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発行日：２０２１年 1 月 9 日

[年末・年始の予定]
事務局は２０２１年１月６日（水）より事務局を開きましたが、緊急事態宣言の発令もあり、2 月」7 日までは、テレ
ワーク主体にして、事務局出社は最小限にします.緊急は長嵜までメール
（nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com）又は電話 090-6001-0289 でお願いいたします。
[訃報]
１． 有馬朗人連合会会長 （1953・理） 2020 年 12 月 6 日 心不全でご逝去。享年 90 歳。
故森亘前会長を継ぎ、2012 年より在任、大学を支援で
きる強い全学同窓会を応援されていました。直前までお元
気で、NHK パンデミック 激動の世界 (6)「“科学立国” 再
生への道」に亡くなる 2 日前のインタビューが最後のメッセ
ージとなりました（2020 年 12 月 20 日放映）。
２． 土田晃道東京銀杏会事務局長・連合会事務局次長
（1967・工） 2020 年 12 月 22 日 すい臓がんにてご逝去。
享年 76 歳。
仕事は緻密、体力はワンゲル OB で、百名山登攀した頑
強な心強い同僚でした。10 月末に検査入院、在宅治療に
移られてもオフィスにおいでになるなど、お元気な様子でしたが、あまりに早いご逝去でした。
（写真は 2020 年 10 月 16 日の全国大会：最前列右から 2 番目は有馬会長、最後列右か４番目は土田事務局
長）
＊ 連合会本部が呆然とするような基幹人材の喪失で、同窓会業務等遅滞でご迷惑をおかけしております。
早急な体制立て直しに努めておりますが、少し時間を頂きます。ご理解を頂くようお願い申し上げます。
Ⅰ ２０２1 年 新年のご挨拶
◎ 東京大学同窓会連合会会長代行（東京銀杏会会長） 森田 富治郎 （１９６４・法）
新年ご挨拶
2021 年の新年を迎えました。本稿は本来であれば賀詞を以てご挨拶すべきところでありま
すが、本年は慣例を覆さざるを得ない事情が生じました。その事情とは昨年末に当連合会関
係の重要人物の訃報が相次いだことです。そのお一方は当連合会会長の有馬朗人様、もうお
一方は東京銀杏会事務局長の土田晃道様です。従いまして、今回の年頭のご挨拶は、ご両所
への追悼の辞から申し上げることをご了解いただきたいと存じます。
有馬元総長の昨年 12 月６日のご逝去につきましては、各報道機関にも大きく取り上げられ
ました。先生は本来原子核物理学の世界的権威であられた方ですが、専門分野の研究だけで
なく、広いご見識と調整能力が評価され、数多くの政府の諮問機関の委員を歴任されました。さらには政治の世界
でも参議院議員、文部大臣、科学技術庁長官として活躍されました。別のお顔として、俳人としても著名な方でし
た。私共との接点では、多くの機会に２００３年の国立大学法人化の意義と、一方でその後進行した運営費交付金の
削減による大学運営の逼迫、若手研究者育成への影響、日本の科学研究水準の立ち遅れへの強い問題意識を訴
えて来られました。
土田晃道様は急なご病気のため 12 月 22 日に逝去されました。土田さんの東京銀杏会事務局長としての献身
的な活動には本当に頭が下がります。諸事万端水も漏らさぬ目配りで、事務局への信頼感を支えてくれました。そ
の存在が大きかっただけ喪失感も大きく、今後の事務局体制について細心の対応が求められると思っております。
有馬様、土田様への惜別の思いは尽きませんが、今はただ、心よりご冥福をお祈り申し上げるばかりです。
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昨年は、日本も世界もコロナとの戦いに追いまくられた 1 年でした。年末以降状況の厳しさが一段と増していま
す。目下の状況の迅速な終息、新たな社会の再構築、そのための人心・行動の集約への政治のリーダーシップ、そ
れを支える知的パワーの集結。そこに、改めて大学の存在感が問われる時代であると思います。そしてまたそれを
応援する同窓会の役割も見つめ直し、新しい姿を描いて行ければと願う次第です。
◎ 東京大学同窓会連合会 代表幹事 岡崎 一夫 （１９６２・法）
【東大らしい全学同窓会の具体化に向けて活動を進めましょう】
地域同窓会の皆様には、佳き新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は新年早々新型コロナウイルス問題が発生、瞬く間に全世界に拡大、日常生活の
みならずあらゆる経済活動・文化活動に制限が加えられました。
同窓会活動につきましても、不要不急概念との調整・自粛警察との折り合いなどこれま
で考えられなかった業務が増え、役員・幹事の皆様には大変ご苦労頂いた年となりました。
2 月から始まった活動の制限は 3 月に入ってほぼ全面的な活動自粛に至りましたが、時を置かずしてウィ
ズコロナの活動の検討が始まりました。
東京銀杏会では 6 月の総会を 3 か月延期し、会場との慎重な打ち合わせを経て、9 月 23 日に人数制限の下、
定例総会の実施に踏み切りました。
同窓会連合会でもこの動きに合わせて、定例総会・幹事会の実施を決め、いろいろな制限はありましたが、総会
を実施することが出来ました。
また 10 月 16 日には、リアルの会合とオンラインの会合を併用した第 21 回同窓会連合会全国大会において、大
同団結への進展を報告することが出来ました。 続いて 11 月 7 日埼玉銀杏会総会、11 月 21 日鎌倉淡青会総会
などが実施に至りました。
一方 2018 年から始まった同窓会連合会と校友会の大同団結への動きについは、2019 年 3 月の「覚書」に基づ
いて発足したプロジェクトチームが、2020 年 3 月 17 日「大同団結答申書」を公表、2030 年に向けた第一次 10 年
計画がスタート致しました。「東大らしい全学同窓会」の具体化に向け、当連合会は 10 月 1 日付で「地域同窓会連
合会」と改称、同時に校友会に「地域同窓会本部」を設置、連合会事務局がその事務局を兼務しております。
東京大学では五神総長が任期 6 年の最終年に入りましたが、こうした大同団結の動きについて、1０月 30 日五
神総長・有馬会長定例ミーティング（藤井次期総長も出席）において意見交換の機会を得ることが出来、引き続き答
申の路線に沿って推進していくことへのご理解をお願い致しました。本年はこの大同団結へ向けての活動を、一段
と加速させる年にしたいと考えております。
12 月 6 日、私たちの活動を強く支えて頂いた有馬朗人会長の突然の訃報に接し、驚愕致しました。
有馬会長は 10 月 16 日の同窓会連合会全国大会でも元気な声で全国に向けて発言され、１０月３０日五神総長
との会合でも張りのある声で発言をして下さいました。あまりにも突然の訃報に、８年に亘って私どもを強力に支えて
下さった御礼の言葉も申し上げられず、何とも残念ですが、今はただ安らかにお眠り下さいますよう祈念するばかり
です。
１２月２２日、今度は同窓会連合会事務局次長土田晃道さんの突然の訃報が届きました。土田さんは東京銀杏会の
事務局長としても１４年に亘って東京銀杏会の激務を支え、本年９月のコロナ禍における総会の実施に向けて慎重且
つ果断な決断をされ、その無事な実行に貢献、同窓会連合会全国大会でも主導的な役割を積極的に果たして下さい
ました。土田さんの突然の旅立ちに、ただご冥福をお祈りするばかりなのが誠に残念です。
本年同窓会連合会は多難な運営が想定されますが、地域同窓会の皆様におかれましてはこの辺の事情をご賢
察のうえ、どうか従来にも増してご理解とご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。本年も皆様のご健勝とご多幸を
お祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
◎ 東京銀杏会 代表幹事 岩村敬 （1969・法）
本年が平穏な一年となることを祈念します
昨年は、東京銀杏会にとっては大変な 1 年間でした。２月に始まる新型コロナウイルスによる感染症（ＣＯＶＩＤ１
９）の蔓延に多くのイベントが中止又は中止となりました。さらに、年末には当会の運営にとってかけがえのない土田
晃道事務局長の突然の訃報に会員一同大きな衝撃を受けました。また当会の総会に毎回お顔をお見せいただい
た連合会会長の有馬元総長の訃報も飛び込み、賀詞を申し上げることがかないません。
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さて、本年に入ってもＣＯＶＩＤ１９の猛威はとどまることがありません。昨年末には現職の国会議員の命が奪われ
ました。報道によれば検査が受けられなかったため、治療が遅れたことが原因だとも報じられています。政府は当初
より検査を極めて限定的に運用をしていますが、自発的に検査を受ける市民が増え民間検査機関には予約が殺到
しています。また自発的に検査を受ける理由は「症状はないが他人にウイルスをうつしたくないから」だという人が多
くみられます。今年こそ政府は方針を転換し、容易に検査が受けられるようなシステムの構築を行うべきではないで
しょうか。
◎ 北海道銀杏会 会長 桑澤嘉英（1976・法）
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大で、企業も個人も大変大きな影響を受けました。
特に北海道は、全国に先立って、2 月 28 日に鈴木知事から「緊急事態宣言」が発令されて
以降、行動制限が厳しくなり、北海道銀杏会の行事も、4 月の定時総会や、定期講演会、秋
の旅行会等を全て中止としました。
