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東京大学同窓会連合会ニュース「ただひとつ」 令和２年（２０２０年）８月号
２３２号

発行日：２０２０年８月１日

巻頭協賛広告は毎月交替で掲載いたします。

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
現時点で連絡あった中止・延期のみ記載、コロナ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8月
山形赤門会第7回総会

8月22日(土)１８：００～

中止

岩手赤門会

8月下旬

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

中止

ホテルニューイタヤ

福岡銀杏会 総会

9月12日（土）

中止

福岡ホテルオークラ

佐賀赤門会

9月上旬

中止

揚柳亭

連合会総会

９月２３日（水） １５：００～

書面（検討中）

東京第一ホテル

東京銀杏会総会

９月２３日（水）１８：００～２０：３０
催検討中

中止

予定通り・実施内容変更

限定リアル開

ホテルメトロポリタン山形
未定

東京第一ホテル

2020年10月
ナビオス横浜

連合会全国大会(21回)

10月24日（土） 15：００～１９：００ 限定リアル開
催検討中
10月16日（金）
オンライン検討中

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

神奈川銀杏会 第28回総会

オンライン開催
中止

未定

未定

2020年11月
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 埼玉会館
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」
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鎌倉淡青会

11 月 21 日（土） 14.00～17.30

香川銀杏会

11月29日（日） １８：００～

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

銀座アスター鎌倉賓館

JRホテルクレメント高松
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・ご絡連
◎ 事務局夏期休暇： 8月8日（土）より8月１５日（土）。緊急時は長嵜・土田の携帯までご連絡ください。
◎ 大学関係
〇 以下の基金にご協力ください。 （継続掲載）
（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】 2020 年4 ⽉20⽇〜2020 年9 ⽉30 ⽇
【基金の使途】 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。
【所得控除のみ適用】
＊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-19message-3.html
（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）
【募集期間】 期限無し
【基金の使途】 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、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。
【所得控除に加え税額控除も選択可能：確定申告上必要証憑は基金事務局より希望を問わず自動的に郵送】
〇 本年のホームカミングデイはオンラインで開催
連合会本部及び神奈川銀杏会はそれぞれ参加申込を行い、大学より下記確認の連絡を頂きました。
◎ 連合会企画は、各地域同窓会の集合写真・活動写真によるスライドショーです。各会のお持ちの写真や地域
色ある画像などのご提供をよろしくお願いします。本ニュース発行時点では、皆様の反応もあまり無いことから、過去
の連合会ニュース掲載の写真の活用も考えております。
「第19回東京大学ホームカミングデイ同窓会主催イベント審査結果ご通知の件」
このたびは第19回東京大学ホームカミングデイにおける同窓会主催イベント開催をお申し込みいただき、ありが
とうございました。
審査の結果、貴同窓会にはHCDにご参加いただけることになりましたので、ご連絡申し上げます。
「東京大学ホームカミングデイ＜ライブ配信/録画映像公開までの流れとお願い＞」をお送りいたしますので、ご
確認いただければ幸いです。
https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/JI2sgAHIcE6Af5oBJQ5zb2uiBPGwG6BFqt948aCmMwpK
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
【連絡先】
東京大学校友会事務局 HCD担当
〒113－8654 文京区本郷7－3－1 東京大学卒業生室内
e-mail: ＨＣＤ.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
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◎ 連合会関係
（１） 連合会総会（9月23日予定）：
・ ご案内のごとく、連合会総会は5月26日に予定しておりましたが、9月23日に延期されました。その間の会務遂行
は、本年度第１回幹事会を書面にて開催し、昨年度報告・決算、本年度事業計画・予算・年会費・役員、校友会と
の大同団結に関わる件等の総会議案（事務局案）につき幹事会としてご検討頂き、ご承認いただきました。
・ 9月23日総会については、本ニュース発行時点では、感染の第2波拡大はほぼ確実の状況ですので、万全の感
染防止を講じの対策を講じた総会は断念し、書面審議を原則とせざるを得ないと考えております。また、下半期の
連合会活動計画・予算についても感染拡大の影響を考慮して見直す必要があると考えます。これらを踏まえ、総
会日程の一ヵ月前には、皆様に総会開催通知と共に総会議案の案内をお送りする予定です。

