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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。2021 年度の事業につい
ては、今後、地域同窓会の声も聞きながら、校友会・大 学関係部門と協議の上、具体化するが、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
卒業生個人のみでなく、同窓会としての活動・貢献を PR するため、TFT・校友会ニュース経由の広
報強化、更には地域連合会ニュースの学内配布等による広報強化を図る。
（２） 年次同窓会の推進 2021 年卒業・修了生から
① 新型コロナによる行動制限の中で、運動・サークル活動やクラスコンパも制限され、安田講堂で
の全員参加の卒業式・修了式もできない 2021 年卒業・修了生の皆さんに将来集まるネットワークを
提供する。
② 具体策（案）
・ 全卒業生・修了生の TFT 登録を推進する（既に実施されているとの情報あり）。
・ 世話役・幹事を学部・院同窓会、運動部・サークル団体、五月祭委員会より各男女 2 名程度選
任し、卒業式前夜に、卒業年次幹事送別会を開催、校友会会長名での指名式を行う。校友会事務
局は、5 年後の安田講堂での再会を目的として、幹事ネットワークの維持・活性化を図る。年次同窓
会の名称は「UT 銀杏会２０２１」とする。
・ 併せ、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し、次世代年次同窓会の基盤を作る。
（３） 在京県人会拡大
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、山口同期の各県出身学
生・教職員は新入生歓迎会、就活支援などの活動を行っている。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に育てる。
（４） 校友会地域支部の設立
地方学生の東大進学推進、体験学習支援、産学連携などの大学の地域連携拠点として、また、校
友会事業の拠点として、日本国内・海外に校友会地域支部を設ける。その世話役として活動中の
地域同窓会を活用する。
Ⅲ 地域ではどんな活動をしているか
東京銀杏会
◎ 東京銀杏会第２６回トップフォーラムのご案内

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） １３：００～１６：１５
場所 ： 学士会館２０２号室
（詳細：東京銀杏会ニュース）
◎ 東京銀杏会囲碁の会報告
令和３年１月２３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したが、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しました。
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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。１月９日の第８回 ZOOM 囲碁の会＆第１回 ZOOM 囲碁本因坊
戦トーナメントも、岡崎一夫さん（S37 法）のご挨拶で始まり、指導講師３名の先生と会員の参加者１５名の会となり、
大変盛り上がりました。
また、第１回 ZOOM 囲碁本因坊戦は熱戦の結果、市瀬國興６段（S41 工）が見事優勝され、田近東吾２段（S42
文）が準優勝されました。
ご参考までに１月９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）、鈴木庸夫さん（S42 文、幹事）、土井修さん（S33 工、ZOOM 碁初参
加）山下東洋彦さん（S41 法）、
2 段目左から 市瀬國興さん（S41 工）、斎藤毅さん（S37 法、ZOOM 碁初参加） 江波戸哲夫さん（S44 経）、岡崎
一夫さん（S37 法）
3 段目左から 金子幹雄さん（S39 工）、田近東吾さん（S42 文）、篠島秀明さん（S37 法）、馬亜蘭先生、
4 段目左から 今村啓一さん（S59 経、幹事）、貝沼孝二さん（S52 法）、山川朝生さん（S45 工、ZOOM 碁初参加）

神奈川銀杏会
◎ 昼食会（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も機能するよう運営に努めてまいりますので、多く
の方々のご参加をお待ち申し上げます。 コロナ禍により、昨年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。
[１月の開催状況] 1 月 16 日（土） １２時３０分～１４時３０分
今月は、山口廣秀 日興リサーチセンター理事長、元・日本銀行副総裁 （昭 49 経、横浜翠嵐高校ご出身、鎌倉市
在住）をお招きして、「世界金融危機の教訓と危機後の展開」と題するご講演をいただき、意見交換を行いました（参
加者 39 名）。
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山口様は、リーマンショックの前後の１０年間、日本銀行の
理事、副総裁として、極めて責任の重い金融政策の運営
に携わってこられたご経験から、詳細な資料を用意いた
だいて、下記のような迫真力のある解説と危機感にあふ
れた問題提起を行っていただきました。

１．世界金融危機時のふりかえり
（１）金融危機に至る背景には、米国の“Great Moderation”が存在。
－ “Great Moderation”の特徴は、高めの成長・低インフレ・低金利（金融緩和）の 3 つが長期に亘って続いた
こと。
（２）金融危機は、資産バブルと信用バブルの膨張・崩壊のプロセス。
（３）株価、住宅価格等の資産価格が高騰するとともに、住宅ローン等の債務が大きく拡大。この間の企業、消費
者、金融機関のリスク認識は希薄。
－ これらの動きは、米国に止まらず、欧州にまで波及。
（４）資産バブル・信用バブルが崩壊。世界恐慌一歩手前の状況に立ち至った。
－ 金融市場の機能不全や金融機関等の破綻に加え、大幅な景気後退も生じた。
－ 米欧のほか、日本、中国を含む新興国にも大きな影響。