そのような中、10 月に、地元の経済紙「財界さっぽろ」に、北海道で活躍しいている東京大学
の卒業生の特集が 2 ページにわたって掲載されましたので、記事のコピーと、会長及び副会
長 3 人の近況報告や、副会長が撮影した北海道の自然の写真を添付して、会員皆さんに送
信し、リモートながらコミュニケーションを図っています。
今年はワクチンの接種も始まりますので、いずれは落ち着きを取り戻して、例年の活動を再
開できると考え、準備をしていきたいと思います。
今後は、大学や同窓会連合会からの情報を活用させていただき、北海道銀杏会の活動に役立ててまいりたいと
思います。 本年も、よろしくお願いいたします。
◎ 仙台赤門会 会長 渡辺 達美 （１９８３・法）
新年明けましておめでとうございます。
新型コロナウィルスが終息せず、活動がままならない日々が続いています。東日本大震災
から 10 年目の節目を、まさかこのような形で迎えるとは予想だにしませんでした。
思い返せば、東日本大震災の年に、迷いながらも敢えて開催したゴルフ大会では、沿岸被
災地の地場産品を賞品にして、互いに元気づけあい、翌々年の在仙台東京 6 大学合同新
春の集いでは、幹事校として 6 大学交流の機運を盛り上げ、３年後の総長を囲む懇談会で
は、多くの会員同士が絆を深めるなど、同窓会活動を途切れることなく続けてきました。同窓
として、世代や職種を超えた交流を通し、刺激を受け、元気をもらい、実際に顔を会わせるこ
との大切さを感じながら活動してきたこの 10 年間でした。
今は、そのような集まる機会をなかなか持てず、この不自由な状況はしんどいですが、我々は、あの大震災も乗り
越えてきた！今回のコロナ試練にも負けない！ 皆様、今年もどうぞよろしくお願いします。
◎ 秋田銀杏会 事務局長 小峰正史 (1990・農)
新年明けましておめでとうございます。
秋田銀杏会は本年で創設から 6 年目を迎えます。会員数は 100 名強ほどの小さな会です
が，毎年 11 月に総会を開き，講師をお招きしての講演会や会員の交流を行っています。
2020 年度は COVID-19 の蔓延により，総会の開催は見送りとせざるを得ませんでした。秋田
県の感染者数は全国的に見て少ない状況でしたが，高齢の会員が多く，また現役世代は勤務
先から大人数が集まる集会への参加自粛が求められるなどもあり，中止を決断しました。本年も
どのような状況になるか図りがたいですが，万全な感染対策のもと総会の開催を目指します。
秋田銀杏会はこれまで会員の懇親を主としてきましたが，今後は会員のネットワークを活用し
た，秋田県の活性化につながる活動の起点に出来れば，と考えています。秋田県は少子高齢化
や人口減少の進行が全国でもトップクラスに早く，地域社会の存続そのものが危ぶまれています。一大学の同窓会
にできることは限られますが，会員の多くが産・学・官の多様な分野で活動しており，相互に連携することによって，
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県勢再生に貢献できるシードを生み出せるはずです。秋田銀杏会が，単なる卒業生の懇親の場に留まることなく，
新しいムーブメントを生み出す力となれるよう活動の幅を広げてゆく所存です。
◎ 埼玉銀杏会 会長 岩渕 均（1972 年・養）
東京大学同窓会連合会の皆様、明けましておめでとうございます。
昨年度の総会にて埼玉銀杏会の会長に就任しました岩渕均と申します。
昨年度は新型コロナウィルスの影響で、例年活発に活動していたゴルフ部、旅行部、囲碁部
を始めとして殆どの会合や活動が中止なり延期になってしまいました。
その中で「３密」を避けつつ、講演会形式で行える「講話を聴く会」と「総会及び講演会」を開催
することができました。 「講話を聴く会」は埼玉県病院管理事業者の岩中督先生による「埼玉県の医療事情と子ど
もたちの未来」、総会時の講演は」東京大学第 28 代総長の小宮山宏先生による「プラチナ社会の実現 ～地球課
題解決に向けた未来戦略～」でした。講演の様子や内容は、埼玉銀杏会のホームページや会報「公孫樹」などで
紹介致します。
コロナワクチンはアメリカでは開発され既に接種も始まっており、日本でも接種が始まると思いますので、令和３年
は、「活動再開の年」になることを期待しております。本年が皆様にとりまして良い年でありますことをお祈り申し上げ
ます。
◎ 神奈川銀杏会会長 豊吉誠治（1980・工）
新年明けましておめでとうございます。 皆様にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
昨年は新型コロナウィルスの影響で、当会も活動の縮小を余儀なくされました。早い段階
でオンライン方式を取り入れたことで、多くの分科会活動は従来方式より多くの参加者を得る
ことができ、会員数の増加にもつながりました。特記すべきことは、今回初のオンライン企画と
なったホームカミングデイで「神奈川銀杏会物語」の落語作品を出展致したことです。
本年もオンライン方式と対面方式の併用で、双方のメリットを生かした活動を推進してまい
ります。 オンライン方式による三土会等の分科会には、他地域の会員の皆様のご参加をお
待ちしております。
いよいよ校友会・連合会との大同団結がスタートします。 近隣の銀杏会としての役割を果たすべく協力致します
ので、ご指導、ご支援をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
◎ 鎌倉淡青会会長 吉田和彦 （1961・工）令和３年賀詞
鎌倉淡青会会長 吉田和彦
新年明けましておめでとうございます。日頃からご支援を頂き御礼申し上げます。
平成 15 年（2003）に発足した鎌倉淡青会は、令和 3 年（2021）6 月に設立 18 年目を迎
えます。このところ数年間の会員数は 250～260 名前後で、大きな変動はありません。
昨年 2 月頃に始まった新型コロナウイルスが蔓延するまでは、同窓会活動は非常に活発
でした。年次総会・新年会・見学会・三金会や市民が参加する公開セミナーなどの全体行
事や、同好の士が集う 11 に及ぶ同好会（街道を歩く会・歴史散策・座禅・囲碁・テニス・スト
レッチ・ヴォイストレーニング・書道など）のそれぞれの行事には多数の会員が参加しておりましたが、殆どが中止や
延期に追い込まれました。
それでも何とか実施した全体行事としては年次総会・三金会、個々の同好会行事としてはテニス・ストレッチ・書
道が挙げられます。コロナウイルス蔓延に対して参加会員の安全と安心が確保されることを見越して、いずれも実施
或いは逐次再開に漕ぎつけた次第です。とくに三金会について従来は講演会形式の月例会でしたが、三密を避け
るために Zoom を利用するオンラインの月例会としたことにより参加者数も格段に増加しました。
いずれにせよ会員の高齢化が歳を追って進んでおります。東京大学の学部卒業年次昭和 39 年という世代が
200 数十人の会員の中央値であることから、会員の平均年齢は 80 才前後と目されます。人生 100 年時代といわ
れますが、東京大学の数ある地域同窓会のうちで鎌倉淡青会は高齢化の先頭を切っている地域同窓会であると思
います。
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令和 3 年の鎌倉淡青会の同窓会活動ですが、コロナウイルス蔓延状況如何に大きく支配されると考えています。
安全と安心が確保されると見込まれる時期が到来すれば同窓会活動も大幅に再開されるので、従来の活発な状況
を取り戻す筈です。しかしながら再開の時期が遅れれば遅れるほど会員の高齢化が更に進み、活発な活動状況を
取り戻せなくなるのではないかと恐れている次第です。取りあえずは何とか実施或いは再開に漕ぎつけた同窓会活
動を継続しながら、更に再開可能な活動を模索することになると見込んでいます。
とくに三金会については新しい形式である Zoom を利用するオンラインとリアルの併用などを検討し、会員の参
加率を上げることに繋げることが出来ればと期待しています。
将来を考えれば若手会員の増強は大事ですが、世相からみてなかなかむつかしいのが現状です。これについて
は会員の皆さんの知恵を借りたいと考えています。
いずれにせよ令和 5 年（2023 年）には鎌倉淡青会は設立 20 周年を迎えます。記念行事をどうするかなども視野
に入れつつ、同窓会活動の発展を期したいと思います。よろしくご支援をお願い申し上げる次第です。
この賀詞を同窓会連合会事務局に提出する直前に、同窓会連合会長の有馬朗人氏及び同窓会連合会事務局
次長の土田晃道氏が逝去された由との連絡がありました。いろいろ御世話になったお二人に謹んでお悔みを申し
上げるとともに、心よりご冥福をお祈りするばかりです。
◎ 山梨銀杏会 事務局長 風間 正利 （２０１０・修・新領域創成科学）
あけましておめでとうございます。
2020 年は新型コロナウイルスにより、生活が大きく変わりました。本会におきましても、定
例会が延期となり、落ち着きを取り戻すまで開催を待っている状態です。
しかしながら、新型コロナウイルス対策において山梨大学医学部附属病院の指揮を執ら
れている山梨大学の島田眞路学長（本会会長）、山梨県でリーダーシップを発揮されている
長崎幸太郎知事、医療従事者の方々、不安な学生を親身になってサポートする教員の
方々など、本会のメンバーがそれぞれの地域で社会を支える活動をしていることを大変嬉し
く思います。
2021 年は本会も新しい活動方法を模索していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願い致します。
株式会社 おせっ甲斐 代表取締役社長風間 正利 （甲斐国、山梨県におせっ甲斐（かい）しています。）
Tel

