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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9月
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）
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

佐賀赤門会総会

9月上旬

中止

揚柳亭

石川赤門会総会

9 月１9 日（土） １６：００～１７：３０
総会は中止、書面審議
９月２３日（水） １５：００～
書面＋リアル

オンライン講演会・懇親会

９月２３日（水）１８：００～２０：３０
催

東京第一ホテル

連合会総会
東京銀杏会総会

予定通り・実施内容変更

限定リアル開

神宮球場

東京第一ホテル

2020年10月
ナビオス横浜

ホームカミングデイ(第19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＋リア
ル検討中
10月１７日（土）
オンライン開催

長崎銀杏会

１０月・１１月頃

未定

宮崎赤門会

１０月

中止

未定

奈良東大会

１０月

中止 書面審議

奈良ホテル

神奈川銀杏会 第28回総会
連合会全国大会(21回)

中止

未定
本郷

2020年11月
埼玉銀杏会

11月7日（土） １３：００～１７：００ 検討中

静岡中部銀杏会再開総会

11月13日（金）又は20日（金） 中止

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」

鹿児島銀杏会

１１月１４日（土）

中止

城山ホテル鹿児島

奈良東大会

１１月

中止

奈良ホテル
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◎ 大学関係
１．総長選挙
既にご案内のように、総長選考が進行中です。選考過程・日程につき、大学ホームページより要約します。。
・現五神真総長が令和3年3月31日付けで任期満了となることに伴い、本日（４月２８日）、東京大学総長選考会議
内規（以下「内規」という。）第5条に基づき総長選考の開始を公示しました。
【日程（暫定）】
7月 7日（火）
第1次総長候補者の推薦（代議員会）
7月22日（水）
第1次総長候補者の推薦（経営協議会）
9月 7日（月）
第2次総長候補者の選定（総長選考会議）
9月 30日（水）
第2次総長候補者への意向投票
10月 2日（金）
総長予定者の決定（総長選考会議）
２．東大の大学債は最高位の格付けを取得
既に東大が大学債の発行を行う計画であることは、五神総長の学士会講演等で触れられ、その後は新聞等で報
道されているが、愈々具体化される。五神総長の大きなレガシーとなる。
・ 東大は日本格付研究所（JCR）から最上級の「トリプルA」、格付投資情報センター（R&I）から「ダブルAプラス」
の、それぞれ発行体としての格付けを取得している。
・ 大学債の主幹事証券会社は、大和証券（事務主幹事）、みずほ証券（共同主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券（共同主
幹事）、事務委託銀行として三井住友銀行を選択した。
・ これまでは、国立大学法人は、直接収入を見込める付属病院などの事業しか債券発行はできなかったが、本
年６月に発行条件を緩和する閣議決定がなされ、先端研究施設などのような直接収入を見込まない事業目的でも
発行可能となった。この改正に基づく大学債の第1号となる。
・ 日経は、「国立大では2004年の法人化以降、運営交付金や補助金の減少が続いている。大学債による調達で
基礎研究の施設整備や、校舎改修といった投資もより柔軟にできるようになる。海外でも積極的に活用されてお
り、英ケンブリッジ大は18年に約800億円の60年債を発行。英オックスフォード大も17年に100年債を約1000億円
発行している。国内の他の国立大にも広がりそうだ」、と期待を示している。
詳しくは2020/6/10 2:00日本経済新聞 電子版 五神真学長に聞く を参照。
３．大学のコロナ感染防止対策 健康管理報告
大学は活動制限をレベル0.5に緩和しましたが、逆に学内の健康管理は厳しくなっております。下記、大学ホームペー
ジより転載します。
【学内者】
・新型コロナウイルス感染症 健康管理報告サイト（Health Management Report Form）
本学は、新型コロナウイルスとの共存期（ウィズコロナ）の状態においても教育研究活動を継続することが重要であ
ると判断し、感染防止対策を強化した上で本学の活動制限をレベル0.5に緩和しました。
新型コロナウイルス感染症は無症状や軽症の感染者が多数いるとみられることから、感染者発生時の速やかな対
応がとれるようにするため、全学として構成員の皆様に体温・体調の報告を求めることといたしましたので、ご協力
をお願いいたします。
・ 構成員は、検温結果及び息苦しさ・咳・だるさなどの風邪の症状や最近の味覚・嗅覚の異常の有無を、下記の
報告用フォームに入力してください。発熱や健康管理に関する諸症状が確認された場合は、キャンパスへの入構
を控え経過観察を行う等の必要な措置をお願いします。なお、報告フォームに入力された情報は、保健センターに
直接送信され、各種法令等に則り、保健センターが厳格に管理します。また、保健センターの医師・保健師が全学
としての感染リスクの分析と危機管理のために利用します。
＜学内者の入構＞
健康管理報告が必要。
健康管理報告フォーム別ウィンドウで開くで報告を行い、入構時に「入構可」の返信メッセージを提示して入構。
やむを得ず健康管理報告ができなかった場合は、入構時に入構門で手続きを行う。
＜学外者の入構＞
原則、入構不可。特別な所用のある場合は、用務先に確認の上、「入構届（学外者用） (Wordファイル： 18KB) 」
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を守衛に提示して入構。
