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東京大学地域同窓会連合会ﾆｭｰｽ｢ただひとつ｣ 令和3年(2021年)5月号
第241号

発行日:2021年5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5月 以降
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~
リアル・オンライン併合を検討中

東京第一ﾎﾃﾙ

5月25日(火)15:30~
事前の文書審議・オンライン開催検討
中。

東京第一ﾎﾃﾙ

6月19日(土)午後

ｵﾝﾗｲﾝのみ

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~
書面による総会

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

＊＊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 東静銀杏会25周年 広島赤門ｸﾗﾌﾞ35周年
長崎銀杏会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、ｵﾝﾗｲﾝ又等なんらかの
形で開催するよう努力をお願いします｡変異ウイルス感染拡大に鑑み、リアル開催は最小限にお願いしま
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 大学情報
1．藤井総長の就任のご挨拶

（大学ホームページから） 日・英併記

現代は、さまざまな人類史的な課題が、人びと
の日常の暮らしのなかで露わになった時代で
す。有限な地球環境に対する人間活動の影響は
無視できない水準に至り、未来の世代に対して
の責任のありようを問う議論が世代間でなされ
ています。生命倫理など、科学技術の発達と応
用に伴って浮かび上がってきた新たな問題もま
た多く、文理の垣根をこえた総合知の構築が期
待されています。今般の COVID-19 の蔓延は、
人びとが集まり、話し合い、触れあうといった
日常的な行為に内在していた、人類史における
かけがえのない意味を考える機会ともなりまし
た。
これまで前提としていた諸条件や常識が大きく
変化しつつある今日だからこそ、私たちは過
去・未来の長期を見渡す視野に立って、学術が
果たすべき役割を自覚し、新しい大学像の構築
に取り組まねばなりません。
東京大学の新しいあり方を開拓するにあたり、
重要な行動のひとつが「対話」です。東京大学
は、立場や価値観が異なる人と人との間で、あ
るいは大学と社会との間で、さらには国際社会
のなかで、対話することを重視します。なぜな
ら対話とは、未知なるものと向かいあう実践だ
からです。これからなにをなすべきか、まず自
分のなかの未知に問いかけることが第一歩でし
ょう。未知の他者との対話は互いに向きあうこ
とから始まり、同情や感傷ではない深い共感的
理解にもとづく信頼の構築を目指します。そう
して初めて他者を巻き込む関係が生まれ、新た
な協創が始まります。対話による信頼は、私た
ちが創りあげる共通資本であり、そうした対話
こそが、
「地球という人類の共有財産（グローバ

ルコモンズ）」をはじめとする公共財の責任ある
管理（stewardship）の基盤ともなります。
人類が抱える大きな課題に積極的に取り組む人
材を育てることは、東京大学が社会から負託さ
れた使命でもあります。多様な学問に基づく知
を基盤に、学生たち自らがその好奇心を沸きた
たせ、仲間との対話を豊かに織りなす機会を充
実させるなかで、他者を尊重する精神と創造性
を育みます。
「Diversity（多様性）と Inclusion（包摂）」の
理念は、学知創出の局面だけでなく、人材育
成、そして経営や社会連携の局面でも基本とな
るでしょう。共通の目標を有する国内外の学術
機関や地域、産業界との間で強固なネットワー
クを構築し、連携・協働することによって、学
びを社会と結びなおす取り組みを進めます。ま
た教職員や学生など、多様な背景をもった優秀
な「人」を世界から集め、その人たちが活き活
きと活動できる場を実現します。教育から研
究、事務業務までさまざまな面でデジタル革新
を進める「デジタル・キャンパス」を実現する
ことで、教職員の時間や業務の質を向上させ、
東京大学を「世界の誰もが来たくなる学問の
場」にしていくことを目指します。
「知」の創出、
「人」の育成、「場」の構築とい
う相互に連関する取り組みを着実に進めるべ
く、本学構成員の皆さんとともに弛まぬ努力を
重ね、しなやかで開かれた東京大学への改革を
力強く推しすすめていく所存です。
東京大学総長
藤井 輝夫
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（Message from President Teruo Fujii）
Humanity faces many formidable challenges
foundation for the responsible stewardship
which now clearly affect our daily lives.
of public goods, such as the Earth system,
Human activity has stretched the finite
the shared property of humanity that is our
resources of our planet to breaking point,
global commons.
and while we have a responsibility to hand
over a sustainable world to future
UTokyo has been entrusted by the public to
generations, our commitment is rightly being
nurture individuals who will actively address
questioned. The advance of technology and
the major challenges humanity faces. With a
its expanding applications bring new
solid foundation in the knowledge of diverse
problems in areas such as bioethics, the
academic domains, students can galvanize
solutions to which need new knowledge
their own curiosity and enhance
structures transcending the traditional
opportunities to engage in dialogue with
confines of the arts and sciences. The
their peers, a process that leads to nurturing
COVID-19 pandemic disrupting our lives
creativity and a spirit of respecting others.
right now has spread through the everyday
activities of gathering, talking and coming
Diversity and inclusion are fundamental not
into contact with each other. This is an
only in the creation of academic knowledge,
unparalleled chance to rethink these actions
but also to human resource development,
of ours on the scale of human history.
university management and partnerships
with society. We will build a strong network
Everything we took for granted is being
with academic institutions and industries
questioned or in a state of flux. Taking a
with whom we share common goals, both at
long-term view embracing both the past and
home and abroad, and collaborate to
the future, we must build a new model of
embark on promoting initiatives to reconnect
the university while sensible to society’s
academic learning with society. In addition,
academic needs.
we will gather outstanding people with
diverse backgrounds from around the world
Dialogue is a key action for cultivating a new
as faculty, staff and students, and create a
vision of UTokyo. The university places great
place where they can thrive. By realizing a
importance on dialogue between people of
digital campus that promotes digital
different backgrounds or who espouse
innovation throughout education, research
different values, between the university and
and administration, we aim to improve the
society, or within the international
quality of faculty and staff members’ time
community. This is because dialogue is the
and work, and make UTokyo a place of
practice of facing what you do not know.
learning where people from around the
First, you need to have a dialogue with
world will want to come and join.
yourself. It is important to explore the
unknown within ourselves to determine the
To steadily advance these interlinked
limits of our ignorance. Dialogue with
initiatives of creating knowledge, nurturing
strangers begins by facing each other and
people and establishing a place of learning, I
building trust based on an understanding
will work tirelessly together with UTokyo
rooted in empathy. Only then can we create
members to drive forward reforms to make
a relationship that involves others and leads
the university resilient and inclusive.
to new collaborative engagement. Trust
Teruo FUJII
growing out of dialogue is the common
President
capital we create. Such dialogue forms the
The University of Tokyo

3

2021/05
2．令和 3 年度学部・大学院入学式 （大学ホームページより抜粋・編集）
令和3年度学部入学式が4月12日（月）午前に、大学院入学式が同日午後に日本武道館において挙行されま