（２） 新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインについて
事務局にて同窓会活動において注意すべき点をまとめ、一般的な会合開催時の注意事項のガイドライン、及
び、もし感染した場合を重点にしたガイドラインその２（「新型コロナウイルス感染症対策における千代田保健所
の取り組み」含む）を発行しましたので、下記掲載します。
2020年7月9日
東京大学地域同窓会事務局 各位
新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインについて
東京大学同窓会連合会 事務局長 長嵜 新一
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、同窓会活動においても、その多くが中止、あるいはオンラインで
の企画で代替していますが、一方では、リアルでの集まりが良いとの声も強いようです。
こうした中で、最近いくつかの活動が復活しています。先日、東京銀杏会は、久々にリアルでの銀杏講演
会（講演と食事）を学士会館で行いました。適切な感染防止策を取られた集まりでしたが、考慮すべき点もあ
りますので、連合会として共通のガイドラインを発行したいと考えるに至りました。
個々には、各会独自の判断があると思いますが、叩き台を下記に示しますので、先ずは気付き事項などご
意見を賜わりたく、宜しくお願い申上げます。＊赤字の注は皆様のご意見を参考に追加しております。
[はじめに]
１． 施設と主催者の協力
イベントで出席者に感染者が出ないようにするには、主催者・施設双方の協力が必要です。
・ 施設は、施設内イベントについは、「各都道府県発行のガイドラインに沿った（最低限として）、或いはそれ
以上の感染防止基準」を遵守・実施ずることが要求されます。 CF. 東京都の場合：「事業者向け東京都感
染防止ガイドライン～「新しい日常」の定着に向けて～（第3版 2020年6月19日）」（添付）
・ 主催者も、同窓会のような団体であれば、独自に、「各都道府県発行のガイドラインに沿った（最低限とし
て）、或いはそれ以上の感染防止基準」を設け、開催イベントの施設及び参加者へ事前に明示することが必
要です。
・ 大切なのは、問題が起きる前に、施設・主催者が各々の基準を認識し、適切な実行案を協議することで
す。
２． 新コロナウイルスの脅威
もう一つの懸念は、新コロナウイルスの脅威は過大視されている、或いは、現在の感染防止策は過剰であ
ると主張する方が（体力のある方に）少なからずいることです。新型コロナウイルスの怖さは、感染しても症状
が無い元気な人も、他の人に感染させる可能性があり、うつされると、弱い方は短期間で重篤化することで
す。少なくとも有効なワクチンが出るまでは、主催者は心を鬼にして多少過剰でも適切な防止策を講じるべき
です。
[主催者が要請すべきこと（ガイドライン案）]
１．基本
該当施設が適切な感染拡大防止策（東京都事業者向け感染拡大防止ガイドライン、或いはそれ以上）を
順守・実施しているか確認すること。その上で参加者に適切に注意を喚起すること。
２．会場設定
（１） ソーシャル・デイスタンス（１～２ｍ）を守り、且つ、対面会話を避けるレイアウト。
（2） その結果による参加人数減・大き目の会場設定による経費増を考慮。
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（3） 適切な換気（常時、扉か窓の一部を開ける。または、１時間に1回の換気）。
（4） 出席者のアルコール消毒と体温測定（施設でできない場合は自ら準備する）。
（5） 受付担当はフェイスシールド着用、又は受付にスクリーン設置（例：コンビニ受付）。キャッシュレス支払の
導入を検討する。
（6） 懇親会（飲食）はできるだけ避けるべきだが、実施の場合、大皿料理は不可、飲み物は手酌。アルコー
ル類は、気分が大きくなり、大声を出し勝ちとなるので、必要なら乾杯程度として、原則として避ける）
（7） 会議・食事机に飛沫防止パーテションを設置、ソーシャル・￥デイスタンス確保/対面でなく横並びに。
３．出席者の義務
（１） 高熱・体調の悪い場合は（37.5度以上に限らず、自分の判断で）出席しない。キャンセル料なしを考慮。
（２） 出席者は食事以外ではマスクを着用。
（３） 手洗いの遵守（入場前、食事前その他）。
４． その他
（１） 日常生活においても基本的な感染防止対策（三密を避ける、毎日の体温測定等）を講じる、
（２） 厚生労働省の接触確認アプリに登録、同窓会内への感染拡大を避ける。
以上
2020年7月27日
東京大学地域同窓会 会員各位
新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインについて その２
「新型コロナウイルス感染症対策における千代田保健所の取り組み」
（2020年6月22日） その他関連情報
東京大学同窓会連合会 事務局長 長嵜 新一
・ 東京を中心に全国に感染が再度拡大、コロナ禍の長期化が懸念されますが、国民の我慢も限度となりつ
つある中で、経済優先への方針転換から種々の活動は少しずつ再稼働していることは喜ばしいことです。
一方、経済優先と歩調を合わせ、SNSや口頭で、日本人は重症化する比率が低い、新コロナの死亡率はイン
フルエンザより低い（故に、心配いらぬまでは確言しない）との意見も多くなり（これら意見の可否は別の機会
にしますが）、なんとなく実体以上の安心感を与えているようです。現在の問題は、感染者の重症化・死亡率
ではなく、現状の国の仕組みでは、感染により本人だけでなく、周囲に大きな波紋を起こすことです。
・ 先に、事務局よりは感染防止のガイドラインをお送りしましたが、今回その２でお知らせするのは、「もし感染
したら」についての情報です。 もし（万が一）、我々が同窓会に限らず何らかの集まりで感染すると、染拡大
防止取り決めに従った手続き、特に保健所による「積極的疫学調査」等で、過去に遡って周囲の関係者（家
族・所属する組織・友人等）を巻き込む非常に大きな騒ぎになることを知っておくことが必要です。
・ その一助として、下記の資料を添付します（ホームページから見つけたもので、参照資料とすることにつき、
ソースの了承は得ておりません）。
１） 「新型コロナウイルス感染症対策における千代田保健所の取り組み」 （2020年6月22日）：
特に、万が一の場合の窓口になる同窓会事務局においては、「陽性が判明」以降の流れをよくご理解くださ
い。
２） 接触者調査票の例：
濃厚接触者探しのため、感染した患者一人から池の波のように、過去に遡って患者が利用した施設、勤務す
る企業への調査の波を拡げることを覚悟しなければなりません。
３） 「従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の報告内容と、企業側の対応」 人事老労務研究所所長
副島智子
・ 本部事務局としては、各同窓会においては、これらのリスクを踏まえ、十分な感染防止対策及び感染した
場合の対応策を講じるようお願いいたします。
以上
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（３） コロナ禍長期化での同窓会活動の促進～オンラインの活用
・ 新型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対面の集まり・交流・親
睦と正に三密環境の活動ですので、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。既にご報告したように、神奈川銀杏会や鎌倉淡青会などは、講演会や
（神奈川三土会、鎌倉三金会）、趣味の会（神奈川気功の会等）に加え、幹事会などのオンライン化も常態化してお
り、「以前より参加者が増えた」、「遠隔地の参加者も出た」など、新たな活性化の種になりつつあります。
・ 特に、神奈川銀杏会のオンラインを活かす活性化は勢いを感じます。豊吉会長のコメントを引用すると、「ピンチを
チャンス」にすべく、皆様が頑張っていることは心強いことです。
（４） 10月16日全国大会までにはZOOM装備で全国から出席：
コロナと共存する世界では、オンラインは日常になります、同窓会の基本インフラとして、会員メールアドレスの普及率目
標を90％以上にとお願いしていましたが、もう一つの目標は、全地域同窓会事務局・幹事がZOOMに習熟し、例えば、10月16日の
全国大会には全ての地域同窓会がオンラインで参加できる環境を準備することです。よろしくお願いします。
巻末に神奈川銀杏会提供のZOOM簡易マニュアルを添付しております。ご活用ください。
◎ 校友会関連
（前号と同じ）
（１） 校友会との大同団結：
連合会幹事会にご検討頂いております総会議案第7号～校友会との大同団結の第１段階として、① ２０２０年１０
月１日付にて連合会名称を「東京大学地域同窓会連合会」に変更、② 同日付けにて、校友会が新設する「地域同
窓会本部」を連合会事務局が兼務する件につき、校友会は7月3日に役員会を開催し（10名の少人数で開催、その
他役員は書面で参加）、承認予定です。尚、本役員会にて、大塚睦毅会長（65法）が退任、宗岡正二副会長（７０嚢）が会長
に就任されます。
地域同窓会本部の目的は、「国内の地域単位の同窓会活動を支援する」ことで、具体的内容は、校友会・大学関
係部門との協議によりますが、事務局としては、下記を重点に地域同窓会発展を図りたいと考えております。
① 広報手段の強化：
TFT（毎月発行・電子媒体・卒業生部門）及び校友会ニュース（年２回・紙と電子媒体・校友会）を通じての地域窓
会活動広報を確保・強化する。
② 在京県人会拡大構想：
鳥取、徳島、山口の各県では、学内の地元出身学生・教職員による県人会的組織を作り、新入生歓迎会、就活支
援などの活動を行っているが、この「県人会」（仮称）を他の県にも拡大を図る。地域の絆による暖かい交流・親睦
のネットワークは、ストレスの多い地方出身学生（特に女子学生）のセイフテイネットとして、大学の重要なインフラと
なる。また、今までは五月祭・駒場祭の地方企画支援を通じて育成に努めていた地域単位の学生ネットワーク作り
も役立つ。
③ 年次による同窓会構想：
地域、学部・院、運動部・サークル等種々ある同窓会全てを串刺しにできるのは地域と年次だが、東大には組織
的な年次同窓会は未だ無い。地域同窓会本部としては、学部・院同窓会と連携して、校友会年次同窓会を東大
同窓会の基幹同窓会とすべくその育成・発展を図る。
④ 地域支部構想：
日本国内・海外における東大同窓会の発展は、大学自体の発展に繋がる。日本全国で自主的に立ち上がり、東
大の旗を掲げ、地域における東大卒業生の交流・親睦、そして支援に努めて来た地域同窓会は、東京大学の地
域連携拠点の役割をも果たす可能性を持つ。大学とのより緊密な連携を推進したい。

Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
◎ 埼玉銀杏会 講話を聞く会」の開催につきまして
毎年開催の講話を聞く会につきましては、6月１３日（土）の予定を延期、現在、9月26日（土） １３：３０（受付開始）～
16:00の日程で再調整中。
・ 講師は、東京大学医学部名誉教授 埼玉県病院事業管理者 岩中 督 様
・ テーマ 「埼玉県の医療事情と子どもたちの未来」
・ 場所 埼玉共済会館（さいたま市浦和区岸町７丁目５－１４）
・ なお、会の開催に必要な、ソーシャルディスタンスの確保として、下記を考えています。
１ マスクの着用をお願いする。
２ 講演後のお食事は、立食パーティー方式とはせず、レストランに各人別の料理を準備していただく。
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３ 酒類等のアルコール飲料は出さないことといたします。
４ 当日の受付は行わず、参加者である会員の皆様からの会費は、あらかじめ会の方に振り込んでいただく。
５ 会場の広さにも余裕をもたせる。
（文責：埼玉銀杏会 露無松景
◎ 東京銀杏会囲碁の会
囲碁の会幹事 上田比呂志
８月の東京銀杏会囲碁の会は中止とさせていただきます。今年の２月から新型コロナウイルスにより中止となってい
ますが、６月からは希望者でZOOM碁を楽しんでいます。参加会員はそれぞれ10名ほどですが、何と、この４月にロン
ドンに発たれた渡邊恵子先生が朝６時（時差８時間）起きして参加され、ご指導いただいています。７月には２面打ちも
可能となりました。
９月以降も会場である日本棋院有楽町囲碁センターが通常な状態に戻るまでは中止といたします。
会場が通常になりましたら、いつものように一斉メールにてご案内いたしますが、当面は囲碁の会の開催予定日、
つまり奇数月は第２土曜日、偶数月は第４土曜日にZOOM碁を開催する予定です。
ZOOM碁の詳細につきましては上田から一斉メールにてご連絡させていただきます。
連 絡 先：上田比呂志（Ｓ59法）E-mail：hirorieshoyuco5@u05.itscom.net
ご参考までに７月１１日（土）に開催しましたZOOM囲碁の会の様子をご紹介させていただきます。運営で不慣れ
な点もございましたがご参加の皆様には対局や指導碁を楽しんでいただきました。

左上から 渡邊恵子先生（ロンドンから）、幹事の鈴木庸夫さん（S42文）渡邊恵子先生（2面打ちでPC２台ご使用）、渡
邊輝さん（H01法、6月新会員） ２段目左から 市瀬國興さん（S41工）、島広志さん（S59工 今回より新会員）岡崎一
夫さん（S37法）江波戸哲夫さん（S44経）3段目左から 馬亜蘭先生、今村啓一さん（S59経）、山下東洋彦さん（S41
法）、松田研一さん（S41法）、4段目左から 上田比呂志（S59法）、楠田修司さん（S40法）

冒頭の開会のご挨拶 岡崎一夫さん

お気に入りの写真をＺＯＯＭの背景画面に 鈴木庸夫さん
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[神奈川銀杏会]
◎ 昼食会（三土会） （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。多くの方々の参加をお待ちして居ります。
[７月の活動状況]
○ 三土会・食楽会共催のオンライン講演会
今月は、一般社団法人・東大ウォリアーズクラブ代表理事・好本一郎様（1978年法学部卒業；神奈川県川崎市ご出
身）を講師にお招きし「大学スポーツの新時代を目指して ― 東大アメリカンフットボール部の試みー」というテーマ
で、オンラインによる講演と意見交換を行った（参加者２７名）。
・ 「WARRIORS(ウォリアーズ)」のチーム名で親しまれている、東京大学アメリカンフットボール部は、東大を代表す
る運動部の一つである。2017年から「未来を切り拓くフットボール」という理念の下、「学生日本一をめざす」という
目標を明確に打ち出し、組織の見直しや改編を進めてきた。2017年から就任した森清之ヘッドコーチ（HC）は、80
年代に京都大学アメフト部が2度日本一に輝いた時の中心メンバーで、その後、国内外でコーチを歴任、日本代表
のヘッドコーチを務めた経験も持つ、日本アメフト界を代表する指導者である。森HCに率いられたWARRIORSは、
国公立大学では史上初となる関東学生リーグの最高峰「TOP8」への昇格を果たした。
・ 一方、この躍進を支えるものとして注目されているのが、OBOG会などで構成された支援団体「東大ウォリアーズ
クラブ」が法人化（一般社団法人化）され、ガバナンス体制、財政基盤、サポート・レベル等が大幅に強化されたこ
とである。東大ウォリアーズクラブの取組みは、アメフトや東大に限らず、我が国の学生スポーツ界にとって極めて
先進的なチャレンジと評価されている。
・ 講師の好本代表理事からは、WARRIORSが対処すべき課題と法人化されたウォリアーズクラブならではの問題
解決の取組み、外資系企業で経営者を歴任された経験に裏打ちされたガバナンス論の展開、さらに一部動画も交
えたメッセージ性の強いプレゼンテーションをいただいた。
・ 参加者（サッカー部、ゴルフ部、応援部、さらにはWARRIORSのＯＢ等）からは、ウオリアーズクラブの成果を踏ま
えた東大運動会、学生スポーツ界の今後の発展の方向性について熱い議論が行われた他、
①ウオリアーズクラブのような取組みが広く普及することを阻むものは何か、
②スポーツに限らず大学の社会連携を推進する上での課題は何か、
③運動会における学生の安全の確保の重要性、
④大学における人材教育の意義、⑤WARRIORSのＯＢの日本社会における活躍への可能性等、多様な観点から
活発な問題提起が行われた。
・ 講師の好本代表理事は、これらの論点に対し、丁寧に、かつ、歯切れ良く明快なコメントをされたので、参加者
にとって大変充実した意見交換となったと考えられる。ご関心をお持ちになられた方は、好本代表理事のブログ
（https://tokyowarriors.hatenablog.com/ ）等を参照願いたい。
[今後の開催予定] テーマと講師は以下の通りです。
8月22日夜 「オンライン口演」参遊亭遊助（豆生田信一様、56経、神奈川銀杏会会員）
9月19日「地域の安全・安心を目指したALSOKの取組み」（仮題）
綜合警備保障（株）社長 青山幸恭様（50法、横浜市青葉区在住）
[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] オンライン開催の場合は暫定的に500円程度の寄付をいただくことにしておりますが、新型コロ
ナウイルス感染症対応下、毎回の開催毎に変更があり得ますので、詳細は下記幹事宛てにお問い合わせください。
[連絡先] 幹事
・ 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
◎ 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。
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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。
◎ 神奈川県主催の「エッセンシャルワーカー支援イベント」
神奈川銀杏会会員（56経）の豆生田信一様（落語家「参遊亭遊助」）から、添付ファイルの通り、ご本人が出演した
５分間の落語のご紹介をいただきましたので、皆様と共有させていただきます。エッセンシャルワーカー支援という社
会的意義のあるイベントですので、趣旨をご理解いただき、是非、一度ご視聴ください。
（ご参考）参遊亭遊助（落語家）
本名 豆生田信一 56経 神奈川銀杏会会員
元・横浜銀行、元・ALSOK。ミシガン大学MBA
[８月の夏休みスペシャル企画]
例年８月は夏休みとしていましたが、今年は春にコロナ対応で2か月休会したこともあり、豆生田様と相談して、下
記のような特別企画を検討中です。
○概要 オンライン寄席
○出演者 参遊亭遊助（豆生田信一様）
○日時 ８月２２日（土）１９時３０分～２１時 （第三土曜は１５日ですがお盆を避け２２日（土））
（詳細が決まりましたらご案内します。）
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。
【８月の予定】
１．テニスの会：８月６，７，１２，１４，２０，２１、２６，２８日 ８：００～１０：００
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）：
８月１０日及び８月 2４日 ９：００～１２：００ スペース野の花(鎌倉)
３．書道教室：８月１３日（木） １０：００～１５：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
４．三金会：外出自粛要請が出て2か月間休会したあと５月度よりWeb会議方式で再開した．今回で３回目となるが十
数回のトライアル実施でWeb会議に習熟した会員が増えたこと、共同ホスト体制として司会業と参加者の
管理を分業化したことで、円滑に進めることが出来た。
８月は２１日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
話題：「日本の科学技術の競争力・・・科学技術予測調査より」 提供者名：伊藤 裕子 （文科省）非会員
５．鎌倉淡青座禅会：８月も休会。
６．歴史散策会：８月は休会。
７．街道を歩く会：8 月は休会。9 月以降の計画について当面は未定とし、再開については改めて検討する 。
８．ヴォイストレーニング教室： ８月も休会。
９．淡碁会（囲碁同好会）例会：８月例会も中止。
１０．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
１１．包丁淡青：次回は 10 月 20 日の予定。
１２．ゴルフの会：秋のコンペについては検討中。
【９月の予定】
コロナ第二波の心配もあり、まだ、先が見えず、閉会している同好会が多数あります。９月の予定については来月号
でご紹介いたします
募金活動の中間報告及びお礼とお願い
現在、淡青会は昨年の１２月にお願いした①「沖縄首里城の再建支援募金のお願い」と、今年6月の東京大学から
のコロナ禍募金協力の要請に応えて、 ②A：「新型コロナウィルス感染症緊急対策基金」B：「修学支援事業基金」の
募金を実施中です。
現在までに①は9万円弱、②はＡＢの合計１５万円強の募金がありました。
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募金の締切りは、①は本年の１０月３０日、②はＡが９月３０日、Ｂが１２月１８日となっております。
ご協力いただきました皆様には厚く御礼を申し上げますとともに、まだご協力をいただいていない方には改めてお願
いを申し上げる次第です。
定例昼食会（三金会）
今月の話題提供は、元JAXA宇宙飛行士 山崎直子会員（H05工）による 「宇宙の動向」 で ４３名の参加者があっ
た。宇宙開発の歴史から現在の米中の覇権争い、さらに日本の戦略に至るまで幅広い話題提供があった。講演後に
は会員から活発な質問や意見交換があり、盛会に終えることができた。

