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巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。
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/
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6月
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

6月25日（木）１２：００～１３：００

山上会館

東京大学校友会役員会

7月3日（金）１１：３０～１３：００ 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

ホテルメトロポリタン高崎

青森東大会 総会

7月４日（土）

岡山東大会 総会

7月

第４９回自由が丘銀杏会

７月１２日（日）１１：３０～

東大オケ第106回定期演奏
会（百周年記念シリーズ）
2020年8月

7月26日（日）昼公演

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

東京六大学野球春季リー
グ戦（トーナメント）
2020年9月

８月１２日～２０日 １試合総当たり（計１５試合）

神宮球場

東京六大学野球秋季リー
グ開幕
栃木銀杏会 総会

9月11日（土）

神宮球場

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

連合会総会

９月２３日（水） １５：００～

東京第一ホテル

東京銀杏会総会

９月２３日（水）１８：００～２０：３０

東京第一ホテル

オンライン

東大駒場ファカルティハウス

2020年7月

中止
中止

中止

青森市内
未定

中止

予定通り・実施内容変更

日本料理「ひのや」
「都市と大学～地域の中の東京大学」
東大名誉教授 樺山紘一先生
東京芸術劇場コンサートホール
指揮 三石精一

2020年10月
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神奈川銀杏会 第28回総会

10月24日（土） 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
◎ 東大 レベル２に緩和 総長メッセージ
2020年6月1日
“With-Corona” “Post-Corona”の新しい大学の創造に向けて
東京大学の学生・教職員のみなさん
東京都を含めすべての都道府県の非常事態宣言が解除され、ようやく日本列島全体が回復プロセスに向かうことにな
りました。みなさんも少しほっとされていることと思います。キャンパスで活動することだけでなく、屋外を自由に歩くことや、
みんなで集まって会話するといった、これまでの日常生活で当たり前と思っていたことが大きく制限されました。こうした事
態は、本学の長い歴史を振り返っても初めての経験でした。
そのような厳しい状況下において、オンライン講義で学びをつないだ学生のみなさんと教員の方々、慣れないテレワー
クで業務をこなしながらそれを支えてくれた職員のみなさん、そして、研究室への出入りがままならないなかでも、学問へ
の情熱を持ち続け、研究を続けた学生・研究者・教員のみなさん、すべてのみなさんの熱意と努力により、東京大学はか
ろうじて研究教育活動を停止することなく継続することができました。
みなさんのご協力に改めて感謝いたします。
東京大学では、この度の非常事態宣言の解除を受け、感染の状況を注視しながら、徐々に活動制限を緩和していきま
す。すでに活動制限の指針についてはホームページ*で示していますが、これまでのレベル 3 から、6 月 1 日にレベル 2
に緩和します。そして、その 2 週間後にレベル 1 にする予定です。その後、感染の拡大がなければ、さらに最短 2 週間で
レベル 0.5 に下げます。
しかしながら完全に 0（Post-Corona）にするのは、少し先のことになります。ワクチンや特効薬が市場に広がる、あるい
は集団免疫が形成されるなどして、感染爆発や重症化リスクが十分抑制された状態になることが重要だと考えています。
最低でも 1～2 年の時間がかかるのではないかと思っています。したがって、それまでの間、With-Corona の状態が続くこ
とを覚悟し、3 密（密閉・密集・密接）の対策などを通して感染を防ぎながら、大学が本来の機能を発揮できるようにして行
かねばなりません。
大学は多様な人々がキャンパスに集い、ともに考え、議論をたたかわすなかで学び、知を創り出す場です。対面して行
う活動は大変貴重な機会となります。その貴重さを大切にすることと、その価値を分かち合う気持ちをもつことが重要だと
思います。そのためには、以前とは違った新たなライフスタイルを作り上げていく必要があります。Pre-Corona の状態に
単に戻すのではなく、Post-Corona における大学は、より進化したより良い姿にしなければなりません。このあとしばらく続
く With-Corona での生活が、その準備や助走となるようにできればすばらしいと思います。
そのために、東京大学では、すべての学生・教職員が安心して安全に過ごせるよう万全の対策をとっていきます。そして
Post-Corona を見据えたさまざまな取組を支援していきます。
まず、学生のみなさんにとって一番重要な授業ですが、S1/S2 タームの講義は基本的にすべてオンライン授業で行い
ます。その一方で、対面で行う必要のある実習や演習などは S2 から夏期休業の期間にかけて、感染の状況を判断しな
がら実施することとします。また、研究室やフィールドでの活動も、活動制限レベルの緩和に応じて、安全対策を十分に講
じた上で、徐々に再開していきます。
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図書館は現在、学生向けに図書の郵送サービスを行っていますが、今後、感染対策を整備した上で、規制レベルの緩
和に応じてサービスを拡大していくことになります。各レベルに応じたサービスについては、本日、附属図書館のホームペ
ージ上に情報を公開していますので、ご参照ください。
また、学生相談所、保健センターなども開いていますので、困ったことがありましたならいつでも相談ください。
この数ヶ月の経験のなかで、みなさんも対面で人と接する活動は、人間の生活にとって不可欠のものであることを再確認
されたのではないでしょうか。実空間での対面がかなわない情況で、オンライン講義、オンライン会議、テレワークなどの
活用は、その不便をあるていど補ってくれました。デジタル革新とも呼ばれる技術の進歩の賜物です。情報化の内実とし