４．五月祭は９月に！
第９３回五月祭は９月２０日（日）、２１日（火）に、且つ、オンラインで開催されることになりました。ライブ発信やビデオ
通話サービスを使い、講演会、演奏会、パ－フォーマンス、ワークショップなど企画されている。
５． 第１９回ホームカミングデイ
（１） 連合会の企画
・ 連合会企画は、前半は同窓会に関心のある若手卒業生に東大の全学同窓会の歴史と現状についての話、後半
は地域同窓会の皆様から頂いた写真・ビデオなどのスライドショー、合計３０分ほど動画を準備中です。神奈川銀杏会
三土会で落語を口演した参遊亭遊助さん（本名豆生田信一・８１経）の協力で、固い前半で皆さんが退場しないよう
に柔らかくするため、鋭意努力中です。
・ 神奈川銀杏会企画は遊助さんの落語、横浜道物語と神奈川銀杏会物語です（神奈川銀杏会三土会報告参照）。
（２） 第19回特別フォーラムのテーマ・登壇者が決定
〇 テーマ：『新型コロナウイルスと人類 ～想定外にいかに向き合うか』
〇 日時：2020年10月17日（土） 10：40～12：30
〇 ライブ配信／要参加申込（どなたでもご参加いただけます）
〇 講演者
① 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
1978年北海道大学獣医学部卒業、80年同大学修士課程修了、83年獣医学博士取得。St. Jude Children's
Research Hospital, Tennessee にて教授研究員、ウイスコンシン大学獣医学部教授の後、東京大学医科学
研究所細菌感染研究部教授、感染・免疫部門ウィルス感染研究分野教授を経て現職。
② 小野塚 知二氏
東京大学経済学研究科教授、東京大学アジア研究図書館長
1981年東京大学経済学部卒業、87年同大学院経済学研究科第II種博士課程単位取得退学。東京大学社
会科学研究所助手、横浜市立大学商学部助教授を経て現職。専門は近現代西洋社会経済史、イギリス労
務管理史・労使関係史、第一次世界大戦史、兵器産業史など。
③ 玄田 有史氏
東京大学社会科学研究所教授
1988年東京大学経済学部卒業、92年同大学院経済学研究科第II種博士課程退学。学習院大学経済学部
教授を経て現職。専門は労働経済学。著書に「希望学」（共著）、「希望のつくり方」、「危機対応の社会科学」
（共著）、「地域の危機・釜石の対応」（共著）ほか。
６．東京六大学野球春季戦
８月１０日から１７日まで、総当たり一回のみで行われた、東大は前季覇者の慶大と５対４の接戦、法政とは６対３と惜
しかったが、その他校には惨敗で、最下位は変わらず。
７． 学士会は午餐会・夕食会を復活
8月より学士会の定例の午餐会・夕食会が復活しました。食事も8月後半よ
り再開です。
但し、全ての席は正面に向かい（以前は向かい合って座っていましたので、
参加人数はしぼられます）、各人の間隔も少し広めですが、更に間に透明
のパーテションを置いています。但し、ビール・ワインのアルコールは無しと
いうのは、大阪料理長が久々に腕を振るった料理だけに残念です。ご参考
にテーブルのレイアウトの写真をつけます（パーテションは見難いと思いま
すが、脚が3つあり、しっかりして値段もそこそこ、メーカーは日本ラバロック
株式会社です、ご関心あればお問い合わせください）。
◎ 連合会関係
１． 連合会総会（9月23日予定）：
下記要旨のご案内を昨日お送りしております。
１．本年５月２６日開催予定であった同窓会連合会第２４期定例総会は、新型コロナウイルス禍にて、東京銀杏会の
総会と合わせ、９月２３日に延期した。
・ 但し、６月１７日に幹事会を書面にて開催、第１号から第７号までの総会議案につき、ご審議頂き、ました。
・ 審議結果につきましては、ご案内の通り、回答締切の７月３日１１時までに、４５の正会員の内、全会一致でご承
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認頂いた。尚、同日開催の校友会役員会でも連合会との大同団結議案は承認されました。
２．９月２３日の総会開催につきましては、現時点においても、新コロナ禍は終息せず、国内移動も制限される状況
で、リスク無くすためには、書面審議のみかオンラインだが、校友会との大同団結を決議する記念総会でぜひ出席
したいとの声もあること、また、東京銀杏会は、万全の感染防止策を講じながらも、ほぼ通常通り開催するとのこと
から、連合会は、下記要領にて総会を開催する。
（１） 議案と議決方法について
① 議案は、既にご承認頂いた幹事会での総会議案と同じ内容とする。その後、開催見込みの行事が中止になる
など状況の変化があり、先行きはきわめて楽観できないが、２カ月前の議案、特に事業計画・予算収支を大幅に
修正する確固たる根拠がないと考える。万が一、重要な議案修正事項が出た場合は、追って適正にご協議頂く。
② 議決方法は、書面。就きましては、先の幹事会審議と重複するが、総会議決として、回答書での賛否ご確認を
お願いする。回答期限 ９月１４日（金）
（２） リアル総会も開催する。
書面で議決であれば、コロナ禍継続の中、総会は開く必要はないとの考えもあるが、先に申し述べた理由から、万
全の感染防止策を講じた上で、ご出席ご希望の方のみで、形式的だが、下記要領で幹事会・総会を開催、議決の
確認、その他議事を審議する。
・ 日時： ２０２０年９月２３日（水）
１６：３０～１７：３０ 幹事会（総会議案他審議）
１７：３０～１８：００ 総会
・ 場所： 第一ホテル東京 ４階「カトレア」
・ 参加人数： 密を避けるため原則１０名までといたします（代表幹事・事務局長含む）。
（３） 尚、ご予定が許せば、東京銀杏会総会・懇親会にもご出席お願いする。
コロナ感染対策については、東京銀杏会が万全を期すと理解しておりますが、連合会としてはご無理をお願いしな
い。いご出席ご希望の方にはホテルが準備する具体的な対策につきご報告する。また、体調不良による当日のキ
ャンセルの無料とする。
・ 東京銀杏会 総会
日時：２０２０年９月２３日（水）
１８：３０～１９：００ 総会
１９：００～２０：３０ 懇親会
春風亭昇吉出演
・ 場所
５階 ラ・ローズⅠ・Ⅱ
・ 会費 ８０００円 （東京銀杏会会員扱い）