（５）政策当局は、バブル膨張に対する状況認識が不足していたうえに、バブル崩壊の影響を過小評価。
２．今回の世界金融危機から得られた教訓
（１）バブルは常に異なる姿、形で現れる。
－ 共通しているのは、何らかの資産価格の上昇と債務の増大（必ずしも物価上昇は伴わない）。
（２）バブルの崩壊過程では、金融と実体経済の悪循環が働き、そのインパクトは相当大規模なものとなり得る。
－ バブルの膨張・崩壊は、一国経済にとって最大の不安定化要因なので回避することが望ましい。もともと米国連銀
は「デフレよりバブルがまし」との認識だったが、ＢＩＳは、資産価格上昇期の金融不均衡の蓄積を抑制するために、
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インフレ率が高まらなくても preemptive な金融引締めを行う必要がある。（”leaning against the wind”）との見解。
（３）良好な経済金融環境（高めの成長、低インフレ、低金利（緩和的な金融環境））が長く続くと、人々の「行き過ぎ
た楽観・慢心・強欲」を生み、バブル生成につながりがち。
－ 人々は、いつも”This time is different”と考え、「今がバブルである」ことを否定。
（４）リスク管理の高度化を伴うような新たな金融技術・取引手法は、却って甘いリスク認識と過剰なリスク・テイクを
醸成しがち。
－ リスクの管理技術が高度化すればする程、リスク管理の実態がみえにくくなる可能性（「悪魔は常に細部に宿る」）。
－ 金融機関等においてリスクについての自己規律が働かなくなる惧れ。「音楽が流れている限り、立ち上がって踊ら
ない訳にはいかない」（シティグループ チャック・プリンス CEO、2007 年 7 月）
（５）政策当局は、「今がバブルである」ことをリアル・タイムでは必ずしも認識できない。バブルの膨張に対して先手
を打つことも難しい。
―金融緩和の長期的な継続は避ける、といった常識的な政策スタンスこそが重要。

３．金融危機後から最近までの状況
（１）金融危機後の株価、ローン担保証券価格、不動産価格等の資産価格の動きをみると、コロナショックによって大幅
な変動を示したが、基本的には超緩和的な金融環境を背景に、総じて上昇トレンドないし高値圏での推移。
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（２）信用市場も拡大しており、金融機関等のリスクテイク姿勢は積極的。ただし、リーマンショック時の世界金融危機は
金融セクターが震源地で金融収縮が先行したが、今回は、金融システムはほぼ健全な状態にある中で、コロナショ
ックで消費と企業活動がダメージを受けているという違いがある。