て語られる、サイバー空間とリアルな空間の融合に、大学での日常が少し近づくことになったのかもしれません。しかしなが
ら、研究活動や教育あるいは仕事を進める上で不可欠な、人との信頼関係、共感を、リモートの環境だけで醸成するのは
難しいことも実感しました。
With-Corona を経て新たに到来する Post-Corona 社会では、対面での接触がより貴重で価値あるものとして重視さ
れ、大切なものとして追求されるべきでしょう。サイバー空間とリアルな空間の融合によって到来する知識集約型社会にお
いて、まさに地球と人類の未来が持続可能で多様性を尊重した包摂的な社会を実現しなければなりません。日本が世界
に向けて提示してきた Society5.0 の課題がこの Corona 禍によってより明確にあぶり出されたように感じます。この社会の
多様性と包摂性とは、東京大学が目指してきたビジョンそのものです。With-Corona を生き抜く東京大学での学生・教職
員のそれぞれの工夫は、Post-Corona の社会における新しい日常「ニューノーマル」の追求でもあるのです。
私たちは、今後もオンライン講義、オンライン会議、テレワークなどを大学活動の中にしっかりと位置づけつつ、リアルな
世界での活動のクオリティーをいっそう向上させていきたいと思います。これは私にとっても未知の領域です。つまり、私た
ちが示した活動指針も完璧で完成された解答ではありません。重要なことは、みなさんが向かいあっている具体的な問題
に対して、受動的に対応するのではなく、主体的創造的に解決策を探り続けることです。したがって、活動指針は進化し
続けるものでなければならないと私は考えています。みなさんからのさまざまな提案を歓迎しています。みなさんと一緒に
大学の教育改革、働き方改革を進め、Post-Corona の新しい大学づくりをしっかり進めていきたいと思います。
まだ、感染は終息したわけではありません。油断は禁物です。そして、大学の社会的責務をしっかり果たしていくために
は、大学内での生活空間の感染リスクがより高度に抑制され、適切にコントロールされている状況を、深い叡智と高い倫理
をもって維持していくことが重要です。みなさんの感染防止を最優先にしつつ、With-Corona としっかりと向かいあい、未
来にむけて希望をもって進んでいきましょう。
東京大学総長
五神 真
*ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関連する対応についてのページへ）
（１） 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山
椒https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/COVID-19message-3.html
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（２） 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう『緊急学生支援パッケージ』へのご支援について 2020/05/20（水）
新型コロナウイルス感染症拡大にともなう支援策『緊急学生支援パッケージ』へのご支援について、現在、以下の基金にて
ご支援を受付しております。以上の基金への個人の方からのご寄付は、これまでの「所得控除」だけでなく「税額控除」の対
象となります。温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
・修学支援事業基金
修学支援事業基金は、経済的な理由で修学に困難がある学生等に対して行われる、以下事業へ支援することを目的
としています。皆様からのご支援は、意欲と能力のある学生が希望する教育を受けられるよう活用されます。
・ 入学料、授業料または寄宿料の全部又は一部を免除する事業
・ 学資金を貸与し、又は給付する事業
・ 学生の海外への留学に係る費用を負担する事業
・ ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの業務に対する手当等を負担する事業
修学支援事業基金の詳細及びご寄付申込書ダウンロード： https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt83
・さつき会奨学金基金もご参照ください。
◎ 事務局からのお願い
① 新コロナウイルスとの闘いは活動しながら戦い続ける長期戦です。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、無症状でも人に感染させる難敵ですが、無策のまま自粛を続けずに、万全の感染防止対策を講じなが
ら、できるだけ同窓会活動を継続する工夫が重要と考えます。
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。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。各会でメールアドレス把握率
９０％目標に頑張ってください。ZOOM関連情報は前号も参照ください。また、先行の神奈川銀杏会の情報もご参照下さい。
◎ 東海銀杏会からの要請～簡易フェイスシールドに使うOHPの無償提供のお願い
・ 既にメールにて、東海銀杏会清水事務局長から、新型コロナウイルスの対策として東海銀杏会会員の平松朋弥さん
（H16文：㈱ダイマツウ常務取締役）が、新型コロナウイルス用の簡易フェイスシールドの本体を製作、コロナ収束するまでは
無償配布を決め、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個以上を寄贈したが、困って
いるところにもっと届けたい、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きたいとの情報をお届けしました。
・ 今回は、フェイスシールドの本体につけるシールド部分の材料としてのOHPシートについてのご提供の要請です。20年
ほど前まではよくつかわれていたOHP（オーバーヘッドプロジェクター）に使うシートは、透明度が高いうえに使い勝手がよい
とのことです。もし手元に不要なOHP在庫がある方や団体があれば100枚でも結構ですのでご提供お願いしたいとのこと
です。不要在庫の有効利用になるかと思います。東大卒有志の社会貢献事業です、同窓会も応援します。よろしくお願い
します。
・ 平松朋弥さん メールアドレス hiramatsu_tomoya@daima-2.co.jp
・ 団体ホームページ http://www.anjohearts.jp/amask/
◎ 大学社会連携本部からのメッセ―ジ （連合会と関係の深い方々を毎号紹介いたします）