した。今年度の入学式は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて規模を縮小し、新入生のみの参加によ
る挙行となりました。藤井輝夫総長は欠席となりました。
・学部入学式には約3,100名の学部新入生が出席しました。
理事・副学長、学部長、研究科長、研究所長並びに来賓の建築家 妹島 和世（せじま かずよ）様、宗岡 正
二（むねおか しょうじ）東京大学校友会 会長が登壇し、10時40分に開式となりました。
式では、大学を代表して相原 博昭（あいはら ひろあき）理事・副学長から新入生へのお祝いのメッセ
ージが述べられ、続いて森山 工（もりやま たくみ）教養学部長が式辞を述べました。式辞の後、来賓の
建築家 妹島 和世 様及び宗岡 正二 東京大学校友会 会長からそれぞれ祝辞をいただきました。その後、入
学生総代 大星 温音（おおぼし はると）さん（理科一類）による宣誓が行われ、式を終えました。
・大学院入学式には約2,500名の大学院新入生が出席しました。
理事・副学長、研究科長、研究所長並びに来賓の宗岡 正二（むねおか しょうじ）東京大学校友会 会長が
登壇し、14時20分に開式となりました。
式では、大学を代表して相原 博昭（あいはら ひろあき）理事・副学長から新入生へのお祝いのメッセー
ジが述べられ、続いて堤 伸浩（つつみ のぶひろ）農学生命科学研究科長が式辞を述べました。式辞の
後、スウェーデン王立科学アカデミー元会長 Svante Lindqvist（スヴァンテ゠リンドクヴィスト）様から
祝辞のビデオメッセージをいただき、続いて来賓の宗岡 正二 東京大学校友会 会長から祝辞をいただきま
した。その後、入学生総代 石川 知輝（いしかわ ともき）さん（人文社会系研究科）による宣誓が行わ
れ、式を終えました。
◎令和3年度東京大学学部入学式宗岡 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、東京大学に入学さ
れた皆様方に、心からお祝いを申し上げたいと存じます。また、入学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、このような形で入学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感謝を申し上げたいと存
じます。
新入生の皆さんは、この春の東京大学入学と同時に、全員が東京大学校友会の新たな仲間になられま
した。校友会会長として、新会員の皆さんを心から歓迎致します。
さて、ここで皆さんに東京大学校友会を少し紹介させて頂きたいと思います。東京大学校友会は、個
人会員と団体会員からなる全学同窓組織であり、2004年に発足致しました。本年で発足17年となりま
す。個人会員では、すべての在学生、教職員と存命の卒業生、合わせて20数万人に及ぶ、大変大きな組
織であり、加えて、団体会員としても、学部や学科の同窓会、国内外の地域同窓会、運動部やサークル
のOB会・OG会等々、311もの団体が登録されております。
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校友会の活動と致しましては、卒業生向けのイベントのみならず、近年は、新入生の学年会や、学部
3年生の就職活動のための面接演習等、在学生を支援する活動も拡充してきております。本年度は、10
月のホームカミングデイに合わせて、今年入学された皆さんの学年会を行う計画がございます。文系・
理系や科類を超えた同期生との交流、大学の先生や先輩、卒業生との懇談の場として、この秋の学年会
に皆さんが多数参加されることを期待しております。
また、東京大学校友会は、海外35か国・地域にも多くの会員を有するグローバル・コミュニティであ
り、性別、年齢、国籍を問わない、極めて多様な人材の宝庫であります。この素晴らしいコミュニティ
で、皆さんの在学ないし留学中、さらには卒業後の長い人生におきまして、東京大学の仲間との交友を
広げて頂きたいと思います
さて、次に、簡単に私の自己紹介をさせて頂きたいと思います。半世紀前の1970年に農学部農業経
済学科を卒業し、鉄鋼メーカーである当時の新日本製鐵に一期生として入社致しました。社長・会長を
経て、現在、日本製鉄 相談役を務めております。大学で柔道部におりましたことから、この日本武道館
は、学生時代に選手として試合に臨んだ場所であり、また不祥事に揺れた全日本柔道連盟の立て直しを
要請され、2013年から4年間、全日本柔道連盟会長を務めた際には、全日本柔道選手権大会を会長とし
て主催致した場所でもあります。このように、この入学式の会場は、私にとりましても誠に馴染みの深
い会場であります。
また、私が東京大学柔道部員であった当時、柔道部長をお願いしていたのが伊藤正己（いとう まさ
み）法学部長で、部員一同、大変親身にご指導頂きました。先生は、のちに最高裁判事に就任され、ま
た文化勲章をも受章されるなど、英米法及び憲法の日本の権威でもあられました。
伊藤先生の座右の銘は、論語にある「和して同ぜず」でありました。
「君子は和して同ぜず、小人は
同じて和せず」の一節ですが、
「君子、すなわち、立派な人は、いつも協調的であるが、大事な局面で
は自分自身の意見をしっかり述べることが出来る。小人、すなわち、つまらない人は、自分自身の意見
を持たないので、付和雷同するが、喧嘩ばかりしている」との意味で、「しっかり勉強し、自分の意見
を持ちなさい」という訓えであります。私の尊敬する先生のこの座右の銘を、皆さんにも是非身につけ
て頂きたいと思います。
さらに、もう一つ、皆さんに身につけて頂きたいのが「ノブレス・オブリージュ」の精神でありま
す。
「ノブレス・オブリージュ」とは、欧米社会における基本的な道徳律であります。古くから貴族制
度が根付いていた欧州を起源とする概念ですが、
「身分の高い者はそれに応じて果たさなければならぬ
社会的責任と義務がある」というもので、欧米の騎士道精神の根幹をなすものであります。新渡戸稲造
が、彼の書いた「武士道」の中で、日本の武士道精神にも通ずるものであると解説しています。
皆さんは、これから皆さんが進む分野において、将来、この国のみならず、国際的なリーダーとなる
ことが大いに期待される人達であります。皆さんには、知力、気力、体力に加え、人としての倫理観を
も併せ持った、万国共通の真のリーダーになってもらいたいと思っています。
先ほどの「和して同ぜず」とこの「ノブレス・オブリージュ」を心に刻み、これからの4年間を過ご
して頂きたい。色々な事柄を学び、多くの人と出会い、視野を広げ、知性と感性に加え、品性をも磨い
て頂きたい。皆さんが単なる「頭の良い東大卒業生」で終わらぬよう、東大校友会20万人のOB・OGも
お手伝いしていきたいと思っております。
最後になりますが、皆さんの東京大学への入学を心からお祝い申し上げます。皆さんご自身も、これ
まで皆さんを育ててくれたご家族に感謝し、そして入学できた幸運にも心から感謝し、心豊かな人間に
成長して頂きたいと思います。改めまして本日は誠におめでとうございます。
令和3年4月12日
東京大学校友会 会長
宗岡 正二

