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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）

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））

10日（火）

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）

14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）

19日（木）
・20日（金）

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」）

20日（金）

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
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長）

※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
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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

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。
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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。
※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）
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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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