（１） 岡部 徹 副学長・社会連携本部副本部長
[ ご挨拶 ]
２０１９年４月より副学長・社会連携部副本部長（渉外・産学協創担当）を務めております。
大学には知を生み出し、知の実践を担う人材を育てる社会的使命があります。近年は、知の高度
化、複雑化が急速に進んでいるため、この使命を全うするには、大学の「社会との連携」がより一層重
要視され、それを担う組織の拡充が必要となってきました。
一方、わが国の研究開発費の政府負担割合は主要国の中では低く、大学においても研究費を公
的資金だけでは賄うのは困難です。そこで、今後は大学が学外の企業や組織と連携して資金と人材
を確保し、新しい価値を生み出していく基礎・応用研究活動を拡充する重要性がますます高まって参
ります。
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これまで私は、長年、レアメタルをはじめとする非鉄産業関係の企業等と様々な産学連携活動を行ってきました。また最近は、大
学の部局と企業との包括的な連携研究の仕組みづくりや、若手教員の産学連携活動をプロモートするお手伝いなどにも取り組んで
おります。さらに、本学の諸活動を世界規模で展開するために設置された東京大学ニューヨークオフィスの開設のお手伝いもしまし
た。これらの経験を活かし、本学が推進する社会連携の推進に寄与できればと考えております。
私一人でできることは限られておりますが、社会連携本部の総力を結集して本学がもっとも注力しております基礎・応用研究分野
での連携推進、人材育成にいささかでも寄与できればと考えております。
そのためには、大学を取り巻く人的ネットワークを充実させ、大学が学外の人材や組織と連携して「社会に大きな貢献をする新た
な仕組みづくり」が肝要です。このネットワーク構築を通じて社会連携に貢献するべく日々努力しております。
卒業生の皆様が、それぞれにもっておられる多様なネットワークは、東京大学にとってかけがえのない極めて大事な資産です。
今後とも、卒業生の皆様のご指導、ご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

[ 経歴 ]
① 出身高校： 筑波大学附属高等学校(92回生)
② 大学卒年学部： 京都大学工学部冶金学科卒業（昭和63年(1988)）
③ 大学院： 京都大学大学院工学研究科博士課程修了（平成5年(1993)） 博士（工学）
④ 前職： 東京大学生産技術研究所 副所長（2015-2019） 専門分野は、チタンやレアアースなどのレアメタルの精錬・リ
サイクル技術の開発。京大→ＭＩＴ→東北大→東大と、研究機関を転々としながらも、30年以上、一貫してレアメタルの研
究に取り組んでいる。“プロセス技術がレアメタルをコモンメタルに変える”ことを夢見て、チタンなどの新製錬技術の開発
を行っている。最近は、PGM(白金族金属）、レアアース(希土類金属）、タンタル、タングステン、レニウムなどのレアメタル
の製造プロセスや新規リサイクル技術、環境技術の研究も行っている。
⑤ 趣味： 野外活動（アウトドアライフ）、イモリの飼育
◎ 香川銀杏会宮脇書店での東大コーナーのその後
昨年の連合会ニュース１２月号にて、地方からの東大進学促進を目的に地方の書店に東大関連書籍を展示する東
大コーナーを設ける案が、卒業生課（金吉課長）と全国チェインを持つ宮脇書店（宮脇範次社長・香川銀杏会幹事・S47
経）で協議され、全国展開にあたり試験的に香川県高松市の宮脇書店本店に東大コーナー設けたこと報告いたしました。
この度、宮脇書店本店筒井店長より東大コーナーのその後の発展につきご報告がございましたので、写真と共に掲載い
たします。地元進学校の教科書販売と結びつけるなど、宮脇書店の創意工夫で全国展開の一つのモデルができつつあり
ますので、本年度の更なる発展を期待しましょう。
「昨年、金吉課長来店の１１月末より本年２月末まで1階のご覧頂いた売場で一般の方を対象に販売を行っておりまし
た。その後、3月に5階の学参コーナーに移動し商品も勉強法など受験生対象としたものに入替し東大を目指すきっか
けになるような商品の売場に切り替えました。
3月末から近隣の進学校である高松高校の教科書を当店で販売したこともあり大勢の方が来店されコーナーをご覧い
ただき好評でした。ご紹介いただきました東大新聞も高橋さまに注文し販売しました3月1週号・2週号を合わせて10部
販売しました。
4月当時の５階売場
の写真を添付します
のでご確認ください。
今後も何か情報や拡
材等ございましたらご
連絡ください。よろしく
お願い申し上げま
す。
問合せ先： 宮脇書
店本店 筒井 店長
087-851-3733 AX
087-822-4797」
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２０２０・０６
Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
◎ 地域同窓会 新会長のご紹介 （入稿順で順次掲載いたします）
≪埼玉銀杏会から≫
埼玉銀杏会の活動紹介

