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発行日:2021年4月1日
Ⅰ 2021年｢なにが､いつ､どこである｣~同窓会･大学・学士会その他の主要行事
2021年4月 以降
千葉銀杏会総会 (30周年)
北海道銀杏会総会
学士会 夕食会

限定ﾒﾝﾊﾞｰによる書面決議総会
リアル開催に代え書面審議検討中
4月9日(金)
18:00～食事、18:50～講演

―
―
学士会館
「表面科学の奥深い世界」

川合

眞

紀氏（自然科学研究機構理事／分子科
学研究所長）

東京大学 入学式 （学部/院）

学士会 午餐会

4月12日(月) 武道館
●学部 10:20 奏楽 10:40 開式
総長式辞
教養学部長式辞
祝辞
入学生総代宣誓
東京大学の歌
閉式
●大学院 14:00 奏楽 14:20 開式
総長式辞
研究科長式辞
祝辞
入学生総代宣誓
東京大学の歌
閉式道館
4月20日(火)

学士会館

12:30～食事、13:20～講演

「アジア経済の展望と中国との向き合
い方」中尾

武彦氏（みずほ総合研究

所理事長／前アジア開発銀行総裁）

故有馬会長お別れの会

4月23日(金)11:00~14:00

学士会館春の講演会

5月1日（土）
12:00～食事、13:00～講演

帝国ホテル *事前登録必要。連合
会関係ﾘｽﾄは提出済｡
学士会館
「夢のホテル
」稲葉

知られざる誕生の物語

なおと氏（紀行作家・一級建

築士）

五月祭

5月15日(土)･16日(日)

本郷他 ｵﾝﾗｲﾝ開催

学士会 午餐会

5月20日（木）
12:30～食事、13:20～講演

学士会館
「日本の医療提供体制の課題と展望」
永井

良三氏（自治医科大学学長／宮

内庁皇室医務主管）

東京銀杏会総会
連合会総会

鎌倉淡青会総会
埼玉銀杏会令和 3 年度の講話
を聞く会
校友会役員会

群馬銀杏会総会(10周年)

5月25日(火)18:00~

東京第一ﾎﾃﾙ

5月25日(火)13:00~ (暫定)
事前の文書審議とリアル開催（出席
人数限定）の併用検討中

東京第一ﾎﾃﾙ

6月19日(土)午後

ｵﾝﾗｲﾝ

6月26日(土) 13:00

さいたま共済会館 504 会議室
詳細未定

7月2日（金曜）12:00-13:30
文書開催（6月下旬）とリアル開催
の併用の可能性あり
7月3日(土) 11:00~

＊＊周年期同窓会 日程未定＊＊
１．ご連絡をお待ちしています
●仙台赤門会20周年 山梨銀杏会15周年 松本赤門会40周年

東京大学本部棟12階大会議室

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ高崎

東静銀杏会25周年 広島赤門ｸﾗﾌﾞ35周年 長
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崎銀杏会25周年 熊本淡青会30周年 鹿児島銀杏会25周年
● 主要同窓会(2022年開催)
東海銀杏会 2022年2月28日 ② 関西東大会 2022年
● 関東近辺の会
神奈川銀杏会 埼玉銀杏会 栃木銀杏会
２．行事予定:地域同窓会総会についてのお願い ＊＊
① 新型ｺﾛﾅ感染の収束は予測が難しい状況ですが､総会等のご予定が固まったらご連絡ください｡名前の挙が
っていない会、役員未訪問､新規設立の会など､皆様から手が上がるのを歓迎します｡
② 各地域同窓会については､総会(特に周年期の会は)を単に中止するのでなく､小規模なﾘｱﾙでも､ｵﾝﾗｲﾝ又は
その併合でも､なんらかの形で開催するよう努力をお願いします｡
③ 大学(また連合会本部)役員の訪問については､① ﾘｱﾙ訪問(ﾍﾞｽﾄですが､できない場合でも)､②ｵﾝﾗｲﾝ
(ZOOM等でﾘｱﾙﾀｲﾑに)又は､③ﾋﾞﾃﾞｵ等(事前の録画)､或いは､④ﾒｰﾙ又は会報への投稿を通じて､地域同窓会へﾒ
ｯｾｰｼﾞを送る等、工夫をしてコロナ禍でも交流を継続したいと思います｡
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Ⅱ

大学・校友会関連情報
◎[東京大学役員]（2021 年 4 月 1 日現在） *太字は社会連携関連
総長
理事・副学長
経営企画、財務、社会連携・産学官協創
〃
総務、教育、施設
〃
研究、懲戒、病院
〃
学生支援、入試・高大接続、評価、研究倫理
〃
国際、ダイバーシティ
理事
事務組織、法務、人事労務、コンプライアンス
理事 (非常勤)
経営改革特命
〃
総長ビジョン推進
監事
〃 (非常勤)
大学執行役・副学長
学術長期構想、デジタル化
〃
ガバナンス改革、利益相反、監査
〃
学術資産活用戦略
〃
コミュニケーション機能強化推進、入試改革
〃
社会連携推進
＊社会連携本部長
〃
産学連携
副学長
オンライン教育、デジタル化推進、キャンパス
長期構想、大学総合教育研究センター
〃
ダイバーシティ教育
〃
環境安全、TSCP、総合技術本部
〃
図書館
〃
国際特命、Tokyo Forum 、Global Advisory
Board 後継
〃
卒業生、地域連携推進
〃
産学協創推進
副理事
協創活動企画調整、イノベーションコリドー
〃
研究倫理、研究費・研究不正対応
〃
経理・調達
〃
情報システム
〃
SDGs・社会実装
総長特任補佐
財務改革、総長ビジョン検討
〃
イノベーション戦略
〃
産学協創・研究力強化
〃
国際教育推進
〃
キャンパス計画
〃
国際連携推進
〃
産学協創・社会連携推進
総長室顧問
〃
〃
総長特別参与
FSI ビジョン形成
〃
国際関係
同窓会関連としては、津田 敦副学長・
＊＊室長・機構長・本部長他省略＊＊

藤井 輝夫
相原 博昭
大久保 達也
齊藤 延人
藤垣 裕子
林 香里
里見 朋香
石井 菜穂子
岩村 水樹
𠮷田 民
棚橋 元
太田 邦史
佐藤 岩夫
佐藤 健二
武田 洋幸
津田 敦
渡部 俊也
浅見 泰司
伊藤 たかね
岸 利治
坂井 修一
関村 直人
丹下 健
吉村 忍
稲垣 博明
遠藤 勝之
戸張 勝之
水上 順一
山本 貴史
有馬 孝尚
高橋 浩之
津本 浩平
矢口 祐人
横張 真
渡邉 聡
割澤 伸一
杉山 健一
ステファン ノレーン
山田 興一
坂田 一郎
藤原 帰一
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[大学院・学部・同附属施設長] 2021 年 4 月 1 日現在
法学政治学研究科・法学部
法学政治学研究科長・法学部長
法学政治学研究科等事務長
医学系研究科・医学部
医学系研究科長・医学部長
医学部・医学系研究科事務長
附属病院長
附属病院事務部長
工学系研究科・工学部
工学系研究科長・工学部長
工学系・情報理工学系等事務部長
人文社会系研究科・文学部
人文社会系研究科長・文学部長
文学部・人文社会系研究科事務長
理学系研究科・理学部
理学系研究科長・理学部長
理学系研究科等事務部長
農学生命科学研究科・農学部
農学生命科学研究科長・農学部長
農学系事務部長
経済学研究科・経済学部
経済学研究科長・経済学部長
経済学研究科等事務長
総合文化研究科・教養学部
総合文化研究科長・教養学部長
教養学部等事務部長
教育学研究科・教育学部
教育学研究科長・教育学部長
教育学部・教育学研究科事務長
薬学系研究科・薬学部
薬学系研究科長・薬学部長
薬学部・薬学系研究科事務長
数理科学研究科
数理科学研究科長
新領域創成科学研究科
新領域創成科学研究科長
新領域創成科学研究科事務長
情報理工学系研究科
情報理工学系研究科長
工学系・情報理工学系等事務部長

大澤 裕
大久保 伸一
岡部 繁男
須藤 桂太郎
瀬戸 泰之
岩瀬 鎮男
染谷 隆夫
櫻井 明
秋山 聰
瀧口 昭江
星野 真弘
生田目 金雄
堤 伸浩
熊澤 鉄也
星 岳雄
平野 裕士
森山 工
小寺 孝幸
小玉 重夫
中丸 典子
船津 高志
小川 光明
時弘 哲治
出口 敦
眞鍋 浩二
須田 礼仁
櫻井 明