090-9393-0231 Mail mail@kazama.tv Web https://y-osekkai.com

◎ 浜松銀杏会 会長 北脇 保之 （1974・法）
昨年浜松銀杏会は新型コロナウイルスのため全く活動ができませんでした。
そのような中、１２月には本会名誉会長をお引き受けいただいていた、元東大総長、元文部
大臣、公立学校法人静岡文化芸術大学理事長の有馬朗人先生がお亡くなりになりました。
先生は小学校途中から旧制中学（浜松一中＝現浜松北高）卒業まで過ごされた、浜松の地に
強い郷土愛をお持ちでした。浜松銀杏会では、一昨年の総会で、日本の学術・教育について
憂国の情溢れるご講演をいただいたことが昨日のことのように思い出されます。当会として先
生のご遺志を今後の会の活動に活かしていく所存です。
本年は新型コロナウイルスが 1 日も早く終息し、各地域東大同窓会が通常の活動を再開で
きるよう願っています。

◎ 東海銀杏会 事務局長 清水 順二 （1974・工）
日頃は同窓会活動に並々ならぬご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
ことしはコロナで明けコロナで暮れる１年となりました。東海銀杏会では昨年の２月には滑り込みで総会を開催で
きましたが、その直後から一切の活動が停止状態となり、役員幹事一同途方に暮れた年となりました。そうした中で
連合会の全国大会がハイブリッドで開催されましたことはわれわれ地域同窓会にも大きな励みでありました。
東海銀杏会では本年２月１５日の総会をどのようにすべきか役員幹事の意見を求めましたが、ほとんどが開催は難
しいので書面決議でとの意見でした。 その中にあって水野会長から、懇親会は無理でも総会と講演会はオンライン
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で開催できないだろうかとの呼びかけがあり、検討の結果、東海銀杏会でもハイブリッドによる開催となりました。詳
細のご案内は年明けとなりますが、連合会の皆さまにはオンラインでのご出席をよろしくお願いいたします。
ことしもあと僅かとなりましたが、連合会の皆さまにもくれぐれも恙なく（コロナなく）新しい年をお迎えくださるようご祈
念申し上げます。
◎ 関西東大会会長 北 修爾（１９６６・経）
皆さま、コロナ禍のお正月ですが、明けましておめでとうございます。
ご多分に漏れず関西東大会の行事もコロナ感染症の流行に影響を受けています。早くこの
ような状況から脱皮し、いつもの日常生活を取り戻したいと祈念しています。
関西東大会は志のある先輩達が三十余年前に設立し、今に残してくれた大事な器だと思
います。歴史を振り返ると会員数が千名を超えていた時期もあったのですが、現在は四百名
余。会員の拡充が目下の課題です。東大の卒業生の総数が 18 万人とし、関西にその 1 割
がいると仮定すると現況は 2%強しか会員に登録されてないというお寒い状態です。
学士会報や学友会の会報や進学の多い高校の名簿などにこのところ広告を出し、少なくと
も関西には東大卒業生が集う同窓会があることを喧伝して、何かの機会に積極的に色んな行事に顔を出して貰うよ
う工夫しています。経験的に二人から入会へのお声がけをすると入会の確率は高いようです。総会や講演会などの
ほか趣味のゴルフ、テニス、囲碁、音楽など牽引するリーダーが熱心に活動してくれているのは心強いです。
大学当局が、我々が地道に活動してきた各地の同窓会活動を多とし、学友会活動の一環に組み入れ、連携して
進むことになった意義は大きいと思います。東大に学んだ縁を大事に、大学を盛り立て同窓の絆を大切にして行こ
うではありませんか。
◎ 兵庫東大会 会長

西村 文茂 （１９７３・法）

全国の地域同窓会の皆様、新年明けましておめでとうございます。
兵庫東大会は、平成１１年（１９９９年）２月に創立され、今年は、創立２２年になります。現在の会員数は、約２００
名、最近の例会出席者は約６０名です。これまで、２８回の例会を開催していますが、９０代の大先輩から卒業間もな
い若手の方まで巾広い年代の卒業生が出席する楽しい例会を続けています。
兵庫東大会は、毎年、２月に例会を、秋にハイキング等の親睦活動を開催してきましたが、コロナ感染症のため、
昨年は、例会、親睦活動いずれも開催できませんでした。緊急事態宣言が解除され少し落ち着いたので、８月末に
ミニ講演会を企画したのですが、コロナ感染症の第二波流行により開催できませんでした。
今年は、２月は難しいとしても、ワクチン接種による集団免疫に期待し、秋から年末頃に、何とか例会を開催した
いと考えています。
連合会の皆様、地域同窓会の皆様には引き続き、ご指導、ご厚誼下さいますようお願いします。最後になりました
が、全国の地域同窓会の更なる御発展と皆様のご健勝をお祈りします。

◎ 岡山東大会 ）会長 河原 昭文 （1964・法）
あけましておめでとうございます。といっても、昨年は新型コロナウィルスに翻弄された１年でした。
岡山東大会も、１月に新年会をしただけで終りました。安倍、トランプが退陣し、菅、バイデン時代になりましたが、
コロナを含めて、明るい見通しが立ちません。それでも、一人一人力を尽くして、新しい年を少しでもいい年にしてい
こうではありませんか。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
◎ 大分赤門会 事務局長 生野 裕一 （2001・法）
明けましておめでとうございます。
昨年は，恒例の東京六大学ＯＢゴルフ大会が延期となってしまったことに始まり，大分赤門会の総会を開催すること
ができない１年になってしまいました。皆様お元気でしょうか。
今年は新たな試みとして，お隣の宮崎赤門会の皆様と３月中旬にゴルフ対抗戦を開催する予定です。今後の定
例行事にしていきたいと思っています。まずは，第１回が無事に開催できる状況になっていることを願っています。
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そして，翌月の４月２９日（木・祝）には，昨年延期となった恒例の東京六大学ＯＢゴルフ大会・表彰式が開催され
る予定です。一昨年は惜しくも２位に終わりましたが，今年は優勝を目指しております。大分赤門会では，新入会員
の方を随時募集していますので，何か情報がございましたら，shono@agora-jp.com までご連絡よろしくお願いしま
す。今年もよろしくお願いします。

◎ 長崎銀杏会 事務局長 鳥巣 維文 （１９７４・経）
旧年中は各地の同窓会もコロナ禍の中で運営に苦慮されたかと拝察いたしますが、令和３年が平穏な年に戻りま
すように祈念します。
長崎銀杏会では従来通り”無理をしない運営”を心がけ、会員の懇親事業を行います。