埼玉銀杏会 会長 岩渕 均
この度埼玉銀杏会の会長に就任しました岩渕均（S47教養学部国際関係
論卒）と申します。（写真前列中央）
優秀な同窓生が大勢いる中で、長年埼玉銀杏会に携わっていたという理
由で大役を引き受けることになりました。
自己紹介を致しますと、高校まで地元埼玉で生活し純粋な埼玉県民でし
たが、大学に入学してからは20年強埼玉都民となり、その後平成に入って
からは家業の印刷会社を継ぐことになり再び純粋の埼玉県民に戻りました。
再度の埼玉県民になってから早30年経ちましたが、この間できるだけ
様々な会合（業界、同窓会、商工会議所、ロータリークラブ等々）に出席しよ
うと思い、いろいろな会合に参加しておりました。埼玉銀杏会もその中の一
つの会合なので、年数だけは一人前の年数を経ております。
さて、埼玉銀杏会の活動を紹介しますと、年一回の総会の他に年一回、各界で活躍されている同窓生による「『講
話』を聴く会」を開催しています。昨年度は宮内庁で侍従次長を務められた佐藤正宏先生による「平成の天皇像」
の」お話をいただきました。
埼玉銀杏会の特徴の一つに「若手交流会」があります。同窓会というと一般的には第一線の終わりのころから参加
することが一般的ですが、埼玉銀杏会には、これから社会で活躍しようとする若手も参加してくれていますので、彼ら
を応援する意味でも若手交流会を盛り立てていこうと思います。
その他、趣味の会として様々な部会があります。文科系では囲碁部会、俳句部会、麻雀部会があり、体育会系で
は旅行部会、ゴルフ部会等があります。ゴルフ部会は6大学対抗戦の形式で技術を競っています。
最後に、会長としての抱負を。一つは、私が長年の純粋埼玉県民なのでその利点を活かし会員勧誘に努めるつ
もりです。同窓生と分かれば必ず声をかけて入会を勧めるつもりです。もう一つは、少々難しいことですが、埼玉銀杏
会として何らかの社会貢献をしたいのです。同窓会は基本的には親睦会でありますが、それだけではもったいないと
思っております。様々な能力に恵まれた人々の集まりですから、何とかそれを活かして社会貢献活動ができれば何
と素晴らしいことでしょう。簡単な事ではありませんが、会員の知恵を結集して少しずつでも前に進めれば幸いです。
皆様のご指導ご協力をお願い申し上げます。
≪鹿児島銀杏会から≫
鹿児島銀杏会 会長 福元紳一
今年４月に鹿児島銀杏会の会長に就任しました福元紳一（Ｓ５９法卒）です。本業は３０年余
り鹿児島で弁護士をしております。副会長に就任予定の桃木野聡会員（Ｈ１法卒、弁護士）及
び志々目義郎会員（Ｈ２０経卒、鹿児島市役所）並びに会計監事に就任予定の萩元美恵野
会員（Ｈ８経卒、公認会計士）と共に、当会の運営を数年間担当させていただきます。
さて、現在の当会の会員数は９９名で、毎年１１月頃に開催される総会には３０名前後の会
員にご出席いただいております。この総会では毎年、２０分程度の会員の卓話と記念撮影の
後に、世代を超えた会員同士の懇談や寮歌・応援歌の合唱などを楽しんでいます。会長に就
任して早々に新型コロナウイルスの問題で総会の開催方法など当会の運営の見通しを立て
難くなっていますが、今年からゴルフコンペを企画するなどして、長年続いてきました鹿児島
銀杏会の懇親の輪をさらに広げたいと考えているところです。
また、官庁や企業における異動などで鹿児島に赴任される同窓生が毎年多数いらっしゃいますので、このような方々に
も当会の存在を周知し、当会における交流を鹿児島での思い出のひとコマに加えていただけますよう、微力ながら努めて
まいる所存です。
銀杏会の活性化の手法に関して良いお知恵がございましたら、ご教示いただければ幸いです。会長就任のご挨拶
方々、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
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２０２０・０６
＜各地の活動＞
◎ 埼玉銀杏会 講話を聞く会」の開催につきまして
6月13日（土）に開催を予定しておりました「講話を聞く会」の開催は、新型コロナウイルス対策のためのイベント自粛の影
響により中止とさせていただきます。
昨日、政府により緊急事態宣言は解除されましたが、イベント開催への影響は、埼玉県内でも続いております。この状況
等を確認しながら、改めて日程調整した上でご案内いたしたく、計画中です。
なお、日程は8月のお盆明け頃を検討中です。
◎ 東京銀杏会囲碁の会
第１６９回（通期２０７回）東京銀杏会囲碁の会のご案内

東京囲碁の会幹事 鈴木庸夫
２月から５月まで連続４回、新型コロナウイルスのため中止となりましたが、６月には再開できることを期待しています。引き
続き中止となる場合は、いつもの通り一斉メールにてご連絡します。
〇日 時：令和２年６月２７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）､金井智子（石倉昇囲碁教室インストラクター）、
大澤摩耶（全日本女流アマ選手権優勝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：xm8tszk@asahi-net.or.jp
大澤摩耶先生の次女・大須賀聖良さん（15歳）がプロになられたことは、昨年
の10月号にてお知らせしています。
その聖良ちゃんが約５年前に銀杏会に見えた時の写真と、今年３月13日付け
朝日新聞記事の一部をご紹介します。左は次女・聖良ちゃん(当時11歳)と長
女・梨香ちゃん(12歳)、右端は母親・摩耶先生。左側で指導碁を打たれる方
は、摩耶先生の師匠・菊池康郎先生です。2015年(平成27年)11月14日。
銀杏会の皆さんが、幼い少女二人に全員惨敗を喫したことは記憶に新しいとこ
ろです。