（２） 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
（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、２０２０年１０月１日
付にて、① 連合会名称を「東京大学地域同窓会連合会」に変更、② 校友会が新設する「地域同窓会本部」を連
合会事務局が兼務します。
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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
係部門と協議して「具体化するが、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、校友会ニュース、更には地域連合会ニュースの学内配布拡大を通じての広報を強化する。
② 年次による同窓会推進：
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、学部・院同窓会、運動部・サークル団体、五
月祭・駒場祭委員会と協議して、その学年の年次ネットワークの育成・発展を図る。出来れば、直近の2021年卒の
核となる幹事の幹事群指名まで進める。
③ 在京県人会拡大構想：
コロナという異常事態では地方出身学生のストレスは大きい。鳥取、徳島、山口の各県出身学生・教職員による新
入生歓迎会、就活支援などの活動を行う県人会的組織を他の県にも拡大する呼びかけを行う。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。
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。
◎ 別件 モーリシャスの重油事故 民間の対応
事務局の独りごとですが、モーリシャスの重油事故で、日本政府は民間のことと、外務省・環境省は数名の専門チー
ムを送るなど極めて控えめで、報道も足元のコロナ・政局であまり関心がありません。法律的に義務はないと割り切っ
ているかもしれませんが、心の問題です。恵まれた自然環境を持つ小さな国に大国の日本の船会社が迷惑をかけた
のだから、なにかできる範囲で手を差し伸べませんか？ どなたか小さくとも東大卒業生又は同窓会としてモーリシャ
ス政府への募金を始めると口火になると思いますが、いかがですか。 （文責：長嵜）
モーリシャス共和国大使館は在豪州大使館が兼任、在東京モーリシャス共和国名誉領事館は三菱食品にあるよう
です。
Honorary Consulate of the Republic of Mauritius in Tokyo
〒143-6556 東京都大田区平和島6丁目1番1号 三菱食品株式会社内
電話：03-3767-1130
名誉領事：森山 透 氏 Mr. MORIYAMA Toru
管轄区域：日本全土