（3）政策当局は、世界金融危機の経験もあって、マクロ・プルーデンス政策の観点からは、特に近年の資産・信用市場
の動きに警戒感を持ちつつあるが、十分ではない。
４．今後の持続可能性
○以上の通り、世界は（物価が上がらない中で）再び資産・信用バブルの様相を呈してきているが、コロナショック
への対応で、資産・信用バブルが延命、助長されている。
○企業・消費者・金融機関等のリスク認識が希薄化し、政策当局のバブルに対する警戒意識も十分ではない。
○問題は、これがいつまで続き、いつ収縮するかであるが、それを見通すことは難しい。ただし、米国のクレジットサ
イクルやグローバルな資産・信用バブルのサイクル等をみると、遠くない将来、そうしたバブルが収縮する可能性を
否定できない。
〇民主主義の政治プロセス下にある先進国にとっては、潜在成長率が低下し、低金利環境が常態化していく下で
は、景気を刺激し、バブルを助長するような財政・金融政策に傾斜せざるを得ないのかもしれない。
○アベノミクスで言えば、第三の矢で、潜在成長率を上げることが重要だが成果は出ていない。
○何とかバブルとその崩壊の未然防止に努力したいが、現状、「焼野原論」かもしれないが、もはやきれいな解決
策はないかもしれない。不良債権の拡大と金融システム不安、円の大幅下落、物価と長期金利の上昇、財政破綻
まで追い込まれてから、日本人の粘り、活力で這い上がるしかないのではないか。焼け野原にならなくて済む可能
性があるとしたら、企業経営者が政府、日銀依存から脱却して真剣にリスク・テイク、イノベ―ション等に取り組み、
自分達の力で自分達の潜在成長力を高めることが出来た時かと思われる。
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◎ 参加者からは、以下のような質問、意見が出され、これらに対して山口様が的確なコメントを熱く語っていただいて
いるうちに、いつの間にか時間が無くなってしまった、そんな２時間でした。
＜現状分析＞
①ＧＤＰに対する通貨発行量が増えて株価や住宅価格が上昇しているとのことだが、物価の上昇はありうるのか。
②現状はバブルとのことだが、物価目標の２％は実現していないので、今までのバブルとは違った様相を呈しているの
ではないか。
③足元の銀行貸出の伸びは、コロナショックに伴う資金需要に応えているものであり、バブルとは違い、金融仲介機能
が機能しているとみている。しかし経済が成長しないと返済できないので、課題は、成長戦略を実行し、返済できるよ
うな状況に持って行くことではないか。
④株価は将来キャッシュフローの割引現在価値であり、株価が高いのは、割引率がゼロに近い状況が相当長く続くと
みられているという面があると考えられる。しかしながら、アベノミクスの第三の矢により労働生産性が上昇しないと株
価は現在の水準を維持できないのではないか。
＜バブルの膨張と収縮を防止する方策＞
⑤アベノミックスのバブルをどのように収束させるのか、解決策のヒントをいただけないか。
⑥アベノミクスの３本の矢が、もう少し打つ手があったのに十分な手が打てていない、コロナが収まれば何らかの手が
打てるのではないかと考えていた。しかし、今日のお話は大変厳しいものであり、アベノミクスの３本に矢がそもそもお
かしかったということなのか。
⑦バブルの崩壊は避けることはできないのではないか。むしろ崩壊した後で、きちんと戻れるようにしておくことが重要
ではないか。リーマンショックの後、アメリカは不良債権処理がスピーディーに行われ経済はあっと言う間に回復したが、
日本はいつまでも調子が悪かった。
＜歴史的教訓＞
⑧昭和末期のバブルの経験から、人々の心理と実態経済を融合した経済分析のフレームワークを考えられないもの
かと思う。
⑨いろいろ言いたいことはあるが、「お経を唱えているだけではどうにもなりません」ということ。
昭和末期のバブル時の金融機関への大蔵省検査、日銀考査は、企業の実態を知って資産査定をしていたのか疑問
であり、バブルの発生と崩壊を止められなかった。一方で、新金融効率化行政（澄田大蔵次官、日銀総裁）は一定水
準以下の金融機関を淘汰する方針だったので、むしろ知っていてやっていたのかもしれないと思うこともあり、当時、日
経のコラムに書いたこともあった。金融工学が言われたが現場は知らないし、証券では「特金勘定」というひどいものも
あった。政策当局には、現場を知って政策を遂行してもらいたい。
[2月～4月の予定]（敬称略）
２月２０日 林 康雄 昭５０工 前・日本土木学会会長、鉄建建設（株）会長、元・ＪＲ東日本常務
「日本の土木界が抱える今日的課題」
3月２０日 石川 洋二 ５３年工５８年工博

（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」（仮題）
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４月１７日 三村 量一 ５２年法

弁護士（三村小松山縣法律事務所）

「知的財産権法入門➕青色発光ダイオード事件(中村教授)余談」（仮題）
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