◎ 第４９回自由が丘銀杏会

中止
世話人 櫻井正之

・
・
・
・

検討の結果、下記企画は中止とすることにしました。
日時 ７月１２日（日）１１：３０－
会場 日本料理「ひのや」 都立大学駅から徒歩1分
講師 東大名誉教授 樺山紘一先生・
テーマ 都市と大学ー地域の中の東京大学
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２０２０・０６
[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。コロナウイルス対策のため、３月度、４月度の三土会は休会となりました。５月度
三土会は、食楽会と共催で、ｚｏｏｍを用いたリアルタイムオンライン会議の形式で、５月１６日（土）に開催しました。ヒュ
ーマン・アソシエイツホールディング（株）代表取締役の渡部昭彦さん（５４経）が、ご自身の著書をもとに、「日本の人事
は社風で決まる」という題で、オンライン講演をされました。オンライン会議参加者は計３３名ほどでした。福山幹事、豊
吉幹事、岳野幹事らが音頭をとり、多くの人を呼ぶ事が出来ました。ｚｏｏｍによるオンライン会議は若者文化では当たり
前になっており、また、話題が現役の方々の心を捉えるものであったために、若い方の参加が相当いつもよりも多かった
です。奥出幹事は年配の方へのｚｏｏｍ普及を担当し、結果として、年配の方も多くオンライン会議に取り込めました。ｚｏ
ｏｍ会議は、長嵜新一幹事や福山幹事が発案した時には、まるで夢物語を聞くようでしたが、臨場感の高さと便利さ、
安上がり効果は期待を上回るもので、オンライン会議はたいへんな盛会となりました。６月度の三土会も食楽会と共催
で、オンラインで実施する予定です（文責 奥出）。
[今後の開催予定] 下記の通り開催します。話題提供者の敬称省略。
R2 ６月２０日 永塚誠一 ５５年 経 日本自動車工業会副会長
「自動車産業の現状と課題」（仮題）（オンラインで実施予定）
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の１週間前までに幹事あてに申し込んで下さい。
[ 参加資格 ]：東京大学卒業生、ないしは、東京大学卒業生の推薦を受けた方。
[ 会 費 ] ：◎神奈川銀杏会会員の場合、３３００円～３７００円程度（食事会の場合）。５月オンライン会議は無料。６月オ
ンライン会議では５００円程度の寄付を募る予定です。◎神奈川銀杏会の会員でない方は２００円のプレミアムをいただき
ますが、神奈川銀杏会お試し入会期間として、４～５回はプレミアムを免除させていただきます。非会員の方も奮ってご参
加ください。◎話題提供者（神奈川銀杏会会員・非会員にかかわらず）は無料。
[連 絡 先] 詳細は下記幹事宛てにお問い合わせ下さい。
・ 岳野万里夫 090-4363-6152 ：E-Mail．ugj72667@nifty.com
・ 奥出信一郎 ：Tel/Fax045-866-1859 ：E-Mail．YRX02226@nifty.com
［三土会 ホームページ 随時更新中］ http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
多くの方々の参加をお待ちして居ります。
当分の間、話題提供者は、食費免除のうえ、資料作成補助金2000円＋交通費補助金2000円をさしあげています。
◎ 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。現在、週１回で、ｚｏｏｍによるオンラインリアルタイム会議の形式で実施しています。
「気」はｚｏｏｍでも伝わるようです。毎回、盛会です。
[参加申込方法]：参加御希望の方は幹事・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。
◎ 神奈川銀杏会新企画 ～フューチャーサロン ～
神奈川銀杏会副代表幹事 植村純一（88・工）
[開催趣旨]
現役ビジネスパーソンを主たる（あくまでも”主たる“です）対象として、忙しい中ででも仕事を超えた新しいつながりを作っ
てゆくことが必要と考え、「フューチャーサロン」を立ち上げることとなりました。
１ コンセプト このコミュニティの基本となるコンセプトは以下のとおりです。
”誰もが当事者であるテーマについて、世代を超えて話し合う”、”仕事の枠を超え、ヒトとヒトとの新しいフラットな繋がり
を作る”、”そのつながりをどんどん深め、広げる”
２ 活動
上記のようなコンセプトのため、定期的にface-to-faceの集まりをやりたいのですが、それも叶わない昨今の状況、オン
ラインで始めます。
・ 初回は、現役のビジネスマンであれば誰もが直面している、“ヒトと組織の関係性”をテーマとして取り上げます構成は、
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２０２０・０６
基調講演を20分、質疑10分を全体で行ったのち、5人程度のグループに分かれ、ディスカッションをし、その結果を共有す
ることを2セット行うという形式をとります。
・ 基調講演は、神奈川銀杏会メンバーで企業、大学等で活躍された経験をお持ちの平松様にお願いしております。 そ
のあとのディスカッションでは、いくつかのテーマを準備しておりますので、それに基づいて議論をしていただきます（別の
テーマにしていただいても結構です）。20分のディスカッションののち、全体でその内容を簡単に共有します。これを2セット
行います。そして最後に全体の締めを行います。今回はこれをZOOMのブレークアウトルーム機能を用いて行います。
・ 神奈川銀杏会では初めての試みですが、フューチャーサロンをきっかけに、仕事だけでは得られない新しいつながりを
作ろうではありませんか！ 他の銀杏会の方も大歓迎ですので、下記に申し込みください。
３ タイムテーブル 計90分
１）フューチャーサロン 趣旨の説明 5分
２）基調講演／質疑
20分／10分
３）ディスカッション①
20分
振り返り
5分
ディスカッション②
20分
振り返り
5分
４）ラップアップ
5分
５）交流タイム どのように行うか検討します
４ 日時
2020-06-10 20:00-21:30 ZOOMにて（開催直前にアクセス先をメールします）
５ 申し込み
下記内容を記載したメールをお送りください。送信先：奥出信一郎 YRX02226@nifty.com
・ 氏名
・ 卒業学部、年次 ・ 所属（差支えのない範囲で結構です）
・ 連絡先（メールアドレス（zoom アクセス先連絡用）、携帯（トラブル等発生時の連絡用））
・ 本サロンに期待すること
上記内容を名簿にして、参加者限定として配布します。効果を希望されない項目ありましたらその旨記載ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜ディスカッションテーマ案＞
・ 会社組織と自分とのつながりとは？ ・ 会社以外の組織と自分とのつながりとは？
・ 組織を通じた、自分の生き方、活かし方は？ ・人が輝く組織とはどのようなものか？
上記以外のテーマでお話しいただいても結構です。
＜ディスカッションのルール＞
・ 各グループ 司会者とメモ係を決めてください
・ 最初にアイスブレークを。名前／今最も興味があること／業務を一人 30 秒で
・ ディスカッションは、ご自身の考えていることや思ったことをお話しください
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

