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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。
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