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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7月 以降
校友会役員会
群馬銀杏会総会(10周年)

7月2日(金曜)12:00-13:30
文書・ﾘｱﾙ開催の併用
書面による総会

東京大学音楽部管弦楽団 ｻ 【⾧野公演】 2021年8月4日(水)
ﾏｰｺﾝｻｰﾄ2021
17:30開場 18:30開演
【東京公演】 2021年8月6日(金)
17:00開場 18:00開演
【神奈川公演】2021年8月9日(月･祝)
12:45開場 13:30開演
【関西公演】 2021年8月11日(水)
17:00開場 18:00開演
東海銀杏会 8月例会

8月30日(月)17:30~20:00

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
ｻﾝﾄﾐｭｰｾﾞ上田
東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ
神奈川県民ﾎｰﾙ
ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ名古屋
講演会:(演題未定)東海財務局⾧ 水口
純 様 ※講演会後に懇親会を予定

埼玉銀杏会
9 月 25 日(土) 13:00 講話を聞く会
令和3年度の講話を聞く会

さいたま共済会館 505 会議室
講師:埼玉県議会議員高木まり氏

連合会全国大会

10月15日(金)17:00~

学士会館320号室

東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ

10 月 16 日(土) 終日

埼玉銀杏会総会

１０月３０日（土）午後

校友会代議員会､周年期集まり､ｵﾝﾗｲﾝ
ﾗｲﾌﾞ企画募集中
開催場所等詳細未定。
。

講演会講師：日本商工会議所東京商
工会議所会頭三村明夫氏
神奈川銀杏会総会

11月6日(土)15:00~

横浜ﾅﾋﾞｵｽ
ﾘｱﾙ･ｵﾝﾗｲﾝ併合

**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
◎ 大学新役員紹介
丹下健 副学⾧・社会連携本部副本部⾧
本年 4 月より社会連携本部副本部⾧・副学⾧（卒業生・地域連携推進担
当）を務めることになりました丹下と申します。同窓会の皆様には、物心両面
でご支援頂いておりますことに感謝申し上げます。特に近年では、大学として
学生に実社会で学ぶ機会を提供することに積極的に取り組んでおり、企業や自
治体だけではなく、卒業生の皆様にも多大なご協力をいただいております。改
めましてお礼申し上げます。
私は学生時代、硬式野球部に所属しておりました。運動部は、学部や学科の
異なる学生同士が同じ時間を過ごし、緊密な関係が生まれる場であるととも
に、同じ時間を過ごさなかった先輩や後輩との繋がりも生まれます。地域同窓
会も同様に、学科や研究室などの同窓会とは異なる繋がりが生まれる場であ
り、卒業生の交友関係を豊かにする場であると思います。同窓会のますますのご発展を祈念いたしますと
ともに、今後とも変わらぬ大学へのご支援をよろしくお願い申し上げます。
略歴
① 出身高校:県立千葉高
② 大学卒年学部:東京大学農学部 1982 年卒
③ 大学院:東京大学大学院農学系研究科林学専攻博士課程中退
④ 前職:東京大学大学院農学生命科学研究科⾧・農学部⾧(2015～2019)、専門分野は造林学で土
壌条件と樹木の成⾧に関する研究に取り組んできました。東南アジアの荒廃した熱帯林の再生研究
にも関わってきました。
◎ 東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲに周年学年会の開催
本年10月16日(土)開催予定の東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲの主要ｲﾍﾞﾝﾄの一つである周年学年会(20･30･40及び
10)は､感染予防対策を徹底してﾘｱﾙにて開催予定で、卒業生部門より声掛けへの協力要請がきています。
地域同窓会のこの機会に周年期の集合に協力し､ﾈｯﾄﾜｰｸの拡大に協力し､併せ､会員拡大を図りたいと考えて
おります｡周年学年会対象の年次は以下です｡ご参考にしてください｡
*40周年 入学(1977)､卒業･院入学(1981)､医学部卒業･獣医学専攻卒業･修士課程修了(1983)
*30周年 入学(1987)､卒業･院入学(1991)､医学部卒業･獣医学専攻卒業･修士課程修了(1993)
*20周年 入学(1997)､卒業･院入学(2001)､医学部卒業･獣医学専攻卒業･修士課程修了(2003)
*10周年入学(2007)､卒業･院入学(2011)､医学部卒業･薬学科卒業･獣医学専攻卒業･修士課程修了(2013)
<問合せ先> 東京大学 社会連携本部 卒業生部門 宮崎 寛 E-mail:utaa.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
◎【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で中止もありですので､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で事前確認が必要。７月１日現在は予定通りのようです。)