情報学環・学際情報学府

情報学環長・学際情報学府長
山内 祐平
情報学環・学際情報学府事務長
若林 美由紀
公共政策学連携研究部・教育部
公共政策学連携研究部長・教育部長
大橋 弘
◎ 同窓会を担当された津田敦副学長・社会連携副本部長は執行役・社会連携本部長に就任されました。
◎ 卒業生課金吉課長は３月末で退職（定年）された後、今年度で卒業生課が廃止され、卒業生関連の大学
事務は渉外活動支援課卒業生チームが担当、今後の連絡は羽田智紀副課長となります。
◎卒業式･入学式での校友会会長の挨拶がついに実現！
同窓会連合会の永年の希望が実現しました。以下､3 月 18 日の卒業式における宗岡会長挨拶と五神総長告
辞（巻末に掲載）をご参考に掲載します｡
＊本年の学部卒業生は 3,083 人、院は修士 3,156 人、博士 1,046 人、専門職学位 321 人の合計 4,523
人で、学部・院は４０/60 の比率となっております。
宗岡正二東京大学校友会会長 祝辞
只今､ご紹介頂きました宗岡でございます｡東京大学校友会を代表致しまして､ 本日ご卒業される皆様方に
心からお祝いを申し上げたいと存じます｡また､卒業 生のご家族の皆様方にも､重ねてお祝いを申し上げます｡
本日は誠におめでとうございます｡
まずもって､足下のｺﾛﾅ禍の最中にかかわらず､このような形で卒業式を執り 行うことができましたことは､
総長はじめ学内の関係者の皆様方のご尽力による ものと心からの感謝を申し上げたいと存じます｡また､本日
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の晴れがましい卒業式に心ならずも参列が叶いませんでした多くの方々の無念さにも､私たちは思いを寄せな
ければなりません｡
さて､東京大学校友会は､2004 年に発足した全学同窓組織であります｡校友 会の会員には､個人会員と団体
会員とがあり､個人会員は､存命の卒業生 20 万人､及び､すべての在学生､教職員であります｡実は皆さんもす
でに､東京大学 入学時に､校友会の会員になっておられます｡加えて､団体会員として､学部や学科の同窓会､
運動部やｻｰｸﾙのOB会･OG会､国内外の地域同窓会 等々､311 もの団体が登録されております｡
校友会は､在学生のための活動のみならず､卒業生向けの行事も企画･運営しております｡卒業生のための最
大の行事は､毎年秋のﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲであり､延べ 7 千名の方々がｷｬﾝﾊﾟｽに集います｡この機会をとらえて､定期
的に同窓の仲間や大学との繋がりを改めて感じて頂きたいと思います｡また､当日は同窓生の再会のｲﾍﾞﾝﾄとし
て､周年学年会も開催致しますので､是非皆さんに､ 来る 2031 年のﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲには､卒業 10 周年の学年会を
企画して頂きたいと存じます｡
さて､皆さんは卒業後､それぞれ新たな道を歩まれる訳ですが､卒業後の長い人生においては､想定外の環境
変化に加え､仕事や研究における様々な課題に直面し､思い悩むことが必ずあろうかと思います｡
そうした人生の様々な局面において､東大校友会のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなｺﾐｭﾆﾃｨは､本日ご卒業される皆さんに､有益な
助言やｱｲﾃﾞｱを提供できるはずであり ます｡国内の各都道府県､及び､海外の 35 ｶ国･地域には､現地在住の卒
業生による地域同窓会があり､会員同士の親睦や情報交換を行っております｡今後､皆さんが､地方勤務や海外
留学をされる折には､是非､現地の地域同窓会にご連絡頂きたいと思います｡
かつて､国際化以前の時代には､先輩たちから､｢弱い生き者は必ず群れる｡東大生は卒業しても決して群れて
はいけない｡独立独歩せよ｣と教えられてきた ものでした｡しかし､今や､あらゆることがｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化している世
界にあって､東京大学の卒業生は堂々と､むしろ､｢ｽﾏｰﾄに群れる｣ことが求められている のではないでしょう
か｡
特に､現在の私たちには､新型ｺﾛﾅのようなﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸとの闘い､気候変 動･地球温暖化との闘い､民主主義を脅
かす問題や人権侵害との闘い､あるいは経済格差拡大との闘い等々､個々人の力だけでは決して解決しえない､
国境を越えた､かつ人類共通の課題と闘っていかねばならない状況にあります｡まさ にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに国境を越え
た､知性と良識からなるﾈｯﾄﾜｰｸの重要性が一層 増しているものと思います｡
こうした中で､皆さんには､東大校友会の持つ全世界的なﾈｯﾄﾜｰｸを大いに活用頂き､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな課題解決に､力
を尽くして頂くことを期待したいと思います｡また､その過程で､皆さんが得た知識をも､是非東京大学にも還
元して頂ければと思います｡
一方､こうした活動を真に意味あるものにしていくためには､卒業生 20 万人の 状況をしっかり認識し､卒業
生と大学､及び､卒業生相互のﾈｯﾄﾜｰｸを確立することが重要であります｡卒業生の皆さんには､大学と校友会のｵ
ﾝﾗｲﾝ･ｺ ﾐｭﾆﾃｨであるTFT(ﾃｨｰｴﾌﾃｨｰ)で､ご自身の情報を逐次更新頂き､校友会､すなわち自分たちのﾈｯﾄﾜｰｸの強
化に努めて頂きたいと存じます｡
最後に､重ねて皆さんの人生の門出をお祝い申し上げますと共に､今後益々 のご活躍を祈念致します｡改め
まして､本日は誠におめでとうございます。
*事務局補足(周年期について)
ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ周年期の定義は､地域同窓会のようにその年の卒業･修了と単純でなく､以下の例で示すように､
正確ですがやや複雑です｡
2020 年ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ 20 周年期の対象
1996 年入学/00 年卒業/00 年院入学/02 年医学･農学部獣医学専攻卒業
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◎ 大学における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく首都圏 1 都 3 県の緊急事態宣言については、3 月 21 日
（日）で解除されることになり、この措置を受け、大学も、3 月 22 日（月）から活動制限指針レベルを 1
から 0.5 へ移行しました。しかし、４月の新学期開始にあたり、藤井新総長は、4 月 12 日には日本武道館
において、対面での学部、大学院の入学式が予定されていますが、感染拡大を極力抑制しながら、新年度に
おける東京大学の活動をスタートさせることがきわめて重要です。コロナ禍の下、東京大学の学生としての
自覚を持ち、下記「感染防止対策徹底のお願い」に基づき、一人一人が感染から身を守る対策、他人に感染
を拡大させない対策を徹底してくださいとのお願いを学生・教職員へ出しました。
・昨年の春を思い出しますが、参考まで「感染防止対策徹底のお願い」を巻末に掲載します。

◎ 東京大学新聞が月刊に！
2021 年 4 月に月刊化、毎月第 2 火曜日発行となります。通常は横書きタブロイド判 24 ページです。内容
や情報量は週刊と変わらず、年間 7,400 円も据え置きとのことです。
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Ⅲ

地域ではどんな活動をしているか
北海道銀杏会

◎ 総会について
藤井事務局長
北海道銀杏会では 3 月 17 日に理事会をリモートで開催し、今年度の定時総会(総会・講演会・懇親会)の
リアル開催は見送りとし、近々会員向けにその旨と前年同様総会議案を書面で審議いただくことをメールで
配信し賛否を問うことを決定しました。なお総会議案の予算案で、本年度も年会費を免除とし、事業費等は
繰越金で賄うこととしています。
東京銀杏会
◎ 第 27 回定例総会のご案内
陽春の候､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染問題で日本列島がまだ揺れ動いている中､いかがお過ごしでしょうか｡平素は会
の活動に格別のご高配を賜り､厚く御礼申し上げます｡
東京銀杏会では 2020 年度の多くの行事を中止､又は延期にさせて頂きましたが､首記総会を下記の要領で
開催いたします｡東京大学及び地域同窓会幹部にご臨席いただくとともに､次第等に工夫を凝らし､楽しい会に
して参りますので､ご家族､ご友人をお誘い合わせのうえご参加いただければと思います｡
尚､ｳｲﾙｽ問題が完全には終息できていないかもしれませんので､昨年のように総会の延期の可能性もありま
すが､開催可能な状況では､感染対策に十分留意して参りますので､ご理解ください｡
記
日 時:2021 年 5 月 25 日(火)
｢総 会｣:18:00～18:30
･2020 年度事業･決算･監査報告 ･2021 年度事業計画･予算案
･役員人事案など
｢講 演 会｣:18:30～19:00(東京大学代表者:予定)
｢懇 親 会｣:19:00~20:30 (愉しいｲﾍﾞﾝﾄを準備中)
場 所: 第一ﾎﾃﾙ東京(5 階 ﾗ･ﾛｰｽﾞ Ⅰ)
広い部屋でｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを確保｡
東京都港区新橋 1-2-6(地図参照)
TEL:03-3501-4411
会 費:会 員 8,000 円(ご家族､連合会各会所属の会員も同額)
新 会 員 6,000 円(昨年度総会以降入会された会員)
新卒会員 3,000 円(2020 年､2021 年修了又は卒業の会員)
非会員
10,000 円(同窓生)
申 込:
出席ご希望の方は電話､ﾌｧｸｽ､または E-ﾒｰﾙで東京銀杏会事務局へ 5 月 18 日(火)までにお申
込み下さい｡尚､ﾌｧｸｽの場合は同封のお申し込みﾌｧｸｽ用紙を適宜ご活用下さい｡
電 話:03-5804-3875､ﾌｧｸｽ:03-5804-3876
E-ﾒｰﾙ:e_hide0922@yahoo.co.jp
お申込み後､ご都合によりやむを得ずご欠席なさる場合には､その旨､5 月 24 日(月)までに必ず事務局あて
にご連絡ください｡
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◎ 2021 年度第 1 回銀杏懇話会のご案内(再掲)
~嶋津昭東京銀杏会会長代理を迎えて~
当初､2 月 18 日(木)18:00 開場､18:30~19:30 講演会というｽｹｼﾞｭｰﾙでの開催を予
定しておりました｡
しかし､緊急事態宣言の発出､ｺﾛﾅ禍の蔓延等の情勢に鑑み､延期とさせていただきま
した｡今般､ｺﾛﾅ蔓延状況の落ち着き､ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ投与開始への期待等により､銀杏懇話会開
催日時を 4 月 26 日(月)17:30 開場､18:00~19:00 講演会と決定させていただきま
した｡
ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑと同様に新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策として､懇親会開催の取りやめ､会場における飲
食の回避､参加者の手のｱﾙｺｰﾙ消毒､検温､座席の間隔開け､密閉空間を避けるための換
気の徹底等を行います｡
4 月の新型ｺﾛﾅ蔓延状況が改善すること､ﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯という興味深い話を多くの方に聞いていただくことを
願い､ご案内させていただきます｡
講演要旨:熱狂的に盛り上がったﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 が終わって 1 年強が過ぎ､この頃ようやく｢終わったな｣と
いう安ど感に浸っている｡
一方で､その後新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響が世界中に蔓延し､ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸが 1 年延期され､ﾗｸﾞﾋﾞｰ界を含め
てｽﾎﾟｰﾂ界全体が凍ったような状態である現在､とても｢よかったな｣とは言えない複雑な心境にあります｡
しかし､東京銀杏会の皆様をはじめ日本中の方々のご支援を頂き､おかげ様で成功する事ができたことに思
いをいたし,幹事のご指名におこたえして精一杯大会運営の四方山話を率直にお話する事といたします｡
講
演
日
場