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」の開催決定
日時：令和2年9月26日（土） 13時00分より受付開始
講演 13時30分～15時00分 懇親会 なし
場所：さいたま共済会館 504会議室（さいたま市浦和区岸町7-5-14）
※浦和駅西口より徒歩約10分
講師：岩中 督 先生（東京大学医学部名誉教授、埼玉県病院事業管理者）
演題「埼玉県の医療事情と子どもたちの未来」
会費：1,000円（お食事はございません）
参加人数は、30名に限らせていただき、当日は、Zoomによる配信も行います。録画したデータを当会ホームページの
メンバーズページにアップしておくことといたします。
（文責：埼玉銀杏会 露無松景）
◎ 東京銀杏会囲碁の会
令和２年８月２５日 囲碁の会幹事 上田比呂志
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、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。
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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
６月からは希望者でZOOM碁を楽しんでいます。8月のZOOM囲碁の会も、いつものように岡崎一夫さん（S37法）の
ご挨拶で始まり、今回は初めて指導講師4名体制で開催出来たため会員の参加者16名と合わせて20名の盛会とな
りました。今回もこの４月にロンドンに発たれた渡邊恵子先生が現地時間の早朝5時（時差８時間）から参加され、前回
同様2面打ちでご指導いただいきました。またなかなか会場まで来られずにリアルの囲碁の会はしばらくお休みになら
れていた会員の方のご参加も複数あり、オンライン開催ならではのメリットも感じていただけたようです。
ご参考までに８月２２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。運営面では若干課
題もあり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 榛沢知司さん（S59年理、ZOOM碁初参加）、幹事の鈴木庸夫さん（S42文）、島広志さん（S59工） 渡邊恵
子先生（2面打ちでPC２台ご使用）、２段目左から 小澤健二さん（S41経、ZOOM碁初参加）、 江波戸哲夫さん（S44
経）、牛島俊明さん（S33法、ZOOM碁初参加）、山下東洋彦さん（S41法）、
3段目左から 上田比呂志（S59法）、大澤摩耶先生（ZOOM碁初参加）
ロンドンからご参加の渡邊恵子先生 この日は現
地時間の朝5時からご指導いただきました。

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。
[三土会・食楽会共催のオンライン口演会]
例年８月は夏休みで休会としていましたが、春に新型コロナウイルス感染症対応で止むを得ず３～４月を休会
したこともあり、逆に新型コロナウイルスを吹き飛ばすべく、特別なイベントを企画しました。お盆を避けて８月２２
日（第四土曜日）の夜、落語家の参遊亭遊助さんと神奈川銀杏会会員のコラボレーションによる「落語と会員の
証言で語る神奈川銀杏会の過去・現在・未来」とも言うべきイベントをオンライン開催し、４５名程度のご参加をい
ただきました。
参遊亭遊助さんのプロフィールですが、本名、豆生田信一（まめうだ しんいち）、神奈川県出身で、今もお住ま
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い、昨年から神奈川銀杏会会員。私立・栄光学園ご卒業、昭和56年経済学部ご卒業、横浜銀行入行、米国ミシ
ガン大学留学、経営学修士号（MBA）を取得。バンカー生活２０年目の平成13年に、綜合警備保障（株）
（ALSOK）に転職。内外の子会社の社長のほか、本社でセキュリティ・サービス第一部長、地域統括管理部長 、
海外事業本部長等の枢要ポスト歴任。入社１７年目の平成30年、独立して落語家（噺家）としての生業（なりわ
い）をスタートされました。落語家としては言わば「遅咲き」で、５７歳の時に始めて「嵌って」独立、という瞠目す
べきご経歴の多芸多才な方です。
コラボ企画のプログラムは以下の通りでした。
第一部 創作落語 その１
（１）神奈川銀杏会関係者スピーチ 中島敏（31
育；副会長、三火会）、松永裕（57法；事務局
長）
（２）参遊亭遊助「神奈川銀杏会物語」
（３）神奈川銀杏会関係者スピーチ 土井修（33
工；第三代会長）、羽田壽夫（38工；顧問、三土
会）
第二部 講演と意見交換
（１）講演 参遊亭遊助 「生業（なりわい）とし
ての落語」 （２）意見交換
第三部 創作落語 その２
（１）神奈川銀杏会関係者スピーチ 奥出信一郎（58理63理博；副代表幹事、三土会、気功の会）、
福山隆幸（53法；副会長兼代表幹事、食楽会）、濃沼健夫（44工46修；幹事、広報）
（２）参遊亭遊助「横浜道物語」
（３）神奈川銀杏会関係者スピーチ 小林祐介（H22工24修；フューチャーサロン）、
豊吉誠治（53工55修；現（第五代）会長）、長嵜新一（40法；東大同窓会連合会事務局長）
今回のイベントの参加者は、まず、①遊助さんの栄光学園時代の同級生等が１２人も応援参加いただきまし
た。また、②神奈川銀杏会からは、卒業年でみると、昭和３１年から平成２２年まで、約６０年ほどの年齢差の老
若男女が３０名参加しました。（東大同窓会連合会・事務局長を含む）、この他、③オブザーバーとして東京銀杏
会事務局長・土田晃道様、④９月三土会・食楽会の講師予定の綜合警備保障（株）ALSOK代表取締役社長
COO青山幸恭様にも参加いただきました。

