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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11月
埼玉銀杏会

11月7日（土） １３：００～１７：００ 開催

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）

鎌倉淡青会総会

11月21日（土） １４：００～１６：１５ 開催
懇親会無し

駒場祭

11月21日（土）～11月23日（月・祝）9時～１8時

香川銀杏会総会

11月29日（日）

奈良東大会

１１月
中止
2020年2月・3月頃開催検討中

中止
中止

城山ホテル鹿児島
商工会議所ホール
講演：河野元昭（静嘉堂文庫美術館
館長）
オンライン開催

中止
奈良ホテル

２０２０年12月
第49回自由が丘銀杏会
和歌山赤門会忘年会・総
会
2020月1月
青森県東京大学同窓会
新年会
東京銀杏会新年会

12月6日（日）午後
中止

都立大学駅近く日本料理「ひのや」
話題提供者: 樺山紘一 東大名誉教授
あおい茶寮 和歌山市谷町 ３８

青森県八戸市
1月20日（水） １８：００～２０：３０

第一ホテル東京

2020年2月
関西東大会

2月7日（日）１６：００～２０：００

東海銀杏会令和3年度例会

2月15日（月）

ホテルオークラ神戸

兵庫東大会
奈良東大会総会

ホテルグランヴィア大阪20階 名庭（なにわ）
の間
マリオットアソシアホテル

2月又は3月 開催検討中

奈良ホテル
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2020月3月
福岡銀杏会北九州の集い
東京銀杏会トッフォーラム

3月13日（土）

学士会館（仮）

2020年4月
千葉銀杏会総会

東天紅千葉駅センシテイタワー

北海道銀杏会総会

ホテルオークラ札幌

2020年5月
東京銀杏会総会

◎ 大学関係
１．総長選挙
10月 2日（金）

東京第一ホテル

総長予定者として藤井輝夫理事・副学長のお名前が発表されました

２．駒場祭は11月に！
第71回駒場祭は、11月21日（土）から11月23日（月・祝日）にオンラインで開催されます。
３． 第１９回ホームカミングデイ ～ オンライン開催
初めてのオンライン開催には、５１の企画が部局、運動部・サークル、同窓会等から参加して盛会だったようです。
（１） 連合会企画 「東京大学全学同窓会物語２０２０」は参加せず。
・ 連合会企画は、神奈川銀杏会の落語企画を参考に落語家参遊亭遊助さん（本名豆生田信一・８１経、）の協力を
得て、東大の全学同窓会の歴史と現状につき、ユーモアを交え分かりやすく話して頂き、後半は各会からの写真の
スライドショーの合計４０分ほど動画を制作しました。然し、大学担当部門より、落語の内容に不適切な部分あり（在学
中の麻雀等の話など）との理由で大学主催HCDへの参加却下の連絡あり、短縮・リメイク等の対策を進めたが時間切
れとなり、HCD参加は取止めました。短縮版は前日の全国大会で公開、連合会HPにて自主公開いたします。
・ 神奈川銀杏会のHCD企画は、同じく遊助さんの落語「横浜道物語と神奈川銀杏会物語」であったが、内容や東大
ロゴ等の知的財産権等の処理など神奈川銀杏会担当幹事がギリギリまで努力した結果、参加を承認された（詳細は
神奈川銀杏会活動紹介7頁を参照ください）。
・ 鎌倉淡青会企画は街道を歩く会などの活動紹介。
（２） 第19回特別フォーラム『新型コロナウイルスと人類 ～想定外にいかに向き合うか』は大好評！
〇 日時：2020年10月17日（土） 10：40～12：30
〇 藤垣 裕子氏（東京大学大学院総合文化研究科教授）をコーデイネーターとして、コロナ禍中の学生生活の
ビデオを混じえて行われた河岡 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）、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）、玄田 有史氏（東京大学社会科学研究所
教授）の鼎談は大好評であった。他の企画と同様に次週の10月25日（日）までオンデマンド発信されたが、それ
以降は視聴不可となった（事務局注：知の発信を大切にする東大として大変もったいなく、大学の広報資産と
して部門を超えた活用が望まれる）。
４．東京六大学野球秋季戦
東京六大学秋季リーグ戦は続いているが、東大は10戦9敗1分であった。貴重な引き分けは立大戦の１－１。惜し
い負けは、初戦の法大戦の２－４、3戦目の慶大戦の０－３、最終の明大戦の１－４．
◎ 連合会関係
１． 母校支援
大学要請による下記の基金に地域同窓会よりご寄付頂いております（2020・10・21現在）。大学よりの情報入手が遅
れて申し訳ございませんが、ご協力に心からお礼を申し上げます。引き続きご支援をお願いいたします。
（１） 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金
（団体） 関西東大会 500千円 鎌倉淡青会 １１４千円 岡山東大会 5万円
（個人） 長崎 ２０千円（1名） 鎌倉 １０千円（1名）
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＊ 基金要領
【募集期間】 2020 年4 ⽉20⽇〜2020 年12⽉31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） 『緊急学生支援パッケージ』
（団体）
（個人）