師: 嶋津昭氏(S42 法)
題: ｢ﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯を振り返って｣
時:2021 年 4 月 26 日(月)
17:30
開場
18:00~19:00 講演会
所: 学士会館 203 号室
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町 3-28 TEL:03-3292-5936
地下鉄 都営三田線､新宿線､東京ﾒﾄﾛ半蔵門線の神保町駅(A9 出口)徒歩 1 分
会 費: 講演会参加費
会 員 2,000 円､会員のご家族 2,000 円
非会員
3,000 円
申 込:4 月 20 日(火)までに東京銀杏会事務局に E-ﾒｰﾙまたは同封のお申し込み用ﾌｧｸｽ用紙を用いてﾌｧｸｽで
お申込み下さい｡
ﾌｧｸｽ:03-5804-3876､E-ﾒｰﾙ:e_hide0922@yahoo.co.jp
ご講演者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ:
1943 年生まれ｡1967 年東京大学法学部卒業､同年自治省(現在の総務省)に入省｡1998 年同省大臣官房長､
1999 年財政局長を経て､2001 年総務省の初代事務次官に就任｡2002 年に退官し､同年､全国知事会事務総
長､2004 年､野村総合研究所顧問などを経て､2014 年 3 月から 2020 年までﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯 2019 組織委員会事
務総長を務める｡2019 年 5 月から､東京銀杏会会長代理｡
◎ 留学生と交流する会のご案内
相変わらず新型ｺﾛﾅや変異型ｺﾛﾅの猛威ですが､留学生と交流する会もｺﾛﾅに負けずに頑張ろうと思います｡
2021 年度の予定をお知らせいたします｡
2021 年 4 月 17 日(土)
新宿御苑花見
5 月 9 日(日)
神田明神･湯島聖堂･ﾆｺﾗｲ堂
7 月 17 日(土)
川崎古民家園
8 月 22 日(日)
鹿島神宮･佐原･香取神宮
10 月 9 日(土)
高尾山ﾊｲｸ
11 月 7 日(日)
川越訪問
12 月 12 日 (日)
三州倶楽部ﾊﾞｻﾞｰ
2022 年 1 月 24 日(月)
銀杏会新年会(留学生は招待者のみ)
2 月 23 日(水･祝) 皇居参賀
3 月 13 日 (日)
府中ﾋﾞｰﾙ工場･大國魂神社

8

2021/04
今までとの変更点は､いつも夏に実施していたﾋﾞｰﾙ工場の見学を春の 3 月にして､その代わり､夏は鹿島神
宮･佐原･佐倉方面に行こうと思います｡
また､土曜日が減って日曜日を増やしましたが､土曜日はｱﾙﾊﾞｲﾄの学生が何人かおられましたので､日曜日を
増やすことにいたしました｡
以上､本年度もよろしくお願い申し上げます｡
連絡先:小浪博英 E-ﾒｰﾙ:hiro@konamike.net
留学生と交流する会代表 小浪博英(S41 工)
◎ 東京銀杏会第 26 回ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑのご報告
東京銀杏会の第 26 回ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑは､本年(2021 年)3 月 13 日に､学士会館 202 号室で､｢ｺﾛﾅ後の世界､世界
を覆うまだら状の秩序｣をﾃｰﾏとして開催されました｡
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰは久保文明東京大学大学院法学政治学研究科教授で､ﾊﾟﾈﾘｽﾄは池内恵東京大学先端科学技術研究
ｾﾝﾀｰ教授､川島真東京大学大学院総合文化研究科教授､斎木尚子東京大学公共政策大学院客員教授の 3 名でし
た｡
ﾃｰﾏの標題では､｢ｺﾛﾅ後の世界｣と言っておりますが､完全にｺﾛﾅ後という訳にはいかず､懇親会はできないな
ど､不完全な形で開催しました｡しかし､昨年(2020 年)3 月 14 日の
第 25 回ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑは中止となったことを鑑みれば､かなりの前進であったと考えます｡それでも､第 25 回ﾄｯ
ﾌﾟﾌｫｰﾗﾑに講演予定資料を提出されていた久保文明氏と斎木尚子氏には､本年(2021 年)のﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑでも再度
ご登壇頂き､まことに有難うございました｡
｢まだら状の秩序｣という言葉は､ﾊﾟﾈﾘｽﾄの池内恵氏が巻頭言を寄稿された冊子ｱｽﾃｲｵﾝ 092 号(2020 年 6 月
11 日)が､｢世界を覆う『まだら状の秩序』｣という特集を組んでいることからとったものです｡このｱｽﾃｲｵﾝと
いう冊子には､ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの久保文明氏も寄稿されております｡
今回のﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑには 42 名の会員がご参加いただき､ようやく会の再ｽﾀｰﾄが切れたように思います｡これか
らも皆様の積極的なﾌﾟｯｼｭが望まれるところです｡
ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑは､13 時から森田富治郎会長の開会の辞で始まり､続いて､久保ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝが行わ
れました｡久保文明氏は専門である｢ｱﾒﾘｶ政治の風景｣ということで､ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ的分極化､政党内の分裂､外交政
策における分裂について話されました｡外交政策における分裂は､民主党対共和党だけでなく､ｴﾘｰﾃｨｽﾞﾑ対ﾎﾟﾋﾟ
ｭﾘｽﾞﾑもあります｡その後､外交･内政における政策的収斂についてもお話しされました｡最後に､ﾊﾞｲﾃﾞﾝ外交の
特徴について話されました｡

森田富治郎会長の挨拶

参加者

久保ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
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ﾊﾟﾈﾘｽﾄの池内恵氏は､ZOOM でのご参加でしたが､中東のまだら状の秩序､つまり多様な主体の織りなす中
東新秩序を望見されました｡ﾄﾙｺ､ｲﾗﾝのような地域大国が台頭すると共に､ｼﾘｱ､ﾘﾋﾞｱ､ｲｴﾒﾝのような､中央政府の
支配が及ばない空間を多く抱えた国が併存し､｢まだら状の秩序｣が広がっている｡2020 年には､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ問題を
“one of them”化することに成功したｲｽﾗｴﾙが主導権を確立したが､ﾄﾙｺの台頭も見られる､等々です｡
ﾊﾟﾈﾘｽﾄの川島真氏は､中国から見るまだら状の米中対立について講演されました｡米中間には､台湾､香
港､新彊ｳｲｸﾞﾙ自治区､ﾁﾍﾞｯﾄ自治区､価値問題+社会と共産党の分断など､核心的利益に触れる問題があります
が､中国は｢新型大国関係｣を維持したいと考えているようです｡中国側は｢気候変動｣を協力の軸に据えたいよ
うですが､ﾊﾞｲﾃﾞﾝ･ﾁｰﾑは宇宙問題で中国との協力を模索しているようです｡中国から見た日本は､G7 の中で最
も中国に｢優しい｣存在だと思われており､一帯一路を｢支持｣しているという印象であります｡中国とのｻﾌﾟﾗｲﾁｪ
ｰﾝを維持し､中国の新たな経済政策｢二つの大循環｣を支持しているようです｡一方､中国は CPTPP への意欲を
公言している､等々です｡
ﾊﾟﾈﾘｽﾄの斎木尚子氏は､国際経済秩序の行方について講演されました｡日本の戦略としては､日本を核とす
る､ﾙｰﾙに基づく､自由経済圏の形成を図ることだと言われました｡その為には､ﾒｶﾞ FTA で､貿易自由化､先進的
かつﾊｲﾚﾍﾞﾙなﾙｰﾙの実現､当事者間の対話､有志国連合の強化を図るとともに､WTO 改革に向けてのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
を取ることが必要だとされました。WTO 改革の中身は､電子商取引交渉､漁業補助金交渉､市場歪曲措置への
対応､途上国地位(S&D)問題､通報義務履行確保･透明性強化､上級委員会の機能回復､及び貿易自由化+ﾙｰﾙ改
訂･履行監視･紛争解決制度の三位一体改革だとされました｡

左からｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの久保文明氏､ﾊﾟﾈﾘｽﾄの池内恵氏(ZOOM 参加)､川島真氏､斎木尚子氏
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとﾊﾟﾈﾘｽﾄのご講演の後､ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝと会場との質疑応答が行われました｡特に標題にある｢まだ
ら状の秩序｣とは何であるか､もう一つ分からないという指摘がありました｡面白い言葉だが､具体的にどうい
う状態で､どうすれば対応できるのか､あまりｸﾘﾔｰにはならなかったようで
す｡また､ｲﾝﾄﾞ太平洋諸国とかｱﾌﾘｶへの言及はなく､全世界をｶﾊﾞｰした概念
なのか､よく分かりません｡
最後に､各ﾊﾟﾈﾘｽﾄ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによるまとめが行われました｡謝辞は､岩村
敬代表幹事でした｡
今回のﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑの内容は､本年(2021 年)の 10 月末発行予定の､会報
『銀杏』第 22 号に掲載する予定です｡
今回のﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑでは､ZOOM を用いた､池内ﾊﾟﾈﾘｽﾄのﾘﾓｰﾄな参加が行わ
れました｡しかし､事務局の不手際も重なり､少しく時間の空費がありまし
た｡特に､老齢化が進む事務局では十分な対応が出来ず､ﾊﾟﾈﾘｽﾄの川島真氏の絶大なるご助力を賜りました｡川
島氏に厚く御礼申し上げるとともに､今後の事務局は強力な IT 化を図る必要があります｡私のような老兵は､
ただ消え去るのみです｡若い会員の奮起と積極的な登用を望みます｡
以上ですが､東京銀杏会のﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑのようなﾕﾆｰｸなｾｯｼｮﾝは､若い方や女性の大きな登竜門であるとも考え
られ､今後とも発展していくことを祈念します｡
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの久保氏は防衛大学校長に就任される予定であり､またﾊﾟﾈﾘｽﾄの斎木氏は東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
競技大会組織委員会理事に就任されました｡
なお､本ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑにも尽力された当会の土田晃道事務局長は､昨年(2020 年)12 月 22 日に他界されまし
た｡ここに深い弔意を表するものです｡
ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ担当幹事 水谷潤太郎(S48 工)
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◎ 東京銀杏会 ZOOM 囲碁の会のご案内とご報告
昨年の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､本年の4月以降も会場である日本棋院有楽町囲碁ｾﾝ
ﾀｰが通常の営業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｡
日 時:令和3年 4月24日(第4土曜日)
13時00分～17時頃まで令和3年 5月 8日(第2土曜日)
13時00分～17時頃まで 講 師:
馬 亜蘭:中国棋院四段
渡邊恵子:石倉昇九段囲碁教室ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(ﾛﾝﾄﾞﾝから)
金井智子:石倉昇九段囲碁教室ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
大澤摩耶:女流ｱﾏ全国大会優勝2回､姉は大澤奈留美四段､次女は大須賀聖良初段
例 会 費:
1,000円指導碁料:
1回につき1,000円､時間があれば2回(2,000円)受けることも可
能です｡
連 絡 先:上田比呂志(S59法) E-ﾒｰﾙ:hirorieshoyuco5@u05.itscom.net
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｡昨年の6月からは希望者でZOOM碁を楽しんでいます｡
3月13日の第10回ZOOM囲碁の会は､篠島秀明さん(S37法)のご挨拶で始まり､女性指導講師3名の先生と16
名の会員が参加されて､大変盛り上がりました｡また､2月からは現役の大学院生の新規会員(女性)も参加され
ており､指導碁や対局を楽しんでいただいております｡
(上田比呂志 S59法)

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)､松田研一さん(S41法) 山川朝生さん
(S45工)
2段目左から 楠田修司さん(S40法)､二木高志さん(S59経)､今村啓一さん(S59経､幹事)､ 江波戸哲夫さん
(S44経)
3段目左から 斎藤毅さん(S37法)､篠島秀明さん(S37法)､小澤健二さん(S41経) 田近東吾さん(S42文)
4段目左から
馬亜蘭先生､貝沼孝二さん(S52法)､堀内文隆さん(S49法､ZOOM碁初参加)､酒井忠弘さん
(S38養)
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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｡ﾃｰﾏについてはﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂの考え方を追求するとともに､講師は地域同窓会として神奈
川県へのｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨも意識して依頼してまいります｡さらに､神奈川銀杏会へのｹﾞｰﾄｳｴｲ(お試し参加の機会)と
しても機能するような運営に努めてまいりますので､ 幅広い皆様のご参加をお待ち申し上げます｡ なお､ｺﾛﾅ
禍により､昨年5月以降は ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ｢ZOOM｣(ｽﾞｰﾑ)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｡
[3月の開催状況] 20日(土) 12時30分~14時30分
1.概要
今月は､石川洋二 (株)大林組･技術本部･未来
技術創造部･上級主席技師(昭53年工学部航空
学科卒､58年工学博士､横浜市在住)から､｢宇宙
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建設構想について｣と題する講演をい
ただき､意見交換を行いました(参加者39名)｡
2.講師紹介
石川様は､博士課程修了後､昭和59年(1984
年)米国ﾚﾝｾﾗｰ工科大学博士研究員､ 昭和63年
(1988年)NASAｴｲﾑｽﾞ研究ｾﾝﾀｰ博士研究員を経て､平成元年 (1989年)株式会社大林組に入社され､現在に至っ
ておられます｡研究歴としては､宇宙における生命の起源/月惑星居住計画/宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建設計画/地球環境工
学を対象としてこられました｡この間､平成24年(2012年)に大林組は､建設会社としての視点から検討した宇
宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建設構想を発表されています｡
ご出身は静岡県ですが､大学時代から(米国滞在の約5年間を挟み)現在まで横浜市内に在住されています｡
3.宇宙建設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰとは…ｲﾒｰｼﾞは次頁及び次々頁の資料(画像)をご参照ください｡
4.ご講演は､①宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰとは何か､②2050年宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの旅､③建設方法､④建設ｽｹｼﾞｭｰﾙ､⑤なぜ宇宙ｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰ?､⑥課題､⑦実現のための研究開発､⑧宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがもたらす未来､の8項目について､精緻なﾌﾟﾚｾﾞﾝ資
料及び印象的な動画を利用して行われました｡ご説明は広範囲に及びましたが､趣旨は､｢宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは将来に
建設が期待される革新的な交通輸送ｼｽﾃﾑである｡現在のﾛｹｯﾄは輸送ｺｽﾄが高いために宇宙開発には一定の費用
がかかる｡宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは従来の手段に比べ宇宙への輸送ｺｽﾄが二桁程度低くなると予想され､完成のあかつき
には宇宙旅行や宇宙ﾋﾞｼﾞﾈｽが花開く可能性がある｡｣とのことでした｡
なお､次頁及び次々頁の説明資料の他､講演資料そのものはここでご紹介は出来ませんので､関心のある方
は､下記のｳｴﾌﾞｻｲﾄをご参照ください｡
①解説動画

https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news_20130730_1.html

②季刊大林No.53号｢ﾀﾜｰ｣(宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建設構想の紹介､及び､石川様の寄稿)
https://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi/kikan-53.html