3．2．令和 3 年度（第 94 回）五月祭オンライン開催について （大学ホームページより）
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、令和 3 年度第 94 回五月祭については、大学側と学生側代表で
ある五月祭常任委員会との協議に基づき、以下の日程にて、無観客でのオンライン開催をすることとなり
ました。
令和 3 年度第 94 回五月祭
5 月 15 日（土）9：00 ～16 日（日）18：00
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※無観客での完全オンライン開催となりますので、当日はキャンパスへ来訪されることのないようお願い
いたします。
詳細については五月祭常任委員会の公式ウェブサイト第 94 回五月祭 (gogatsusai.jp)をご確認ください。
＊事務局注：公開講座が開催されるようです。卒業生が視聴できるか不明ですが、ご参考まで。
① 15 日（土） 10:00-11:30
河東泰之 先生 東京大学大学院 数理科学研究科 教授 「無限次元の数学と量子計算機」
数学研究の最先端にいる河東先生が、作用素環論をテーマに抽象数学の基礎から応用までを講義しま
す。
② 15 日（土） 12:10-13:40
黒嶋敏 先生 東京大学史料編纂所 准教授 「
〈大敗〉から見た戦国時代」
織田・徳川連合軍が、鉄砲を用いた戦法で武田軍を破った戦いとして著名な長篠の合戦。織田方の歴史
的大勝で知られるこの合戦を、敗者の視点から見つめ直します。
③ 15 日（土） 16:25-17:55
阿部公彦 先生
東京大学大学院 人文社会系研究科・文学部（英米文学） 教授 「英語的身体〟を鍛え
る」
。英米文学をご専門とする阿部公彦先生が英語を学ぶすべての日本人に向けて”英語的身体”の鍛え方を
お伝えします。
④ 16 日（日）12:10-13:40
岡田康志 先生 東京大学大学院 医学系研究科 分子細胞生物学専攻・理学系研究科 物理学専攻 教授
「すごい顕微鏡で細胞を視て考える」 生体内の分子一つひとつの動きを直接追いかける技術と、そこか
ら見えてくる生物の新しい姿について、岡田康志先生が講義します。
⑤ 16 日（日） 15:30-17:00
生田幸士 先生 東京大学・名古屋大学 名誉教授 / 大阪大学医学部 招聘教授
「夢を超える医用マイクロロボット」 医用マイクロロボット研究の第一人者である生田先生が、ご自身
のユニークな研究やその要である創造性について、研究生活における経験を交えて紹介します。
4．
【東京大学音楽部管弦楽団 サマーコンサート2021】
（事務局注：新型コロナ感染状況から中止等も想定されますので、ホームページ等で事前の開催確認が必要です）

■指揮：田代俊文（当団常任指揮者）
■曲目
チャイコフスキー / 交響曲第6番ロ短調作品74「悲愴」
レスピーギ / 交響詩「ローマの噴水」
ドヴォルザーク / 序曲「謝肉祭」作品92
■日時・会場
【長野公演】 2021年8月4日(水) サントミューゼ上田
17:30開場 18:30開演 全席自由 / 1000円
【東京公演】 2021年8月6日(金) 東京オペラシティ
17:00開場 18:00開演 全席指定 / S席2000円 A席1500円
【神奈川公演】2021年8月9日(月・祝) 神奈川県民ホール
12:45開場 13:30開演 全席指定 / S席2000円 A席1500円
【関西公演】 2021年8月11日(水) ザ・シンフォニーホール
17:00開場 18:00開演 全席指定 / S席1500円 A席1000円
■チケット販売開始
2021年5月8日(土)
※チケット販売開始前のご予約を含むすべてのご注文は承っておりませんのでご了承ください。
※キャンセルの際の払い戻しは、手数料分を差し引いた金額となります。
5．ホームカミングデイ
本年のホームカミングデイは 10 月 16 日（日）予定です。卒業・修了 40・30・20・10 年期の集まり
が
予定されています。
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Ⅲ

地域同窓会関連情報
埼玉銀杏会

◎講話を聞く会の開催
・6月26日（土） 13:00～
さいたま共済会館にて開催の予定です。
・講師は、法学部出身の埼玉県議会議員の高木真理様にお願いしております。
高木真理様からは、埼玉銀杏会の会報誌「公孫樹」に「県議会は遠いところ？」との題目で投稿いただい
た経緯があります。
昨今、コロナ対策等で、県議会も大きくその対応のために動いていると思いますし、埼玉銀杏会の会員
の皆さまに、県議会が身近に感じていただけるようなお話を高木氏自らの政治信条なども織り交ぜながら
お話をお伺いできたらと思っている次第です。
コロナ感染の収束の見通しもたてづらい状況ですので、開催の形態、そして、開催の日時も予定通りとな
るのかもふくめて、連休明けに調整を進めてまいりたいと思っています。
◎ゴルフ部会 春のコンペ開催のご報告
・4月19日（土）に武蔵の杜カントリークラブにてゴルフ部会 春のコンペを開催いたしました。コロナ
禍の影響よりもむしろ当日の天候（雨）の影響の方が大きく、参加人数は10名弱にとどまりました。
ゴルフのプレーには、三蜜の影響はほとんどなく、最近特に若者の間で、コロナ禍において、屋外で楽し
めるレジャーとして人気が回復中との話題があります。天候の影響はありましたが、楽しい一日でした。
・ちなみに、オリンピックのゴルフ会場と決まっています霞が関カンツリー倶楽部は、小江戸といわれて
いる埼玉県の川越市にあります。何年か前にさいたま市内の六大学卒業生による毎年恒例の対抗戦が当ク
ラブにて開催されています。ゴルフは別としましても、川越は大変に魅力的な街、埼玉には、このほか、
秩父そして最近では、渋沢栄一ゆかりの深谷が重要な観光スポットとなってきています。一日も早く、こ
れらの観光スポットめぐりが自由にできるような状況になってほしいものと願う次第です。
・ゴルフ部会の次回は、9月11日（土）の秋のコンペが予定されています。
文責 代表幹事 露無 松景（つゆむ まつあきら 81年法学部卒業）
東京銀杏会
◎ 第 27 回定例総会のご案内
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
で開催する予定です。
但し､緊急事態宣言にも拘わらず、変異ウイルスなどで新型コロナ感染拡大に歯止めがかからない状況で
すので、現時点では感染対策に十分留意した上で人数を絞ったリアル開催（飲食は取りやめ）とオンライ
ン併合（来賓は原則オンライン参加）の計画ですが、直前になって、オンラインのみで開催、或いは延期
などに変更の可能性もありますので、変更の場合は、既に申込の皆様には電話・メール等でご案内すると
共に、ホームページにも掲載いたしますのでご注意願います。ご理解をお願い申し上げます。
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:総長オンライン参加を確認中)
｢交流会｣:19:00~20:30 (地域同窓会他の来賓参加を要請予定、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｡
会 費: 食事は取りやめとしますので、会費は見直しの予定です。
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､ご都合によりご欠席なさる場合には､5 月 24 日(月)まで事務局にご連絡ください｡
◎ 2021 年度第 1 回銀杏懇話会開催報告
~嶋津昭東京銀杏会会長代理を迎えて~
2 月 18 日(木)開催を予定しておりました銀杏懇話会は、新型コロナ感染も厳しい状況下、当初のリアル開
催に代え、4 月 26 日(月)17:30 開場､18:00~19:00 講演にて ZOOM オンラインにて開催いたしました。
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ﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯 2019 の組織委員会事務総長を勤められた講師の嶋津昭氏(S42 法・地方自治研究機構会長
/ZOOM 画面最上段左から２番目)は、｢ﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯を振り返って｣の演題にて、試合結果でも興行的にも
大成功に終わったﾗｸﾞﾋﾞｰ W 杯 2019 につき動画とパワーポイントで詳細にご説明されました。関係者の想
像を絶するご努力や天運（つい東京オリンピックに比べたくなりますが）にも恵まれ、アジアにおけるラ
グビーの定着、日本へのインバウンド促進など、スポーツイベントの貢献度を再認識した講演でした。
また、東京銀杏会としては初めての ZOOM 講演企画で、突然の方式変更で参加者は 22 名に留まりまし
たが（会場で役員等 8 名参加）
、今後の ZOOM 企画への手ごたえを感じました。
以下にプレゼンの一部を掲載しますが、講演の詳細は、銀杏会ニュース等でご報告します。

