrl + 左クリック）すると、ZOOMのダウンロードの手順が良く分かります。
https://zoom-shukyaku.com/zoom-パソコン-インストール%EF%BD%B0入室/
第四章 主催者がＺｏｏｍオンラインミーティング立ち上げる方法（参加者はこの章を読む必要は必ずしもないが、読んだ
方が、第４章の理解がラクになる）
（１）主催者は自分のパソコンを立ち上げる。
（２）スタート－＞「Zoom」クリック－＞「SetZoom」クリック
（３）出現した画面で「サインイン」ボタンをクリックする。
（４）出現した画面で、「スケジュール」をクリックする。
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（５）出現した画面で開始日時を指定する。ミーティングIDは自動生成させる。「ミーティングパスワード必須」のチェックボッ
クスにレ点を記入する。ビデオ「ｏｎ」か？
（６）「スケジュール」ボタンをクリックすると、５で記入したミーティングＩＤとかミーティングパスワードを書き込まれた、作成中
の電子メールが立ち上がる。そしたら、主催者は、その電子メールの宛先に、参加者全員のメールアドレスを記入して、電
子メールを投函する。
（７）後は、時間が来たら、オンライン会議を始める。参加者がアクセスしてきたら、主催者は参加者の入室を許可する。こ
の時、同時に一人ずつしか画面が共有出来ないようにする。また、予定していた参加者が全員参加したら、「参加者の管
理」で、「詳細」、で、「ミーティングのロック」をかけて、それ以上別の人が乱入出来ないようにしておくこと。
（８）あらかじめパワーポイントのファイルを開いておいて、その後、主催者がZoomを立ち上げ、「画面の共有」をクリックす
ると、今たちあがっているアプリケーションの一覧が出てくるので、パワーポイントを選択すると、全画面がパワーポイントに
なり、その全画面が、パソコンのマイクが拾った音声とともに、Zoom会議に、リアルタイムで、ブロードキャストされる。全画
面表示を止めたい時は、画面の上の青いボタンの近くに、「共有をやめる」とか「次の共有を開く」とかのボタンがある。「共
有をやめる」ボタンを押すと、Webカメラの画像に戻る。「次の共有を開く」をクリックすると、次に例えば、開いているWord
の画面を共有できる。主催者が許可すれば、一般参加者も「画面の共有」を使えるらしい（今後確認の必要あり）
◎これで、主催者によるオンラインミーティング立ち上げが完了のはずである。
第五章 参加者がＺｏｏｍオンライン会議に参加する方法
（１）参加者は自分のパソコンを立ち上げる。
（２）参加者は、主催者から送られてきた、Ｚｏｏｍオンライン会議への招待の電子メールを開く。
（３）電子メールの本文の中の「そのZOOM会議独自のＵＲＬ」をクリックする。
初回は、平生使うメールアドレスとか、姓名とかをパソコンが参加者に聞いてくるので、それらを参加者は入力する。また、
どんなパスワードを参加者が使いたいかかも聞いてくるので、参加者が気に入ったパスワードをパソコンに入力する。この
パスワードは手帳にメモしておくこと。「第三章 ZOOMダウンロード」を実行していないと、ここで、ZOOMのダウンロードの
手続きが始まるが、これについては、ここでは詳しく述べない。
（４）「ビデオ・オン」ボタンをクリック（最新のバージョンではこれは省略されるらしい）
（５）「コンピューター・オーディオに参加する」をクリック。
（６）この後、しばらくすると、主催者が主催者のパソコン上で、その参加者の入室を許可すると、参加者はオンライン会議
に参加できるようになる（最新のバージョンではこれも省略されるらしい）。
◎これで参加者はミーティングに入れるはず。
（用語解説）
〇 バス：サーバーや、パソコン筐体内で、ＣＰＵ、画面、キーボード、ハードディスク当を繋ぐ、束ねられた６４本の電線の
事。
〇 ダウンロード１）とは：
ＺＯＯＭ社のサーバーから、自分のパソコンに、ＺＯＯＭのソフトウェアをダウンロードする ＝ ＺＯＯＭのソフトウェアのデ
ータを、ＺＯＯＭ社のサーバー内の６４本のバスから、インターネットの１本の線にシリアル化して伝達。自宅のパソコンに１
本の光ファイバーで届いた情報を、ルーターを介して、自宅のパソコン内の６２本のバスに、パラレル化して伝達。自宅の
パソコンのハードディスク上に、ＺＯＯＭのソフトウェアのコピーを作る事。
〇 ＺＯＯＭのソフトをインストールする＝「自宅のパソコンのハードディスクにコピーされたＺＯＯＭのソフトウェア」をＯＳ
（Windows１０）に認識させて、「自宅のパソコンのハードディスクにコピーされたＺＯＯＭのソフトウェア」が、ＯＳから様々な
サービス（スタートボタンから立ち上げるとか、画面やキーボードとバスを通してＺＯＯＭソフトが（他のアプリケーションソフト
と協調しながら）通信出来るように調整する等々）を受けられるようにする事。
以上の「ＺＯＯＭの詳細マニュアル」をお読みになってから、旭岡さんが紹介してくれた動画２本を見れば、多分ＺＯＯＭ
の事が納得できまると思います。この動画２本を見るのに、２０分ほどしかかかりません。
〇 アカウント２）：ＺＯＯＭ社が、ＺＯＯＭユーザーを識別するための、文字列の事。
URL３）：インターネット上ホームページに割り振られた、https:とかで始まるアドレスの事。
〇 ZOOMとはを開設するネット上に公開されている動画
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
旭岡様から下記アドバイスがありましたので、以下に従ってダウンロード手続きをよろしくお願いします。
以下に、非常に分かりやすい ZOOMの解説ビデオがあります。（２０分もあれば全部聞けます）
ユーチューブで 〇https://www.youtube.com/watch?v=C0feLLIJISQ
または〇https://www.youtube.com/watch?v=ckUdVqL3ZK8
を見れば、ダウンロードする方法を含めて、ZOOMの操作全般が理解できます。
以上
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「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)
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 （H15・工）
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/