[三土会関連の報告]
昨年８月の三土会・食楽会共催のオ
ンライン落語会、及び、これをもとに編集
された動画の東大ホームカミンデイへの
投稿につきましては連合会ニュースに報
告しておりましたが、今般、出演した会
員の落語家「参遊亭遊助」こと豆生田信
一様（昭和56年経）が、１月１２日の日本
経済新聞の文化欄に寄稿されましたの
でご報告します。内容は、ご自身の活動
のうち、「落語ＤＥ社史」という企業向け
の落語や、海外駐在員向けのオンライン
落語など、豆生田様が新たに開拓して
いる取組みについて紹介されています。
◎ 第 2 回ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会
[オンライン歴史散歩の会について]
昨年新企画として「歴史散歩の会」を立ち上げ、講師を会員の鈴木俊也さんにお願いすることになりました。
３月に食楽会とコラボで「歴史散歩と大人の集う鎌倉隠れ家フレンチの会」を計画いたしましたが、残念ながら新型コ
ロナにより中止に至りました。そこでオンラインによるヴァーチャルでの歴史散歩を 9 月１２日（土）「江戸の街から見た
江戸城」をテーマとして企画したところ大変好評を博しました。
今回 1 月 30 日(土)に第２弾として「江戸四宿その 1 概要および品川宿」を開催したところ、24 名の方に参加いただ
きました。浮世絵や切絵図を活用して居ながらにして参加者のみなさんを江戸の街に誘ってもらいました。
引き続き「千住宿」「板橋宿」「内藤新宿」についても歴史散歩を予定しているとのことですので、楽しみに期待したいと
思います。
「江戸四宿その 1 概要および品川宿」
2021-1-30(土) 神奈川銀杏会 鈴木俊也
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1. 五街道
慶長 6 年(1601)家康が全国支配のために整備し始め、秀忠の代に基幹街道に定められた。五街道の起点として
慶長 9 年(1604)日本橋が決められた。
・東海道・・・寛永元年(1624)完成。日本橋から京都・三条大橋まで 53 次(490km)
・日光道中・・寛永 13 年(1636)頃完成。日本橋から宇都宮を経て日光まで 21 次(130km)
・奥州道中・・正保 3 年(1646)完成。日光街道を経て宇都宮から白河まで＋27 次(＋60km)
・中山道・・・元禄 7 年(1694)完成。日本橋から草津まで 69 次(508km)
・甲州道中・・元禄 11 年(1698)完成。日本橋から
下諏訪まで 43 次(220km)
○各宿場に伝馬の常備を義務づけ
(宿駅制度・・下記)
○街道の整備(道幅を拡幅し砂利や砂を敷いて
路面を固めた、また、一里塚、高札場、
街道並木、要所に関所などを設けた)
・道幅→標準的には 3～4 間(1 間=1.8m)
江戸に近い所→5 間、山間部→2 間など
・一里塚→5 間四方、高さ 1 丈(約 3m)に
土を盛り上げてつくられ、一里塚の上には
榎などの木が植えられ、木陰で旅人が休息を取
れるように配慮されていた。
・高札場→法度や掟書、御触れを掲示した。
・街道並木→松が多く、その他、杉、竹など通行者の便宜や周辺の田畑との境界のため→街道の幅を確保す
るための手段
2. 宿駅制度
伝馬朱印状を持つ公用の書状や荷物を次の宿場まで届けるために幕府が定めた人足と馬(伝馬)を用意すること、
また公用旅行者が宿泊できる宿を用意することが義務づけられた。
その代わりに、宿場は土地の税金が免除され、公用の荷物以外の民間の荷物は有料とし売上を図ることが認めら
れた。また旅籠や茶屋の経営が許された。この制度を宿駅制度という。
つぎたて

と い や ば

か ん め あらためじょ

人馬継立を行う事務所を問屋場、荷物を計量する所を貫目 改 所 という。
問屋場では宿場の名主などが輸送・宿泊をはじめとする宿内業務一切を取り仕切った。
また定められた頭数の馬をつないでおく馬つなぎ場はどこの宿場でも重要な施設だった。
○問屋場の御定人馬数→東海道100人100疋、中山道50人50疋、他は25人25疋
なお宿駅制度自体は古代律令制度の時代からあり(駅制)(駅伝制)旅行者や物品、書状などを輸送するために、駅
または宿とよばれる集落を作り、そこの住民に輸送を義務づけ、輸送はリレーにより次の宿駅までに限ることとした。
また旅行者の休泊施設も整えられた。
(参考)五畿七道・・律令制における広域地方行政区画。
五畿(畿内)・・大和、山城、摂津、河内、和泉の五ケ国
七道→東海道、東山道、北陸道、山陽道、山陰道、南海道、西海道。
行政区分であるとともに畿内から放射状に伸び、所属する国の国府を順に結ぶ駅路の名称。
30里(16km)ごとに駅家(えきか)、駅馬(えきば)(この場合の1里は533m)(律令制では里=5町=300歩)
3. 参勤交代
寛永 12 年(1636)全国の大名家が 2 年ごとに江戸に参勤する参勤交代が制度化され、五街道の整備がさらに進ん
だ。
○参勤交代藩数→東海道146藩、日光道中41藩、奥州道中37藩、中山道30藩、甲州道中3藩
○本陣
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大名・公家・幕府上級役人等が休泊する施設で、宿場の名主などの屋敷が指定され、武家建築(表門、玄関、書院
など)が認められた。本陣役は名誉職で、苗字帯刀を許されることもあった。
参勤交代の際、大きな藩で本陣だけでは泊まりきれない場合や、藩同士が鉢合わせになった場合に格式の低い藩
の宿として脇本陣を利用した。また脇本陣は一般の旅籠として営業することも認められた。
本陣という名前は、戦陣での武将の本営のことを言い、これから転じて参勤交代の大名が宿泊する高級旅籠を本
陣というようになった。また、家臣たちは旅籠に分宿した。
(参考)
○大名行列の人数→石高等によって異なるが、3～5 万石の藩で 150～300 人程度、多い藩だと加賀藩(前田
家)(102.5 万石)が 2000～3000 人、少ない藩では肥前福江藩(五島藩)(1.5 万石)37 人という記録がある。
○行列を組んだのは国元や江戸から出発する時、城下町や宿場を通る時だけで、それ以外は行列を組んだりはし
なかった。
○大名行列が通ると「下にー、下にー」という掛け声で一般の町民は平伏、土下座するというイメージがあるが、そ
れは御三家(尾張、紀伊、水戸)のみで、他の大名家の場合は脇を避けて道を譲るだけだった。
4.旅籠
○相場は、1 泊 2 食付きで、東海道→160～200 文、中山道→141～169 文(1 文は 10～25 円)など
めしもりおんな