◎ 鹿児島銀杏会 会長 福元 伸一 （1984・法）
謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
昨年４月に鹿児島銀杏会の会長に就任しました福元紳一です。 鹿児島銀杏会は，平成６
年に発足し，現在会員数９６名で活動しております。
昨年から新しい役員体制のもと，毎年恒例の総会・懇親会に加え，新たにゴルフコンペを企
画する予定でおりましたが，新型コロナウイルスの問題から実現することがかないませんでし
た。
しかし，昨年は同窓生の活躍めざましい年となり，７月の鹿児島県知事選で塩田康一知事
（昭和６３年法学部卒）が，１１月の鹿児島市長選で下鶴隆央市長（平成１６年法学部卒）が誕
生しました。塩田知事，下鶴市長のご活躍が今年の鹿児島銀杏会をさらに盛り上げてくれるに
違いありません。
本年の干支である丑（うし）は，先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年と言われています。日
本のみならず世界を取り巻く新型コロナウイルスの脅威が終息する兆しはまだ見えませんが，鹿児島銀杏会の懇親
の輪を広げるべく，焦らずゆっくり着実に職務に邁進する所存でございますので，皆様方におかれましては，従前と
変わらぬご指導，ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
末筆ながら，新しい年が，鹿児島銀杏会にとってより良い年となり，また，連合会の皆様にとっても素晴らしい年で
ありますよう心より祈念致しまして，年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。
Ⅱ 2021 年「なにが、いつ、どこである」～同窓会・大学その他の主要行事
202１月 1 月
青森県東京大学同窓会新年会
東京銀杏会新年会
岡山東大会新年会

中止
1 月 20 日（水） １８：００～２０：３０ 緊急事態宣
言を受け中止

青森県八戸市
第一ホテル東京

中止

202１年 2 月
関西東大会総会兼新年会

2 月 7 日（日）14：００～15：００
総会のみ役員・幹事のみ小規模で開催。
（講演会・懇親会は中止）

鉄鋼会館 2 号会議室 （収容人数
最大約 30 名） 大阪市中央区北久
宝寺町 3-5-12。
御堂筋本町アーバンビル 11 階

東海銀杏会令和 3 年度例会

2 月 15 日（月） ハイブリット（リアル・オンライ マリオットアソシアホテル
ン併合）にて開催予定。詳細追って連絡。

兵庫東大会

開催未定・秋に延期か？

ホテルオークラ神戸
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銀杏講演会

2 月 18 日 延期

講演：嶋津昭会長代理）

奈良東大会総会

開催未定

奈良ホテル

202１月 3 月
福岡銀杏会北九州の集い

開催未定

東京銀杏会第 26 回トッフォーラ 3 月 13 日（土） １３：３０～１８：００
ム
人数限定・懇親会無しで開催予定

学士会館 ２０２号室

東京大学 卒業式

詳細確認中

3 月 18 日（木） 卒業式（学部）

テーマ「コロナ後の世界、世界を
覆うまだら状の秩序」コーディネ
ーター久保文明教授
（東京銀杏会記事参照）

3 月 19 日（金） 学位記授与式（院）
202１年 4 月
千葉銀杏会総会

開催検討中

東天紅（千葉駅センシティタワ
ー）

北海道銀杏会総会

開催検討中

ホテルオークラ札幌

東京大学 入学式

4 月 12 日（月）

詳細確認中

202１年 5 月
東京銀杏会総会

5 月 25 日（火）１８：００～

東京第一ホテル

連合会総会

5 月 25 日（火）１４：００～ （暫定）

東京第一ホテル

Ⅲ 連合会関係
１．組織
（１） 有馬会長の後継は吉川弘之第 25 代総長： 連合会会長は歴代の林健太郎先生、向坊隆先生、森亘先生、有
馬朗人先生と元総長にお願いしており、順番は吉川弘之先生、蓮実重彦先生、佐々木毅先生ですので、昨年末
より吉川先生にお願いしておりましたが、本年 1 月７日にご承諾のメールを頂きましたので、ご報告申し上げます。
コロナ感染下、未だ対面でのご挨拶は厳しくオンラインを予定しております。
（２） 東京銀杏会事務局及び連合会事務局の後継体制：

① 土田氏は１０年以上、事務局長として緻密な且つ多方面の業務をワンゲル OB らしい頑張りでこなして来
ており、後任を育てる必要性を感じないままの突然の損失で、多くの幹事のいる東京銀杏会でも代替人材を
すぐ見つけるのは難しいと思われる。暫定的に事務局長代行は小浪悠紀子副代表幹事（１９６８薬）、そのサポー
トに秀島鋭介幹事（１９76・法）にお願いしている。
② 連合会においても、校友会地域同窓会本部を兼任から始め、更なる校友会との統合を進めるにあたり、事務局
次長土田氏の存在を頼りにしていた面もあり、同氏の損失により、連合会の事務組織も見直すことが必要になる。
③ 事務局の事務体制については、
① １２月１日より女性事務員（井上法子氏）のパート雇用（週３回）を開始、東京銀杏会の会員管理（金井氏作成
のエクセルベースの会員管理ソフトによる）の他、電話その他の雑務を行う予定。
② 会計は東京・連合会共に元森会計事務所に毎月の会計処理を委託しました（証憑書類を月一回提出前
提）。
（３） ２０２０年度年会費のご請求と２０２１年度年会費の見直し
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・ ２０２０年度年会費については、年度内のご請求・入金を目標にしておりますが、事務局の人手不足もあり、で
きれば１月中に予算見通しと共に幹事会の確認を得て請求書発行を考えております。尚、ゆうちょ口座・銀行
口座名義は手続き遅れから東京大学同窓会連合会のままで行う見通しです。
・ ２０２１年度年会費見直しは総会（５月２５日予定）にて行いますので、各会のデータ提出をお願いいたします。
２． 校友会関連
（１） 岡崎代表幹事による地域同窓会会誌への投稿活動校友会との大同団結による全学同窓会の重要性につき
学内外の理解は十分でない状況を打破するため、岡崎代表幹事は東京銀杏会、埼玉銀杏会、東海銀杏会、
関西東大会等の会誌への投稿を通じて、末端の会員の皆様にも全学同窓会の重要性を訴え、学内外へのア
ピール活動への協力を要請しております。近々、連合会ニュースへの投稿を予定しております。よろしくお願い
いたします。
（２） 校友会との協働体制
・ 校友会会則改定 W/G は(ZOOM1２/７)に継続的に参加している。

・ 津田副学長をホスト、島田卒業生部門長・神澤校友会事務局長、連合会は岡崎代表幹事・長嵜事務局長・土田
事務局次長（東京銀杏会事務局長）をメンバーとするテーマを設けないフリーな月例 ZOOM 同窓会懇談会は本年１
月１４日に第１１回を迎える。
（３） 地域同窓会本部の目標
地域同窓会の会員拡大のため、以下に述べる事業を推進すると共に、2021 年度内の校友会との大同団結（統
合又は合併）の具体案を固める必要がある。
（以下、前号掲載と同文）
（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。
私案は、入学時に校友会主催の新入生歓迎・校友会学生会員入会式を開催、駒場を出る段階で駒場出陣
クラス幹事任命式を開催する、また、本郷では、卒業式前夜に、卒業年次送別会を開催、学部・院、運動
部、サークル他の同期幹事任命式を行うなどが考えられます。

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。

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。

３．新型コロナウイルスについて事務局長からのお願い
年末から第３波の新型コロナウイルス感染数は急速に増えており、ウイルス変異による感染リスクは想定以上に拡
大しているかもしれません。
昨年の同窓会活動について、万全の感染防止対策を講じてイベント開催することは勇気ある決断だったかもしれ
ません。世間では、相変わらず、インフルエンザより重病率・死亡者は少ない、恐れる必要はないとの声もあります。
私も同調した面もありますが、今年の状況では同じ幸運が続くか自信がありません。
問題は新コロナによる医療体制の逼迫で、他の病気の患者が適切な治療を受けられない状況になることです。
転院を繰り返さざるをえなかった土田氏のご逝去もコロナ禍による医療体制逼迫が原因とも言えます。
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今年については、現場の手配の責任も持つことになる各事務局の皆様にお願いするのは、まずは、リアル開催に
代わるオンラインとか別の効果的な方法を模索して頂きたい。どうしてもリアルで開催するなら、感染対策等含め全
ての点につき責任ある役員全員の合意を担保に実施して頂きたいということです。よろしくお願いします。
Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
東京銀杏会
◎ 東京銀杏会事務局長ご逝去の件
土田晃道東京銀杏会事務局長（１９６７工）は 121 月 22 日にご逝去されました。 土田さんのこれまでの八面六
臂の活躍は余人をもって代ええうこと不可能ですが、暫定的に事務局長代行は小浪悠紀子副代表幹事（１
９６８薬）、そのサポートに秀島鋭介幹事（１９76・法）にお願いしております。
◎ 東京銀杏会新年会