佐藤 祐輔
代表取
締役社長 （H11/
文）
斎藤 美幸 常務取締
役
(S63/養)

福島県二本松市
大七酒造（株）
(創業 1752)
太田 英晴 代表取締
日本酒の正統 大七の“生酛造り(きもと造り)”
役社長 （S60/法）
http://www.daishichi.com/
新潟県東蒲原郡
下越酒造（株）
(創業 1880)
佐藤 俊一 代表取締
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。 役社長 （S45/農・
http://www.sake-kirin.com/
S50博）
栃木県芳賀郡
惣誉酒造（株）
(創業 1872)
河野 遵 代表取締役
兵庫県特Ａ地区産山田錦100％で造る生酛（きもと）の酒に 社長 （S60・経）
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）
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/
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、 代表取締役社長
伝統の「生酛造り」でお酒をゆっくりと醸しております。建 （S58工・S63博）
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)
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 代表取締役社長
る）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 (H19／文)
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
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。
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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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全国地域同窓会一覧
北海道銀杏会(1972/150）
会長: 桑澤嘉英（76法・会社
役員）、連絡：藤井文世（79
経・銀行）

２０２０年４月1日現在
鳥取赤門会(2012/50)
佐賀赤門会(1982/70)
会長：八村輝夫(61法・元鳥取 会長: 井田出海（68法・佐賀
商工会議所会頭）
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・会社
営）
役員）

埼玉銀杏会（1994/280）
会長:岩渕均(７２農・会社役
員）
代表幹事：露無松景（81法）

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)
会長：北脇保之(74法・浜 ＃鳥取県出身東大新入生歓
迎会 幹事：福井論
松聖星高校理事長）

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）

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）

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）

岡山東大会（1958/150)）
会長:河原昭文（64法・弁護
士）
連絡：阿保達彦(89農卒・教
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

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)

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）

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：小峰正史（90農97博・秋
田県立大経准教授）

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）

*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

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

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）

福島東大同窓会
連絡：守岡宗憲（99法・県
庁）
注）活動休止中

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）

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）

山口東大会(2014/120 )
宮崎赤門会(2014/120)
会長：二井関成（72法・前県知 会長：日野直彦（７８法・弁護
事） 幹事：(山口)西富一平(９６ 士）
理・県庁）(宇部)西尾正幸（９６工）
(周南)松田訓明（８５法）在京の会幹
事：永沢裕美子（８４育）

連絡：横山幸子 （８５育・県
庁）

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・阿波銀
連絡：田中伸（77法・弁護士）
行）＃東京大学徳島県人会
幹事：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
関西東大会(1987/410)
香川銀杏会(2002/165)
会長:水野一郎（64工・金沢工 会長:北 修爾 （66経・阪和 会長: 松井孝嘉（67医・病院
業大副学長）
興業名誉会長）
長）
連絡：（石川）西川圭史(01法・ 連絡：河野裕亮（７８経）
連絡：加藤宏一郎（88経・地
会社役員）(東京） 小林博重（76
元放送会社役員）

鹿児島銀杏会(1996/90)
会長:福元紳一（84法・弁護
士）
連絡：福元法律事務所

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）

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

法・会社経営）

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）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市長）

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・東北大 会長: 田辺善彦（66法・弁護
学名誉教授） 連絡：横沢敏 士）
（88文・会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会社
②*長野赤門会(2006/130） 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） 逝去2020/03/21
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(2006/140)
世話人：岡本稔（６７工）

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

〒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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