長崎銀杏会 １００千円
福岡 ６０千円（2名）

関西東大会 ５００千円

東京銀杏会 ３００千円

＊ 支援募金要領
【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
【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】
２． 第11回連合会全国大会開催報告：
日時・会場 ２０２０年10月１６日（金） １８:00～20：３０ 学士会館２０３号室（少人数のため部屋を変更）
形式 リアル（１６名）・ZOOM（１７名）併用のハイブリット
「式次第」
１８：００～18：30食事、20分の創作落語「東京大学全学同窓会物語２０２０」上映。 （１８：００～ZOOM参加開始）
１８：３０～１８：５０ 「校友会との大同団結」 岡崎一夫代表幹事 （配布資料：答申書）
１８：５０～１９：００ 有馬会長挨拶
１９：００～１９：０５ 津田副学長挨拶（ZOOM）
１９：０５～１９：１５ 記念写真撮影（会場ステージ左・３列・右はZOOM画面）
（以下敬称略）
最後列：吉村（東海）、河
野（関西）、土田（東京）、
元森（連合会）、豊吉（神
奈川）、吉田（埼玉）
中列： 佐々木（千葉）、岩
渕（埼玉）、露無（埼玉）、
豆生田（参遊亭遊助）、金
井（連合会）
前列：長嵜（連合会）、三
木（千葉）、有馬（連合
会）、岡崎（連合会）。

（１９：１５～２０：３０ リアル・ZOOM懇親会）
←埼玉銀杏会吉田幹事（関東図書）に技術支援を要請。音声で色々と問題が生じた。次回には改善。
１９：１５～１９：４０ リアル参加の会の一言挨拶（５） 東京、神奈川、埼玉、関西、東海、千葉
１９：４０～２０：２０ ZOOM参加の会の一言挨拶（１０） 鹿児島、岡山、香川、兵庫、関西・東海・福井、神奈川、鎌倉、東京、北海
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道、さつき会他
２０：２０～２０：２５ 「ただひとつ」 １番のみ斉唱 （コロナ感染防止のためZOOM参加者のみ）
２０：３０ 中締 関西東大会 河野代表幹事 （最も遠路ご参加）
[発言要旨]
《岡崎代表幹事》
・50年前の東大紛争時の同窓会の活躍を含め、これまでの同窓会、校友会歴史の振りかえり、校友会・同窓会連合会大同団
結プロジェクト答申書作成経緯概要と答申書説骨子を説明。
・親睦交流、母校支援、社規貢献、自己啓発が活動の4本柱。親睦交流、母校支援は私学が力を入れている分野。社会貢献、
自己啓発が東大らしい活動。特に自己啓発には縦の繋がりが重要。
・地域同窓会は30年やってきたが認知度が5％とまだまだ低い。
・答申書は重要であり、学内また全国に広く行脚して説明、理解を深めたい。ご協力をお願いする。ビジョンを良くご理解頂き、
気持ちの若い方人材（65～75歳）の推薦をこの場でもお願いしたい。
・東大らしい全学同窓会に向けて進みたい。
《有馬連合会会長》
・答申書がやっとまとまった。ご苦労様。統合に向けてこれから難しい問題があるだろう。
・藤井次期総長ありがたい。これを機会に東大との関係を深めて欲しい。母校を助けられる強い同窓会で有って欲しい。
・日本の将来をどうするか。18歳の人口は、1990年200万人、2000年180万人、2020年120万人、東大は学生数を3500人から
3000人に減らしたが、私学は減らしていない。
・東大は論文の数、大学ランキングなどあらゆる面で劣化している。アジアでも1番⇒5番に低下。
・解決のためには若手の質を1.5倍にする必要がある。国の教育投資はGDP比で0.6％と先進国でワースト。科学オリンピックで
見るように、若者（高校生）の力はある。これを大学生の力に！創造的（Creativity、imagination）でなければいけない。
・同窓会を強くして、大学を助ける方向に。少なくともアジアで1番の東大に！
《津田副学長》 ZOOMにて
・大学を代表してお祝いする。10月1日に大同団結への大きな扉が開いたが、理想の同窓会の向かっての最初の、本当に最初
の一歩で、前途多難、やるべきこと多いと思う。同窓会の知恵と力を結集してよろしくお願いしたい。
《森田東京銀杏会会長》
・ 世界ランキングも問題は大学だけでなく、少子化・人口減少・生産年齢の減少で日本全体が地盤沈下している。この問題の
解決には大学の力が必要。社会連携・産学連携を担当される藤井次期総長に期待するが、同窓会も協力する。
＊＊ その他のリアル・ZOOM参加者のご発言は事務局にて整理の上、追ってご報告します。