1 月 6 日企画委員会にて中止と決定

日時 ：2021 年 1 月 20 日（水） １８：３０～２０：３０
場所 ： 第一ホテル東京 ５階「ラ・ローズ」会費 ：
会員余興 ： 落語 春風亭昇吉氏（２００７・経済）
◎ ２０２０年度第７回銀杏懇話会

1 月 8 日に延期と決定

講師 ： 嶋津 昭 氏（１９６７法）
演題 ： 「ラグビーW 杯を振り返って」
日時 ：2021 年２月１８日（木） １８：３０～２０：３０
◎ 東京銀杏会第２６回トップフォーラムのご案内

開場 １８：００

講演会 １８：３０～１９：３０

開催予定

テーマ「コロナ後の世界、世界を覆うまだら状の秩序」
・コーディネーター久保文明教授
・パネリスト： 斎木 尚子 氏 東京大学公共政策院客員教授 ・川島 真 氏 東京大学大学院総合文化研究科教授・
池内 恵 氏 東京大学先端科学技術研究センター教授
日時 ：2021 年３月１３日（木） １８：３０～２０：３０場所 ： 学士会館２０２号室
（詳細：別途参照）
◎ 東京銀杏会囲碁の会報告
令和２年１２月２８日 囲碁の会幹事 上田比呂志
２０２０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。
また、例年１２月に開催しておりました（リアルの）本因坊戦は中止となりますが、新年の 1 月には、初めての試みとし
て第１回 ZOOM 囲碁本因坊戦トーナメントを開催する予定です。
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。１２月１２日の第７回 ZOOM 囲碁の会は、今回も岡崎一夫さん
（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１０月、１１月と並び、これま
でで最多の参加者となり大変盛り上がりました。
ご参考までに１２月１２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）、鈴木庸夫さん（S42 文 幹事）、小澤健二さん（S41 経）、山下東洋彦さ
ん（S41 法）、松田研一さん（S41 法）
2 段目左から 市瀬國興さん（S41 工）、篠島秀明さん（S37 法）、豊島忠彰さん（S35 工）、楠田修司さん（S40 法）、
岡崎一夫さん（S37 法）
3 段目左から 江波戸哲夫さん（S44 経）、渡邊輝さん（H01 法）、牛島俊明さん（S33 法）、今村啓一さん（S59 経、幹
事）、大澤摩耶先生
4 段目左から 金子幹雄さん（S39 工）、馬亜蘭先生、田近東吾さん（S42 文）
神奈川銀杏会
◎ 三土会
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。
さらに、神奈川銀杏会へのゲートウエイとしての機能を持てるよう、会員の皆様が参加したくなるようなテーマを選
定、講師をお招きするよう努力してまいります。その際、テーマについてはリベラルアーツの考え方を追求すると共
に、講師については地域同窓会として神奈川県へのアイデンティティも意識してまいります。幹事の力不足にて遅々
とした歩みになろうかと思いますが、会員の皆様のより一層のご指導・ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
[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。会費につきましては、毎回、三土会幹事から三土会参加者
名簿が豊吉会長に送られ、まとまった額まで溜まったら（三土会、気功の会などの会費の数回分の合計）、豊吉会長か
ら請求書が、三土会参加者に届きますので、その請求書に従って、その請求書に書いてある銀行口座に、その請求書
に書いてある額を、払い込んでください。三土会の場合は、オンライン開催の場合は、一回おひとり様あたり、参加費５
００円がカウントされます。新規参加者の場合、お試し参加の場合、参加費５００円が免除される場合があります。詳細は、
幹事までお問合せ下さい。
[最近の開催状況]
[12 月 19 日] 12 時 30 分～14 時 30 分
「AI と量子コンピュータ」宗澤 拓郎 様（33 工）のご講演
ＡＩ導入により、〇単純事務－＞機械化、自動報告書作成、〇販売－＞提案型販売、〇車両運転－＞自動運転
と物流ロボ、〇工場－＞無人工場、〇金融－＞ロボットによる投資先決定、〇農業－＞無人の高効率耕作、〇医
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療－＞予防医学、手術ロボ、〇化学－＞新薬開発、新物質開拓、〇軍事－＞ロボット兵士（これは危険！）・飛行
機・潜水艦などの、「認識、思考、行動力」を備えたロボが出現し始め、社会の大変革が起きつつある。加えて、バー
チャル・リアリティーと、拡張現実技術が、アニメ、遠隔手術、エンジニア訓練、広告などなどに用いられるであろう。
これらの事は、多段実装型の人工神経細胞から成る「深層学習＝ディープラーニング」技術が出現した事による部
分が大である。これに関しては、既にＡＩ人材争奪戦が始まるとともに、文科省や大学、また、ソニーをはじめとする
企業が積極的に対応を開始している。
利口になったＡＩを人類が十分に活用するためには、 「ＡＩがどこまで人間の仕事の代替が出来るかを考えよ（東
大、松尾教授）」、「ＡＩは人間には見えないものが見える。それをどう活用するか？（ソニーＣＳＬ、北野社長）」など
を真剣に考えるべきである。
今後、育成すべきは〇ＩＴが分かる経営者、〇データ・サイエンティスト、〇ＡＩロボット技術者、〇ＡＩベンチャーな
どである。
ディープラーニング、画像処理、組み合わせ最適化問題、ビッグデータ、暗号、量子化学計算・・・・・これらの出現
による、計算機利用の需要増加に応じるべく、ゲート方式やアニーリング方式の量子コンピュータの研究が世界各国
で進められている。ローカルミニマを「高温によって」飛び越えて、「最終的には温度を下げて行って」グローバル最
適地に到達する「量子アニーリング」は日本発の技術（門脇、西森教授）で、宗澤さんは、大学に取材に出かけた。
量子コンピュータは、「一つの量子状態には二つ以上の電子や光子は入れない」という「パウリの原理」が空間を隔
てて作用する「量子もつれ」現象を活用して実現されるという。日本の若い研究者は、『電子、原子系では、極低温
が必要だが、レーザー光の光子なら、大量の量子もつれを室温で実現できる事』の実証に成功した。古沢、武田、
教授からの、宗澤さんの直撃インタビューによれば、『光コンピュータの性能が、現存のスーパーコンピューターの性
能を凌駕する目途は立ち始めたが、現時点では量子コンピュータの、雑音・エラーは非常に大きく、これを、低コスト
でどう抑えるか』が、研究のキモである、という。
今後のさらなる進展を待ちたい。
◎ [新年早々のお知らせ]
1/9(土) 朝 8:30-8:55
神奈川銀杏会員の落語家・参遊亭遊助師(S56 年経卒)が、FM ヨコハマに出演されますので、皆様、是非、お聴
きいただきたいと思います。
・放送局: FM ヨコハマ(84.7MHz) ・日時: 1/9(土) 朝 8:30-8:55 ・番組名: KANAGAWA Muffin
・内容: サラリーマンからなぜ落語家という話題+短い小噺
・なお、聴き逃した場合: 「Radiko」というアプリをスマホやパソコンに入れていただければ 1/16 までいつでもお聴き
いただけます。
（参遊亭遊助師には、昨年８月にオンライン口演をいただき、それをもとに１０月のホームカミングデイ投稿用の動画
を編集させていただいております）
[１～3 月の予定]
1 月 16 日 山口廣秀 49 経、元・日本銀行副総裁、現・日興リサーチセンター理事長、
「世界金融危機の教訓と危機後の展開」
2 月 20 日 林 康雄 50 工、日本土木学会会長、鉄建建設（株）会長、神奈川銀杏会会員
3 月 20 日 石川洋二 53 工、58 工博 （株）大林組・未来技術創造部・上級主席技師
「宇宙エレベーター建設構想」
三土会のホームページ： http://kanagawaichousandoka.in.coocan.jp/index.html
[参加申込方法]：
参加資格：東大卒業生、在学生、ないしは、東大卒業生、在学生から紹介された方：参加御希望の方は開催日の
１週間前までに幹事宛て（下記）に申し込んで下さい。
[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
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◎ 三火会
〇1 月例会（ＺＯＯＭ方式）開催のご案内日時：
1 月 19 日（火）15 時
話題：「アメリカにおける心理学の発展・進歩」
Speaker: 天野 浩 （32 工）氏
Zoom 指導者：林 縝治（40 理 45 理博）氏
・ご参加希望の方には 1 月 19 日 15 時にＺＯＯＭの入場許可の通知がなされる予定。
・ＺＯＯＭ配信のため、参加登録を予め求めます。参加希望の方は事前にその旨をメールでご連絡して頂くようお
願い致します！
〇2 月以降の予定 〇2 月例会（2021/2/16 火 15 時） 河辺 公一（33 工）氏 「振り返れば」
・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
◎ 食楽会
コロナウイルスのため当分の間、三土会と合同開催となります。
新規に入会を希望される方は、下記幹事までメールにて「卒業年次・学部・ご住所・電話番号（携帯電話番号共）」
をご記入の上、お申込みをお願いいたします。
・大久保敏治 （神奈川銀杏会特別顧問、39 経） newokubo@dragon.email.ne.jp
・豊吉 誠治 （神奈川銀杏会会長、53 工 55 修） toyoshi0605@yahoo.co.jp
・福山 隆幸 （神奈川銀杏会副会長、53 法） t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
◎ 気功の会
神奈川銀杏会では、恐らく全国唯一の同好会である「気功の会」を開催しております。
