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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。
【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/
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<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）
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
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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。
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
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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
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