12

2021/04

13

2021/04

14

2021/04

5.意見交換
14名の参加者から下記のような多岐にわたる質問や意見が出され､これに対し講師より丁寧な解説をいた
だき､参加者の理解は大いに深まりました｡また､問題意識も高まったと考えられます｡
<技術に関するもの>
･引力と重力のﾊﾞﾗﾝｽを摂るためｹｰﾌﾞﾙの先端にｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄが必要と理解｡建設中や運用開始後も様々な理由で
ﾊﾞﾗﾝｽが変化するが､これらをｺﾝﾄﾛｰﾙする仕組みはどのようになっているのか
･地球上のｱﾝｶｰにはどのくらいの張力がかかるとみているのか｡説明のあったような海上のｱｰｽﾎﾟｰﾄで支えら
れるのか
･ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの発見がﾌﾞﾚｲｸｽﾙｰになったとのことであるが､今の時点で技術的に見てさらにﾌﾞﾚｲｸｽﾙｰとな
るような技術としてどのようなものが考えられているのか
･ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞを利用した有線給電や､宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ構想で計画している無線給電を地上で活用できる可能性
について(ﾄﾛﾘｰﾊﾞｽ､携帯ｽﾃｰｼｮﾝなど)
<ﾒﾘｯﾄ>
･宇宙における太陽光発電で日本の電力を賄える可能性はあるのか
･建設に10兆円かかるとのことだが､一方で経済的なﾒﾘｯﾄもあるので､それが認識されれば､もっと早く実現
するのではないか｡経済的なﾒﾘｯﾄについてはいかがか｡
<ﾘｽｸ対応>
･航空機､隕石､宇宙ｺﾞﾐ等と衝突するﾘｽｸにどのように備える考えか
･ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙとしてのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟはどのように考えられているのか
<実現可能性について>
･人類は様々なﾌﾛﾝﾃｨｱを拡げてきたので､本構想も実現すると思われる｡
･初めて聞いたが､素晴らしい構想であり､実現に向けて頑張っていただければありがたい｡
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･本構想には夢があったと思うが､｢はやぶさ｣は燃え尽きるような速さで飛んでいることに比べ､宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀ
ｰで本当に宇宙に昇っていけるのか､納得感が得られにくい｡ﾊﾟｲﾛｯﾄ実験などで確実に言えることはないか
･JAXAとの関係はいかがか
･元SF少年として本構想は期待できると思っていたし､ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの出現で現実味が出て来たと思われる
のに､日本政府もｱﾒﾘｶNASAも正式な宇宙開発計画に位置付けていない理由は何か(技術的な実現可能性に未
だ問題があるのか､その他に政治的な問題等があるのか)
<国際関係>
･武器としての威力の観点から､国際政治においてどのような議論が行われているのか
･米中の覇権争いの中で､本構想に関する中国の姿勢はどうか､
･静止衛星を利用するので赤道上に設置しないといけないと理解｡その場合､赤道上の国(13か国､いずれも
後進国)との関係をきちんと構築しないといけないのではないか｡

[4月~6月の予定](敬称略)
･4月17日 三村 量一 昭52年法 弁護士(三村小松山縣法律事務所)
「知的財産権と知財訴訟の話」
5月15日 鈴木 正徳 昭53年法 日揮ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)取締役常務執行役員
6月19日 鈴木 廣志 昭53年薬 ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ&ﾗﾎﾞ株式会社 代表取締役
三土会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: 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
(以上文責:岳野)
◎ 三火会
3月例会(Zoom方式)開催のご案内｡
日時:3月16日(火)15時
話題:｢日本酒に魅せられて｣ Speaker: 福山隆幸(53法)氏
Zoom指導者:林 縝治(40理45理博)氏
〇3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!
〇4月以降の予定
･4月例会(2021/4/20火15時)｢緊急課題に対応する司令塔人材の育成｣ 旭岡叡峻 (46経)氏
･5月例会(2021/5/18火15時) ｢化学反応のｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ｣奥出信一郎(58理63博)氏
･6月例会(2021/6/15火15時)｢食品について｣ 豊吉誠二(53工55修)氏
〇zoom代金2000円(@500円*4回分)の前払い｡現在zoom 料は林先生がご自分負担で支払って頂いてお
ります｡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
◎ ｺﾞﾙﾌ会
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)
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(入会申し込み:氏名､卒業年次･学部､ｵﾌｨｼｬﾙ orﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾝﾃﾞｲｷｬｯﾌﾟ､
〒番号､住所､Tel､Fax番号､Eﾒｰﾙｱﾄﾞ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
気功の会は､大畑先生の指導のもとで､ｵﾝﾗｲﾝzoomで1週間に一回､気功の練習を実施しています｡一か月に1
回以上参加した場合は､月500円が参加費になります｡2回以上参加しても､参加費は500円です､会費請求は､
豊吉会長から来ますので､指定の講座に振り込んでください｡来る5月で気功の会は5周年を迎えます｡
参加御希望の方は幹事･奥出あてに申し込んで下さい｡
･幹事:奥出信一郎(58理63博):E-Mail.YRX02226@nifty.com
･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
ｲﾍﾞﾝﾄ案内
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､鎌倉淡青会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは(http://www.kamakura-tanseikai .com/)です｡なお以下のｲﾍﾞﾝﾄのうちの幾
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ていたが､ﾃﾆｽ同好会及びｽﾄﾚｯﾁ･ｸﾘｵﾈ同
好会は緊急事態宣言解除に伴い再開した｡)
【4 月の予定】
1.ﾃﾆｽ例会:4 月 1,2,7,9,15,16､21､23､30 日 8:30~10:30 又は 9:00~11:00 葉山町南郷上ﾉ山公園又
は鎌倉市笛田公園
2.書道教室:4 月 1 日(木) 10:00~14:00 雪堂美術館(北鎌倉)
3.三金会:昨年､外出自粛要請が出て 2 か月間休会したあと昨年 5 月度より Web 会議方式で再開した.
4 月は 16 日(金) 10:30~12:00 に実施の予定
話題:｢30 年にわたる停滞から抜け出せるか｣ 提供者名:森元 恒雄 様 (45 法 非会員)
4.ｽﾄﾚｯﾁ･ｸﾘｵﾈ(ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ｽﾄﾚｯﾁ):4 月再開する｡例会の予定は次の通り｡
4 月 12 日(月)と 26 日(月) 9:00~12:00 ｽﾍﾟｰｽ野の花(鎌倉)
5.鎌倉淡青座禅会:4 月~6 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:4 月も中止の予定｡
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､再開については改めて検討する ｡8.ｳﾞｫｲｽﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞ教室: 4 月も休会だが ZOOM を使って 4 月 6 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･ﾌﾞﾙｰ･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.ｺﾞﾙﾌの会:昨年秋の淡青会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟは中止したが今春も中止することにした｡
【5 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｡5 月の予定については来月号で紹介する｡
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【年次総会の予定】
鎌倉淡青会令和 3 年度年次総会(ｵﾝﾗｲﾝ) 6 月 19 日(午後) 詳細後日ｺﾛﾅ下で利用が進んでいる Web 会議方
式で､Zoom を使うｵﾝﾗｲﾝ年次総会である｡
3 月の同好会活動状況
定例昼食会(三金会)
昼食会は新型ｺﾛﾅ･ｳｲﾙｽへの対策として昨年の 5 月度より Web 会議方式で再開した.今月は未経験者に対する
事前ﾄﾗｲｱﾙ無しで開催できた.交通の便の悪いﾘﾓｰﾄ会員からは新しい交流の場としての期待が寄せられており､
定例会として定着してきた｡
【3 月度活動報告】
3 月 19 日(金)の話題提供はｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｻｲﾊﾞｰ大学教授､清尾 克彦 (44 工)会員による､｢遠隔教育による
IoT 人材育成｣で､日本のﾃﾞｼﾞﾀﾙ対応の遅れが話題となっているﾀｲﾐﾝｸﾞでのﾎｯﾄなﾃｰﾏなので､多数の参加者があ
った｡講演は ICT の発展動向で始まり､M2M や IoT が話題になった経緯､ｻｲﾊﾞｰ大学の紹介､ﾘﾓｰﾄ教育の方式な
どについて触れた｡さらに従来ﾕﾋﾞｷﾀｽ世界の夢であったものが IoT で実現可能になった歴史､信号処理 IC や
MEMS(Micro Electro-Mechanical Systm)に代表される半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽの急激な進歩とｿﾌﾄｳｪｱとのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽな
どのﾏｸﾛな技術潮流の解説があった｡4 最後に人材育成の話題に触れ IoT 教材のﾃﾞﾓ動画で終了した｡広い視点
からの示唆に富んだ講演で､終了後にはｻｲﾊﾞｰ大学の制度や受講生の実態などについて活発な質疑応答があり
盛況裡に終了した｡
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書道教室
3 月例会:3 月 11 日 北鎌倉の雪洞美術館で開催｡4 名参加｡
ﾃﾆｽ同好会
1 例会の状況
葉山町南郷上ﾉ山公園は､緊急事態宣言延長に伴いｸﾛｰｽﾞが継続し､この間､KKR 宿舎鎌倉わかみやのﾃﾆｽｺｰﾄ､藤
沢市片瀬の渚ﾃﾆｽｺｰﾄにおいて､各回平均 10 名の参加という活動を続け､一方､鎌倉市笛田公園は､市当局の賢
明なる措置によるのか､通常通り活動を続け､3 月 4 日 8 名､3 月 10 日 8 名､3 月 24 日 8 名の参加者でした｡
2 ﾃﾆｽへのお誘い
3 月 22 日以降宣言解除となり､通常通りの活動となりました｡
依然としてｺﾛﾅ禍が続いておりますが､ﾃﾆｽは､広い開放的環境において､ｿｼｱﾙﾃﾞ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｡
一度､お越しください｡
連絡先は次のとおりです｡
連絡先
三道 弘明 (昭 36 年工卒 電話 0467-43-0594 sando@ballade.plala.or.jp)
若林 諒 (昭 42 年農卒 電話 046―876―1180 hawkbys@yahoo.co.jp)
松下 健彦 (昭 41 年工卒 電話 0467-45-6316 ta-matsushita@nifty.com)
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淡青ｳﾞｫｲﾄﾚ教室
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 月以降休講が続いておりますが､会員
がお互いに顔を見ながら無事を確認しようと､今年 1 月より毎月一回､ZOOM による on-line 懇親会が開かれ
ております｡1 月度は 17 名､2 月度は 20 名､3 月度は 18 名の参加がありました｡これは先生を含めて総勢 27
名のﾒﾝﾊﾞｰの 4 人に 3 人が参加していることになります｡
3 月度 3 月 2 日の会は先生の指導により､｢どこかで春が｣と｢富士の山｣を皆で唄いましたが､ZOOM の機能
上､声が聞こえるのは先生の声だけで､それを聴きながら各自が自室で唄います｡
懇談では｢近所に迫った火事｣の話と､｢隣人事故での救急車出動｣が話題となり､特に火事は 4 軒先まで類焼し
てきた火事にあった会員から､乾燥した季節での火の用心の大切さが伝えられました｡ 救急車は到着まで異常
に時間がかかるｹｰｽがあることと､たまたまその場に行き会わせて人々の救助活動の大事さが話されました｡
次回は 4 月 6 日第 1 火曜日午後 1 時半からですが､今までの経験をもとに､会員が歌を唄う機会を増やす方策
を先生と相談中です｡(写真は 3 月 2 日の会)
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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回ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを配信しています｡公開講座などの大学が卒業生に提
供する種々のﾌﾟﾛｸﾞ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
＜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 3 年 4 月以降の活動予定は、以下の通りです。
4月
9
（金）
17
（土）
20
（火）
5月