鎌倉淡青会
◎ 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。
【６月の予定】
１．書道教室：６月は予定通りに下記で実施の予定
６月１１日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
２．三金会：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。
６月は 1９日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
３．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：６月は会員の意見を聞いて少人数での開催を検討中。
実施する場合は６月8日及び６月22日 ９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)を予定
４．テニスの会：南郷上野山公園も笛田公園もテニスコートの閉鎖の解除が未定だが、６月現時点の予定は下記の通り。
６月の予定：４，５，１０，１２、１８、１９、２４、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．包丁淡青：次回は 10 月 20 日の予定。
６．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。
７．歴史散策会：６月も休会
８．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。
９．ヴォイストレーニング教室：6 月も休会。
１０．鎌倉淡青座禅会：６月も休会、７月以降は状況の推移をみて後日判断。
１１．淡碁会（囲碁同好会）例会：６月例会も中止。
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２０２０・０６
１２．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
１３．年次総会：例年であれば６月に開催するが、集会に伴う感染を避けるため 11 月開催に延期。 ただし年度の切り替
えが５月末のため、メールもしくは郵送で配布する総会資料を全会員に検討願って、６月中に実質的に審議を終えるという
「メール総会」を特例として実施する。
【７月の予定】
７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】
５月は書道教室を除き殆どの同好会がＣＯＶＩＤ-１９の為、活動を休止した。
◎ 定例昼食会(三金会)
新型ウイルス（ＣＯＶＩＤ-１９）感染防止のため2か月間休会していたが、５月度よりWeb会議方式で再開した。
２月度は全員マスク着用、手洗い、昼食なしとし参加者を25名に抑えて実施したが、直後に外出自粛要請が出たので、３
月度と４月度は休会とせざるを得なかった。５月度については、東大をはじめ多くの大学の遠隔授業で、手軽に使える
Zoomが採用されていることに注目し、同方式で再開することを決めた。
具体的には、
① Webで参加される方には幹事より当日早朝に招待URLを配信する。
② Webに参加できない会員には動画の配信や鎌倉淡青会のHP掲載、資料配布で対応することとした。
Zoomに習熟してもらうため、マニュアル配布だけでなく、会員個別のトライアルとリモート指導を７回にわたって実施した。
また芳賀達也会員（38理）による時機にかなった講演も幸いし初回にもかかわらず30名の参加があった。参加者同士の久
しぶりの会話も弾んで、成功裏に終えることが出来た。

＜講演画面＞

＜ギャラリービュー画面＞

◎ 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
東大病院総務課労働安全チーム
福井 諭 （労働安全担当）
今年度の鳥取県出身東大新入生歓迎会が、5月24日（日）13：00～14：30の時間帯にオンライン（Zoom）にて開催
された。
この歓迎会は、東京大学元理事・副学長である小島憲道先生が発起人となり、新入生と鳥取県出身東大教職
員・学生との相互の交流を深める目的で始まったもので、今回で１０回目となる。例年、駒場キャンパス内駒場コミュ
ニケーションプラザにおいて開催しているが、今回は新型コロナウイルスの感染予防対策としてオンラインでの開催
となった。
歓迎会では、幹事長の有田伸 社会科学研究所教授により開会の挨拶がされ、全員の自己紹介の後、出身高校
や文系・理系等のグループに分かれて歓談が行われた。歓談では先輩学生や教職員、卒業生から学生生活を送る
うえでのアドバイスや進路等の話がされ、新入生は熱心に聞き入っていた様子であった。最後に、小島憲道先生によ
り、閉会の挨拶がされ、盛況のうちに終了となった。
今回は、新入生６名を含む総勢１７名と、例年に比べ小規模での開催となったが、来年以降も引き続き、新入生歓迎
会を開催し、交流の場を設けていく予定としている。
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
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２０２０・０６
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。 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。＊6月27日頃から企画再開の情報あり、ホームページにご注意ください。
３．一高玉杯会便り ２０９号 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 （巻末に全文掲載） 「玉音放送を聞かなかった話」 佐藤庄市郎（昭18文甲）
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6月以降の活動予定は、以下の通りです。
10日（水）
６
月

22日（月）
28日（日）
10日（金）

７
月

20日（月）
25日（土）

夕食会「国宝『鳥獣戯画』の謎に迫る」（18:50～ 学士会館） ※講演会のみの開催
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）

午餐会「心臓突然死を防ぐために」（13:20～ 学士会館） ※講演会のみの開催
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）

若手茶話会（オンライン開催の予定）
夕食会「BSL-4施設を必要とする新興感染症などの最近の知見」（18:00～ 学士会館）
河岡

義裕氏（東京大学医科学研究所感染症国際研究センター長）

午餐会「薬師寺国宝東塔大修理―10年の軌跡」（12:30～ 学士会館）
松久保 伽秀氏（法相宗大本山薬師寺執事）
若手茶話会（予定）

※現在予定しているイベント開催についての最新情報は、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

レストラン３店舗のテイクアウト販売始めます

６月より「レストラン ラタン」、「中国料理 紅楼夢」、「旬菜寿司割烹 二色」にて、平日昼限定でテ
イクアウト弁当の販売をいたします。
〇平日11:30～13:00 各レストラン店頭にて販売。
〇詳
細：https://www.gakushikaikan.co.jp/restaurant_takeout/