ラグ ー ール カ

の大会

2

認 ーム
認 ーム
海道・江別市
市(3)
市
手県・ 石市
手県・宮古市
岡市
上市
山形県・山形市・天 市
島県
埼玉県・熊谷市(2)
さいたま市
市原市
市
東京都(3)
武蔵野市
中市
田市
市
海 名市
小田原市

ラグ ー ール カ

ン 地

ン 地
士 田市・ 士河
静岡市
松市
川市・ 田市
前崎市
名古屋市
一宮市
豊田市
大津市
大阪 ・東大阪市
市

1

55

の大会

ン 地

神戸市・ 庫県
神戸市
淡 市・ 庫県
和 山県・上 田
長門市
岡県・ 岡市
州市
春日市
長崎県・長崎市
長崎県・島原市
熊本県・熊本市(2)
大分県・別 市
大分市
別 市
大分県・大分市
宮崎県・宮崎市
鹿児島市
谷
は決勝トーナメントの公認チームキャンプ地
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◎ 東京銀杏会 ZOOM 囲碁の会のご案内とご報告
令和和 3 年 4 月 26 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 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。
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
昨年の 6 月からは希望者で ZOOM 碁を楽しんでいます。4 月 24 日の第 11 回 ZOOM 囲碁の会は、岡崎一
夫さん（S37 法）のご挨拶で始まり、女性指導講師 4 名の先生と 15 名の会員が参加されて、大変 り上
がりました。また、今回から指導講師の馬先生が 2 面打ちでの指導碁を打っていただけるようになり、指
導碁の機会も増えました。
ご参考までに 4 月 24 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）
、榛沢知司さん（S59 理）,
二木高志さん（S59 経）
、斎藤毅さん（S37 法）
、
2 段目左から：山下東洋彦さん（S41 法）
、小澤健二さん（S41 経）
、楠田修司さん（S40 法）
、
松田研一さん（S41 法）
、篠島秀明さん（S37 法）
、
3 段目左から：岡崎一夫さん（S37 法）
、大澤摩耶先生、山川朝生さん（S45 工）
、江波戸哲夫さん（S44 経）
、金井智子
先生
4 段目左から：今

啓一さん（S59 経/幹事）
、馬亜蘭先生(PC)、馬亜蘭先生(iPad)、水田哲明さん（S48 医）

◎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｡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（来年）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｡
2021 年
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) 中ﾋﾞｰﾙ工場･大國魂神社
連絡先: 留学生と交流する会代表 小浪博英(S41 工) E-ﾒｰﾙ:hiro@konamike.net
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◎ 春風亭昇吉さん 真打昇進披露興行
東京銀杏会新年会・総会等にご主演され、短い間に笑いを取
る至難の技を見せて頂いた春風亭昇 さん（07/経済、06/第
3 回全日本学生落語選手権優勝）が愈々真打に昇進し、下記
のごとく落語芸術協会主催で真打昇進披露興行が行われま
す。昨年初めから、故土田晃道東京銀杏会事務局長がなんと
か東大 田講堂や五月祭で真打昇進興行ができなか方法を模
索していましたが、新型コロナ感染もあり実現できませんで
した。5 月 25 日の東京銀杏会総会にはオンラインで参加頂き
ますが、皆様もお時間があれば、おでかけください。尚、新
コロナもあり、開催予定は変更もありうること、ご了承くだ
さい。
[令和 3 年落語芸術協会真打昇進披露興行]
五月上席開催を予定しておりました真打昇進披露興行は、緊
急事態宣言発出に伴う寄席休業のため、下記日程に延期開催
させて頂きます。
六月中席（6/11-20）新宿末広亭
六月下席（6/21-30）浅草演芸ホール
七月上席（7/1-10）池袋演芸場
七月中席 お江戸上野広小 亭
以降、日本橋亭、国立演芸場と興行は順延、詳細は決まりましたら改めて発表いたします。
）
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｡
[4月の開催状況]17日（土）12時30分～14時30分
1．概要
今月は、三 量一弁護士（三 小松山縣弁護士事務所）から、「知的財産権と知財訴訟」と題する講演を
いただきました（参加者46名）。

2．講師紹介
三 様は、昭和52年（1977年）法学部卒業・司法修習生、1979年裁判官任官、主に知的財産権の分野を
担当され、東京地裁知的財産部裁判長、知的財産高等裁判所判事等を歴任、2009年、長島大野常松法律事
務所パートナー、2019年、三 小松山縣法律事務所設立、現在に至っておられます。お住まいは川崎市麻
生区であり、神奈川銀杏会会員。
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3．講演内容
第一部・ 知的財産権の種類と選択、第二部・パブリシティ権概説、第三部・知的財産訴訟の構造、第四
部・ 知的財産事件の紹介について、詳細な資料に基づき解説いただき、その後、参加者と活発な意見交換
が行われました（内容は次回に 報告予定）。

4．その他
松永裕事務局長より、会員の浅井壮一郎様（昭38農、農学博士）の近著「明治維新 参勤交代に始まる近
代化」（三省堂書店／創英社）のご紹介と会員への無償配布のご案内が行われました。
[5月～6月の予定]
5月15日 鈴木 正徳 様 昭53年法 日揮ホールディングス（株）取締役常務執行役員
6月19日 鈴木 廣志 様 昭53年薬 グリーンテック＆ラボ株式会社 代表取締役
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
(以上文責:岳野)
◎オンライン歴史散歩の会
昨年 9 月 12 日（土）の第 1 回「江戸の街から見た江戸城」
、今年 1 月 30 日(土)の第 2 回「江戸四宿その
1 概要および品川宿」に続いて、鈴木講師により 4 月 3 日(土)第 3 回「千住宿」を開催しました。今回は
19 名の方が参加、浮世絵、切絵図、写真等を駆使したバーチャル千住宿散歩を楽しんでいただきました。
オンライン歴史散歩の会では引き続き「板橋宿」
「内藤新宿」についても予定しています。
次回「板橋宿」は 7 月 11 日(日)開催ですので、皆様のご参加をお待ちしています。