日

夕食会「表面科学の奥深い世界」（18:00～食事、18:50～講演 学士会館）
川合 眞紀氏（自然科学研究機構理事／分子科学研究所長）
日
第 42 回関西茶話会「医薬品と食品のはざまにあるもの―健康食品ってなんですか？―」
（14:30～講演、質疑応答 京都大学楽友会館）※講演会のみの開催となります。
日 午餐会「アジア経済の展望と中国との向き合い方」（12:30～食事、13:20～講演 学士会
館）中尾 武彦氏（みずほ総合研究所理事長／前アジア開発銀行総裁）

1
（土）

日

15
（土）
20
（木）
29
（土）

日
日
日

学士会館春の講演会～稲葉なおと氏を迎えて～「夢のホテル 知られざる誕生の物語」
（12:00～食事、13:00～講演 学士会館）
稲葉 なおと氏（紀行作家・一級建築士）
京都大学薬用植物園見学会（時間未定、京都大学薬用植物園）
午餐会「日本の医療提供体制の課題と展望（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）
永井 良三氏（自治医科大学学長／宮内庁皇室医務主管）
薬師寺国宝東塔 詳しすぎる見学会（13:30～ 奈良薬師寺）

※ 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

『スプリングプラン』のご案内

毎年大好評！ 学士会館の４つのレストランで開催中の「スプリングプラン」は、4 月 30 日（金）まで！
歓迎会はもちろん、さまざまなお集まりにどうぞご利用ください。
レストラン「Latin」
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料金：8,000 円（税込・サ別） ※料理・フリードリンク込み
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/latin-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-0881
中国料理「紅楼夢」
料金：5,000 円・8,000 円（税込・サ別）※料理のみ／フリードリンク 2,000 円（税込・サ別）
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/kouroumu-spring2021/
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」
料金：5,000 円（税込）※料理・フリードリンク込み
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/seven-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-5935
旬彩寿司割烹「二色」
料金：6,800 円・9,000 円（税込・サ別）
※料理のみ／フリードリンク 2,000 円・2,700 円（税込・サ別）
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nishiki-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-3960