遊助さんからは、２つの創作落語のご披露と講演をいただきました。
「神奈川銀杏会物語」は、大量の資料を読み込んで、また古参の神奈川銀杏会のメンバーの話を丹念に聞い
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て、短時間で創作いただいたもので、細部まで目配りされた作品として参加者から高い評価を受けました。
講演では、なぜ落語家になったか、どういうマーケッティング戦略をとろうとしているのか、夢は何か、といった
点について、ビジネスマンとしての能力・経験に基づいて明快にプレゼンテーションいただきました。これに対し
参加者から、①落語を創作する際にはどのようにするのか、「オチ」から作ってつなげていくものなのか、②５７歳
という年齢から落語を始めて、古典落語等を覚えられるものなのか、ひとつの物語を笑いを持たせながら最後ま
で続けるのは大変ではないか、③英語で落語というが、どういう風に笑いを誘うのか等の質問があり、遊助さん
からは講演同様、歯切れの良い説明がありました。また、栄光学園の同級生及びALSOKの元上司からは応援
のご発言もありました。
２つめの創作落語は、幕末の横浜港開港を控えて、交通不便な横浜港と神奈川宿を結ぶ「横浜道」を、限ら
れた時間の中で、特別な方法で人足の士気を高め突貫工事で完成させた地元の功労者（保土ヶ谷宿本陣の
苅部清兵衛）の物語でした。その後の横浜港と近代日本の発展につながる、笑いを誘うと言うよりはシーンと聞
き入ってしまうようなシリアスな物語で、神奈川銀杏会の今後の発展を展望する今回のイベントに相応しいお噺
でした。
会員からのスピーチは、神奈川銀杏会の過去・現在・未来について、それぞれの思いを語っていただきまし
た。例えば、一番年長の中島さんからは「神奈川銀杏会の発足（平成５年）のはるか前、昭和５０年頃から、横浜
市役所の人達を中心に「飲み食いだけではなく東大生らしく勉強をしよう」ということで朝食勉強会を始めた。会
場は横浜プラザホテルの７階のレストトラン「ルファール」とした（フランス語でLe Phareは「灯台」の意味）。当
時、横浜ＪＣが東急ホテルで朝食会をしていたことに習ったものである。」等のお話が、また、一番若い会員の小
林さんからは「自分が神奈川銀杏会に参加して期待しているのは、どこでも聞ける金ピカの話ではなく、東大生
らしい本質を見極めた「いぶし銀」のような話が聞きたいということです。」というお話がありました。
今回の遊助さんの落語と会員のスピーチ（証言）を今後の神奈川銀杏会の運営に活かしていくことが出来れ
ば、当会の発展は間違いないと確信いたしました。
なお、今回のオンラインイベントの録画を編集して、１０月の東大ホームカミングデイの録画映像公開事業へ応
募する予定です。（以上）
［三土会 ホームページ 随時更新中］
http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
補足：連合会事務局長長嵜よりの参遊亭遊助さんの推薦をさせて頂きます。
今まで、同窓会で落語は色々とありましたが、落語家の紹介目的の時間つぶし的な余興で、聞いている方も古
典落語をじっくり聞けるわけでなく、演者もいかに短い間に笑って頂くかで双方中途半端でした。
今回、遊助さんのある意味で歴史をわかりやすく語る落語を聞き、また、遊助さんのホームページでは企業の何周
年祝宴で会を盛り上げながら創業者の苦労など語るのを見て、これは新しい落語の形で、メッセージを効果的に
伝える強力な伝道手段と認識しました。
連合会事務局は、同窓会伝道のため遊助さんにご協力頂き、１０月の大学ホームカミングデイ参加企画にては、や
やこしい連合会・校友会の大同団結という固いテーマを若い方にも理解してもらえるよう柔らかく落語調で解説頂く
予定です。ぜひ御覧ください。遊助さんの連絡先や活動を紹介するホームページは下記です。ぜひお引き立てく
ださい。
神奈川銀杏会 会員 参遊亭遊助(豆生田信一） mameuda@gmail.com
http://yusuke0816.jimdo.com/
www.facebook.com/shinichi.mameuda/
◎ 三火会
三火会を Zoom 会議形式で開催します。
日時： ９月１５日（火）１５時
講師： 斎藤 毅 （３７法）
話題：香港・台湾の政治状況など
招集者：林 縝治
三火会連絡係 中島敏 090-1813-6511 binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
◎ 気功の会 開催案内
・気功の会は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の知識教養を高めると共に、会員相互の懇親と
健康を深める場として開催して居ります。
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2月までは月2回リアルで開催しておりましたが、3・4月のコロナ休会後思い切ってzoomによるオンライン受講に切り替