めしうり

○旅籠の中には飯盛女という遊女を置く食売旅籠も多かった。飯盛女の料金は 200～500 文
○素泊まり専門の木賃宿もあった。(相場は 1 泊 30～50 文)
○食売旅籠の増加に伴い、平旅籠の適当な宿の確保が困難になってきたことから、安心して泊まれる宿が定めら
れたりもした。(商人が安心して泊まれる浪花講(文化元(1804)設立)など)いわば優良旅館組合ですね。
5.往来手形・関所手形
庶民が旅をする時は往来手形という、いわば身分証明書が必要で、村役人や檀那寺に発行してもらった。住所、
名前、宗旨、檀那寺、旅行目的、さらに行き倒れた際の処置等が記された。さらに、女性は関所手形(女手形)が必
要で、幕府・御留守居役に発行してもらった。(入鉄砲に出女)
5.江戸四宿→品川宿、千住宿、板橋宿、内藤新宿
江戸四宿は五街道の起点の日本橋から最初の宿場町。四宿とも概ね日本橋から 2 里(8km)の距離。いずれも参勤
と い や ば

交代の大名が泊まる本陣や脇本陣、旅人が泊まる旅籠、人足や馬の手配をする問屋場などの施設が置かれてい
た。江戸四宿は江戸から近いということもあり、旅人だけではなく、江戸の人々からも親しまれる遊興地としても栄え
た。
○旅籠の数(飯盛女の人数)
品川宿110軒(500人)、千住宿55軒(150人)、板橋宿54軒(150人)、内藤新宿24軒(150人)
(参考)当時は男性の足で 1 日 10 里(40km)は歩いたので、東海道を例にとると、上り(江戸→京)の場合、初日はお
江戸日本橋七つ(朝 4 時)立ち→品川宿六つ(6 時) →川崎宿→神奈川宿→保土ケ谷宿→戸塚宿(5 番目)泊
(41km)といった感じ。(途中の宿場の茶屋で一服したりしながら)
東海道中膝栗毛(十返舎一九)の弥次さん喜多さんも 1 泊目は戸塚。
一方、上方から東海道を下ってきた人は品川宿で最後の宿泊をし、翌朝から江戸に入って活動するといった感じ
だったようだ。
[1]品川宿
品川は、目黒川の河口に位置する地の利を生かして、古くから漁業と海運で栄えた。
廻船問屋や海産物問屋として財をなした多くの豪商が誕生し、その富によって寺院・神社がいくつも建立された。
宿内の家屋は1600軒、人口は7000人規模だった。そのうち旅籠は110軒(飯盛女(遊女)を置く食売旅籠90軒
[品川宿の3宿]
か

ち しんしゅく

(北から順に)歩行新宿、北品川宿、南品川宿
北品川宿、南品川宿は東海道開通当初からの宿場。置かない平旅籠 20 軒)。歩行新宿は北品川宿と高輪の間に
存在していた茶屋街が享保 7 年(1722)宿場として認められたもので、宿場(旅籠、茶屋)が本来負担する人足と馬
のうち人足(歩行人足)だけを負担したため歩行新宿と名付けられた。
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[主な見どころ]
① 本陣跡(聖蹟公園) (明治天皇行幸)
○品川宿の本陣が置かれていた。今は公園になっているが、敷地はそのままの形で残されている。(品川宿は本
陣 1 軒、脇本陣 2 軒(北品川宿・南品川宿)が置かれた。)
○明治元年(1868)京都を出発した明治天皇(15 才)が江戸城に入城するが、江戸に入る前に品川宿に宿泊した。
(9/20 京都発、10/12 品川宿、10/13 江戸城)
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あんざいしょ