第 3 回ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会「千住宿」
2021-4-3(土) 神奈川銀杏会

鈴木俊也

1．千住は古くから荒川(現隅田川)の水運による物資の重要な集積拠点で、千住宿は荒川
(現隅田川)の両岸、日光道中・奥州道中沿いに設置され江戸時代を通して発展した。
2．千住宿は江戸四宿(品川宿、千住宿、板橋宿、内藤新宿)の一つで、江戸の玄関 として、さらに日光東
照宮への参詣 として重要な役割を果たした。

3．文禄 3 年(1594)には荒川(現隅田川)に千住大橋が架橋された。 (参考)1590 徳川家康江戸入 、
1600 関ケ原の合戦
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4．荒川(現隅田川)は水運による恵みももたらしたが、川の氾濫による被害も大きく、治水対策が重要な課
題だった。
5．元禄2年(1689)松尾芭蕉は奥の細道の旅に出るが、深川から千住まで船で隅田川を上り、千住から陸
の旅をスタートさせた。
6. 宿駅制度に基づく 定人馬数は50人50疋。(問屋場の 定人馬数→東海道100人100疋、中山道50人50
疋、他は25人25疋だが、千住宿は例外的に中山道なみ)
7. 1843年には旅籠55軒，宿内の家数2370・人数9000余。本陣・脇本陣が各1おかれた。
食売(めしうり)女（飯 女）が置かれ（公許150人）、遊里(岡場所)としても機能した。
(旅籠の数(飯 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))
8. 近郊農 と江戸市中を繋ぐ流通拠点の役割も果たし，青物市場（やっちゃ場）がおかれた
9. 千住宿は4kmあまりの街並みが続くが、さらに3宿に分かれ、 から順に本宿(1625年)、
か もん
新宿(掃部宿(1658年)、南宿(下宿)(1660年)の順に発展してきた。(治水対策と関連)
10. 千住宿の南の小塚原 には江戸の の刑場として、小塚原刑場が置かれた。
11. 千住の地名の由来は数説ある。
①勝専寺の寺伝によれば、嘉暦2年（1327年）に新井図書政次が荒川（現隅田川）で で千手観音像を
拾い、この地を千手と呼んだことに由来するという説。 ②足利義政の愛妾千寿の出生地であったとい
う説。 ③千葉氏が住んでいた地域であったからという説
[今日のバー
ル歴史散歩コース](北から南へ)
①北千住駅・・JR 常 線、東京メトロ千代田線、日比谷線、東武伊勢崎線、つくばエクスプレスが乗り入
れ。近年、駅周辺の再開発が進んでいる。
②千住宿案内コーナー(丸井 10 階) 千住宿の概要をチェック(街並みの 50 分の 1 の模型・展示パネル)
③お休み処 千住街の駅・・観光案内所。千住の歴史に詳しいスタッフが常駐。
④横山家住宅・・千住宿の伝馬役だった 山家に与えられた伝馬屋敷。江戸時代後期の建。

⑤千住宿本陣跡
◎千住宿本陣→敷地 361 坪、建坪 120 坪
千住見番跡→千住宿の遊女(飯 女)が明治
になり禁止されると千住芸妓組合が成立
し、事務所(見番)が置かれた。→見番 丁
(この狭い 地に芸者置屋、髪結屋、車屋
(人力車)
などが並んでいた。)

⑥勝専寺(赤門寺) (千住御殿)
文応 2 年(1260)創建。浄土宗。山号は三宮
神山。江戸時代初期は 2 代秀忠、3 代家
光、4 代家綱の鷹狩りの休息所となったり、
日光社参の折に数日滞在したりした。この
ため「赤門」が許される等、格式の高い寺
院だった。その後も日光門跡(もんぜき)の
宮殿下が日光への往復の都度宿泊する本陣
の代用とされた。

(参考)門跡は、皇族・公家が住職を務める寺院やその住職のこと。徳川幕 の下では日光・輪王寺の法親
王が日光山を統括するとともに上野・寛永寺も管領、さらに比叡山の天台座主に就任することもあり、天
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台宗のトップに位置した。(寛永寺に常駐し、年 3 回、日光を社参)(三山管領宮、輪王寺宮、日光 門主、
上野宮、東叡大王とも称された)
徳川幕 は政治的な狙いもあり、歴代、皇子などの皇族を京から迎え日光門跡とした。
⑦森鴎外旧居跡(橘井堂(きっせいどう)医院跡)
津和野藩の藩医の家に生まれた森鴎外(林太郎)だが、父静男が明治12年(1879)に父南足立郡医となり千住
に転居、橘井堂医院を開業した。この頃、林太郎は東京医学校(現東大医学部)在学中で下宿先にいたが、
大学を卒業した明治14年(1881)(19才)下宿を引き払って千住に住み、医師として父とともに医療活動に
従事した。(この頃の様子は小説「カズイスチカ」に描写されている。)
その後、三宅坂の東京陸軍病院に勤めることになり、千住から人力車で通勤した。
明治17年(1884)(22才)ドイツへ留学。明治21年(1888)(26才)帰国すると千住の実家に戻った。翌年(27
才)林太郎は結婚して根岸に移り、両親も明治26年(1893)千駄木に移った。
「鴎外」という号は、隅田川の橋場の渡し(白髭の渡し)( (鴎(かもめ)の渡し)(浅草・ 原と千住の間あた
り)の外という意味で、千住を意味している。( 原(遊興の地)に近寄らず千住に住む意)
じ げ ん じ
⑧慈眼寺