「気功」とは馴染みのない方も多いかと存じますが、誤解を恐れずに分かりやすく言うと、大自然の中に充満している
「気」を体内に取り込むことにより、自身の心身の健康を高めることを目的とする鍛錬の方法であります。一般スポー
ツや武術・宗教とは違うもので、意識鍛錬の面からはヨガや座禅と通ずるものがあります。この時節自分の身を守る
ための「免疫力アップ」には格好の方法と信じております。
この同好会が発足したきっかけは 4 年前、現在講師をお務めいただいている大畑敏久氏（39 年教養）が「三土会
（月 1 回開催の昼食講演会）」において、「智能気功 20 年 私が出会った最高の健康法」と題する講演をされたこと
に遡ります。幹事よりその場でボランティアでのご指導をお願いし、早速事務局の承認を得て、平成 28 年 5 月に 6
名の参加にて活動を開始しました。現在は 10 人を超える会員の参加を得て、楽しい雰囲気のなかで、健康増進に
努めております。
（以下当初の挨拶文です）
去る 4/16 の東京大学同窓会神奈川銀杏会・三土会で 39 教養の大畑敏久様より「智能気功 20 年 私が出会っ
た最高の健康法」と題するご講話を頂きました。「気功とは何か」「気功の実践で体験したメリット」を中心に腰痛や風
邪・虫歯から解放され、自然治癒力・免疫力の強化・アンチエイジングを実感出来たとの体験話をうかがい、また、
その場で、聴き手全員で簡単な気功の実践も行い、皆感動いたしました。気功は魔法ではありませんので、直ちに
現在の体調不良が全快するという保証はございませんが、地道に活動を継続していただくことにより、少しでも会員
様のご健康増進の一助になれば幸いと存じます。
これまで毎月 2 回開催しておりましたが、コロナの為 3・4 月は休講を余儀なくされました。しかし、この時節少しで
も感染予防に役立てたく、ＺＯＯＭを使った練功再開を企画し 5 月より再開、現在では回数を増やし、毎週土曜日
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（第三のみ翌日曜日）開催しています。大畑先生のモットーは「来るものは拒まず、去るものは追わず」ですのでこの
機会に免疫力を強化されたい方は、ぜひご参加されることをお勧めします。
[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
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。
【１月の予定】
１． テニスの会：１月７，８，１３，１５，２１，２２，２９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：１月１４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）：
１月１１日及び１月 2５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．
１月は１５日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
話題：「日本国憲法の誕生を検証する」 提供者名：長谷川信夫 （３２法）鎌倉淡青会名誉会長
６．鎌倉淡青座禅会：１月～３月は休会の予定。ただし、状況が改善した場合は開催する。
７．歴史散策会：１月、２月も中止、来年３月については、１月の時点で決める。
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： １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。
【２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る。２月の予定については来月号で紹介する。
募金関係（2020 年鎌倉淡青会の募金活動
２０２０年には以下３件の募金活動を行なった。
東京大学の新型コロナウィルス感染症緊急対策基金（コロナＡ）に対する募金は１８名の方から合計１１４，５００円の寄
付があり、１０月１日に大学に送金いたしました。同じく東京大学の修学支援事業基金(コロナＢ)に対する募金は２４名の
方からの寄付と総会時の募金箱と合わせて合計１８９，７５０円集まり、１２月２１日に大学に送った。沖縄首里城の再建
支援募金は１０６，０１０円集まり、火災から１年となる１０月末に支援金活動事務局宛に送金できた。ご協力ありがとうご
ざいました。
上記の募金について１１月の年次総会時に出席された東大エグゼクティブ・アドバイザーの上別府氏から、下記のお
礼のメールを頂いた。
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２０２１・０１
≪上別府氏のメール（抜粋）≫
この度、修学支援事業基金に団体寄附として１８９，７５０円ものご寄附を頂戴しまして誠に有難うございました。
この度のご厚志は新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う学生支援に大切に使用させていただきます。
１０月の新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への団体寄附１１４，５００円に続き、度重なる温かいご寄附に厚く
御礼申し上げます。この度のご寄附により、鎌倉淡青会様の東大基金寄附累計金額は４７９５２０円になり、貢献会員
（３０万円以上の寄附者）になりました。感謝の印として、貢献会員以上の方のお名前を刻印した銘板を、安田講堂
内に掲示させていただきます。
12 月の同好会活動状況
三金かい（12 月
12 月 18 日（金）の三金会も Web 会議方式で開催された。今回の話題提供は、養老孟司会員 (３７医) による
「医療の過去、現在、未来」 で、51 名の参加者があった。
講演は「医療」という範囲に留まらず、医療と人間との関わ
り、人間そのものまで幅広い分野にわたり、参加者それぞれ
が考える機会となった。話題は、解剖学の歴史から始まり、
漢方医と西洋医学の比較、その根源にある自然と人工物
に対する中国人と日本人の考え方の違い、中国人の思考
の基盤となっている孤立語の中国語で語られる装飾に乏し
い論理、DNA とその作用因子としての環境、遺伝子操作と
究極としての人工生命、人の老化防止と寿命、かかり付け
医とシステム化された病院の関係等々、広範な話題が次々に、講演者独自の切り口で語られた。講演後、新型コ
ロナウイルスの長期的影響や生命倫理など興味ある話題が沸騰し Zoom 会議が盛り上がった。
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２０２１・０１
書道教室
約１０年前会員数１０名で発足した淡青書道教室は、その後逝去・体調不良等での退会者があり、現在の会員
は４名だけとなった。 人数が減ったお陰で教室での「３密」を
避けることができるので、今年は一度も休講することなく活
動が継続できている。また 幸いにも 新たな参加希望者
３名が新型コロナ騒動の終結を待っている。作品展示の機
会として、例年だと秋に北鎌倉雪堂美術館での「雪游展」が
あるが、今年は残念ながら開催されなかった。しかし、我々
教室の上部団体である国際書画連盟が毎年１月末に開く
「国際書画展」には、会員２名が出品している。場所は六本
木の国立新美術館で、２０２１年１月２０から２月１日までに
て、 ここに案内チラシの写真を添付する。ご興味ある方々
のご来展をお待ちしている。
ストレッチ クリオネ
≪１２月活動報告≫
新型コロナウィルス感染拡大が増加するなかで以下の対策を確認の上活動の継続をしている。
１．１回のレッスン参加者数を５名に絞り密状態を避ける。
２．教室入り口に消毒液を配置。又、窓を開放する。
３．声をかける講師の先生は常時マスク着用。参加者も可能な方はマスク着用でレッスン。
９時からと１０時半からとのクラス分けは会員の協力でなんとか各レッスン５名で収まっている。１２月の参加者は以下
の通り。
１２月１４日 第１４９回 早番５名 遅番５名 合計１０名 １２月２８日 第１５０回 早番５名 遅番５名 合計１０名恒例の年
末/年始の懇親会は開催を見送ることとした。
テニス同好会
例会の状況葉山町南郷上ノ山公園では、１２月４日、１１名参加、１２月１１日、１０名参加、１２月１８日、１３名
参加、１２月２５日、１３名参加、鎌倉市笛田公園では、１２月３日、１２月９日、１２月１７日の３回は中止、１２月
２３日、７名参加、という状況でした。
テニスへのお誘い第３波以降、依然としてコロナ禍が続いており、巣籠り要請が続くと思われます。
テニスは、広い開放的環境において、ソシアルディスタンスを維持しつつ、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。
関西東大会
◎ 第 35 回総会 兼 令和 3 年（2021 年）新年会のご案内
大阪市内のコロナウィルス感染者の増加により、来年２月７日（日）開催予定の総会兼新年会は、講演会と懇親会
は中止し、（決算や役員人事の総会承認は必要なため）別途小規模会場（鉄鋼会館）で総会のみ役員・幹事のみ出
席で開催することとなりました。
よって誠に恐縮ですが、次回総会には東京大学様及び地域同窓会連合会様他のご来賓のご案内は致さないこと
といたします。（ご祝辞もしくは、動画でのご挨拶を事前にいただけたら幸いです。）
会員への告知の通信の郵送予定は 12 月・・講演会・懇親会の中止と総会の告知、年会費のお願いを送付、1
月・・事業報告・役員人事案を送付（委任状の葉書を同封）2 月・・総会報告を送付
（緊急連絡先 090-3945-6360 代表幹事 河野 裕亮）
◎ 新型コロナウイルス感染予防のため、例年 9～12 月に開催予定の同好会主催イベントは、すべて中止・延期とな
っております。ご了承ください。
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２０２１・０１
（中止・延期イベント一覧）テニス同好会・・ 2020 年秋のテニスツアー
囲碁同好会・・・ 10/24 囲碁同好会 ゴル
フ同好会・・ 2020 年秋のゴルフコンペ
音楽同好会 ・・ 例年 9 月開催の音楽会

