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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。
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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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