⑨高札場、一里塚、問屋場・貫目改所・馬寄せ場・・このあたりが千住宿の中心だった。
⑩たから屋(和菓子店)・・ちょっと戻って一服
かもんのすけ
⑪源長寺(稲荷山勝林院)(石出掃部亮墓所)
よし たね
浄土宗。開基は千住掃部宿の開拓名主・石出掃部亮 胤。(慶長 15 年(1610)開基)、
また伊奈忠次(法号→勝林院源長)を勧請開基としている。(因みに伊奈家の菩提寺は埼玉県川 市の周光山
勝林院源長寺)石出掃部亮 胤は伊奈忠次の下で千住大橋架橋に貢献、また掃部堤も築造した。
◎石出掃部亮吉胤 1532(または 1542)～1 18
石出という家名は、千葉常胤のひ孫で下総国香取郡石出（千葉県東庄 石出）を領した石出次郎胤朝に
由来するといわれている。下総国を経て，足立郡本木 に土着し、のちに千住へ移り住み、千住掃部宿
（現・仲 ）の開発に尽力した。(千住大橋、掃部堤などの築造、広大な新田の開発。墓所は源長寺(前
述)。子孫は永く掃部宿の名主を務めた。
⑫やっちゃ場(青物問屋街)
江戸の三大青物市場(他に神田、駒込)
の一つ。近郊の農家から野菜が集ま
り、セリが行われた。
市場というより 1 軒ごとに店先でセリ
が行われる問屋街といった趣きだっ
た。せりの け声(ヤッチャ、ヤッチ
ャ)からやっちゃ場と呼ばれた。建物の
多くは空襲で焼失したが、今も街並み
にやっちゃ場の名残りを残している。
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⑬奥の細道矢立初め(松尾芭蕉旅立ち)
松尾芭蕉は元禄2年3月27日(1689
年5月16日)弟子の曾良を伴って深
川の芭蕉庵から隅田川を船で遡上
して千住に降り立ち、日光道中(
奥州道中)を へ向かって旅立っ
た。
奥の細道には「千じゆと云所にて
船をあがれば前途三千里のおもひ
胸にふさがりて幻のちまたに別離
の泪をそゝく」
「行春や鳥啼魚の
目は泪」と記されている。
（矢立→筆と墨壺を組み合わせた携帯用筆記用具）
⑭千住大橋
隅田川最古の橋。(文禄3(1594)架橋) (宿駅制度確立より前)
関東郡代(代官)伊奈忠次が工事を指揮したが、大変な難工事で、近くの熊野社に断食祈願までしてやっと
完成、残りの材木で社殿修理を行なったことから、熊野社は橋の守護神とされ、橋の架け替えに際しては
熊野社への祈願と社殿修理が慣例となったという。元の千住大橋は今より 200m 上流にあったが、明和 4 年
(1767)6 回目の架け替えの際、現在の位置に移された。

⑮南千住熊野神社
永承 5 年（1050）奥州征伐に向かう源義家が現在の隅田川を渡る際に紀州・熊野権現から勧請し熊野社
としたと伝えられている。
す さの お
ご ず
⑯素盞雄神社(牛頭天王社)
延暦14年(795)創建、南千住61 の総鎮守(旧郷社)
ス サ ノ オノミコト
ご祭神は素盞雄 命 と飛鳥大神(飛鳥権現)。
ス サ ノ オノミコト
○素盞雄 命 は天照大 神の弟で、牛頭天王の化身とも言われる。
○飛鳥権現はコトシロヌシ(大国主の子)とも言われ、 の神、商売繁 の神で七 神のエビスに通じる。
⑰回向院(小塚原回向院)(小塚原刑場)
○慶 4年(1651)小塚原刑場が新設されたが、刑死者を供養するため、寛文7年(1667)小塚原回向院が創
建された。これらに先立つ明暦3年(1657)の明暦の大火の犠牲者を弔うために両国回向院が創建されたが
、手狭になってきたもあり、両国回向院の別院として小塚原回向院が創建されたという事情もあった。
○因みに、江戸の の入 (千住宿)の小塚原刑場と南の入 (品川宿)の鈴ケ森刑場はともに
「江戸のお仕置き場」と呼ばれ、それぞれ江戸時代を通じて10～20万人が処刑されたともいわれている。
どちらも江戸に入る人たちに対して治 維持に関する無言の牽制をする意味もあった。この他に、小伝馬
牢屋敷でも処刑が行われた。刑場は受刑者の犯行場所、あるいは江戸出生の人については出生地に近い
刑場が選ばれた。
○主な墓→ 田松陰、橋本左内、鼠小僧次郎
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⑱圓通寺(彰義隊墓所)
曹洞宗。延暦10年(791)坂上田 麻呂が開基。
慶応4年(1868)上野において彰義隊と新政 軍が激突、彰義隊は大敗するが、亡くなった彰義隊の隊員を
圓通寺の仏磨和尚らが上野で火葬を行い、圓通寺に葬った。この縁で、後に、激戦の跡生々しい上野寛永
寺の黒門が移築された。
また戊辰戦争で犠牲となった旧幕 軍の戦死者を供養した招魂墓「死節の墓」や旧幕 軍関係者の慰霊碑
などがある。

⑲

南千住駅・・JR 常 線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが乗り入れ。
以上

◎ 三火会
月例会(Zoom方式)開催のご案内｡ ・Zoom指導者:林 縝治(40理45理博)氏
・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!
〇5月以降の予定
･5月例会(2021/5/18火15時) ｢産業界で利用され始めた計算化学｣奥出信一郎(58理63博)氏
･6月例会(2021/6/15火15時)「日本近代史」浅井壮一郎（３８農 農学博士）氏
・7月例会(2021/7/20火15時)｢食品化学｣ (仮題)豊 誠治 (53工55修)氏
・８月休会
・9月例会(2021/9/21火15時) ｢日本近代史・戦意」浅井壮一郎（３８農 農学博士）氏
○連絡係 中島敏(31育37法) 090-1813-6511 binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
◎ 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
･

誠治 (神奈川銀杏会会長､53工55修) toyoshi0605@yahoo.co.jp
山 隆幸 (神奈川銀杏会副会長､53法)

t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
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◎ 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。来る5
月で気功の会は5周年を迎えます｡
参加 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。）
【5月の予定】
1．テニス例会：5月5，7，12，14、20、21、26、28日 8：30～10：30 又は 9：00～11：00
葉山 南郷上ノ山公園又は鎌倉市笛田公園
2．ストレッチ・クリオネ（リラクゼーション・ストレッチ）：例会の予定は次の通り。
5月10日(月)と24日（月） 9：00～12：00
スペース野の花(鎌倉)
3．書道教室：5月13日（木） 10：00～14：00 雪堂美術館( 鎌倉)
4．三金会：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．
5月は21日（金） 10：30～12：00 に実施の予定
話題：「仏像彫刻に出会って四半世紀」
提供者名：鈴木 庸夫（S42文）
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：5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： ZOOMを使って5月4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：昨年秋の淡青会ゴルフコンペは中止したが今春も中止することにした。
【6月の予定】
コロナの収束も先が見えず、閉会している同好会が多数ある。6月の予定については来月号で紹介する。
【令和3年度年次総会（オンライン）開催】
標記の年次総会（講演会併催）を6月19日（土）午後に開催します。コロナ蔓延状況が続いており三密
を避けるという観点から、例年であれば併催する懇親会を取り止めました。開催方法としても三金会など
で利用しているZoomを使ったオンライン開催としますので、参加希望者はオンライン経験者に限られま
す。オンライン参加を希望される会員は、会員宛に別途送付される開催案内に従ってお申込み下さい。な
お5月中にオンラインの予行演習を計画（後報）しておりますのでご利用下さい。
年次総会の来賓は東京大学津田敦副学長と丹下副学長はじめ、地域同窓会連合会・東京銀杏会・神奈川
銀杏会・埼玉銀杏会の代表者です。総会に引き続き併催する講演会の講演者は、イスラム政治思想研究の
第一人者である池内恵（さとし）東京大学教授です。講演の標題は「中東の新秩序」です。
4月の同好会活動状況
定例昼食会（三金会）
昨年の5月度よりWeb会議方式で再開し今月で12回目を迎えた．毎回40名前後の参加者があり、昼食会
に代わる会員同士の新しい交流の場として定着してきた．
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【4月度活動報告】
4月16日（金）の話題提供は、政策形成推進会議 代表理事 森元恒雄氏 （45法 元参議院議員 非会員）に
よる「30年にわたる停滞から抜け出せるか」と言うタイトルの講演で、40名の参加者があった。最近話
題となっている脱炭素化から始まり人 減少、日本型雇用の限界、教育や貧困、財政問題に至る日本の課
題を解説された．スコープが広く複雑な内容を、整理された形で極めて分かりやすくお話して頂いた．日
頃より会員の方々の関心が高い話題でもあり、講演終了後には活発な質問や持論が相次ぎ、定刻を大幅に
超えて 況裡に終了した．
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書道教室
4月例会：4月1日
鎌倉の雪洞美術館で開催。3名参加。
淡青ヴォイストレーニング教室
通常であれば鎌倉論語会館にて開かれる当教室も、新型コロナのため、昨年3月以降休講が続いておりま
す。 それを補うべく、今年1月より毎月一回（第1火曜日午後）ZOOMによる懇親会が開かれておりま
す。4月6日の4月度懇親会は19名が参加（含先生）しました。
今回より喉を使う時間を増やすため、先生にお願いして発声練習と 唱に約40分の時間を受け持ってい
ただき、先生のピアノとお嬢様の に唱和して声をあげました。
会員から「花」の希望が出ておりましたので、滝廉太郎の曲を中心に先生の解説付きで唄いました。
1．「花」 滝廉太郎22歳（数え年） （明治33年）
続いて 彼の子供用の 17曲のうち3曲、これは23歳の時に出版。
2．「水遊び」3．「お正月」4．「鳩ポッポ」
次に明治34年 中学校唱 に採用された10曲のうち3曲が彼の作曲で今回下記の2曲を唄う。5．「荒城
の月」6．「箱根八里」。この年ドイツ留学に出発。彼は留学後数ヶ月で肺結核発病、帰国後明治36年6
月29日25歳没。
懇談会では先月に引き続き東大野球部の話などで り上がり、14時45分終了。
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なお 5月度は第1火曜日5月4日13時半より予定しております。