今後は；
① ビル改築で今まで借りていた会場が使えないので、１２月度までは Web 方式を継続する。
② 来年以降についてはウイルス感染の終息や Web 会議方式の得失を見て別途企画する。たとえば実会場での
昼食会とWeb会議を融合して、遠方の会員や講演者が参加できるOpenな体制にするなど。

10

２０２０・０８
関西東大会
関西東大事務局よりメール配信の関西東大会通信（5～8月号）より抜粋。
（関西東大会通は経費節減のため、メール配信のみのお送りを了解していただける方には印刷版通信の郵送を控えさせていただ
いております）
〇 「令和2年7月豪雨」の被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げ ます。=
〇 お詫び
・通信の発行が、遅れ遅れになり申し訳ございません。今回の通信を5～8月号といたします。（次回通信は、新型コロナウィルスの
収束状況を見ながら、各イベントの開催予定が明確になった時点での発行となります。9月～10月の発行を予定しております。）
・新型コロナウィルス感染予防のため、例年4月～9月に開催予定の幹事会主催イベント 及び同好会主催イベントは、すべて中
止・延期となっております。ご了承ください。
＊＊延期イベント一覧＊＊
◎テニス同好会・・ 4/18～19「第 57 回 2020 年春の箕谷（みのたに）テニスツアー」
◎囲碁同好会・・・ 4/25 囲碁同好会 7/25 囲碁同好会 ◎男も料理教室・・ 5/18 「2020春の料理教室」
◎ゴルフ同好会・・ 5/23 「第10回ゴルフコンペ」
◎音楽同好会 ・・ 例年9月開催の音楽会
◎幹事会主催・・・ 8/23 「2020年夏の講演会」
＜今号の目次＞
・イベントに関し、各同好会世話人様、幹事会からのご連絡
・東京大学より
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)緊急対策への ご支援のお願い」 （関西東大会も、東京大学へ寄附
をいたしました。）
・「東京大学校友会」と「東京大学同窓会連合会」の大同団結のご報告
・2020 年 2 月 16 日（日）開催の「第 34 回総会」における講演会の報告
・事務局からのご案内・編集後記

◎ 幹事会より

夏の講演会の中止につきまして

代表幹事 河野 裕亮
例年 8 月に開催いたしておりました、「夏の講演会」ですが、新型コロナウィルス感染予防のため 残念ながら、今年中止といたし
ます。 尚、講師をお願いしていました元NHKアナウンサー 松本和也様には、2021年2月7日（日）開催予定の 総会にてのご講演
にスライドをお願いし、ご快諾を いただいております。
演題「あなたの話は本当にわかりやすいのか？ ～東大生だからこそ気をつけたい『伝わりやすい』話し方のコツ」
です。 アフターコロナでの、新しいライフスタイルでの話し方にも触れていただこうと思います。 （申込方法など詳細次号の通信に
て発表します。）
◎ 東京大学より「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)緊急対策へのご支援のお願い」
こちらのリンクよりご覧ください。 http://blog.kansaitodaikai.main.jp/?eid=1398687
◎「東京大学校友会」と「東京大学同窓会連合会」の 大同団結のご報告 （省略）
◎ 2020 年 2 月 16 日（日）開催の「第 34 回総会」における講演会の報告
こちらのリンクよりご覧ください。 http://blog.kansaitodaikai.main.jp/?eid=1398688
◎ 編集後記
皆様、お元気でお過ごしでしょうか。2020 年、「東京オリンピックの年」として後世に語り伝えられるはずが、「コロナの年」として記
憶されることとなりました。明るい未来を信じて、うがい・手 洗いなどの予防に努め、冷静に淡々と過ごしましょう。
年会費未納の方、お手数ですが年会費 5,000 円×未納年数分、下記口座のいずれかまでお振込みください。
関西東大会事務局 〒663-8003 兵庫県西宮市上大市5 丁目24－75 河野 裕亮 方
ＴＥＬ＆ＦＡＸ： 0798-20-8027 （常時留守電に設定しています。）
E メール kansaitodaikai＠iy.main.jp HP http://kansaitodaikai.main.jp 緊急連絡先 （河野携帯）090-39456360
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東海銀杏会通信（2020年6月20日発行）より
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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． 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8月以降の活動予定は、以下の通りです。
8月
13日

～

（木）

学士会館夏期休館

16日
（日）
20日
（木）
27日
（木）
30日
（日）
９月
7日（月）

23日
（水）

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）
夏期講演会「現代社会のストレスにどう対処するか」（12:30～食事、13:20～講演
学士会館）
久保 千春氏（九州大学総長）
五輪代表選手に学ぶ初心者向けストレッチ教室（10:00～ 学士会館）
若手茶話会（オンライン開催予定）

夕食会「チバニアンのすべて～最後の地磁気逆転はどのように起こったのか」
（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）
岡田 誠氏（茨城大学理学部教授）
午餐会「短歌の魅力」（12:30～食事、13:20～講演
馬場 あき子氏（歌人）

学士会館）

※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 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。
☆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）
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・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の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、漏洩の危険のないよう適切に取り扱いま
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
場合がございます。
＜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買え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）
お問い合わせは、
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