3． 10月30日有馬会長・五神総長ミーテイング
・日時・会場： ２０２０年10月３０日（金） １３：３０～１４：３０
大学本部棟12階大会議室（写真：左より藤井理事・五神総長・有馬会
長、ソーシャルデイスタンス確保・各自マイク）
・参加者： 連合会（有馬連合会会長・岡崎代表幹事・森田東京銀杏
会会長・長嵜連合会事務局長）、大学（五神総長・藤井理事副学長・
津田副学長・島田卒業生部門長・神澤校友会事務局長
・経緯： 恒例の昼食会（毎年5・6月頃開催）が新コロナ感染拡大にて
延期され、食事無しのミーテイングの形でやっと実現した。同窓会にと
って現総長のみならず次期総長と直に会う貴重な機会ともなった。
・本会は恒例の昼食会同様にテーマ無しであったが、連合会としては久々の総長との面談であり、前半は、有馬会長（大学の競
争力の問題と解決案）・岡崎代表幹事（答申書を配布、要点を説明）・森田会長（日本の少子化・地盤沈下の問題）が先日の全国
大会での発言に沿って大学の協力を要請した。
・後半は、五神総長が主役で、5年半の間、運営交付金漸減の中で行って来た東大改革、特に、支援される側から自らが経済を
動かすプレイヤーとして東大が社会を動かす、そして東大を投資の対象にした大学債の話などされた。また、同窓会連携が重要
で、時間ができる来年4月以降は地域同窓会訪問を実現したいとの発言があった。藤井次期総長は、岡崎さんから卒業生担当役
員が毎年代わると苦情を言われ3年勤めたが、更に6年もお付き合いすることは想定外、現総長と進めて来た長期ビジョン実現の
ためにはリソースが必要で、その一つである卒業生とのネットワークを大切にしたい等と発言された。

4

２０２０・１１
４．新型コロナウイルスとの闘い
新型コロナウイルスとの闘いは活動しながら続ける長期戦です。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、鎌倉淡青会、東京銀杏会、埼玉銀杏
会、石川赤門会など、オンライン化との併用など、進化しています。皆様も動きましょう。
５．神奈川銀杏会総会出席報告
日時：10月24日（土） １５：００～１８：００
場所： ナビオス横浜２階 カナール
式次第 総会 １５：００～１５：４５
・講演会 １６：００～１７：００
・講師 藤嶋 昭 東京理科大学栄誉教授 光触媒反応を世界で初めて発見、東大栄誉教授、文化勲章、川崎市
名誉市民賞
・演題 科学の楽しさ ～コロナウイルスも殺菌できる光触媒を中心に
・茶話会 １７：１５～１８：１５ 今半人形町弁当
会費 リアル参加５千円 ZOOM参加 １千円＊ZOOM視聴問題が発生した為徴収せず。
出席者（長嵜）報告
・ 新コロナ感染対策で、参加を少人数にしぼったリアル総会・講演会・茶話会とZOOM参加の併用。リアル参加者は、写
真にあるように、豊吉会長など役員含め１８名で少なかった。茶話会では隣席の出席者と名刺交換。共通の知人があ
るなど、リアルならでの良さを感じた。ZOOMには１１名の会員と高校生が参加された。
・ 総会の司会は福山隆幸副会長で豊吉誠治会長の挨拶・報告で行った。ZOOMで参加者がリアルの時より増えた三土
会など活動面では順調だが、２００名弱の会員に対し会費納入は１４０名以下ということもあり、会の財政は逼迫してい
る。財政再建も喫緊の課題である。尚、今回は参加者が少人数であることが想定された為、電子投票（メール）と書面
投票（ファックス・郵便）を併用した。
・ 講演会の司会は植村純一副代表幹事、ホストは奥出信一郎副代表幹事。三土会等でZOOMに習熟されているが、参
加者より聞き取りにくいとの意見があり、リアル・ZOOM併用の場合の課題を残した。藤嶋先生の講演はファラデイーの
クリスマス講演もこうであったかと思わせる内容豊富なものであった。質問はチャットで司会者が受け講師に伝える形で
スムースに行われた。
・ 昨年総会時のユーグレナ出雲社長の講演には地元高校生がリアルで参加したが、本年はZOOM参加を浅野高校、栄
光学園、翠嵐高校、湘南高校など呼びかけた。高校生も忙しい時期であり、参加者は少なかった。講演後、講師の了
解を得て、動画・発表資料を各高校へ限定公開で配信することになった。このように、神奈川銀杏会が多くの課題を抱
えながら、大学の知と地元高校と繋ぐパイプ役となる事業を推進していることは高く評価したい。
・

総会

講演会

５．ご注意 ： 東大公孫会(いちょう会)について
・ 東京銀杏会会員から、twitterにて下記の案内にある「東大公孫会（いちよう会）」につき、連絡先も会のメールだけで代
表者名は記載無し、本当に東大の同窓会か否かの問合せありました。調査いたしましたが、結果としては、東京大学
校友会には登録されていず、会の名称は上にあるように、「樹」を外しながら「いちょう会」と入れて、ミスリードの意図が
見え、応募・入会のための個人情報提供の前には十分にご注意頂く必要のある要注意の活動と推測されることをご報
告します。調査は限定的です。サークル活動の可能性あり、心当たりある方はご連絡下さい。
東大公孫会(いちょう会)では新規メンバーを募集しています！公孫会の学生は、上場企業のCEOなど、普通では会うこと
のできないOBから進路などについてアドバイスをもらうことができます。以下のフォームから9月8日まで応募を受け付け
ているので、ぜひご応募ください！https:/forms.gle/8fmdNbdTYHur6X
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◎ 校友会関連
校友会との大同団結の第一歩が実現：
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（本部長を連合会事務局長が兼務）。
（１） 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等の広報強化。
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。
② 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・教職員は新入生歓迎会、就活支援などの活動を行う。この仕組みを他の県にも拡大、地域の
絆による地方出身学生（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する。
③ 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。
注：大同団結は、両者がWIN WINになるのでなく、より高い目的のため、お互いが一歩譲ること、日本風に言えば
「三方一両損」を意味しているかもしれません。前途多難ですが大きな強い同窓会に向かって努力しましょう。

Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
◎ 埼玉銀杏会総会案内
日時：2020年11月7日（土） 12：００ 受付開始 １２：１５～１５：００
場所：埼玉会館 ２F ビストロやま
式次第： 総会 １２：１５～１２：４５
講演会 １３：００～１４：００ 小宮山宏（株）三菱総合研究所理事長（元東京大学総長）
「プラチナ社会の実現～地球課題解決に向けた未来戦略～（仮題）」
懇親会 １４：００～１５：００
懇親会費： 会員６千円 同伴５千円
コロナ対策：マスク着用、検温等。
*当日はZOOM配信を行います。https://zoom.us/joinにアクセス。ID 832 4374 7694 パスコード 643945
＊同窓会からは連合会岡崎代表幹事、千葉三木会長、神奈川豊吉会長が出席予定です。
◎ 東京銀杏会囲碁の会
令和２年１０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、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。
１２月につきましては年末ということで第２土曜日の１２月１２日（土）に開催予定です。
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
６月からは希望者でZOOM碁を楽しんでいます。１０月２４日の第５回ZOOM囲碁の会も、今回は何と八ヶ岳山麓からご
参加の岡崎一夫さん（S37法）のご挨拶で始まり、指導講師４名体制で会員の参加者１７名と合わせて２１名とこれまで
で最多の参加者となり大変盛り上がりました。今回も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
参加が新規であり、引き続きオンライン開催ならではのメリットも感じていただけていることを幹事として嬉しく思ってお
ります。
ご参考までに１０月２４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。今回もご参加の皆
様には対局や指導碁を楽しんでいただきました。
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1段目左から 上田比呂志（S59法）、幹事の鈴木庸夫さん（S42文）、山下東洋彦さん（S41法）、松田研一さん
（S41法）、水田哲明さん（S48医、ZOOM碁初参加）、
同2段目 牛島俊明さん（S33法）、貝沼孝二さん（S52法、ZOOM碁初参加）、篠島秀明さん（S39法）、田近東吾
さん（S42文）、大澤摩耶先生、
同3段目 坂井藤一さん（S40工、ZOOM碁初参加）、楠田修司さん（S40法）、榛沢知司さん（S59理）、馬亜蘭先
生、岡崎一夫さん（S37法、八ヶ岳山麓からご参加）、
同4段目 今村啓一さん（S59経）、渡邊輝さん（H01法）、豊島忠彰さん（S35工）、江波戸哲夫さん（S44経）
◎ 第４９回 自由が丘銀杏会 １２月６日（日）午後
講師 東大名誉教授
樺山紘一先生
会場 東横線都立大学近く 日本料理「ひのや」
（コロナ対策で、食事なし、人数制限で開催、なお今後コロナ感染爆発の場合は中止します）
世話人：櫻井正之
zua07100@nifty.com
神奈川銀杏会
◎ 東大ホームカミングデイへの参加 ～ 動画「参遊亭遊助と神奈川銀杏会の物語」の投稿
本年６月、東大が今年のホームカミングデイの事業をオンライン開催する方針を公表したことを受けて、東京
大学地域同窓会連合会事務局から「各地域同窓会もオンラインイベントに参加してはいかが」との御示唆をいた
だきました。神奈川銀杏会としては、①活動を紹介するため会員の落語家・参遊亭遊助師の創作落語を中心と
した親しみやすい動画を作成・投稿する、②８月にＺＯＯＭによるオンライン口演会を開催し、その録画をもとに
動画を編集することとしました（８月の口演会の模様は連合会ニュース９月号にてご報告しています）。その後の
編集作業と東大事務局による審査は内容や知的財産権の処理等を巡って難航しましたが、最終的には何とか
投稿に漕ぎ着けることが出来ました。御世話になった皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
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◎ 昼食会（三土会） （毎月第三土曜日１１：３０～１４：００
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、会員相互の親睦を深める場と
して開催しております。多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
[定例の日時] ：毎月第三土曜日 11:30～14:00
・昼食をとり話題提供者のスピーチを聴いた後、意見交換・自由討論をいたします。
[定例の会場]：レストラン「クルーズ・クルーズYOKOHAMA」 Tel: 045-450-2111
ＪＲ横浜駅東口徒歩3分 スカイビル27Ｆ
[新型コロナウイルス感染症への暫定対応] 3月、４月と休会後、5月以降は、 テレビ会議システム「ZOOM」（ズーム）
を利用したオンライン開催（食楽会と共催）としております（参加費500円）。
[１０～12月の予定]（敬称略）
（10月は東京大学ホームカミングデイの為休会）
11月21日 藤原帰一 ５６法 大学院法学政治学研究科教授、東京大学未来ビジョン研究センター長。
（横浜市戸塚区在住） 「アメリカ大統領選後の国際政治（仮題）
12月19日 宗澤拓郎 ３３工 神奈川銀杏会会員（横浜市磯子区在住）「量子コンピュータとＡＩ」
三土会のホームページ： http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
[幹事連絡先]
・奥出信一郎 Ｅ-mail：YRX02226@nifty.com
・岳野万里夫 Ｅ-mail：ugj72667@nifty.com
◎ 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。
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、5月より週1回に回数を倍増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施です）