テニス同好会
1． 例会の状況
笛田公園においては、4月1日 6名、4月7日 11名、4月21日 6名の各参加（1
回雨天中止）、葉山 南郷上ノ山公園においては、緊急事態宣言解除後、4月2日 11名、4月9日 13名
、4月16日 12名、4月23日 12名の各参加、という状況でした。
2． 5月の予定
笛田公園においては、5月5日、12日、20日、26日、葉山 南郷上ノ山公園においては、5月7日、14日
、21日、28日です。
是非、一度、お越しください。
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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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。
5月
1
（土）

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）
中止

15
日
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）
（土）
20
日
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）
（木）
永井 良三氏（自治医科大学学長／宮内庁皇室医務主管）
29
日
薬師寺国宝東塔 詳しすぎる見学会（13:30～ 奈良薬師寺）
（土）
※ 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

リング

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」
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」
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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 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・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 3-28 TEL：03-3292-5950 MAIL：koho@gakushikai.or.jp
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◎

静嘉堂文庫美術館
[開館期間] 前期 2021年4月10日（土）～5月9日（日） 後期
5月11日（火）～6月6日（月）
[休館日]毎週月曜日と5月6日（木）閉館。5月3日（月）開館。
[開館時間] 10：00～16：30
[入館料] 一般1000円（800円）
大学・高校生徒 700円
（500円）＊（ ）内は20名以上団体。障がい者手帳お持ちの方
（同伴者1名含む） 700円（500円）

前期（4/10～5/9）は、当館が所蔵する《曜変天目(ようへんてんもく)》、《禅機図断簡(ぜんきずだんか
ん) 智常禅師図(ちじょうぜんじず)》など国宝 7 点を一挙に公開します。これは平成 10 年（1998）の
「静嘉堂・国宝展」以来 23 年ぶり、しかも展示室に一堂に会するのは初めてのことです。世田谷岡本で
の最初で最後の機会、お見逃しなく！
※後期は国宝 3 点に加え、重要文化財《聖徳太子絵伝》を修理後、初公開いたします。

﨑彌之助・ 﨑小彌太の父子によって設立された当館。集められた名品には様々な逸話が残されていま
す。作品が伝えられた歴史、あるいは名品を手放す者、受け継ぐ者それぞれの思いなど、美術品の表面を
見るだけでは分からない、ウラ側のお話を紹介します。

来たる 2022 年、創設 130 周年・美術館開館 30 周年を迎える静嘉堂は、美術館展示ギャラリーを丸の内
の明治生命館 1 階に移転します。丸の内は、静嘉堂文庫創設者・彌之助が美術館建設を夢みた場所です。
本展は移転前、世田谷岡本での最後の展覧会となります。
1. 講演会 （開催済）
「出会い旅立ち別れの情―日中絵画の流れから―」 講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
日時：4 月 24 日（土） 午前 11 時～
会場：地階講堂 定員：70 名 参加無料（ただし当日の入館券が必要）
＊当日開館時より整理券配布（先着順、1 名様につき 1 枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。
2. 学芸員による列品解説（スライ 解説を予定）
4 月 22 日（木）、5 月 13 日（木）：午前 11 時～
4 月 17 日（土）、5 月 29 日（土）：午後 2 時～
会場：当館地階講堂 定員：70 名 参加無料（ただし当日の入館券が必要）
3. コンサート
「静嘉堂 最終コンサート いい日旅立ち ～静嘉堂フォーエバー～」
演奏：元東京交響楽団員による弦楽四重奏 ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの名曲から
日時：6 月 6 日（日） 午前 11 時～12 時／午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分
会場：当館地階講堂
（開場は開演 30 分前）
＊当日開館時より整理券配布（先着順、1 名様につき 1 枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。
＊詳細は決まり次第同サイトでお知らせします。
4. 静嘉堂文庫見学会
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静嘉堂文庫は、桜井小太郎の設計によるイギリスの郊外住宅のスタイルを表現した大正 13 年（1924）の
建築です。通常は公開していない文庫の建物内部（1 階）をご案内します。あわせて所蔵する和漢古典籍
の複製本をご覧いただき、司書がその解説を行います。
【日程】①4 月 17 日（土）②4 月 23 日（金）③5 月 3 日（月・祝）④5 月 14 日（金）⑤5 月 22 日
（土）⑥5 月 28 日（金）⑦6 月 5 日（土）
◎いずれも、1 日 2 回（各回約 1 時間予定） 午前 10 時 30 分～/午後 1 時～
※詳細は当館サイト「お知らせ」欄をご覧ください。
5. 世田谷 3 館学芸員による鼎談「世田谷・静嘉堂の思い出」
登壇者：石井幸彦氏（前世田谷美術館学芸員）、佐藤留実氏（五島美術館主任学芸員）、長谷川祥子（当
館主任学芸員） 司会：山田正樹（当館、本展担当学芸員）
日時：6月5日（土） 午後1時30分～午後3時00分 つづ※当日開館時より整理券配布（先着順、1名様
につき1枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。