え、週1回に回数を増やし実施しております。（神奈川銀杏会同好会活動の中では断トツの活動実績です）
ボランティア講師の先生による細部にわたるご指導が一層充実してきており、新たな参加者を含め参加者も常時10
名を越えることとなりました。
[参加申込方法]：参加御希望の方は幹事・奥出または福山あてに申し込んで下さい。
[ 会 費 ]zoom開催ですが 1回あたり300円を頂くことを検討中です。
[ 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25年
鎌倉淡青会
イベント案内
以下の行事については、他の地域同窓会会員も鎌倉淡青会会員と同一会費で参加頂けるものがあります。それぞれ
の行事の詳しい内容と連絡先や会費等はＨＰに掲載されていますので、そちらをご参照ください。なお、鎌倉淡青会
ホームページは（http://www.kamakura-tanseikai .com/）です。
【９月の予定】
１．テニスの会：９月３，４，９，１１，１７，１８、２３，２５日 ８：３０～１０：３０ 又は ９：００～１１：００
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
２．書道教室：９月１０日（木） １０：００～１４：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
３．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：
９月１４日及び９月 2８日 ９：００～１２：００ スペース野の花(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．
９月は１８日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
話題：「反射望遠鏡よもやま話・・主鏡自作経験談および望遠鏡最新事情」
提供者名：廣田 幸嗣 (44 工)
５．鎌倉淡青座禅会：９月も休会。
６．歴史散策会：９月も休会。
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： ９月も休会。
９．淡碁会（囲碁同好会）例会：当分の間中止。
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：今秋の淡青会ゴルフコンペは来春まで延期とする。
【１０月の予定】
コロナの収束も、まだ、先が見えず、閉会している同好会が多数あります。１０月の予定については来月号でご紹介
いたします
【同好会活動報告】
テニス例会
１ テニス同好会は、政府の緊急事態宣言に対応したコート閉鎖に伴い、令和2年4月3日葉山町南郷上ノ山公園開
催の第９１０回より、同年4月8日鎌倉市笛田公園開催の第９１１回より、例会実施を中止し、同宣言緩和に伴い、６
月５日より葉山町南郷上ノ山公園において、２４日より鎌倉市笛田公園において、例会を再開いたしました。
２ 例会の状況
5月は例会ゼロで、再開後、葉山町南郷上ノ山公園において、６月５日、１３名参加、６月１２日、１３名参加、６月２６
日、１４名参加、7月3日、１３名参加、7月１０日、１０名参加、7月１７日、１０名参加、7月２４日、１３名参加、7月3１日、
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１１名参加、８月７日、１３名参加、８月１４日、９名参加、８月２１日、１
１名参加、鎌倉市笛田公園において、６月２４日、１０名参加、7月８
日、１０名参加、7月１６日、９名参加、7月２２日、９名参加、８月６
日、８名参加、８月１２日、１０名参加、８月２０日、８名参加（いずれ
も、その余は雨で中止）、嬉々として、ボールを追い、テニスを楽し
みました。（写真は酷熱の葉山南郷コートにて）
３ テニスへのお誘い
今後、当分の間、コロナ禍の下、自宅中心の行動制限が続くと思
われます。テニスは、広い開放的環境において、人と人との間に
適度の間隔を置き、精神と肉体を開放することができます。プレー
は、午前中2時間で、昼前に終わりますから、午後は別の活動がで
き、能率的・合理的です。
クリオネストレッチ活動報告
高齢者に対応した簡単なプログラムで体調維持を目的にしたスト
レッチ同好会クリオネは新型コロナウィルス感染拡大・自粛宣言に
伴い３月より活動を停止しておりました。６月の自粛解除後自主参
加による活動を再開致しました。
消毒液の設置・教室の窓開放・指導者のマスク着用・１クラス７名
を４名程度の予約制にして密接回避などの対策を
実施して体調の維持への再試行です。７月・８月の参加者は２クラ
ス合計で各１５名・１７名でした。
鎌倉周辺の感染状況を勘案の上慎重な継続を続ける予定です。