■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｣ ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ / 交響詩｢ﾛｰﾏの噴水｣
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ / 序曲｢謝肉祭｣作品92
■日時･会場
【⾧野公演】 2021年8月4日(水) ｻﾝﾄﾐｭｰｾﾞ上田
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) 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ
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) ｻﾞ･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
※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｡
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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予定｡→９月25日（土）に延期
･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｡
◎総会･講演会
10月30日(土)午後 開催場所等詳細未定｡
講演会:日本商工会議所 東京商工会議所 会頭の三村明夫様をお招きしています｡日本商工会議所は､1878
年に渋沢栄一らが､東京商法会議所を設立したことを端緒としておりますので､三村明夫様の経営理念に加
えまして､渋沢栄一のお話もお伺いすることが出来たらと思っています｡
埼玉は､いま､渋沢栄一で盛り上がっています｡生家(中の家)のある深谷市についても､ﾏｽｺﾐ等で
取り上げられる機会も増えています｡NHKの深谷大河ﾄﾞﾗﾏ館も2月にｵｰﾌﾟﾝしました｡
(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
◎2021年度 第２回 銀杏懇話会のご案内
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、
第２回銀杏懇話会の開催を決定しました。講師は、冨田哲郎東京銀杏会副会⾧
（S49 法）です。3月に開催したトップ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。ご講演要旨は、ホームページに掲載します。
講 師:
冨田哲郎氏（S49法）
演 題:「エンゲージメントの向上について」
日 時:
2021年7月6日（火）
17:30
開場
18:00～20:00 講演会
会 場:
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:
6月30日（水）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
ご講演者プロフィール:
1951年東京都生まれ。1974年（昭和49年）4月東京大学法学部を卒業後、日本国有鉄道に入社。1987年
4月、国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道に入社。2000年6月取締役・総合企画本部経営管理部⾧。
2003年6月常務・総合企画本部副本部⾧。2008年6月副社⾧。2012年4月社⾧。2018年4月より会⾧。ま
た、2018年より日本経済団体連合会副会⾧。
◎ 東京銀杏会 ZOOM 囲碁の会のご案内とご報告
令和３年６月２７日 囲碁の会幹事 上田比呂志
・２０２０年の２月から新型コロナウイルスにより中止となっていますが、会場である日本棋院有楽町囲
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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。6月26日（土）第13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名の先生と多くの会員が参加されて、大変盛り上
がりました。来月7月10日（土）に予定している次回のZOOM囲碁の会では第2回ZOOM囲碁本因坊戦トー
ナメントを開催予定です。6月の対局ではトーナメント本戦出場を目指して熱戦が繰り広げられました。
・ご参考までに６月２６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。

（敬称略）
1段目左から
（S41法）
2段目左から
3段目左から
4段目左から

上田比呂志（S59法、幹事）鈴木庸夫（S42文、幹事）斎藤毅（S37法）山下東洋彦
篠島秀明（S37法） 金井智子先生 楠田修司（S40法）江波戸哲夫（S44経）
大澤摩耶先生 榛沢知司（S59理）小澤健二（S41経）水田哲明（S48医）
馬亜蘭先生 岡崎一夫（S37法）

◎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｡4
月17日の新宿御苑花見は開催いたしましたが､5月9日の神田明神･湯島聖堂･ﾆｺﾗｲ堂訪問は実施できません
でした｡2021年度のこれからの予定をお知らせいたします｡
2021年度 予定表
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)
11月 7日(日)

高尾山ﾊｲｸ
川越訪問

12月12日 (日)
1月24日(月)
2月23日(水･祝)

三州倶楽部ﾊﾞｻﾞｰ
銀杏会新年会(留学生は招待者のみ)
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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留学生の参加は毎回10名程度で､ｳﾞｫﾗﾝﾃｨｱとの会話を楽しみながら日本の伝統や文化を学んでいただくこ
とができます｡ｳﾞｫﾗﾝﾃｨｱとして参加をご希望の方は次の連絡先にお問い合わせください｡
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
◎定例昼食会
名称 虎ﾉ門昼食会｢二水会｣
虎ﾉ門周辺(霞ヶ関､新橋､赤坂を含む)に勤務する同
窓生を中心とする昼食会を平成7年末に始めまし
た｡今までに270回開催し､学部や学年を異にする
方々にご出席いただいております｡今後も原則とし
て毎月第2水曜日に行いますので､皆様奮ってご参
加下さい｡尚､8月は休会となります｡
次回 ｺﾛﾅの状況を見て可能ならば開催致します｡
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染問題により昨年の3月より休会が
続いておりました｡