◎一高玉杯会便り（第217号（令和3年4月25日）より（連絡先）kudo@gakushikai.jp
（事務局注：佐藤篤司氏の寄稿「海軍 学校の人間教育」より井上成美中将に触れた部分を抜粋させて頂
きました。もっと みたい方は本誌編集責任者の工藤氏・鎌倉淡青会会員までご連絡ください）
海軍兵学校の人間教育（続）（その三）

佐藤

篤司（昭24理乙）

第三部 フォーマルな教育とインフォーマルな教育
江田島の教育についてはすでに多くが語られてい
るが、いずれも『生徒を育てる』という大目的を
ベースにおいた教育する側の視座からのものが中
心であった。それはそれで貴重な参考となるが、
生徒たちは学校の中だけで育つわけではない。し
たがって生徒がその教育をどう受け止めたか、と
いう教育される側の視点を欠いては 学校教育の
内容の実態を明らかにしたとは言い難い。その意
味において本稿は「生徒によって生きられた生活
世界」としての海軍 学校における教育に迫って
みようと試みるものである。
前章までは主として表面からみえる教育内容（い
わゆるフォーマルな教育）について既述してきた
が、人間教育という面に切り込むには、やはりイ
ンフォーマルな教育の存在に光をあてなければな
らない。人間形成は、じつはその部分で行われて
いるということが言いたいからである。
ただ一 に海軍 学校教育といっても、時代によ
って雰囲気もカリキュラムも相当な違いをみせる
。昭和十年ごろまでの 学校のリベラルな雰囲気
や環境に比べて、戦時色が濃くなった昭和十年代
後半の 学校では、教官の考え方や教育方針その
ものの根本精神は変わらなくても、生徒数の急速
な増大、教育期間の短縮、それに戦局の逼迫に伴
い、1号や2号など上級生の意識には、もともと海
軍には不似合いの悲憤慷慨型がでてきたりする．
それをもっとも憂えたのが昭和十七年十月に第

四十代 学校長に就任した井上成美中将であった
．井上校長は、教育内容が多すぎること、やたら
に規律やセレモニーに縛られて生徒たちは忙しい
だけでなく、張りきりすぎて余裕がなく、目がつ
りあがっているのが良くないと言い、もっとアッ
トホームでリベラルな空気が必要であるとして、
本来の紳士教育の場としての 学校の雰囲気を取
り戻そうとした。
教官に対しては、一日に一度でもよいから心の
底から笑う時間を生徒に与えるように指示した。
前線がえりの教官には「生徒に戦争の話をするこ
と」を禁じた。また海軍省教育局から派遣された
皇国史観学者（平泉 澄博士）の訓話を生徒にき
かせないように、博士に礼を尽くしてそれを教官
に対する講演に切り替えたこともあった。また「
教育漫語」と称する冊子四冊に自らの所見をまと
めて、 学校教育方針として発表した。そこには
、いかなる将校を養成するのか、をはじめ平和な
時代の 学校の伝統をしっかり踏まえた卓見が述
べられているのみならず、躾教育についても学科
教育についてもこまかく指示してあり、教育者と
しての卓抜した見識を示したのであった。
なお井上校長は『青年士官教育資料』をまとめて
初級士官に配布し海軍士官とはどういうものかに
ついて自分の考え方を詳細にのべている。それも
抽象的でなく具体的に解説しているところが論理
的思考の好きな井上校長らしいところだ。かなり
長文のものだから全体の紹介は控えるが、たとえ
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ば 書については、むやみやたらに本を むこと
はすすめない。
『 むよりは考えよ』とか、教官の授業ぶりを
参観して『知識はあっても教養のない人の講義は
、教科書の文句をレコードにかけたようなもの』
だからつまらないとして、授業中の道草の効用を
説くなど、含蓄ある内容である。
しかしあまりに細かく枠をきめているという思
いからか、井上は『私を見習えという勇気はない
』とか私は『一種の片端者』とか『変わり者』と
いって、周囲への配慮をみせている。
井上校長については､ 学校の入試科目から英語
をはずすことに断乎として反対したり、生徒全員
に英英辞書を配布して生きた英語教育の重要性を
説くなど、『紳士として国際的に通用する海軍士
官を養成する』という海軍 学校教育の大前提を
太平洋戦争中でも崩さなかったことは海軍の良識
を代表するものであろう。陸軍士官学校は当時入
試科目から英語をはずしていたため、『英語の苦
手な生徒が陸士にいってしまうから』といって海
の入試科目から英語をはずすべしとの教官の主
張にたいして『英語の勉強もできないものなど帝
国海軍はこれを必要としない』と一蹴した。もっ
ともらしい周囲の雑音に影響されずに教育者とし
てのバックボーンを貫き通したものであった。
学校は『戦う軍人をつくる専門学校』ではなく『
下士官、 を指揮する人間をつくる学校』である
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という教育理念に裏打ちされたバックボーンであ
った。それはレスポンシビリティとかデューティ
が戦いにおいて指揮官には必須のものであり、部
下を指揮するには教養がなければならないから、
そういうものを持つジェントルマンをつくるのが
学校教育であるとするものであった。だから軍
事的技術はもちろん大切であるが、そういうもの
だけならベテラン下士官のほうが優れていること
が多かったろう。
『指揮官として大切なことを教える』のが 学
校の人間教育である。これが井上校長の根本理念
であったし。それはまた 学校開校以来、伝統的
に内在する理念であったはずだ。井上の前の39代
学校長・草鹿任一中将（井上と同期・37期）は
外見上は井上とは正反対であったという。生徒の
水泳訓練のときなど自分も褌ひとつで生徒の前を
飄々と歩いてきて訓練ぶりを視察し、生徒が敬礼
するとヒョイと指をまげたまま招き猫みたいに答
礼したりしたが、井上校長は第二種軍装に身をか
ためて視察し、生徒の敬礼に対してもピシッと答
礼して寸分のスキもなかったという。草鹿校長は
生徒に人気があり、教官が戦争の話をすることに
も積極的な態度であったというし（井上校長はそ
れを禁止した） 学校教育の本旨は戦に強い軍人
をつくることだと訓示したこともあった。もちろ
ん井上も「強い指揮官」をつくるという目的をも
っていたことに変わりはない。

（続く/もっと みたい方は本誌編集責任者の工藤氏・鎌倉淡青会会員までご連絡ください）
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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。東大同窓会の乾杯には東大蔵元会の日本酒を！
鷲の尾

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。 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
「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」。
役社長 （H11/文）
http://www.aramasa.jp/

金水晶

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

大七

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
の“生酛造り(きもと造り)”
役社長 （S60/法）
https://www.daishichi.com/

ほまれ麒麟

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
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 社長 （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 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・Ｈ22ＥＭ
http://www.choryo.jp/
Ｐ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
(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
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/

御園竹

長龍

本洲一

喜多屋

花の露

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 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 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)
４育）
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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