3

納涼会プランのご案内

2時間制フリードリンク付き、会場費込みのお得な夏のプランです。納涼会や暑気払い、その他様々なお
集まりのご利用ください。会場スタッフがお取り分けしてお席でご提供する「着席スタイル」です。
〇開催日：7月1日（水）～8月31日（月）
〇料 金：お一人様120分6,000円／7,500円（税・サ込）
・着席スタイル ・6名様以上 ・2時間制
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２０２０・０６
・お料理（全8品）／お飲み物（フリードリンク）／会場費を含む
〇詳 細：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/2020nouryou/
〇問合せ：03-3292-5936

4

免疫力を高める効果が期待できる料理レシピを公開！

各料理長が考案した、家庭で作れる免疫力を高める食材を使用した料理レシピを公開中！ご家庭で作っ
てみてはいかがでしょうか。詳 細：https://www.gakushikaikan.co.jp/meneki-resipi/

５

学士会館良縁倶楽部ご案内
東京大学を主とする国立七大学ご卒業の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。

年会費・入会金無料で、会員を募集中です。

☆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

◎ 一高玉杯会便り
第２０９号（令和２年５月２５日） （続き）
文燦文集 より
〒101-8459東京都千代田区神田錦町3‐28
TEL：03-3292-5950
「玉音放送を聞かなかった話」
佐藤 庄市郎（昭18文甲）