石川赤門会
◎ 『石川赤門会』（東京大学石川地区同窓会）オンライン講演会・懇親会開催のご案内
・ 今年で9年目を迎える「石川赤門会」ですが、幹事会で協議した結果、今年は新型コロナウイルス感染防止の観点で総会の
開催を中止にします。
・ その代わり、下記日程にてオンライン講演会・懇親会を開催することとなりましたのでご案内申し上げます。
・ なお、システム等準備の都合上、お手数ですが出欠につきまして9月11日（金）までにE-mailにて
ishikawa.akamon@gmail.com までご返信くださいますようお願い申し上げます。
・ オンライン講演会・懇親会ではZoom社のZoomをテレビ会議システムとして使用する予定です。利用方法につきまして補助
など必要でしたら、併せてご連絡をお願いします。接続のための手順、URL、パスワード等は別途参加者にご連絡します。（有償ア
カウントは不要です。） ※今年度はオンライン開催であることも踏まえ、出欠の回答手段はE-mailのみとさせていただきます。
・ また、今後の会の発展のため、石川赤門会登録者の数を増やしていきたいと考えております。友人・知人の方で、登録して
いただける方がいらっしゃれば、お知らせいただけると幸いです。会員資格は、東京大学（帝国大学を含む）の卒業生（学士・修
士・博士修了、中退を含む）であって、石川県に在住または勤務している（あるいはしていた）方となっております。
今年度はオンラインにはなりますが、皆様のご参加、心よりお待ちしております。
１．

