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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
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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
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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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