3

学士会館良縁倶楽部ご案内
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。
＜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。
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
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（資料①） ◎ 令和 2 年度 東京大学卒業式 総長告辞 2021 年 3 月１８日
本日ここに学士の学位を取得し､卒業される皆さん､おめでとうございます｡
特に新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の世界的蔓延という未曽有の事態に見舞われた中で､晴れてこの日を無事迎えられ
たことに､東京大学の教職員を代表して､心よりお祝い申し上げます｡本年度は､10 学部を合わせ､3,083 名の
方々が卒業されます｡ここに至るまでの長い間､皆さんの学業と研究活動を支えてこられたご家族やご友人の
方々のご支援に対して､深い感謝の意をお伝えしたいと思います｡
卒業式は本学にとっても大切な行事であり､この安田講堂で皆さんやご家族の方々とともにお祝いしたいと
願っておりました｡しかし､残念ながら本年度も新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大を防止するために､このような形での
卒業式になりました｡本来の姿ではありませんが､様々な場所でﾗｲﾌﾞ配信をご覧の方々とも心を合わせ､皆さん
の卒業を祝いたいと思います｡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな公共財としての大学､社会変革を駆動する大学
私はこの 3 月末で 6 年にわたる総長の任期を終えます｡皆さんは､私が総長として送り出す最後の卒業生と
なります｡その最後の一年間､ｷｬﾝﾊﾟｽでの活動が大きく制約される困難の中でしっかり学業に取り組まれたこ
とに敬意を表します｡このｺﾛﾅ禍は､等しく世界中の大学を襲い､新たな経営の問題を浮上させました｡私は今､
世界の研究型大学 11 校の連合体IARU(国際研究型大学連合)の議長を務めていますが､そのﾒﾝﾊﾞｰの学長の方
々との会話から､今回の事態が世界中の大学に並々ならぬ困難をもたらしていることを感じています｡とりわ
け 20 世紀の終わりに市場化の波が押し寄せた､欧米の大学では､経済的なﾀﾞﾒｰｼﾞが深刻です｡授業料や寮費の
収入が途絶え､一方で感染対策の対応の必要や研究教育への投資が増大するなか､経営資金を調達できるかが､
教育研究活動の未来を決しているのです｡世界を席巻してきた､学生を顧客ととらえる市場原理に基づく大学
経営ﾓﾃﾞﾙに大きな疑問符が打たれ､経営ﾓﾃﾞﾙの転換を必死に模索しているのです｡そうした中で東京大学が主
張してきた､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな公共財としての大学､社会の変革を駆動する大学という高い目線で大学を新たな経営体
とするという構想は､世界から新鮮な理念として受け止められ､輝きを放ち､評価されているのです｡
本日は､こうした東京大学の学問の場としての歴史と未来について､お話ししたいと思います｡我々が積み上
げてきた学問の蓄積の歴史を知ることを通じて､より良い未来を選び､望ましい社会を作りだしてもらいたい
と思うからです｡
東京大学の学問の独自性と､その起源における山川健次郎
大学の研究教育力の国際的評価において､英語一元化が急速に進んでいます｡世界大学ﾗﾝｷﾝｸﾞ等で最近順位
を上げているｱｼﾞｱの大学なども含め､評価の高い大学には､もっぱら英語で研究教育を行っている所が少なく
ありません｡もちろん､私たちも英語による発信力を高める努力を続けていますが､多様な学問分野において日
本語による研究教育を基礎としている東京大学は､一見不利な立場に立たされているようにも見えます｡しか
し総長としての諸外国の方々との関わりを振り返ると､世界からの東京大学に対する尊敬や期待の根本にある
のは､ﾗﾝｷﾝｸﾞの順位では現しきれないところにあると感じます｡それは､各々の学問的課題について自らの生活
言語である日本語で考え抜き､世界に通用する研究成果を挙げられるような学術の環境を作りあげてきたこと
にあります｡
その努力の出発点を象徴するのが､東京大学の創立から 4 年後の 1881(明治 14)年に法学･理学･文学の三
学部共同で刊行した『哲学字彙(てつがくじい)』です｡英語やﾄﾞｲﾂ語の学術用語を､たとえば｢惰性｣｢存在｣｢比
率｣などのように､複数の漢字を組み合わせた熟語に翻訳しています｡幕末の蘭学に由来する言葉もありますが
､明治初期に欧米の学知を取り入れる際に､日本語で表現し､自分たちの新しい言葉として使いこなし､消化吸
収する努力が活発になされたのです｡
しかしながら東京大学の設立当初はまだ､先進の欧米諸国から招いた外国人教師の､外国語による授業が中
心でした｡その頃の日本人教授の一人に､のちに総長になる山川健次郎がいます｡会津藩に生まれ､戊辰戦争で
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は白虎隊の隊士として､明治新政府と戦う立場にありました｡白虎隊といえば飯森山の自刃の逸話が有名です
が､幼少組の山川健次郎は出陣とならず生き残りました｡維新後に明治政府の派遣でｱﾒﾘｶに留学､ｲｪｰﾙ大学で学
位をとって帰国しています｡そして､本学最初の､物理学の日本人教授となったという異色の経歴です｡その山
川にとって､日本の学生が日本語で学問をする､というのは重要なことでした｡総長として学生に伝えた訓示｢
学生諸君に告ぐ｣において､当時列強による分割を繰り返されていたﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの例を引いて､｢自國の学校で自國
の言語を使用することさえ禁ぜられてある｣情況の悲惨さを訴えています｡私の専門も物理学ですが､基礎から
最前線に至るまで日本語で書かれた教科書で学ぶことができました｡最初に手にした量子力学の教科書は朝永
振一郎先生によるもので､古典物理学からの導入が独特な名著です｡この教科書は本学の小柴昌俊先生によっ
て英訳されて海外で高く評価されています｡現代物理学のもう一つの柱である統計力学も久保亮五先生の演習
書が英語版になって世界で広く読まれています｡物理学を学ぶ入り口において､基礎概念や数式の背後にある
意味を自分なりに咀嚼することは容易ではありませんでした｡その際に､｢自国の言語｣が使えたことは､今振り
返ると､大変な幸運だったのだと思います｡
新渡戸稲造と､思想の橋渡し､日本の知性への世界の評価
もちろん､学問はたとえ日本語で展開されるとしても､ただ土着的で伝統的で閉鎖的なものではなく､世界と
の相互作用の中で鍛えられ､生みだされていくものです｡そうした交流を体現するのが､現在の教養学部の前身
である第一高等学校の校長を務めた新渡戸稲造です｡ｶﾅﾀﾞのﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ大学には新渡戸の名を冠した美し
い日本庭園があります｡その石碑には､｢願わくはわれ太平洋の橋とならん｣という有名な言葉が彫られていま
す｡私も両大学の交流事業で訪問し､日系ｶﾅﾀﾞ人のｻﾝﾀ=ｵﾉ学長とともに野球部の交流試合を観戦しました｡そ
の際､この庭園を案内してもらい､この言葉が東京大学への入学の面接で述べられた新渡戸 21 歳の時の決意
だと知りました｡
新渡戸の名は､Bushido: The Soul of Japan という英文の書物とともに世界に知られています｡これが書
かれたきっかけは､ﾍﾞﾙｷﾞｰのある法律家との問答でした｡日本の学校では､西洋のｷﾘｽﾄ教のような宗教教育が行
われない､という話を聴いたその法律家が､それでは道徳的･倫理的教育がどのように行われるのか､と訊ねま
した｡それに対する新渡戸の答えは､｢武士道｣と理解されているものを通じて日本人は正不正(Right and
Wrong)の観念を身につける､という説明でした｡新渡戸の武士道は､西洋の思想･学問の枠組みに触れた日本
の知性が､日本の｢伝統｣を西洋的な言語で再構成することで､新たに構築したものと言えるのです｡この書物を
一読すると､｢太平洋の架け橋｣たろうとする新渡戸が古今の西洋の事例を引照しながら､日本の人びとの倫理
意識を整理し､新たな説明方法で探究した書物であることがよくわかります｡説明の文脈においてﾌﾟﾗﾄﾝ､ｱﾘｽﾄﾃ
ﾚｽ､ｹﾞｰﾃ､ﾓﾑｾﾞﾝ､ﾌｨﾋﾃ､ﾊﾞｰｸﾚｰ､といった西洋の思想家･著述家の議論を縦横に組み替えて､新たな展望のもとに
置く､という作業を行っているのです｡この思想の橋渡しがあったからこそ､西洋人自身がそこから啓発を受け
たのでしょう｡この本を贈られたｱﾒﾘｶのｾｵﾄﾞｱ=ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ大統領が深い感銘を受けたのは､まさに日露戦争中の
ことであり､講和の仲立ちの重要な契機ともなっています｡
新渡戸稲造は第一次世界大戦後､日本も常任理事国として参画した国際連盟の事務次長に就任しますが､そ
れもこの英文著作がもたらした国際的な名声が一因でした｡新渡戸は 1922 年には､ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝやｷｭﾘｰ夫人とい
ったﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者を主な委員として､知的活動の国際的保護と発展に取り組む知的協力国際委員会を創設し
ます｡これは現在のﾕﾈｽｺの前身にあたる機関でした｡
このように当時の世界最先端の知識と､日本という地域社会独自の伝統や過去の理解との往復運動は､新渡
戸が主導した｢郷土会｣の活動にも見られます｡新渡戸は『農業本論』で､日本の農村について一郷一村の詳細
な研究を行う｢地方(ぢかた)学｣を提唱しています｡その文献目録には百数十編に及ぶ様々な言語で書かれた西
洋の文献が引用されています｡後に農政官僚として活躍し､日本民俗学という新しい学問を主唱する柳田國男
も本書に影響を受け､新渡戸の私邸で開催された｢郷土会｣に参加します｡その柳田はやがて新渡戸の依頼を受
けて国際連盟常設委任統治委員会の委員に就任し､そこで大国による委任統治施策の下で犠牲となる住民の情
況を見る中で､｢常民(common people)｣という概念等を鍛えていくのです｡
こうした国際社会発展に向けた活動の中で､地域の多様な住民の福祉とその固有の文化を発展させることが
主題化され､日本独自の伝統･過去についての考察との往復運動が深められ､｢ﾈｲﾃｨﾌﾞ人類学｣という独自性をも
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つ柳田の学問が生みだされていくのです｡このﾌﾟﾛｾｽはまさに新渡戸が願った｢橋｣づくりでもあったのです。
南原繁と､普遍的な価値を生み出しうる日本文化
しかし､太平洋をつなぐ橋たらんとした新渡戸の努力にも拘わらず､日本はｱﾒﾘｶ合衆国との戦争に突入し､敗
戦を通じて大きな試練に直面します｡そのときに､敗戦に至る自国の歴史と伝統を省察しつつ､同時に世界的･
普遍的な価値を生みだしうる､そのような日本文化を築こうと尽くしたﾘｰﾀﾞｰがいます｡旧制高校生の時期に新
渡戸の教えに強く感化された南原繁です｡南原は､終戦直後の時期に東京帝国大学総長を務めますが 1946 年｢
新日本文化の創造｣と題する講演で｢個性を失った民族は滅亡｣するとして日本の神話や伝統の意義に触れてい
ます｡戦前･戦中に顕著だったような神話の｢民族宗教的｣な理解を超克し､その独自の伝統を世界的で普遍的な
文化の基礎ととらえ直すことが可能であり､今こそ｢国民は国民たると同時に世界市民として自らを形成し得
る｣と論じました｡南原は､終戦直後に東京大学のｷｬﾝﾊﾟｽがGHQに接収されそうになったときに断固として抵
抗しました｡また第一高等学校を単なる前期の教養課程としてではなく､教養学部という固有性をもつ独立し
た一部局として東京大学に位置づけることにも尽力しました｡南原は､平和文化国家として日本を再興するた
めの戦後の大学改革の眼目として､大学教育が全ての人に開かれたものであるために各地に大学を設置したこ
と､そして､旧制時代に専門に偏り過ぎていたのを改め一般教養を取り入れたことの 2 つを上げています｡こ
れは現在の東京大学の礎となっています｡
矢内原忠雄と戦後の新たな日本人像
こうした南原の理想を実現する場としての新制大学､駒場の教養学部を組み込んだ東京大学の建設において
活躍したのが､南原の後を継いで総長に就任した矢内原忠雄です｡矢内原が､第一高等学校の学生時代に校長だ
った新渡戸に強い影響を受けたことはよく知られていますが､Bushidoの日本語訳を出版した人物でもあるの
はおもしろいと思います｡新渡戸の後継者として経済学部で教鞭をとりますが､日本が戦争に進む中､軍部に対
する厳しい批判をしたことから 1937 年には大学からの辞職を余儀なくされます｡戦後になって南原総長のも
とで復帰し､かつての新渡戸校長のように､｢人間教育｣を通じて､忠君愛国の国家主義者ではなく､世界的な公
共心をもつ､新たな時代の学生たちを育てようとしたのです｡総長退任後には学生たちが抱えている悩みなど
心の問題に対処するために､新設の東京大学教育学部を巻き込んで学生問題研究所をつくるといった活動もさ
れました｡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾓﾝｽﾞの責任ある管理への東京大学の取組と､卒業生の役割
最初に言いましたように､非西洋文化に根差す学問の伝統を保持しながら､同時に､長く西洋が主導してきた
世界的な学問の議論の最先端に参画できているのは､世界的にも稀有なことです｡こうした東京大学の独自の
資産を基礎に､人類共通の課題に取り組む貢献を積極的に進めるために昨年 8 月に設立されたのが､東京大学
のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾓﾝｽﾞ･ｾﾝﾀｰです｡
今私たちが暮らす地球は完新世に続く地質時代､｢人新世｣､に入っていると言われます｡産業革命以降拡大し
てきた人間の活動が地球環境に大きな負荷をかけ､近年それが急速に進行しています｡そして人類共通の財産
である地球環境が危機にさらされているのです｡そうした認識から､この共通財産としてのｺﾓﾝｽﾞの責任ある管
理のための体制を作る､という人類全体にとって重要な課題に取り組む学術拠点として､このｾﾝﾀｰは設立され
ました｡｢ｺﾓﾝｽﾞ｣という言葉には､常に｢悲劇｣という観念がついて回ります｡｢人類共通の財産である｣ことは同
時に､｢自分の財産として所有する者がいない｣ことを意味します｡誰も自分のものとして大切にせず､結果とし
て自分勝手にやりたい放題､ついには共有の場自体が荒れ果ててしまうか失われてしまう､というのがこの｢ｺﾓ
ﾝｽﾞの悲劇｣の筋書きです｡地球温暖化は着実に進行しており､ｺﾓﾝｽﾞは悲劇に向かって加速していることは確か
なのです｡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなｺﾓﾝｽﾞとして守られるべきは自然環境に限られません｡人間が作った都市や建物にも及び､文化芸
術さらにはｻｲﾊﾞｰ空間も含みます｡こうした多様なｺﾓﾝｽﾞの枯渇や荒廃の｢悲劇｣を回避するために､新しい科学
や技術が不可欠です｡しかし､望ましい方向性はどちらなのか､制度はどうあるべきか､現実的な調整は可能な
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のかなど､どれも高度に知的な問題なのです｡いまだ誰も絶対の正解には到達していないこの問題の解決を､人
文学的理解､社会科学的知見､自然科学的な知識､実装するための高度なｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞを駆使して､世界の最高峰
の知性とともに追究する､その中で東京大学にしかできない独自の貢献をするという野心的な挑戦です｡こん
なに重要で､尚且つ刺戟的な､知的活動は滅多にないのではないでしょうか｡
6 年間の活動の理念:｢究知協創｣
私は､総長に就任した際に､高度に知的で公共的な問題に大学が経営体として取り組み､大学を起点とする社
会変革を駆動するために実際に行動するという目標を東京大学ﾋﾞｼﾞｮﾝ 2020 として掲げました｡その可能性を
確かめ､追究するための大きな取り組みとして昨年発行した東京大学FSI債があります｡FSIはFuture Society
Initiativeの頭文字で､未来社会協創を指す言葉ですが､この大学債は現在の資金不足を解消するための資金調
達ではなく､まさしく未来の､まずはその償還期限である 40 年後の大学を見据えて､大学と社会に変革をもた
らすために積極的に今なすべき戦略的な投資を行うための資金として位置づけています｡
学問研究の時間ｽｹｰﾙは多様です｡かつて東京帝国大学農科大学で教え､公園の父とも呼ばれる本多静六は､
1915 年に明治神宮の森の造成を手掛けます｡当時の大隈重信首相は､日光東照宮や伊勢神宮のように明治神
宮もおごそかな杉林にするよう要請しました｡しかし､本多は首相に対し､保水力に乏しい都市近郊の土壌の性
質を踏まえた科学的考察をもとに､150 年先の植生まで見通し､杉ではなく､段階的にｶｼ､ｼｲ､ｸｽなどの常緑広
葉樹を中心とする天然林を目指すべきだと主張し説得しました｡その結果作られたのが､樹木の多様性と持続
可能性を有する現在の豊かな神宮の森なのです｡
樹木のように150年先ではありませんが､40年という期間は､研究者の卵が大学において研究を始め､それ
を定年まで続けるﾗｲﾌｻｲｸﾙとほぼ一致します｡現役世代が責任を持って行動し､それを次の世代に伝え､債券の
償還時において大学が社会的にさらに高く評価されているﾌﾟﾛｾｽを創るのに十分な期間でしょう｡大学債で得
た資金は本学における研究の多様性を維持し､卓越性を高めるため､いわば未来における学問の豊かな森を作
り上げるために､投資したいと考えています｡幸いにしてこのFSI債は､発行予定額200億円に対し6倍を超す
1260億円の注文を集め､大きな社会的注目を浴びました｡東京大学への社会の大きな期待･信頼を反映したも
のと言ってよいと思いますが､このような期待･信頼を世界的に支えるものは今日その一端をお話ししたよう
な､東京大学という場において培われ積み重ねられてきた実績であり､価値創造への献身なのです｡
私の総長としての 6 年間の活動の理念を､簡潔にあらわすために｢究知協創｣という四字熟語をつくりまし
た｡事物の理を究めて知恵を深め､その共有を基盤に多様な人びとと力をあわせ､共感のもとでより良い社会を
創っていくという意味です｡皆さんにも加わっていただきたいと思います｡卒業生として大学から遠ざかるの
ではなく､新たなｺﾓﾝｽﾞとなる東京大学の一員として､今後人類共通の課題に対して積極的に発信する｢知のﾌﾟﾛ
ﾌｪｯｼｮﾅﾙ｣の仲間として､皆さんとともに歩んでいきたい､というのが私の願いであり､東京大学の未来への､確
かな道筋を示すものだと確信しています｡
本日は卒業おめでとうございます｡
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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 工藤 朋 代表取締役
のかかわりを大切に。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)
当蔵の醸造方針 佐藤 祐輔 代表取締役
「秋田県産の酒米を、生酛純米造りにより六号酵母にて醸す」
。
社長 （H11/文）
http://www.aramasa.jp/