3． 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

美の競演 －静嘉堂の名宝－ Pageant in Art ; Masterpieces of Seikado Bunko Art Museum日本
博 JAPAN CULTURAL EXPO
［会期］ 2020年6月27日（土）～9月22日（火・祝） 前期展示 6月27日（土）～8月2日（日）・後期展示 8月4日
（火）～9月22日（火・祝） ［休館日］毎週月曜日 （ただし8月10日、9月21日は開館）、8月11日（火）
※ 発熱等、風邪の症状がある方は、ご来館をお控えください。館内では、マスク着用・咳エチケットの励行に
ご協力ください。
16
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※ 新型コロナウィルスの感染状況により、臨時休館とさせていただく場合がございます。当館のホームページ
等で最新の情報をご確認下さい。
※ また当面の間、混雑時には、館内ご滞在の人数に制限を設けており、ご入館を順番でお待ちいただく場
合もありますこと、ご了解のほどお願い申し上げます。
［開館時間］午前10時～午後4時30分（入館は午後4時まで） ［入館料］一般1,000円、大学生・高校生および障
がい者手帳をお持ちの方（同伴者1名含む）700円 中学生以下無料
◎ 三菱創業150周年となる本年、三菱の第2代社長の岩崎彌之助（1851～1908）、三菱の第4代社長の岩崎
小彌太（1879～1945）蒐集の古典籍、東洋の古美術品を所蔵する静嘉堂では、今日に伝えられた絵画や茶道
具、陶磁器、漆工芸、彫刻、刀剣などから名品を精選し、前・後期に分けて展観します。展示室のエントランス
では、岩﨑家が明治から昭和初期にかけて所有した深川別邸（ジョサイア・コンドル設計、跡地は現在の清澄庭
園）や麻布鳥居坂の本邸（跡地は現在の国際文化会館）に飾られていた作品が皆様をお迎えいたします。
◎ 本展では、重要文化財13点、重要美術品8点を含む、各ジャンルを代表する作品から数点ずつを選び、そ
れぞれが互いの魅力を引き立て合い“競演”する様子を、楽しくご鑑賞いただけるような構成としています。名宝
のたたえる格式ある美、斬新な意匠、卓越した技をご堪能いただければ幸いです。
また静嘉堂では開館以来、岩﨑家の社会貢献の精神を受継ぎ、わが国で作り出され、あるいは舶載された貴
重な文化財を継承してゆくために、美術品の修理事業を行ってまいりました。本展では修理を終えて美しく蘇っ
た山水画の屏風や掛幅、仏画や墨跡なども出品いたします。
夏の緑深い季節、自然豊かな世田谷の杜の中の“美の競演”を、どうぞお楽しみ下さい。
◎ 本展 では以下8つのテーマからなる、さまざまな“競演”をご覧いただきます。
1.岩﨑家深川別邸（清澄園）に陳列された、古伊万里、清朝陶磁の競演！
2.岩﨑家麻布鳥居坂本邸の前田青邨「獅子図」と「唐三彩獅子」との競演！
3.茶道具名品の競演！ 天目と天目台／瓢箪・肩衝茶入（後期）／墨跡と青磁花入
4.東アジア山水画の競演！（前期）
5.信仰の造形・祈りの競演！
6.旧襖絵、屏風の競演！＜漢画系＞狩野派と＜大和絵系＞土佐派（前期）／狩野派と琳派（後期）
7.同一モチーフの競演！―中国と日本、師と弟子など
8.刀剣・漆芸・絵画・刊本・浮世絵―美と技の競演＆共演！
◎ 関連イベント
新型コロナウィルス感染予防及び防止のため、予定を変更・中止する場合がございます。当館のHP等で最新の
情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。ご来館、イベント参加の際はマスクの着用などご協力をお願
い申し上げます。 ※1～4はいずれも参加無料（ただし当日の入館券が必要）です
1．講演会
「静嘉堂の琳派とやまと絵 ―発見の日々から現在へ―」
・ 講師：玉蟲敏子（たまむしさとこ）氏（武蔵野美術大学 教授）
・ 日時：9月5日（土）
A.午前11時～午後12時30分頃
B.午後2時30分～午後4時頃
※A、B 各回とも定員50名 同じ講演内容です。
会場：当館地階講堂
★本講演会のみ、「往復はがきによる先着順の事前申し込み制」です。
・ 参加申し込み方法： 往信裏面にA. B. いずれかご希望の記号と、参加者全員（1枚につき2名まで）の住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を明記して下さい。返信表面に申込者の郵便番号・住所・氏名を明記して下さい。
当日は予約番号順の入場。
・ 往復はがき送付先： 〒157-0076 東京都世田谷区岡本2-23-1 静嘉堂文庫美術館「9月5日講演会」係
※定員（満席）になり次第、静嘉堂HP「お知らせ」欄にその旨掲示いたします。ハローダイヤルへのお問い合わ
せ、往復はがき返信でも「申し込み終了」の旨、回答させて頂きます。
2．河野元昭館長のおしゃべりトーク
「競演・対決・ハーモニー 日本東洋絵画の美」 饒舌館長口演
・ 講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
・ 日時： 7月18日（土） 午前11時～午後12時30分頃 終了
9月19日（土） 午前11時～午後12時30分頃
各回とも定員50名 両日とも同講演内容です。
※開館時より整理券配布（1名様につき1枚限定）、整理券の番号順にお入り頂きます。
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・ 会場：当館地階講堂
3．学芸員によるテーマ別、スライドトーク
午後2時から（各回約40分） 地階講堂にて 定員50名
8月16日（日）「 岩﨑家深川別邸を飾ったやきもの」（長谷川祥子）
8月20日（木）「 岩﨑家と近代絵画」（浦木賢治）
9月12日（土）「 静嘉堂茶道具の漆芸―天目台と茶入盆」（小池富雄 ※非常勤 鶴見大学教授）
9月17日（木）「 静嘉堂の刀剣コレクション」（山田正樹）
4．列品解説
午前11時から 地階講堂でのスライド解説を予定 定員50名
8月13日（木）／ 9月3日（木）
４． 一高玉杯会便り
第２１０号（令和２年７月５日）・第２１１号（令和２年７月２６日）
（連絡先）kudo@gakushikai.jp
◎ 秋の寮歌祭の見通し
令和二年度秋の寮歌祭を10月31日（土）に予定しておりましたが、下記の諸状況により開催は極めて困難との見通しと
なっています。
① 現状では、開催予定時期までのコロナ蔓延の低減・終息が見通せないこと
② 現時点で、会場の生協食堂ホールの使用許可が得られる見通しが立たないこと
③ 巷間カラオケ利用者のコロナ感染や室内での合唱行為の感染危険度の指摘もあり開催に一層の慎重な態度で臨むべき
こと
正式確定次第、別途ご通知を差し上げます。
*＊ 終戦の月ですので、連合会事務局の判断で一高玉杯便り掲載の文燦文集より、終戦を迎えられた先輩の手記を
載させて頂きます。
１．私の台湾戦記
野津 龍雄（昭18文乙）
グワーン、ドーンという、腹の底まで響くような、強烈な衝撃を受けて目がさめた。
船倉内の天井から吊り下がった裸電球が一斉に消えて、辺りが眞っ暗闇になった途端、船は大きく左に傾いて、就
寝中の体がゴロゴロと転がり出し船倉の左片端に押し付けられた。
「米潜水艦にやられた！」と思った一瞬、一種の絶望感のようなものが体全体に走ったが、続いて、その絶望から一
刻も早く脱出しようとする必死の意志が働いた。
暗がりの中を、大慌てで襦袢袴下の姿から軍装に着替える模索をしていると、船が、今度は大きく右に傾き、裸電
球が再び点灯されて、船倉内の様子がはっきりわかるようになった。
船倉内の天井から、何本も垂れていた縄梯子が、天井に張り付いたまま下りてこない。万事休すかと思われた瞬
間、次の揺れ戻しで、手の届きそうなところまで下りてきて、何とか掴まえることができた。十数人の兵士が、一本の
縄梯子にしがみつき、我先にと梯子を上がる。
やっと出口に辿り着き、甲板にでると、下弦の月が照らす前面の海に大型の商船が一隻火柱を上げて燃えている。
風はあまりないので、バリバリという音だけ聞こえてくる。
私の乗っている船と、炎上している船との狭い界面に、数十人と思われる兵士が浮かんでは沈み、沈んでは浮いて
罵声を張り上げている。そのうちそれが軍歌に唱和され、互いに激励する声に変わった。
私も甲板から思わず大声で叫んだが、その声は兵士達に届かなかったようだ。
ここで判明したことは、私共の乗っている天正丸という二千屯余りの小型船は、今回米潜水艦の標的ではなく、彼
等は隣に居合わせた、より大型の所謂リバティ型商船（約八千屯）を目標として、魚雷攻撃を行ったという事実であ
る。
ところで、天正丸は、身替わりになってくれたリバティ型商船から焼け出されて、なお海面に漂う兵士達を、直ちに救
助することもなく、全速力で現場から退避行動をとったのであった。
ここで、少し、これまでの私の軍歴を紹介したい。
私は、昭和十八年十二月一日、東大入学二ヶ月後、所謂第一期学徒出陣で応召し、京都の野砲兵連隊に入隊し
たが、翌年三月、第一期検閲終了後、甲種幹部候補生として、三重県加佐登にあった航空整備教育隊に転属を命
ぜられた。ここで苦手な機械いじりを、九ヶ月叩き込まれ、十二月中旬、整備見習士官として台湾の戦闘機隊に転出