ないしどころ

○品川宿では本陣に宿泊した(行在所 →天皇が外出した時の仮の御所)。そして荏原神社(後述)に内侍所 を建
てて三種の神器を安置した。
○明治 5 年宿駅制度が廃止された後は警視庁品川病院となり、さらに昭和 13 年公園として整備された時に、か
つて明治天皇の行在所となった経緯から聖蹟公園と名付けられた。
② 東海寺
そうほう

○寛永 16 年(1639)3 代将軍家光が沢庵宗彭を招聘して創建、沢庵を住職とした。
○東海寺大山墓地に沢庵、賀茂真淵(国学)、渋川春海(天文暦学者)、島倉千代子らの墓がある。
そうほう

し

え

(沢庵宗彭)→京・大徳寺住持。紫衣事件に連座して秀忠により流罪(出羽国上山) にされたが、秀忠死後赦免され
た後、家光より深く帰依され、東海寺建立を認められた。
(紫衣事件)→御水尾天皇が幕府に諮ることなく僧たちに紫衣着用の勅許を行ったことが禁中並公家諸法度違反
とされ、関係した沢庵たち高僧が出羽国や陸奥国に流された。
(寛永 6 年(1629))
ご

ず てんのう

③ 品川神社(牛頭天王社)(北品川宿の鎮守)
○文治 3 年(1187)源頼朝が安房国の洲崎神社から、海上交通安全と、祈願成就の守護神として、安房国の洲崎
明神である天比理乃咩命(あめのひりめのみこと)を勧請して祀り、品川大明神と称したのに始まる。
すさのおのみこと

ご

ず てんのう

○さらに室町時代中期の文明 10 年(1478)に太田道灌が「素戔嗚尊(牛頭天王）」を祀った。
○後に家光により東海寺が創建された時に鎮守とされた。
○隣接の東海寺の塔頭・高源院の墓地であった場所に板垣退助の墓があるが、今は品川神社を通ってしか墓地
に入れない。
○都内で最も高い 15m の富士塚「品川富士」がある。
き ふ ね

④荏原神社(貴船明神社) (南品川宿の鎮守、明治天皇行幸時の内侍所)
に

う

○和銅 2 年(709)、大和国丹生川上神社より高龗神（たかおかみのかみ）（雨を司る水神）の勧請を受けて南品川
に創建したのに始まる。
○康平 5 年(1062)源頼義・義家(八幡太郎)父子が奥州征討(前九年の役)に向かう途中戦勝を祈願したと伝えら
れている。(義家から 4 代目が頼朝)
ご

ず てんのう

○宝治元年（1274 年）に京都祇園社（八坂神社）より牛頭天王を勧請。
ないしどころ

○明治天皇が品川宿に宿泊した時に内侍所 を建てて三種の神器を安置した。
(本陣跡(聖蹟公園)の項で記述の通り)
⑤問答河岸(家光と沢庵)
かつて品川宿はこのあたりまで海岸だった。家光が東海寺に沢庵和尚を訪れた際、2 人がこのあたりまで来て「海
近くして東(遠)海寺とはこれいかに」「大軍を率いても将(小)軍というがごとし」という禅問答をした。
⑥幕府御用宿・釜屋跡
旅籠の一つだが、幕末には幕府関係者がよく利用したこともあり、本陣のような構えに改造
された。土方歳三ら新選組隊士たちも滞在した。(慶応 3 年(1867)10 月京都に上る前、そして翌慶応 4 年(1868)1
月鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に戻った時)
⑦土蔵相模(食売旅籠)
な ま こ

○相模屋という品川宿でも有数の規模を誇った食売旅籠があった。海鼠壁が特徴であったことから土蔵相模と呼
ばれた。
○万延元年(1860)桜田門外の変で井伊直弼を襲撃した水戸藩士たちは前夜ここで打ち合わせをし、当日は愛宕
神社で祈願をした後、襲撃におよんだ。
○また文久 2 年(1862)高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文ら長州藩士たちが土蔵相模で謀議を行った後、御殿山に
建設中の英国公使館を焼き討ちした。
ほんせんじ

⑧品川寺(江戸六地蔵)
○江戸六地蔵→江戸の出入り口 6 ケ所(下記)におかれた旅の無事を祈るお守り役。
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宝永 3 年(1706)深川の地蔵坊正元が発願、江戸市中から 72,000 人が寄進した。
像高はいずれも 270cm 前後。死後の六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道）において六種の地蔵
が救ってくれるという信仰に由来。
1.品川寺(品川) 東海道