MAIL：koho@gakushikai.or.jp
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２０２０・０６
○ 一高玉杯便り 209号より転載
「玉音放送を聞かなかった話」 佐藤庄市郎（昭18文甲）
昭和二十年八月十五日昼過ぎ、僕は飛行場の隣村の村長さん（早稲田大学出）と懇意になっていて借りていた本を返
しに行った。すると村長さんから、昼の天皇陛下の話をお聞きになりましたか、と尋ねられた。なぜそんなことを聞くのかと
首を傾げたが、僕は「聞いていませんよ」と答えると、村長さんはそうですか、と言われただけだった。
僕は、戦局が悪化していたため、日本国民一致団結して戦えということだらうと思って、部隊に戻った。敗戦を知ったの
は、其のときだった。丁度其の頃飛行場に程近いお寺の敷地内に造られた仮小屋（窓には戸も入っていない）に居住を移
していたので連絡が不十分であったから陛下の報道を知らなかったのである。戦争が終わり、日本が負けた。あのとき村
長さんは僕に気を使ってか敗戦については何も言われなかった。
十六日になると九州方面から飛行機が何機も姫路の飛行場に降りてきて「すぐ油をいれてくれ」という。「これから郷里
へ帰り競馬場へ降りて自転車で家へ帰る（見れば機の下に自転車が一台括りつけてある）。又集合の命令がでたら飛行
機をもって本隊に帰る。お茶等御馳走になっている暇はない」。こんな話を聞いて急に敗戦が身近に現実的になった。す
べてに鈍い僕でも将校や士官は全部「男性」とお別れだ等と聞いて、僕は姫路で士官である証拠は全部燃してしまった。
襟章は理事生の女の子が六月一日に作って持ってきてくれたものであったのに、之も軍機書類其の他と共に全部焼いて
しまった。
終戦の混乱のさなか、今でも悔やんでも悔やみきれない出来事があった。それは、僕の荷物が何者かによって盗まれ、
其の中にどんなものより大切にしていた一高当時の写真や家族の写真等、僕が一番大切に思っていた写真が入っていた
のである。盗んだ本人にとっては僕の写真などどうでもいいはず。犯人は部隊の者以外は考えられず、皆が集まったときに
その事情を話し、後で匿名で送ってくれればいいから写真だけは返してくれと懇願したが、結局その写真は返ってくること
はなかった。
飛行機不時着
八月二十四目、米占領軍の許可なしに日本の飛行機が飛べた最後の日、岡崎に帰還中、鈴鹿の山を越えられずに僕
の飛行機が落ちた。搭乗者は操縦士の林少尉と僕の二人。原因は機械の故障ではない。中練（九三式中間練習機・別
名赤とんぼ）では計器飛行は出来ない。有視界飛行でしか飛べない。其の上、高度は二千メートルが限度だった。鈴鹿の
山でも高いところは千四百、千五百はある。そんなところにぶつかればアウトだ。
姫路を出るときはいい天気だった。生駒を越えたときに雲がわっと出てきて、あれあれと思ったら鈴鹿はもうどっぷり雲の
中だった。鈴鹿越えは関西本線の線路に沿って、亀山のほうに出るわけだから初めはそれを探していた。ずっと南に行く
のでどうしたのと思っていたら、線路を間違えたらしい。戻って來てこっちはどうだと。関西本線だから複線だと思っていた
ら、之も単線だった。
おかしいな。駅の上を二度旋回した。しかし、風圧の爲眼鏡が震えてどうしても読めない。駅員の女の子は訪問飛行と思
ったのであろうか、みんなホームの端に並んで手を振っている。こっちは気が気でないのに。林操縦士は先程一寸雲の中
に入り出てきたときに地べたにぶっかりそうだったこともあり、鈴鹿越えは無理と思ったのであろう。後ろを向いて降りるから
眼鏡を外して手を突っ張れとジェスチャーする。前日乗った飛行機には伝声管はあったが、バンドはなかった。当日の飛
行には伝声管はなかったが、バンドはあったのである。だから僕はメガネを外して突っ張った。そうしたら旋回してすっと降
りだしたので、横目をつかって右を見ていたら、地べたが見えて着地の衝撃がどんとしたので、ああ降りたなと思ったら、
それきり分からなくなった。
後で聞いたところによると、着陸するときに距離が足りないから、ちょっと斜めに降りたのだと林操縦士は言う。其のときに
片方の翼が下がって小高いところに引っかかり、どんとびっくり返って裏返しになったのだそうだ。其のとき僕は目をがんと
打って頭から液体を被ったのだが、一瞬「ガソリンを被った、ぼっと火がでて自分も燃えちゃうのか」と感じたことを思い出
す。何分経ったのか林少尉がやってきて、大丈夫かと聞かれたどきに、初めて意識が戻り宙吊りになっている自分を発見
して、大丈夫だと答えた。バンドを外すがよいかと言う。外せば頭と地面の開の空間が何センチあるのか落ちることになる
けれども、いいと答えたら、どん落ちた。しばらくすると、また何となく眠って、気が付いたら、周りには国防婦人会とか愛国
婦人会等の会員の皆さんがずらっと五、六十人集まっていた。
目の手当を受けて、区長さんの家で二の膳つきの歓待を受けその晩ひと晩泊めてもらった。次の日、駅（前日どうしても
読めなかった駅の名は佐那具）まで送ってもらって汽車で帰った。前の日（一昨日）に乗った飛行機だったら首の骨を折っ
13
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てイチコロ、命がなかったであろう。でも其の日の飛行機にはバンドがあったのである。戦争で死なず、戦後に不時着で死
んだでは話にもならない。
敗戦後、日本酒やウィスキー、たばこのやりとりを他の隊の主計長たちとしていた。僕の手元には日本酒はたくさんあった
けれども、ウィスキーはなかった。日本酒は十五日に兵隊が帰って、みんなに分けてあげた。たばこも僕のところには「誉」
は山のようにあっだけれど、「光」がなかった。「光」をひと箱とウィスキーをひと箱もらってその代わり「誉」をあげてと、そん
なことをやって交換した。
其の日は乗る前の交換で手に入れたウィスキーを座席の下に入れて、その前にビールを六本置いて、飛行機の上で飲
んでいた。結局飛行機が裏返しになったとき被った液体はビ－ルであり、眉間の目の玉の上に当たったのはビールビンで
あった。それで目が見えなくなったのだと判明した。お笑いである。区長さんの家にはウィスキー（サントリーの角瓶）三本を
御礼に置いてきた。（昭和五十九年三月二十四日、友人の世話で現地三重県伊賀町百之沢の拓植川原を訪問した。）
酒の肴にカンバンも六袋ぐらい持って飛行機に乗っていた。大阪の上を飛ぶと、全部焼けて、道路だけが綺麗に見える。
あとはもう茶色と黒い焼け跡。かわいそうだなと思って、誰かが拾うかもしれないからと、飛行機の上からカンバンを袋のま
ま放った。
其の日、八月二十四日の天候については「高松宮日記」にこんな記載がある。八月二十四日高松宮は鈴鹿を越える予
定だったが、天候不良で中止になった。越えられなかったので、その日の汽車に乗って東京に帰ってしまったと、そういう
日記がある。
僕は目がみえなくなったから、東京へ帰ってから友だちの医者に診てもらった。目がおかしい。ビールビンがぶつかったか
らものが全部二重に見える。唯一分程すると、二重のものが一重になり、よく見えるようになるのだと言ったら、神経がやら
れているけれども、三ヶ月たったら治るだろう。三ヶ月経っても治らなかったら一生治らないよと言われた。四ヶ月たったら
治った。操縦していた林少尉は、他でも不時着したことがあって慣れている。無傷だった。
＊佐藤庄市郎さんは『ルーデンス佐藤の回顧録九十年』平成２９年１０月のなかで、
「和十九年十月一日、海軍主計見習尉官として海軍経理学校築地分校に入隊。昭和二十年四月一日卒業して、第三岡
崎海軍航空隊に配属され、六月一日海軍主計少尉に任官。七月七日甲航空隊として特攻機を持って姫路空に移動。飛
行場は加古川より加古川線で粟生に行き、北条線に乗り換えて三つ目の法華囗にあり、姫路からは直距離二十キロ程の
山の中にあった。岡崎の航空隊から行ったのは中間練習機が十五機だが、人員は航空要員が四十人。整備が四十人くら
い。八、九十人の一隊であり、その面倒を僕が一人で見るわけである。」と述べておられる。そして、 一旦福島に帰郷し
ていたが、再度呼び出しを受けて、岡崎航空隊でしばらく残務整理をやった。昭和二十年十一月三日、ひと通りの残務処
理を終え、無蓋貨車に乗り、帰郷した。という次第であったそうです。
『ルーデンス佐藤の回顧録九十年』

平成２９年１０月

目次
・ まえがき ・ 誕生～中学 ・ 一高～大学 ・ 海軍時代 ・ 弁護士 ・ 最高裁 ・ 最高裁以後
・ 交友録 ・ 追憶 ・ ゴルフ ・ 碁 ・ エッセイ ・ 年表 ・ 育子（妻） ・ あとがき
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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。
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協 賛 広 告

賛 企 業・法 人

株式会社
宮脇書店
代表取締役
社長
宮脇範次
（S47・経）
香川銀杏会
日亜化学工
業株式会社
代表取締役
社長
小川裕義
（S６３・経）
徳島東大会
日亜化学工業株式会社ホームページ
http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html
関東図書株式
会社
代表取締役
岩渕 均
（Ｓ４７・養）
企画営業部
吉田 敦
（Ｈ２７・文）

三陸鉄道株式
会社代表取締
役社長
中村一郎
（Ｓ５４・法）
岩手赤門会

三陸鉄道 http://www.sanrikutetsudou.com/
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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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