させられることになる。
私は、教育隊入隊時、第九中隊第一区隊に属していたが、同年十一月教育訓練終了後の直前、野外訓練中、足
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指を負傷し、約一週間の練兵休を余儀なくされていた。
その頃、同様な事情にあった他の五名と共に、第６区隊第七班が新たに編成されることになり、全員の希望で台湾
に赴くことになった。
十二月十八日、各中隊から選ばれた台湾行きの見習士官百三十六名は、早朝加佐登駅を貨車で出発。
当日は広島の旅館に一泊。翌朝旅館の前面に広がる広島練兵場で乗船手配が行われた。
当初、この百三十六名は、全員八千屯級の所謂リバティ型商船（船名不詳）に乗船する予定だったが、他部隊との
関係で全員は乗り切れず、結局私の属する第七班六名のみは、大正十年英国建造の二千屯級の小型商船をあて
がわれた。
当時教育隊では、最後尾ともいえる第七班の我々六名は、同僚から孤立させられ不満を託っていたが、実はこの処
置がその後の生死を分ける岐路であったことを、後日気付かされるのである。
練兵場での仕分け完了後、宇品港まで行軍、鉄製の艀に乗り、沖合いに停旧中の大正丸に向かう。
暮色迫る頃、古色蒼然たる小型商船は我々を待ち受けていた。天正丸は、その晩宇治港を静かに出航。翌日門
司港沖で前述のリバティ型商船を含め、計十一隻の輸送船団を組む。
十二月二十一日早朝、この大船団は護衛の駆逐艦二隻を加え、大きな汽笛を鳴らしながら、台湾に向け出発だ。
船団は米潜の攻撃を避けるため、直接台湾に向かわず、玄界灘を横切り、仁川沖まで北上する。
このところで、護衛艦は引き返し、船団は支那大陸に洽って南下。福州沖から一気に台湾海峡を渡るところであっ
た。この間米潜水艦は闇に潜んで獲物を狙っていたことになる。
天正丸は、全速力で現場を離脱していたが、二時間ほど経て、又、現場に戻ってきた。冬の夜長も終わり、すっかり
明け放たれた海面も、はっきり見られるようになった。
魚雷攻撃を受けた八千屯級の商船は、大破したものの、水深が浅かったためか沈没せず、船橋やマストが、海面か
ら出たままで燃え続けていた。
海に泳いでいた兵士の數も少なくなり、軍歌の声も消えて、疲労した兵士が、天正丸や僚船に次々と救助されつつ
あった。
現場は福州の沿岸に極めて接近した地点であったためか、陸上から刻を告げる鶏の声、番犬の遠吠えも聞こえ
て、一見、誠に長閑か情景であった。
然し、船団は、一応救助を完丁すると、今度は再び全速力で東南方向に舵を変え、風雨大荒れの中を、台湾海峡
を一日半で横切り、十二月三十日早朝、基隆港に入港した。
下船の際、旧七班の六名は、全員無事だったことを心から喜び合うと共に、不運にも雷撃で亡くなられた百二十数
名の同僚の冥福をお祈りした。
それにつけても、この百二十数名の、航空整備見習士官の一度の損失は、一名当たり、戦闘機三機受け持っことを
前提とすれば、戦闘機約四百機分の整備幹部要員を、突然失うことを意味し、在台第四航空軍第八飛行師団にと
り、重大な損失となった。又この事実は、大本営が、如何に台湾防衛を重視していたかの証左でもあった。
私は、基隆上陸直後、私と同じ船団に属した他部隊の兵士達が、集合している場所に足を踏み入れると、その中
に、見覚えのある一人の見習士官と目が合った。全くの偶然だったが、彼は、旧制高校時代、寮で一時同室であっ
た、関冽（セキ・キヨシ）君であった。
彼け、三重県の航空通信隊に属していたが、偶々私と同じ船団におり、雷撃を受けた商船以外の船に乗っていたと
のことで、互いに幸運を喜び合ったが、最終任地は沖縄の中飛行煬らしいと言った時は、少し不安げな素振りを見せ
ていた。
この日、私共六名のグルーブは汽車で台北に行き、第八飛行師団司令部に申告に赴くと、私を含む四名の任地
は、新竹州桃園飛行場で、他の二名は、屏東方面に配属された。
台湾に着いて、真っ先に驚いたことは、当時、内地では砂糖は大変な貴重品で、紅茶等を淹れる場合甘味料はズ
ルチンかサッカリンの人工甘味料を使うので、不味なうえ、匙で掻ざ回しても手ごたえがなかったが、此処の喫茶店に
は、戦争が始まる以前と全く同じで、砂糖の昧と手ごたえが楽しめた。
しかし、一方、砂糖は内地に移送できないため巷に溢れ、金花糖等の砂糖巣子が至るところで目についた。
ス、鉄橋等対空射撃用の土嚢の中身も粗糖であることが多く、亜熱帯の太陽の熱で、多くの糖蜜が溶けて流れ出し
て、頭痛のするよラな甘ったるい臭いを放っていた。
ところで、戦隊に於ける私の任務は、戦闘機（主に二式戦又四式戦）四機の、整備の指揮監督で、実際の部品の取
り付け、油漏れの防止等は、応召前に飛行機工場で働いていたベテランの工員等が行った。
私か戦隊に着任した頃、既に戦局は敗色が濃くなって、所謂特攻機の整備が盛んになってきていた。整備隊の仕
事は、単に飛行機の整備や試運転だけではない。
最も体力を要する力仕事は、飛行機が無事帰投した後、敵の空襲被害を防ぐため、三～四人掛で、機体を飛行
場から一～二キロ離れた掩体壕に運び込み、機体整備後、翌日午前三時頃に、再び飛行場に運びだすことである。
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当時、桃園地区は真冬で、しかも雨季の最中にあったため、体調を崩す者多く、入院する者が続出する有様であっ
た。
兵役検査、甲種合格であった私も着任ニケ月余りの或る日、突然発熱と共に、体中が痛み出し、手足が全く勣かな
くなってしまった。九大出身の軍医、田中中尉が、私の眼が真っ赤に変色したのを見つけ、ドイツ語の医学書を読ん
で、この病気は、急性関節リュウマチだと診断され、直ぐに、北投陸軍病院附属療養所に入所することになった。
北投は、現在でも台湾では保養地であるが、当時は、何十何百人もの傷病兵が入院し、温泉治療を行っていた。
当時のリュウマチの特効薬、ドイツの「ザルソールブロカノン」と「カルシューム」注射により、眼の赤味もとれ、体中の痛
みも消えると共に、手足の指の腫れもひいて、殆ど元どおりの健康体に戻ったので、三月末退院出来た。
田中先生には今でも感謝しているが、三十年程前に亡くなられたと聞いており、今や、お礼を述べるよすがもない。
ところで、私か入院している間に、二十九連隊は、桃園から台中北飛行場に前進しており、私も白衣から軍装に着
替え、淡水駅から台中駅まで夜汽車に乗って本隊に追い付くことが出来た。
気候は雨季を脱し、温度も内地の夏のような高温になったが、戦況は更に厳しさを加え、毎日のように、特攻機を出
すようになった。
特攻機の操縦士も、平均年齢が若くなり、出撃の前日には酒に酔って「お母さん！」と絶叫して、荒れ廻る兵士も少
なくないとの噂も聞くようになった。
抑々、私は大本営が当初想定したように、米は、フィリピン攻略の次は沖縄でなく、私のいる台湾に上陸して欲しい
と、心底から思っていた。
台湾は沖縄に較べると、面積で約十五倍、人口で二十倍以上（当時）あり、新高山を始め、高山も多く、現地人は、
心情が日本人に近い、親日家も多いので、上陸米軍はさぞかし作戦に齟齬をきたすだろうと考えた。
又その頃、秘かに伝えられた爆弾（重爆撃機特攻）の威力が、米海軍にとり、予想以上の打撃を与えるものではな
いかとの期待もあり、日本軍にラスト・チャンスを与える希望を持ったことである。
然しながら、私の期特に反し、米軍は賢明にも蛙飛び作戦を実行したので、台湾は後回しとなり、弧の弱点である
沖縄を襲ったのである。
昭和二十年四月一日に、米軍は沖縄本島に上陸し、北飛行場と中飛行場を、その日のうちに占領したという一報
が流れたとき、基隆で会った関冽君は、うまく退避出来たろうか、という不安が一瞬頭を過り、何とか生き延びて欲し
いものだと祈った。彼は温厚ながら、頭の切れる秀才であった。然し、私の祈りも空しく、彼が戦死したことを、戦後暫
くして知ることとなる。
台中飛行場への、グラマンやＢ二十九の空爆は、日を追って激しさを加えてき、私の宿舎（師範学校）から飛行場ま
で、約二キロの間で何度か機銃掃射に遭い、その度に遮蔽物に身を隠すことを余儀なくされた。
ところが、八月に入って、広島と長崎に、特殊高性能爆弾（原子爆弾）が投下されたという、大本営からの発表があ
って、暫くしてから、急にグラマン戦闘機の来襲が減ったなと感じた八月十五日、昼前、デング熱に侵されて、台中病
院に入院中の同僚を見舞いに出向いた際、所謂、玉音放送を聞いて、音声不明ながら日本の敗戦を確認し、「逐に
来るべきものが来た」の感を深くした。
本件については、入院中の同僚見習士官と暫く論議を戦わせた。
その後、終戦処理は速やかに進み、当初、引き揚げ船の数量の制約から、帰国は昭和二十五年頃予定とされてい
たものが、都合がついて、翌年の昭和二十一年二～三月に早まり、私の復学も可能となったのが幸いであった。
実際には、二月二十三日頃、基隆から乗船出来、本船が鹿児島湾に入り、開聞岳の二等辺三角形の島影を見た時には、
少しばかり胸が熱くなったのをおぼえている。
２． 私の終戦・八月十五日
渡部 武（昭18文乙）
玉音放送を聞く場所は渥美半島の田原町からバスで約二十分程、太平洋に面した赤羽根の小部落の民家。朝食
を摂つていると、重要な伝達があるので部隊全員所定の揚所に、十一時三十分に集合と連絡が入る。前線への動
員ではないかなどと隊内は何となく不安な雰囲気となる。