Zoom利用により、ボランティアでやって頂いている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円を頂きます。（1回ごとでなく2・3か月分を纏めて）
[ 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
◎ 三火会
ZOOM開催
〇11 月例会（11/17 火 15 時） 林 縝治（しんじ）
「脳科学とアート」
当日のWeb会議に参加を予定する方は、11月12日（木）までに、林宛(hayashi.shinnji@gmail.com)に参加申
込をお願いします。
〇12 月例会（12/15 火15 時） 松村 幸子 （33 衛看）氏 「コロナ：公衆衛生」
連絡係 中島 敏（31 育37 法） 090-1813-6511
binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
◎ ゴルフ会
会 費：年会費無料
会 員：神奈川銀杏会会員およびその配偶者の方（現在会員登録数80名）
（入会申し込み：氏名、卒業年次・学部、オフィシャル orプライベートハンデイキャップ、
〒番号、住所、Tel、Fax番号、Ｅメールアドレスを幹事まで連絡ください。）
幹 事：宇田川 潔（S33法）
E-mail： udagawa@kamakuranet.ne.jp Tel/Fax： 0467-32-3185
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鎌倉淡青会
イベント案内
以下の行事については、他の地域同窓会会員も鎌倉淡青会会員と同一会費で参加頂けるものがあります。それぞれ
の行事の詳しい内容と連絡先や会費等はＨＰに掲載されていますので、そちらをご参照ください。なお、鎌倉淡青会
ホームページは（http://www.kamakura-tanseikai .com/）です。なお以下のイベントのうちの幾つかは、新型コロナ
への対応ゆえに未定・休会・検討中などと記しています。
【１１月の予定】
１．テニスの会：１１月５，６、１３，１９，２０，２７日 ８：３０～１０：３０ 又は １０：００～１２：００
葉山町南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
２．書道教室：１１月１２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）：
１１月９日及び１１月 2３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．
１１月は２０日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
話題：「農業の現状と課題・・・AI 農業の未来
提供者名：下間 芳樹 (50 工)
５．令和 2 年度年次総会：
11 月 21 日（土）１４：００～１６：30 鎌倉商工会議所ホール
年次総会実施時期は例年 6 月であるが、新型コロナウイルス蔓延に伴い本年 6 月には全会員に送付した総会
資料を審査願って事実上の承認を得ていることから、短時間の年次総会を開催して参加する会員の再確認を得る
目的で開催される。コロナウイルスへの対応を考慮して例年であれば併催となるアトラクションや懇親会を
見送り、講演会のみを併催することにした。また会員の参加人数も会場の全座席数の半分に絞る予定である。
東京大学津田敦副学長が来賓として出席される。
開催予定は次の通りである。
（１）令和2年度年次総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14：00～14：50
（２）講演：河野元昭様（静嘉堂文庫美術館館長） 演題未定・・・・・・・・・・15：00～16：30
河野 元昭（こうの もとあき）先生のプロフィール
日本の美術史学者。近世美術が専門で、琳派研究の第一人者。静嘉堂文庫美術館館長。
東京大学名誉教授。美術専門誌『国華』前主幹。秋田県立近代美術館名誉館長。
元学校法人二本松学院京都美術工芸大学学長、秋田県出身。「饒舌館長」のペンネームで精力的に文筆活動を
行っている。逗子市在住。
６．鎌倉淡青座禅会：１０月～１２月休会。来年 1 月以降は未定。
７．歴史散策会：１１月、12 月も中止、来年１月については実施予定。
８．街道を歩く会：１１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 。
９．ヴォイストレーニング教室： １１月も休会。
１０．淡碁会（囲碁同好会）例会：当分の間中止。
１１．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
１２．包丁淡青：開催が可能になるまで無期延期。
１３．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。
【１２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。１２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】
定例昼食会（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。
172回
5.15
脳の病気と薬の標的
芳賀 達也
(38理）会員
173回
6.19
高嶺の花―欧州ア
ルプスの高山植物
山崎 和男
（38薬）会員
174回
7.17
宇宙の動向
山崎 直子
(H05工)会員
175回
8.21
日本の科学技術の国際競争力 伊藤 裕子
非会員、文科省
176回
9.18
反射望遠鏡よもやま話
廣田 幸嗣
(44工)会員
今回で６回目となるが、多くの会員がWeb会議に習熟したこと、運営を共同ホスト体制として司会とZoom操作を分業
化したことで、円滑に進めることが出来た。
【１０月度活動報告】
今月の話題提供は、吉田和彦鎌倉淡青会会長(36工)による「鎌倉淡青会創成期のあれこれ」と、故井上禅定初代名
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誉会長の講演録音「御谷（おやつ）騒動」で４２名の参加者があった。講演の前半は創立の経緯を中心にして、後半
は古都保存法を制定する切掛けになった鶴岡八幡宮裏山の開発計画とその反対運動の紹介があった。創立時から
の会員には当時を思い出させる話題であり、また最近加入した会員には歴史を知るうえで有意義であった。講演終
了後には古くからの会員からの多数の回顧談があり、Web会議が大いに盛り上がった。