2.東禅寺(浅草) 日光道中・奥州道中 .太宗寺(新宿) 甲州道中

4.真性寺(巣鴨) 中山道

5.霊巌寺(深川・白河) 水戸街道

6.永代寺(深川・富岡) 千葉街道

かいあんじ

⑨海晏寺(紅葉の名所、松平春嶽墓、岩倉具視墓)
鎌倉時代、曹洞宗の寺院として創建。本尊の観音像は、品川沖でかかった鮫の腹から出た物と伝えられている。
(鮫洲観音)→「鮫洲」という地名の由来。また、御殿山の桜とならび紅葉の名所として知られていた。「海晏寺 真
っ赤なうその つきはじめ」つまり紅葉狩りに行く口実で、飯盛女のいる食売旅籠に遊びに行っていたようだ。
⑩御殿山下台場砲台跡(台場小学校)
嘉永 6 年(1853)ペリーが黒船で来航し幕府に開国を迫ったが、これに対し海防の必要性を痛感した幕府は品川
沖に 12 基の台場(品川台場)を築造する計画を立て、急ピッチで工事を進めた。(海上に 11 基、陸続きに 1 基→
陸続きの 1 基がこの砲台跡。)
工事は伊豆韮山代官・勘定奉行役・江川英龍(太郎左衛門)が指揮、品川御殿山の土砂を切り崩して進められた。
ペリーが予定より早く 8 ケ月後に再び来航したことなどもあり、完成したのは御殿山下台場砲台を含めて 6 基に留
まったが、品川沖まで来たペリー艦隊はこれらの砲台を見て横浜まで引き返し、そこで上陸することになった。御殿
山下台場砲台は五稜形の砲台で、154 門の大砲が備えられた。
⑪御殿山
○高輪台地の最南端に位置し、かつては太田道灌が城を構えた。
家康以降は品川御殿と呼ばれ、将軍鷹狩の休息所や茶会の場として利用された。
品川沖が見渡せる風光明媚な立地であり、また桜の名所としても有名で、江戸の人々から親しまれた。
○幕末には台場建設用の土砂採取場となった。
○また文久元年(1861)幕府は英国をはじめ諸外国公使館の建設を始めたが、翌文久 2 年(1862)完成間近の英国
大使館を長州藩尊王攘夷派 13 名が襲撃し全焼させた。(土蔵相模の項参照)
○明治 5 年、東海道線建設のため山はさらにえぐりとられた。
[自己紹介]

鈴木俊也(66 才)

1978 年東大経済学部卒。富士通に勤務(2018 年会社生活を卒業)
以前から歴史が好きで、会社生活卒業の数年前から江戸の歴史文化、城郭等の検定試験を受けるとともに、社外
の歴史サークル等での活動(歴史ガイド、歴史講座講師など)を行ってきました。
[現在]
・歴史にふれる会世話人 ・クラブツーリズム歴史ナビゲーター ・江戸城天守を再建する会横浜神奈川第二支部
長 ・江戸文化歴史検定 1 級 ・日本城郭検定 1 級 ・ワインエキスパート
・2019 年 9 月神奈川銀杏会入会 ・2020 年 9 月 12 日第 1 回ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会「江戸の街から見た江戸城」
の講師を担当。
〇なお、講座終了後、参加者のみなさんから次のような感想が寄せられました。
・ 「資料も絵図、写真を含めわかり易く、前回の江戸城と同様に、理解が深まりました。ありがとうございます。今後
も、是非、残りの三宿についても御講演を頂けたら、有り難く思います」
・ 「地理と歴史とを組み合わせた、非常に体系的なお話で、全体像を知ることができました。
本日のレジメを片手に、品川、そして、自分に関係の深い中山道あたりをリアルに探索することが楽しみになっていま
す。（どら焼きもおいしそうでした。）」
・ 「前回の江戸城も参加させていただきましたが、今回も楽しまさせていただきました。
小生、歴史も地図も好きなので、大いに関心がありました。今度是非、今日のお話を参考に訪ねてみたいと思ってま
す。」
・ 「今日はありがとうございました。とても、勉強になりました。リアルで探訪したいものです。」
・ 「本日は興味深いお話、有難うございました。次回も期待しております。」
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◎ 三火会
２月例会（Ｚｏｏｍ方式）開催のご案内。
・日時：２月 1６日（火）１５時
・話題：「振り返れば」