長嵜銀杏会
◎ 総会並びに懇親会のご報告
・ 総会並びに懇親会が１０月３１日（土）にホテルニュー
長崎にて開催されました。コロナの状況を考慮して昼間
開催で参加者の間隔を広くとって開催しました。出席者
数は１０名でした。
まず、参議院議員の古賀友一郎会員より「これからの学
生支援と少子化対策」と題して、今取り組んでいる政策
等の説明がありました。引きつづき長崎銀杏会総会が開
催され、以下の各議案が審議されました。
（議案１）令和元年度事業報告並びに決算報告の承認の
件事務局より事業報告と決算書の報告の後、前田監事
より監査報告がなされ、原案通り承認されました。
（議案２）令和２年度会費並びに予算案の承認の件事務局より説明の後、原案通り会費（５千円）並びに予算案が
承認されました。
（議案３）会則変更の件総会開催が困難な場合の書面決議を可能にする会則変更が、原案通り承認されまし
た。 初参加の寺尾康会員による自己紹介の後、塩飽志郎会長による乾杯で始まった夕食会は、楽しい懇談
の後、宮川前会長の挨拶で締めとなりました。
・ 古賀会員の講話の概要 演題 「これからの学生支援と少子化対策」コロナ禍で非常に困窮している学生も多い
ようです。また、私は現在自民党で少子化対策の仕事をしており、学生支援にも関わっていますので、この
たびの講演を思いたった次第です。
実は今年の４月から新たな高等教育費の修学支援制度がスタートしています。住民税非課税世帯について
は入学金と授業料の全額（これに次ぐ低所得世帯は 2/3 または 1/3）を免除し、生活費について給付型（返
さなくて良い）奨学金を支給するものです。これまでにない画期的な教育費支援制度と言えるでしょう。
ところが、この始まったばかりの制度に対し､自民党の教育再生調査会において既に制度の見直しが検討さ
れています。それは次の理由からです。
※以下、長崎銀杏会のホームページ（https://torisu6477.wixsite.com/ityoukai）をご参照下さい。
Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情報
◎ 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！
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２０２１・０１
１ 今後のイベントについて令和 3 年 1 月以降の活
動予定は、以下の通りです。
1月
5 日（火）

新年祝賀会「はやぶさ２地球帰還～挫折から掴んだ成果」
（12:30～賀宴、13:30～講演 学士会館）吉
川 真氏（「はやぶさ２」プロジェクトチーム ミッションマネージャ）

9 日（土） 11
日（月）
18 日（月）

学士会館見学ツアー（お食事付き）（11：30～／13:00～ 学士会館）
※18 日（月）は、11:30～のみ開催

20 日（水）
中止

午餐会「（仮）金融危機が残した教訓と将来への課題」

23 日（土）

学士会館見学ツアー（お食事付き）（11：30～／13:00～ 学士会館）

28 日（木）
29 日（金）

旬彩寿司割烹二色イベント「第 21 回世界遺産和食と日本酒を楽しむ会」（新潟県「吉乃川」）

30 日（土）

若手茶話会（オンライン開催予定）

（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）中
曽 宏氏（株式会社大和総研理事長／前日本銀行副総裁）

（18：00～ 学士会館旬彩寿司割烹「二色」）

2月
10 日（火）

夕食会「量子コンピュータの現状と将来‐‐量子アニーリングを中心として」
（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）西
森 秀稔氏（東京工業大学科学技術創成研究院特任教授／東北大学大学院情報科学研究科特任
教授（客員））

13 日（土）

学士会主催「第 3 回年代別良縁パーティー」（13：00～ 学士会館）

21 日（日）

学士会館イベント「和洋中折衷料理を楽しむ会（仮）」（詳細未定）

22 日（月）

学士会・名古屋大学全学同窓会共催 講演会「宮廷文化の再発見」
（16:30～ Zoom ウェビナー）
所 功氏（京都産業大学名誉教授）

24 日（水）

28 日（日）

午餐会「世界の見方とこれからのアメリカ」（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）藤崎
一郎氏（元駐米大使／公益財団法人中曽根平和研究所理事長）
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 レストラン合同企画 『ウインタープラン』のご案内
学士会館の４つのレストランで開催中の「ウインタープラン」は、2 月 28 日（日）まで！バラエティーに富んだ 4 店
舗の中から、目的に合ったレストランをお選びください。
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２０２１・０１
旬菜寿司割烹「二色」のウインタープラン『師走・初春会席プラン』
季節を彩る、旬の会席料理が楽しめるプランです。
・山茶花コース 6,800 円／椿コース 9,000 円（税込･サ別）
・フリードリンク(120 分制)は、2,000 円／2,700 円(税込･サ別)の 2 プラン。
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nishiki_winter/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-3960
フランス料理レストラン「ラタン」のウインタープラン『美味求心プラン』

学士会館伝統のフルコース料理とワインのペアリングでお楽しみください。
・エサンスコース 5,500 円／ラタンコース 8,800 円（税込･サ別）
※両コースとも月毎に料理内容が変わります。詳細は店舗まで。
・ノンアルコール 3 種類のペアリング 4,500 円／ワイン 3 種類のペアリング 4,500 円／ワイ
ン 5 種類のペアリング 6,800 円（税込･サ別）
※ペアリングご注文のお客様限定でシャンパーニュ 1 杯/1,000 円でご提供させていただきます。
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/latin_winter/ ご予約・お問い合わせ：03-3292-0881
中国料理「紅楼夢」のウインタープラン『冬のおもてなし”聚餐”プラン』
本格中国料理を銘々盛りで堪能するプランです。
・紅プラン 5,000 円／夢プラン 8,000 円（税込･サ別）
・フリードリンクプラン(120 分制)は、2,500 円(税込･サ別)プラン。
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/kouroumu_winter/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-0880
カフェ＆ビアパブ「セブンズハウス」のウインタープラン『ソワレプラン』
仲間でもお一人でも色々な味を適量食べたい、つまみたい。でも、取り分けは・・・ そんな皆様にお役に立てる
セットです。 ディナー3.300 円(税込･サ別) フリードリンクプラン(90 分制)は、2,200 円(税込･サ別)プラン。 詳
細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/seven_winter/ ご予約・お問い合わせ：03-3292-5935
3 学士会館良縁倶楽部ご案内
4 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。
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＜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