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、実会場での講演会とWeb会議を隔月開
催する予定である。実会場ではWebにも同時配信し遠方の会員、遠方の講演者が参加できるOpenな体制にすること
などを考えている。
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クリオネストレッチ
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6月の活動再開以降消毒液
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三密回避などの対策の上活動
を継続しております。再開以降徐々に参加希望者が増え9月には1クラス５名を最大にするなど会員の体調維持実践
の熱意が感じられます。今後とも鎌倉周辺の感染状況を注視の上慎重な継続を続ける予定です。

早番参加者５名

遅番参加者５名

◎ 石川赤門会
石川赤門会事務局 藤木
先日9/19（土）に石川赤門会オンライン講演会・懇親会開催しました。その様子を簡単に報告させていただきます。
今回は、全国の地域同窓会でも総会などのイベント中止が相次ぐ中、（石川赤門会も総会は中止しましたが）石川赤門会は珍しく
オンラインにてイベントを開催させていただいた故に、東京大学地域同窓会連合会長嵜事務局長にも参加いただきました。
まずは、水野会長が「金沢建築散歩～兼六園周辺文化の森～」と題してオンライン講演会を実施し、金沢の中心部の建築及び
歴史について学びました。質疑応答も予定終了時刻を大幅に過ぎるほどの反響となりまして、オンラインにもかかわらずかなり打ち
解けた雰囲気となりました。
次に、オンライン懇親会で参加者全員が近況について報告しました。懇親会でも時間内に収まりきらず、応援歌「ただ一つ」を
合唱して、松本副会長が締めの言葉を発した時には終了予定時刻を30分ほど過ぎておりました。（参加者全員時間を忘れて盛り
上がった所以と思います。）
オフライン（対面）ほど双方向にコミュニケーションを取ることはできませんでしたが、コロナ渦で皆様がどのような状況になってい
るかを知ることができ、中止にしなくてよかったと心から実感しました。
新型コロナウイルスが終息（収束）する見通しが立たない中、最低限の活動ができてよかったと思っております。しばらくは活動
が制限されるかとは思いますが、引き続き工夫を凝らして何かできないかを模索していきたいと思います。引き続きよろしくお願い
申し上げます。

◎関西東大会 令和3年度総会案内
日 時 ： 令和3年（2021年）2月7日（日）
場 所 ： ホテルグランヴィア大阪20階 名庭（なにわ）の間
＊ホテルグランヴィア大阪は、JR大阪駅構内とつながっています
〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目1番1号Tel：06-6344-1235(代）
受 付 ： 15：30～
総 会 ： 16：00 ～ 16：30 （名庭の間A）
講演会 ： 16：30 ～ 18：00 （名庭の間A）
懇親会 ： 18：00 ～ 20：00 （名庭の間B）
講 師 : 元NHKアナウンサー 松本 和也 氏
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」
会 費 ： 1万円
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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
＜学士会へご入会ください＞
学士会は、東大をはじめとする旧七帝大の総合同窓会です。会員数は4万人以上、その中で、東大ご出
身の会員は、約2万6000人いらっしゃいます。
学士会は、隔月に1回『學士會会報』と『NU7』を発行し、会員の皆様にお送りしています。その他、様々なイ
ベントを開催しています。最新の、学士会の活動につきましては、学士会公式サイト
（https://www.gakushikai.or.jp）や以下のお知らせをご覧ください。
入会をご希望の方は、学士会会員企画課（TEL：03-3292-5933／MAIL：member@gakushikai.or.jp）ま
で、ご連絡ください。東大ご出身の皆様のご入会をお待ちしています！

１ 今後のイベントについて
令和2年11月以降の活動予定は、以下の通りです。
11月
7日（土）
学士会館イベント「食と健康～いつまでも元気でいるために～」シリーズ
第三回「ポリフェノールの効果とは？」 （11:30～セミナー 12:00～食事会 学士会館）
8日（日）

10日（火）

14日（土）

19日（木）
・20日（金）
20日（金）

学士会主催「チバニアンGSSP提案チーム代表岡田誠先生と行くチバニアン見学会」
（13:00～チバニアン現地（市原市田淵付近を流れる養老川沿い））
夕食会「『平常への復帰』？―大統領選挙後の米国政治と日米関係の行方」
（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）
久保 文明氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
学士会館イベント「食と健康～いつまでも元気でいるために～」シリーズ
第四回「ビタミンCの効用とは？」 （11:30～セミナー 12:00～食事会 学士会館）
旬彩寿司割烹二色イベント「第20回世界遺産和食と日本酒を楽しむ会」（秋田県「雪の茅舎」）
（18：00～ 学士会館旬彩寿司割烹「二色」）
午餐会「習近平体制の今後と日米中関係」 （12:30～食事、13:20～講演 学士会館）
國分 良成氏（防衛大学校長）