Speaker: 河辺 公一（３３工）氏

・ Zoom 指導者：林 縝治（４０理４５理博）氏
〇２月１６日１５時にＺｏｏｍの入場許可の通知がなされる予定。
〇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！
〇３月以降の予定
３月例会（2021/３/16 火 15 時） X 氏
4 月例会（2021/4/20 火 15 時） Y 氏
5 月例会（2021/5/18 火 15 時） 奥出信一郎（５８理６３博）氏

「経済学について」

〇zoom 代金 2000 円（＠500 円＊4 回分）の前払い
参加される方は 4 回分 2000 円を豊吉会長の口座に振り込んで頂くようお願いいたします。
三菱 UFJ 銀行 普通 川崎支店 ０７５００７１ 豊吉誠治
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。
[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。
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・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
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。（再度の緊急事態宣言発出に伴い、活動を続けていたストレッチ・
クリオネ同好会もテニス同好会の葉山テニスコートも中止になった）
【２月の予定】
１． テニスの会：２月１０日（水） １０：００～１２：００ 鎌倉市笛田公園
（葉山町南郷上の山公園のテニスは、２月８日迄中止。その後は未定）
２．書道教室：２月１１日（木） １０：００～１４：００ 雪堂美術館(北鎌倉)
３．三金会：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．
２月は１９日（金） １０：３０～１２：００ に実施の予定
話題：「５G 時代の列車旅客用高速通信システム」 提供者名：春山 真一郎（56 理）
４．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：1 月より当面の間中止。
５．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。
６．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。
７．街道を歩く会：２０２０年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 。
８．ヴォイストレーニング教室： ２月も休会だが ZOOM を使って２月２日１３：３０～オンライン懇親会開催予定。
９．淡碁会（囲碁同好会）例会：当分の間中止。
１０．ライト・ブルー・クラシックの会：検討中。
１１．包丁淡青：開催が可能になるまで無期延期。
１２．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。
【３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。３月の予定については来月号で紹介する。
１月の同好会活動状況
定例昼食会（三金会）
昨年は新型コロナウイルスの感染対策で２か月休会した後に、５月度より Web 会議方式で再開した。今年も新年早々
に緊急事態宣言が発出され当分の間、Web 会議方式で開催することにした。リモート会議も回を追うごとに参加者が
増え、外出自粛の中で貴重な交流の場としての機能を果たしている。
【１月度活動報告】
１月１５日（金）の話題提供は、長谷川信夫（３２法）鎌倉淡青会名誉会長 による「日本国憲法の誕生を検証する」で、４
７名の参加者があった。講演では占領下におけるマッカーサーと日本側とのやり取り、第九条の成立までの経緯や発
案者、文民条項の導入などが、多方面から集められた資料に基づいて明解に解説された。周辺諸国と緊張関係にあ
る日本の現状から、第九条の解釈や考え方、改憲の必要性などについて会員の関心が高く、講演後、活発な質疑応
答、意見交換が続いた。
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書道教室
１月例会：１月１４日 北鎌倉の雪洞美術館で開催。４名参加。
テニス同好会
１月 例会：葉山町南郷上ノ山公園では、１月４日、１１名参加、以降 2 月 8 日まで中止、その後は未定。鎌倉市笛田
公園では、１月７日、7 名参加、１月１３日、雨天の為中止、１月２１日、８名参加、1 月 27 日、落選で中止という状況。
ヴォイトレ教室
２０１９年１月にスタートした当教室も新型コロナ騒動に巻き込まれ、２０２０年３月以降休会が続いており、残念ながら
現在のところ再開の目途は立っておりません。
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このような状況下、会員がお互いに顔を見ながら無事を確認しようと、１月５日 ZOOM による ON-LINE 懇親会が開
かれました。
参加者は佐藤先生を含めて１７名にて、これは会員数２６名の過半数以上となりました。
先生より最近の他の合唱団の状況などの報告があり、特に高齢者の外出機会が減ったために体力・気力低下が心
配されているとのことで、休講中も唾液腺刺激などの喉を鍛える運動を続けるよう忠告がありました。
また、テレビの朝ドラ「エール」が話題となり、古関裕而の「長崎の鐘」に興味が集まり、先生からそれなら次回は彼の
曲から１～２曲歌いましょうかということになりました。
今回都合の付かなかった会員が３名おりますので、次回（２月第１火曜日午後１時半）は多分今回以上の参加者が
あると期待しております。
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。
（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

Ⅳ 地域以外（大学・学士会・会員推薦）情報
◎ 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
◎ 学士会・学士会館

学士会・学士会館情報

20