所定の場所に集合し終わり、注意の後十二時から天皇の玉音放送が始まった。しかし、雑音がひどく、その内容は
全く聞き取れなかった。放送終丁後、隊長よりポツダム宣言を受諾し、戦争は終結したことが告げられた。その瞬間、
敗戦に伴う感慨はなく、ホッとした。頭に浮かんだのは生還と復学ということだった。終戦に伴う事後処理については
逐次連絡するということで、勤務場所に戻った。次の指令があるまでにしばらく間かあった。隊内に動揺が起こる。兵
隊たちは再度の招集の歴戦の老兵たち。敗北ということ、その事実を兵隊たちは身をもって体験している。立場が変
わって敗者となった兵土たちの動揺は甚だしく、脱走する者が出始める。馬と荷車を持って脱走する剛の者も出てく
る。逃げるが勝ち。皮肉れば、戦陣訓の「生きて虜囚の辱めを受けず」の実践。
半月も経った頃、ようやく部隊の解散に向けて行動することになった。動員された車で伊良湖崎に行き、藤村の「椰
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子の実」の旅情に浸る間もなく乗船し伊勢湾を渡り鳥羽に上陸、列車で京都二条に。駅近くの除隊事務所は混雑を
極めていたが、給与三千円と下着類一包、乗車券になる除隊証明書を受領。裏日本回りで父の疎開先米沢に行く。
学徒動員から幹部候補生教育終了まで昭和十八年十二月に第一乙合格、山形の歩兵聯隊に入営し、学徒動員
で集まった一団は翌年二月まで初年兵としての訓練を受けた。訓練は思った程きつくは無かった。内務班の生活は、
古年兵の厳しい監視（常在戦場という事）と些細なこと（例えば足音をたてる）に対するビンタなどの制裁（気合を入れ
る・後に怪我人が出て、私的制裁として禁止された）などで、心の休まる暇なし。就寝消灯ラッパが救いであった。
この時期の思い出。それは、日露戦争の黒溝台攻略を記念する演習である。一月二十八日夕刻完全武装して出
発。斥候のスキー隊に導かれて行軍。行軍は普通四十五分歩き十五分休憩だが、救援の為の急行軍なので、斥候
からの情報による一時停止以外は休憩無し。市街地を抜けると雪が深くなる。斥候からの敵情連絡を受けて散開し
伏せて雪まみれになる。膝まで埋まる雪中を長時間歩いたことなど無いので膝がガクガクし始める。古年兵に激励さ
れながらなんとか落伍せずに早朝目的地に着いて演習終了となる。とてもこれから休む間もなく引き続き戦闘などは
無理だというのが実感。しかし、当時の東北農村出の兵士たちは力戦奮闘したのだから驚嘆の一語に尽きる。
近所の農家の庭先で休憩、朝食となる。飯盒を開けて吃驚。中の飯は凍みていて食べられたものではない。農家
のおばさんが見るに見かねて炊き立ての銀シャリに、味噌汁、大根と白菜の漬物を出してくださった。その美味しかっ
たことは、今に忘れられない。果溝台は敵地、我が軍の弱点である補給はどうだったのか。
演習前に、黒溝台の戦いについては、当聯隊の救援などによって激戦を制し、日露戦争の勝利を決定づけた戦闘
とのみ聞かされていた。しかし、雪中零下の悪天候の中、その激戦は両軍に多大の犠牲を齎し、悲惨そのものであっ
た。幸いにして露軍の指褌官たちの間に内紛が起きていたことが、我が軍に味方するということもあった。（参考：司
馬遼太郎著『坂の上の雲』五「黒溝台」、同六「黒溝台」（承前）文春文庫）
幹部候補生試験の甲種合格者は、翌年四月千葉習志野薬円台の教育隊で六ヵ月の教育、残り二ヵ月の教育は北
海道沼の端の飛行場大隊で受けた。
ここでの専任の教官Ｓ少尉は、一兵卒から現役志願して、北支の前線で大活躍し、金鵄勲章を授与された歴戦の
勇士である。それだけにこれまでの教官達とは違って、実技の指導は厳しかった。特に対空機関銃の操作の訓練は
たまったものではなかった。七人一組、四人が銃を運搬、操作し、残り三人が銃弾箱を運ぶ。車輪が付いていれば、
移動も容易で何の事は無いはずだが、車輪無し。Ｓ少尉曰く。戦場では地形や天候によっては車輪がかえって邪魔に
なる。戦地の条件、とくに悪条袢を想定しなくては訓練にならない。幹候仕上げの三月は、これまでに無い厳しいもの
であった。
Ｓ少尉の北支前線での体験談・北支前線で苦しんだのは、敵が衝突を避け、その逃げ足は巧でありすばしっこく、
直接対決が出来なかったことである。大本営やマスコミは勝利勝利と報じていたが、決定的勝利を挙げえないままに
消耗していった。敵は便衣、軍服では無く一般人、農民の衣服を付けている。こちらの情報は筒抜けになる。夜陰に
乗じて不意を突かれて犠牲が出る。
我が陸軍は伝統的に、補給を担う輜重輸卒や工兵を兵としては軽視し、後方支援をおろそかにしてきた。その為
に軍票を押し付け、実質は徴発で賄うので略奪同然のこととなり、民心は離反する。八紘一宇などは実践の仕様もな
い。前線が前進拡大するにつれて、兵の犠牲は増える。戦友が殺され、兵は戦意より憎悪に満ちてくる。犯人捜査
と、民家に押し入り、いささかの不審があれば捕えてきて、ドロを吐かせようとして暴力を振るい、挙句の果てはしぶと
い奴だと、軍刀を振るい、銃剣で刺殺する。こう語る時、歴戦の勇士もいささか冷静さを失い、形相も変わった。
この話を聞いて、連戦連勝の報道とは裏腹に、中国戦線が膠着状態になり、泥沼化したこと、終には太平洋戦争
に拡犬したのも頷けた。
（見習士官任官から終戦）
三か月間の厳しい教育を受けて見習士官となり、札幌郊外の丘珠空港勤務となる。入隊以来初めて小隊長として
部下を持つ。皆一人前の中年の職業人。この時にグラマンの機銃掃射を経験。幸いに軍には被害が無かったもの
の、農作業中の農婦が一人気の毒にも犠牲になった。入隊したのは陸軍、北海道の飛行場勤務は空軍。丘珠飛行
場に春。滑走路の周囲を取り巻いて黄色のタンポポが一斉黄一面に咲いた。
五月になり、山形以来一緒であった佐藤見習士官と転勤命令を受け、伏見桃山の師団司令部に行き、更なる勤務
地の指示を受けることになる。任地までは時間に余裕があったので、米沢に疎開した父と一高同級で病気療養中の
遠藤浩を見舞った。師団司令部に行くと、佐藤見習士官はすでに任地広島に赴いていたが。任地未定で何時決まる
かわからない。この時期に宙に浮いた状態。居場所が無い。仕方がないので外出許可を取って伏見稲荷など近辺を
見学。それでも決まらず、一週間の休暇をとって東京の状況を見に行く。北海道にいた時東京が三月の大空襲で焼
け野が原になったという情報が伝わり、兵隊が動揺するということがあった。東海道線では、途中で二度空襲警報に
あい、その場で下車し退避する目に遭ったが無事到着。見事な焼け野が原。首都ともあろうものがここまで一方的に
やられるとは。そういえば、北海道勤務中、沼の端飛行場には中型爆撃機が三機飛来し三日後に北方に向けて飛び
去ったのみ。丘誅飛行場には戦闘機の姿は無かっか。日本空軍は壊滅したのだろう。今次大戦の帰趨はさだまったと
思った。
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妹の勤務先の会社を訪ね、無事を確認。父の許に疎開する気はない。「気を付けてね」と別れた。終戦に伴い国策
会社は解散し、妹は無事父の許に疎開した。東京のひどい状況、訪ねたい先もこれではと思い帰隊することにした。
帰路は運良くというのか空襲に遭うこともかかった。帰隊して数日後勤務先が、渥美半島の赤羽根の沿岸警備隊と決
まった。
豊橋から電車で田原へ。町役場にある軍の連絡所に行き、任地を確認しバスで約二十分、無事に到着した。
部隊はこの地域に展開し、米軍の上陸を阻止する任務の下に、軍の展開を知られぬように民家に分散し海岸線に
展開。直接の上官は陸士出身の少尉、実戦の経験は無い。明るく陽気な美青年。自分も少尉も二十歳を出たばかり
の青年。下士官以下兵は二度目のご奉公、家庭持の老兵。
部隊は松林とその前に太平洋に入る砂浜、美保の松原を引き延ばしたような中々の景観。軍は農漁兼業の民家
に分宿し、米軍の上陸作戦に対応すべく砂浜に穴を掘って展開する。
その実態は如何。小銃は敵の戦車に対して役立たないということで無い。（実態は、配布すべき小銃が無いというこ
と）小銃が無ければ銃剣は無用の長物。というわけで兵士は丸腰。砂浜に蛸壷なる穴を掘って隠れ、敵戦車のキャタ
ピラに手榴弾を投げ座礁させる目論見。（実際にはこれは無理）ノモンハンや太平洋諸島の戦訓を無視して、これで
敵の上陸を阻止することは不可能と思われるが、他に手立ては無いのだろう。少尉殿と小生は腰に軍刀を下げてい
る。下級将校の軍刀の第一の使い道は、突撃の命令を発すると同時に軍刀を振り上げて飛び出す突撃用だ。真っ先
に軍刀を振り上げて飛び出せば敝のよい目標になる。だから下級将校が不足することになるのだが、敵の戦車に向
かって軍刀を振りかざす我が姿を思いみると、勇壮というよりは、惨めというか噴飯ものだ。ここで戦死したら、報道は
力戦奮闘の名誉ある死となるだろうが、実際は何の役にも立たなかった大死だ。現代戦は、国家社会の為の犠牲と
いうかもしれないが、多数の下級将校と兵士を犬死させる。それも仕方がないというのが戦争だ。一国民一市民にと
って平和が如何に大切であるかを知らされた。
終戦とは死を、犬死を免れて生還したということ。終戦と聞いてホッとした中身はこのことであった。そして生きると
いうことは、入学して三ヵ月しか出られなかった大学に復学出来ることであった。ここに終戦後の人生が始まることとな
った。