23日（月）
～28日
（土）

中国料理紅楼夢イベント レストラングルメを楽しむ「上海グルメツアーズ」
（17：00・18：00・19：00 学士会館中国料理「紅楼夢」）※各日限定5組

28日（土）

若手茶話会（オンライン開催予定）

12月
10日（木）

夕食会「新型コロナウイルス蔓延下における在宅医療」
（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）
小堀 鷗一郎氏（社会医療法人社団堀ノ内病院訪問医／元国立国際医療研究センター病院
長）
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※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 『お家で学士会館』テイクアウトメニューのご案内！
学士会館レストラン3店舗（レストラン ラタン・中国料理 紅楼夢・旬菜寿司割烹 二色）のいつもの味をお家
でお楽しみください。予約制のテイクアウトメニューを豊富に揃えました。ご予約お待ちしております。
詳細はこちら→https://www.gakushikaikan.co.jp/special/home_gakushikaikan/

3 集宴会の「冬のパーティープラン」
集宴会では、冬の期間限定で正餐スタイル(銘々盛り)の『冬のパーティープラン』をご用意いたしました。プラ
ンには乾杯用スパークリングワイン付きます。
期間：2020年12月1日(火)～2021年2月28日(日)
※2020年12月30日(水)～2021年1月3日(日)を除く
料金：西洋料理6,500円プラン／8,000円プラン
中国料理6,500円プラン／8,000円プラン
※上記料金は税金･サービス料が含まれています。
※乾杯用以外のお飲物は含まれておりません。
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-5936

4 慶祝プラン＆記念日プラン「吉祥」のご案内！
コロナ禍の状況下であっても、学士会館ではこんな時だからこそ、皆様がご家族で記念日を祝っていただき
たいと考えております。
感染症予防対策を積極的に講じておりますので、是非金婚式や銀婚式、長寿のお祝い、お誕生日などのお
喜びの日のお集まりにご利用ください。
ご家族の記念日のお祝いに、下記の２つのプランをご用意しております。
慶祝プラン
2名様よりご利用になれます。（2時間30分制）
お一人様15,000円（税サ込）、12,000円（税サ込）、10,000円（税サ込）の３つのプラン
※それぞれフリードリンク付き（プランによってドリンク内容が違います）
西洋料理（金のカトラリー使用）プラン、または中国料理プランからお選びください。
学士会会員様がご参加いただいている場合は5,000円分のお食事券プレゼント。
特典：記念写真撮影割引（通常1カット16,500円→11,000円）
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/
記念日プラン「吉祥」
6名様よりご利用になれます。（2時間30分制）
価格は120,000円（税サ込） お一人様増につき、12,000円（税サ込）
※西洋料理コースとフリードリンクのセットプラン
こちらのプランをご利用になると、「金のカトラリー」を1セットプレゼント。
※「金のカトラリー」は販売価格100,000円（税抜）のセット
※「金のカトラリー」は当日お持ち帰り、ご郵送も承っております。
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/kichijyo/
ご予約・お問い合わせ： 03-3292-5936

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。
☆良縁倶楽部会員限定の新サービスご案内☆
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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。
※登録情報の全部又は一部に虚偽、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、又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． 一高玉杯会便り
第２１３号（令和２年１０月１８日） （連絡先） 工藤 康 kudo@gakushikai.jp
〇 訃報：昭25文甲一 北原真澄（Ｒ1）
〇お知らせ
このほど一高玉杯会所蔵の一高関係史料一式の永久保存を図るべく、鎌倉市中央図書館近代史資料室に寄贈しまし
た。鎌倉市の東慶寺には向陵塚がある関係で、鎌倉市も一高関係の史料収集には関心を持って協力してくれています。
駒場の図書館には正史史料はそろって居りますが、先輩諸氏の著書などいわば外史に当る史料もできるだけ散逸せぬよ
う上記資料室に収集していく所存であります。諸兄におかれましても、永久保存に値する資料をお持ちでしたらご寄付を
ご検討下さいますようお願い致します。
〇 寄 稿 「大きな政府」で日本の生活・生産を再建する 師岡武男（昭24理甲二）
要旨： 日本経済は「失われた20年」とか「平成不況30年」とも言われる停滞続きと、今年からのコロナ不況が重なって、
深刻な不安にさらされている。それは年末から来年にかけてさらに悪化するとみてよいだろう。「令和恐慌」到来という見
方も出ている。政府は、来年度予算の編成と併せて、第3次補正予算による財政出動も必要になると思われる。
菅義偉首相は、新政権による解散総選挙対策としても、積極的な財政出動をはかるはずだが、最大の難問は財源対策だ
ろう。具体的に言えば、国債増発をどこまで拡大できるかである。もちろんその前に、国民生活安定のために必要な「支出」
の拡大をどう見積もるかが、まず大きな課題だ。（以下省略。ご関心のある方は工藤氏にご連絡ください）
４． 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

