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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。

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
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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。

◎ 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。
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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、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

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。
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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
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。
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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。
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
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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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