以上
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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蔵元の会です。同窓会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/

工藤 朋 代表取締役
（H15・工）
佐藤 祐輔
代表取
締役社長 （H11/
文）

福島県福島市
(有)金水晶酒造店
(創業 1895)
斎藤 美幸 常務取締
全国新酒鑑評会8年連続金賞受賞蔵（第96回～第103回）。 役
(S63/養)
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

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）

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

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）

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)

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）

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

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）

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
松聖星高校理事長）

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）

*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）

鳥取赤門会(2012/50)
会長：八村輝夫(61法・元鳥取
商工会議所会頭）
連絡：坂根徹（74法・会社経
営）
＃鳥取県出身東大新入生歓
迎会 幹事：福井論

島根赤門会(2013/70)
会長：木幡均（82経・地銀役
員）
連絡：古津弘也（95法・弁護
士）

①長崎銀杏会（1996/66)
会長：塩飽志郎（68法）
連絡：鳥巣維文（74経）

岡山東大会（1958/150)）
会長:河原昭文（64法・弁護
士）
連絡：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

広島赤門クラブ(1986R/70)
会長: 大野徹（77経・会社役員・
県教育委員会長）
連絡：粟屋充博（80工・会社役
員）

大分赤門会(1988/80)
代表世話人:安藤昭三(５１
法・前大分商工会議所会
頭）
事務局長：生野裕一（01法・
弁護士）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市長）

山口東大会(2014/120 )
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
行）＃東京大学徳島県人会
連絡：田中伸（77法・弁護士）
幹事：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
香川銀杏会(2002/165)
関西東大会(1987/410)
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）
長）
興業名誉会長）
連絡：（石川）藤木慎太郎(08 連絡：河野裕亮（７８経）
連絡：加藤宏一郎（88経・地
工）(東京） 小林博重（76法・会
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

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）

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

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

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）

２０２０年8月1日現在
佐賀赤門会(1982/70)
会長: 井田出海（68法・佐賀
商工会議所会頭）
連絡：稲富英大（78法・会社
役員）

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）
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）

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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