◎ 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
◎ 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
江戸のエナジー 風俗画と浮世絵 The Energy of Edo Genre painting and ukiyo-e 日本博
［会期］ 2020 年 12 月 19 日（土）～2021 年 2 月 7 日（日）休館日：毎週月曜日、年末年始（12 月 28 日～1 月
4 日）、（ただし 1 月 11 日は開館）1 月 12 日は休館。
［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・高校生および障害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 ※20 名様以上の団体は 200 円割引主催：公益財団法人 静嘉堂／後援：世田谷区教育委員会 ちらし
（4.57MB） 出品リスト（4.36MB）
浮世絵の「浮世（うきよ）」は、もとは「憂世（うきよ）」と書きました。中世までは、憂（う）いことの多い世の中を悲観する概
念でしたが、江戸時代に入りこうした厭世的なものではなく、経済生活を確立しつつあった町人たちによって“はかない
この世を享楽的に生きよう”という庶民のエナジーによって大きく変化し始めます。
絵画においても、日常生活は画題となり、庶民も絵を買い求め、絵師たちは多彩な活動を始めたのです。とりわけ時代
を映す鏡のような風俗画や浮世絵の誕生はその最たるものといえるでしょう。
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本展では、静嘉堂秘蔵の肉筆浮世絵や浮世絵版画を、多数初公開いたします。特に肉筆浮世絵は、明治末期に海外
向けに出版された豪華画集に日本を代表する名品として掲載されたものを多数含みます。また、浮世絵版画も長らく
公開の機会に恵まれなかった作品群です。本展では、まずは重要文化財「四条河原遊楽図屏風」や修理後初公開と
なる英一蝶「朝暾曳馬図」、円山応挙「江口君図」などの静嘉堂を代表する名品をご堪能ください。その上で、この度、
新出の浮世絵をたっぷりとご覧ください。近世初期風俗画や浮世絵を成立・展開させた、溢れるばかりの江戸のエナジ
ーは、江戸時代を通じて、江戸・上方を問わず、文化の根底に流れていたことを感じていただければ幸いです。
本展は本年 4 月 11 日開幕予定であったものを、会期を変更して再開するものです。（2021 年 1 月 19 日より一
部展示替有）
展示構成
序章

英一蝶「朝暾曳馬図」と円山応挙「江口君図」

第一章 近世初期風俗画のエナジー―歌舞伎・遊里・庶民の暮らし 第
二章 “錦絵”の誕生と展開―春信・歌麿・北斎・広重・国芳 第三章
東西美人くらべ―肉筆浮世絵の美
[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。最新の情
報を当館の HP 等で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．クリスマスコンサート（100 万人のクラシックライブ） （開催済）日
時：12 月 20 日（日） 午後 2 時～3 時（午後 1 時 30 分開場）
申込方法：当日、開館時より整理券配布（1 名様につき 1 枚）定員：50 名
2．河野元昭館長のおしゃべりトーク
「美人画もあり！静嘉堂―饒舌館長ベストテンー」を口演す日時：1 月 11 日（月・祝）午前 11 時～午後 0 時半頃講
師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）申込方法：当日、開館時より整理券配布（1 名様につき 1 枚）定員：50 名
3．学芸員によるスライドトーク
「静嘉堂の肉筆浮世絵コレクション」日時：1
月 24 日（日）午前 11 時～午後 0 時半頃講
師：吉田恵理（静嘉堂文庫美術館学芸員）
4．列品解説（いずれの回も午後 2 時～2 時半頃、スライド解説を予定）
12 月 19 日（土）/2021 年 1 月 9 日（土）

1 月 14 日（木）/1 月 28 日（木）

5．国際浮世絵学会 第 116 回研究会日時：
1 月 17 日（日）午後 2 時～（午後 1 時受付開始）研究発表：「静嘉堂の浮世絵コレクション」発表者：吉田恵理（静嘉
堂文庫美術館学芸員）展覧会見学 午後 3 時～（自由解放） ＊会員の方は受付にて案内状をご提示下さい。
＊一般の方も参加可能、出入自由。一般定員：20 名当日
午後 1 時より整理券配布（1 名様につき 1 枚）
1～5 ともに 会場：当館地階講堂 参加無料（ただし、当日の入館料が必要
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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！
わし の お

鷲の尾

岩手県八幡平市 (株）わしの尾 (創業 1829) 水、米、人、地域との 工藤 朋 代表取締役
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。
（H15・工）
http://www.washinoo.co.jp/

新政

秋田県秋田市 新政酒造（株） (創業 1852)
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/

金水晶

福島県福島市 (有)金水晶酒造店 (創業 1895)

大七

ほまれ麒麟

秋田県産米を 佐藤 祐輔 代表取締役
社長 （H11/文）

全国新酒鑑評会 8 年連続金賞受賞蔵（第 96 回～第 103 回）。福島 (S63/養)
市唯一の造り酒屋。 http://www.kinsuisho.com/
太田 英晴 代表取締役
福島県二本松市 大七酒造（株） (創業 1752) 日本酒の正統 大
社長 （S60/法）
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。

惣誉

若盛

御園竹

長龍

本洲一

斎藤 美幸 常務取締役

佐藤 俊一 代表取締役
社長 （S45/農・S50 博）

http://www.sake-kirin.com/
栃木県芳賀郡 惣誉酒造（株） (創業 1872)

河野 遵 代表取締役社
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 長 （S60・経）
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 西堀哲也
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 取締役（H25・文）
行う蔵です。https://nishiborisyuzo.com/
長野県佐久市 武重本家酒造（株） (創業 1867)

武重 有正

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

代表取締役社長

「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 （S58 工・S63 博）
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)
飯田 豊彦
「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 代表取締役社長
して、酒造りに日々精進しております。 http://www.choryo.jp/
（S61 経・Ｈ22ＥＭＰ修）
梅田 啓史
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 (H19／文)
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。

喜多屋

花の露

http://www.honshu-ichi.com
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 年。

代表取締役社長

IWC2013SAKE 部門で「大吟醸 極醸 喜多屋」が最優秀賞「チャンピ （S62・農）
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 代表取締役
優しくふっくらとしたやや甘口の酒質が特徴で、料理を引き立てるよう 社長（H9・農）
なお酒造りに専心しております。
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協 賛 広 告 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）
埼玉銀杏会（1994/280）
会長: 桑澤嘉英（76法・会社 会長:岩渕均(７２農・会社役員）
役員）、連絡：藤井文世（79経・ 代表幹事：露無松景（81法）
銀行）
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）

２０２1年1月1日現在
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）

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：未定

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）

*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）

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）

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

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）

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）
②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市長）

東海銀杏会（愛知・岐阜・三
岡山東大会（1958/150)）
重） (1988/350)
会長:河原昭文（64法・弁護士）
会長: 水野明久（76工・中部 連絡：阿保達彦(89農卒・教員）
電力取締役会長）
連絡：清水順二（74工・会社役
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）

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理・ 士）
県庁）(宇部)西尾正幸（９６工）(周南) 連絡：横山幸子 （８５育・県庁）
松田訓明（８５法）在京の会幹事：永
沢裕美子（８４育）

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）
連絡：田中伸（77法・弁護士）
＃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・阪和興 会長: 松井孝嘉（67医・病院
業大副学長）
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・地元
工）(東京） 小林博重（76法・会社
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

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）

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）

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）
群馬銀杏会(2011/160)
①松本赤門会(1981/45)
会長:高田邦昭（74理・群馬県 会長:帯刀益夫（66薬・東北大
立国民健康科学大学長）
学名誉教授） 連絡：横沢敏
連絡：堀口均（83法・弁護士） （88文・会社役員）
②*長野赤門会(2006/130）
会長: 山浦愛幸(69農・地銀役
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）

愛媛赤門会(2010/140)
＃在京県人会組織（学生・教
会長: 確認中
職員・卒業生）
連絡：玉井真一郎(８５経・会社 *連合会未入会
役員）

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）
和歌山赤門会(1970/100)
会長: 田辺善彦（66法・弁護
士）
連絡：安藤元二（67法・会社経
営）

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）

（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

東京大学同窓会連合会

〒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

会長：未定 代表幹事：岡崎一夫 事務局長：長嵜新一 次長：未定
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