金水晶

福島県福島市 (有)金水晶酒造店 (創業 1895)
斎藤 美幸 常務取締役
全国新酒鑑評会8年連続金賞受賞蔵（第96回～第103回）
。福島市
(S63/養)
唯一の造り酒屋。 http://www.kinsuisho.com/

大七

福島県二本松市 大七酒造（株） (創業 1752) 日本酒の正統 大七 太田 英晴 代表取締役
の“生酛造り(きもと造り)”
社長 （S60/法）
https://www.daishichi.com/

ほまれ麒

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。
http://www.sake-kirin.com/

惣誉

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 長 （S60・経）
いでいます。 http://sohomare.co.jp/

若盛

栃木県小山市 西堀酒造㈱ （創業1872）
西堀哲也 取締役
地酒「門外不出」をはじめ、透明タンク醸造酒や、古代米100％純 （H25・文）
米酒、青色光照射発酵など、新たな酒造りに挑戦しています。
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 代表取締役社長
の
（S58工・S63博）
「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 代表取締役社長
是として、酒造りに日々精進しております。
（S61経・Ｈ22ＥＭＰ
http://www.choryo.jp/
修）
広島県広島市 ㈴梅田酒造場 （創業 1916）
梅田 啓史
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。
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/

麟

御園竹

長龍

本洲一

喜多屋

花の露

福岡県久留米市 ㈱花の露 （創業 1745）
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
るようなお酒造りに専心しております。

佐藤 俊一 代表取締役
社長 （S45/農・S50博
）

冨安 拓良 代表取締役
社長（H9・農）
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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）
会長: 桑澤嘉英（76法・会
社役員）、連絡：藤井文世
（79経・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）

埼玉銀杏会（1994/280）
会長:岩渕均(７２農・会社役
員）
代表幹事：露無松景（81
法）

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：小浪悠紀子（68薬）

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)
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）

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）

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）

岐阜県（東海銀杏会）

東海銀杏会（愛知・岐阜・
三重） (1988/350)
会長: 水野明久（76工・中
部電力相談役・中部経済連
合会会長）連絡：清水順二
（74工・会社役員）

三重県(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：福井論

２０２1年4月１日現在
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）

岡山東大会（1958/150)）
会長:河原昭文（64法・弁護
士）
連絡：阿保達彦(89農卒・教
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）

山口東大会(2014/120 )
会長：二井関成（72法・前
県知事） 幹事：(山口)西富
一平(９６理・県庁）(宇部)
西尾正幸（９６工）(周南)松
田訓明（８５法）
#在京の会：永沢裕美子（８
*富山淡青会（1985/150)
京都東大会(2002/190)
徳島東大会(1995/150)
会長:武内繁和(82法・会社役 2018/1/1より
会長: 桐野豊(６７薬・前徳
員）
会長:太田譲二（71経・黄桜 島文理大学学長）
連絡：米田篤史
会長）
連絡：里正彦(85経・阿波銀
連絡：田中伸（77法・弁護 行）＃東京大学徳島県人
士）
会：仁尾徹

宮崎赤門会(2014/120)
会長：日野直彦（７８法・
弁護士）
連絡：横山幸子 （８５育・
県庁）

福島東大同窓会
連絡：守岡宗憲（99法・県
庁）
注）活動休止中

石川赤門会(2012/150)
会長:水野一郎（64工・金沢
工業大副学長）
連絡：（石川）藤木慎太郎
(08工）(東京）小林博重（76
法・会社経営）

関西東大会(1987/410)
会長:鈴木博之（６９工・丸
一鋼管会長）
連絡：河野裕亮（７８経）

香川銀杏会(2002/165)
会長: 松井孝嘉（67医・病
院長）
連絡：加藤宏一郎（88経・
地元放送会社役員）

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）

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）

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）

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・
会長: 確認中
教職員・卒業生）
連絡：玉井真一郎(８５経・ *連合会未入会
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）

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）

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）

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）

群馬銀杏会(2011/160)
会長:高田邦昭（74理・群馬
県立国民健康科学大学長）
連絡：堀口均（83法・弁護
士）

①松本赤門会(1981/45)
会長:帯刀益夫（66薬・東北
大学名誉教授） 連絡：横
沢敏（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）

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）

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）

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）

*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）

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

（特別会員）
鎌倉淡青会
自由が丘銀杏会
さつき会
三鷹クラブ
東大科哲の会
赤門市長会
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