開催日時／令和 2 年 9 月１9 日（土） １６：００～１７：３０
接続開始(接続確認)
／１５：３０～１６：００
特別講演会
／１６：００～１６：３０
懇 親 会
／１６：３０～１７：３０
２．
会場／オンライン限定
３．
会費／無料
４．
特別講演会／
演題 「金沢の中心部を歩く」
講話者 水野 一郎 会長
関西東大会
◎ 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
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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。）
◎ 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）090-3945-6360
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9月以降の活動予定は、以下の通りです。
９月
7日（月）
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）
23日（水）

午餐会「短歌の魅力」（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）
馬場 あき子氏（歌人）

26日（土）

若手茶話会（オンライン開催予定）

10月
9日（金）

夕食会「わが国から胃がん撲滅を目指す戦略とその成果」
（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）
浅香 正博氏（北海道医療大学学長／元北海道大学病院長）

10日（土）

第41回関西茶話会「イタリア・ルネサンス庭園：知を創造する空間」
（14:30～講演、15:30～懇親会 京都大学楽友会館）

20日（火）

午餐会「台風の強度測定と予測精度の向上に向けた航空機観測最前線」
（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）
坪木 和久氏（名古屋大学宇宙地球環境研究所教授）

25日（日）

若手茶話会（オンライン開催予定）

※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 学士会館ホテル「お得に泊まろうキャンペーン」！！
学士会館ホテルでは、9月30日までにご宿泊されるお客様へ(1部屋1泊1名様分)、館内にございます４つの
レストランでご利用頂けるお食事券(3,000円相当)をプレゼントするキャペーンを実施しております。
是非、学士会館ホテルをご利用ください。
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【配 布 期 間】・・・9月30日(水)までにチェックインされたお客様対象
【特 典 内 容】・・・1部屋1泊につき、1名様分のお食事券(3,000円相当)贈呈 ※学生応援プランを除く
【レストラン】・・・フランス料理レストラン「ラタン」TEL：03-3292-0881
旬菜寿司割烹「二色」TEL：03-3292-3960
中国料理「紅楼夢」TEL：03-3292-0880
営業時間 11：30～15：00（L.O.14：00）／17：00～20：00（L.O.19：00）
カフェ＆ビアパブ セブンズハウス
営業時間 10：30～20：00（L.O.19：00）
※上記営業時間は変更になる場合がございます。宿泊係または各レストランへお問合せください。
【詳 細】・・・https://www.gakushikaikan.co.jp/special/hotel_tokuten/
<学士会会員の方へのご案内>
キャンペーン期間中は、宿泊特典のご優待券は発行しておりませんので、レストラン会員特典をご利用
くさい。会員証をご提示ください。
ご予約・お問い合わせは、学士会館宿泊係（TEL 03-3292-5938）まで
3 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）
・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
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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 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9月21日は開館）
※ 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。
※ 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）
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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： 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。
・ 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
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
9月3日（木） 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
４． 一高玉杯会便り
第２１２号（令和２年８月１７日） （連絡先） 工藤 康 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、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。正式確定次第、別途ご通知を差し上げます。
◎ 著書紹介
百歳を迎えられた北原文雄氏（昭15理乙）が「化学者ウィリアムソンと日本人留学生たち」という冊子を出版されま
したので、同氏のご了解を得て、その全文をご紹介いたします。
（事務局注）
・ 北原文雄氏の経歴： 長野県現・伊那市出身、諏訪中学校、第一高等学校理科乙類を経て、1942年東京帝国大
学理学部化学科卒業。東京電気（現・東芝）入社。小城石炭研究所、東邦大学、ペンシルベニア州立大学研究員、
1963年東京理科大学工学部工業化学科教授、1995年同大学名誉教授。
・ まえがきと目次のみ紹介しますので、ご関心のある方は、上記連絡先にお問い合わせください。
・まえがき
この小冊子の誕生の由来を記しておきたい。
｢はじめに｣で述べたように私がウィリアムソンを知ったのは古いことではない。しかしいろいろと調べてゆくうちに、
彼のことが大好きになってきた。私事になるが、大学時代の私の研究室の教え子たちがＯＢ会を作っている。今年の
総会に何か講演をしろという。そこで私はこの表題を選んだのである。いざ話をまとめてみると、講演時間が予定より
オーバーしそうである。そこで思い切ってそれを冊子にまとめておこう、そうすれば、もしも新型コロナウィールス禍で、
総会が流会になっても、ＯＢ諸兄に話の内容を伝えることができる。またこの機会に、知人､友人の方々に、ご無沙汰
の詫び状代わりにすることもできよう。というわけで話題の内容をこの小冊子にまとめることにしたのである。
14
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とはいっても、百歳の老人が施設で暇を見ては書き留めたものである。皆さんにお読みいただけるような中味に
なっているかどうか心配である。
２０２０年４月
佐倉の老人ホームにて 北原 文雄（昭15理乙）
目次
１． はじめに
２． ウィリアムソンの経歴と思想
付１ ＵＣＬについて
付２ ウィリアムソン合成について
３． 明治維新前夜のウィリアムソンと密航留学生
３．１ 密航長州五傑
３．２ 密航薩摩留学生
３．３ 後続密航留学生
３．４ 薩摩留学生の渡米
４．明治維新後のウィリアムソンと日本との交流
４．１ 維新後の高等教育と留学生制度
４．２ 外人教師アトキンソン
４．３ 櫻井錠二——ウィリアムソンの直弟子
５．おわりに
６．文献
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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

協 賛 企 業・法 人

株式会社
宮脇書店
代表取締役
社長
宮脇範次
（S47・経）
香川銀杏会
日亜化学工
業株式会社
代表取締役
社長
小川裕義
（S６３・経）
徳島東大会
日亜化学工業株式会社ホームページ
http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html
関東図書株式
会社
代表取締役
岩渕 均
（Ｓ４７・養）
企画営業部
吉田 敦
（Ｈ２７・文）
三陸鉄道株式
会社代表取締
役社長
中村一郎
（Ｓ５４・法）
岩手赤門会

三陸鉄道 http://www.sanrikutetsudou.com/
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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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