能をめぐる美の世界 ～初公開！彌之助（やのすけ）愛蔵から 120 年・新発田（しばた）藩主溝口家旧
蔵能面コレクション～ The elegance of Noh World Noh masks collection of the feudal lord
family Mizoguchi in the Edo period 日本博 JAPAN CULTURAL EXPO
［会期］2020 年 10 月 13 日（火）～12 月 6 日（日）
［休館日］毎週月曜日 （ただし 11 月 23 日は開館）、11 月 24 日（火）
［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
修理助成：公益財団法人三菱財団 協力：国立能楽堂
〇日本文化を代表する古典芸能、能楽。江戸時代には武家の式楽（儀式などで用いられる楽）となり、特に大名家と
密接な関係を持つようになったのは大きな特徴といえるでしょう。この能楽を、謡（詞章）と共に支えているのが、多彩
な能面の数々です。
本展では、静嘉堂所蔵の越後国新発田藩主溝口家旧蔵能面コレクション 67 面を岩﨑彌之助購入後、120 年を経
て初公開致します。貴重な面を守る面袋、それらを納める面箪笥、全てが揃った奇跡のコレクションです。秋のひと
時、大名家秘蔵の能面にゆっくり向き合ってみませんか。能に関わる美術品や本も展示。能の魅力を幅広くお伝えし
ます。また、明治を代表する彫刻家、加納鉄哉（1845-1925）の模刻による伎楽・舞楽面も登場。迫力ある木彫面も併
せてお楽しみください。（一部、展示替えを致します）［展覧会図録刊行］
※国立能楽堂 9 月 2 日公演「安達原」（シテ観世喜正）で、静嘉堂所蔵の能面（曲女＜曲見＞（しゃくみ））が使われ
ました。静嘉堂での初公開に先んじて最高の能舞台でのお披露目。「曲女」面は、本展で展示致します。
〇 溝口（みぞぐち）家
越後国新発田藩主。慶長 3 年（1598）、溝口秀勝（1548-1610）が新発田藩 6 万石の初代藩主となった。3 代藩主宣
直（1605-76）の頃から能に親しみ、特に 4 代藩主重雄（しげかつ）（1633-1708）の頃には、国元の城内や下屋敷で
盛んに能が上演された。江戸末期には分家池之端溝口家 8 代当主直清が安政 3 年（1856）浦賀奉行、同 6 年外国
奉行として活躍。万延元年（1860）、11 代藩主直溥（なおひろ）の時、10 万石となり維新を迎えた。明治 17 年
（1884）直正の時、伯爵叙爵。なお、10 代藩主直諒（なおあき）（1799-1858）の孫董子（ただこ）（直溥の養女）は、熾
仁（たるひと）親王妃となっている。
[関連イベント]
1．講演会
11 月 14 日（土） 「日本彫刻史上における能面の魅力」
川瀬由照氏（早稲田大学 教授）
2．宝生和英（ほうしょうかずふさ）氏（宝生流宗家）トーク
11 月 21 日（土） ※詳細は決まり次第、HP に掲載します。
3．河野元昭館長のおしゃべりトーク
10 月 17 日（土） 「能・謡曲と琳派の美」饒舌館長口演。
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※①②③共に、地階講堂にて 午後 1 時 30 分～午後 3 時（予定） 定員 50 名
※無料 但し当日の入館券が必要です。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
りいただきます。
4．新井達矢（あらいたつや）氏による 面打ち実演会のご案内
７歳より面を彫りはじめ、多くの能楽師に高く評価される面打・新井達矢氏による「面打」の解説と実演の会です。美し
い面の生まれる過程をお楽しみください。
講師：新井達矢氏
日時：11 月 8 日（日） A：13 時 30 分～14 時 20 分（50 分） B：14 時 40 分～15 時 30 分（50 分）
定員：A・B ともに各 70 名 会場：静嘉堂文庫美術館 地階講堂
【内容】
①講師による「面打ち」過程のスライド解説…約 25 分
②彫りおよび彩色工程の実演（講堂スクリーンに映写し実況いたします）…約 25 分
【ご参加について】 ・無料。ただし当日の入館券が必要です。
・当日開館時より整理券を配布（1 名様につき 1 枚限定、先着順）、御希望の時間帯（A あるいは B）をひとつお選び
ください。・開演時間の 5 分前に開場、整理券の番号順にお入りいただきます。
＜プロフィール＞
昭和 57 年（1982）東京生まれ
平成元年（1989）神楽面・狂言面を彫り始める
11 年（1999）三多摩美術展において「東京都市長会会長賞」受賞
17 年（2005）国民文化祭ふくい 2005「新作能面公募展」において、史上最年少で「文部科学大臣奨励賞」受賞
21 年（2009）金春宗家蔵の伝聖徳太子作白式尉を写し、金春宗家蔵となる
26 年（2014）能面科研の協力・調査と研究
※個展開催、後進の指導等に多忙の日を送る
【列品解説】
10 月 22 日（木）・11 月 19 日（木）午後 2 時～
11 月 7 日（土）・11 月 28 日（土）午前 11 時～２ 千代田区による「新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じてい
る飲食店等への認証制度」の審査を受け、【ClassⅡ】の認証を受けました
学士会館及び館内レストランは、千代田区による「新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じている飲食店等への
認証制度」の審査を受け、【ClassⅡ】の認証を受けました。
今後もお客様に学士会館を安心・安全にご利用いただけるよう、積極的に感染予防対策に取り組んでまいります。
◇「新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じている飲食店等への認証制度」の詳細につきましてはこちら⇓
URL：https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/shokuhin/oshirase/ninshoseido.html
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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/
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/

工藤 朋 代表取締役
（H15・工）

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

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）

２０２０年8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養・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）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

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

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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