銀座昼食会｢三木会｣
銀座周辺に勤務する同窓生を中心とする昼食会で
東京銀杏会創設当初より開催しています｡ｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞ･交通至便の銀座の立地を活かして､趣味人･女
性の多い会を目指しています｡尚､8月は休会とな
ります｡また､参加なさる方は､受付で｢東京銀杏
会｣とおっしゃってください｡
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染問題により､難しいとは思います
が､もしも可能であれば開催することにいたしま
す｡

場所

｢新橋亭新館｣
｢GRILL銀座ﾗｲｵﾝ｣
港区新橋2-4-2
中央区銀座7-9-20 銀座ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ2階
(TEL:03-3580-2211)
(TEL:03-3571-2590)
会費 原則として4,000円(外部から講師を招聘する場合
1,000円程度
その他特別な事情があるときは5,000円)
飲物(ﾋﾞｰﾙ･ｳｰﾛﾝ茶)代込
申込 参加申込は山口国際法律事務所山口三惠子(S45
お申し込みは不要です｡直接会場にお越し下さい｡
法)まで。
ご不明な点は事務局にご連絡下さい｡
TEL:03-3437-6501
東京銀杏会事務局
E-ﾒｰﾙ:m_ym@mte.biglobe.ne.jp
TEL:03-5804-3875
なお､毎回ではありませんが､参加者の何方かにお
E-ﾒｰﾙ:e_hide0922@yahoo.co.jp
得意の､またご興味のある分野のｽﾋﾟｰﾁをしていた
だくことがあります(参加なさった方に必ずｽﾋﾟｰﾁ
をしていただくわけではありませんので､お気軽に
ご参加ください)｡
予定 2021年 7月14日､9月8日､10月13日
2021年 7月15日､9月16日､10月21日
◎神保町懇話会”のご案内
神保町懇話会は、ｺﾛﾅｳｨﾙｽは依然として猛威をふるい､収束見通しも立たない状況ですが､十分なｺﾛﾅ感染対
策を行うことを前提として、ﾘｱﾙの会は本郷の銀杏会事務所で開催し､ｵﾝﾗｲﾝではそれぞれをﾈｯﾄﾜｰｸでつなげ
ます｡本郷でのﾘｱﾙの会では､手洗い､換気など､できる限りのｺﾛﾅ感染対策を行います｡
開 催 日 :2021年7月7日(水) 原則として第一水曜日開催としています｡開催日の約2週間前に､過去に参
加された方を中心に､ﾒｰﾙで連絡をさせていただきます｡
開始時刻 :20時から1時間程度をｺｱﾀｲﾑといたします(途中からの参加､退出は自由です)｡
開催場所 :本郷の東京銀杏会事務所及びｵﾝﾗｲﾝ(本郷の事務所でのﾘｱﾙの会の定員は5名とさせていただきま
す｡先着順です)
会 費 :無料
連 絡 先 :東京銀杏会事務局 秀島鋭介(S51法) 携帯:090-2150-8611ﾌｧｸｽ:03-5804-3876 E-ﾒｰﾙ
:e_hide0922@yahoo.co.jp 参加連絡 :原則として前日までに事務局秀島宛に電話､ﾌｧｸｽ､E-ﾒｰﾙでご連絡く
ださい｡ (注)なお､8月は開催しません｡
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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
いた春風亭昇吉さん(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安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しが､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､下記に
延期開催させて頂きます｡
七月上席(7/1-10)池袋演芸場
七月中席 お江戸上野広小路亭
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)
[6月の開催状況] 6月19日(土)12時30分~14時30分
1.概要
今月は 鈴木廣志･ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ&ﾗﾎﾞ株式会社代表取締役(昭53年薬学部)をお招きし｢植物工場の普及に向けて､
ご紹介と課題など｣と題する講演をいただきました(参加者29名)｡

2.講師紹介
薬学部製薬化学科をご卒業後､昭53年から令和2年まで昭和電工にご勤務さ
れ､ｼﾆｱの時期には｢植物工場｣のご担当として活躍されました｡退社後も引き続
き｢植物工場｣の夢を追求するため技術商社を起業､｢完全人工光型植物工場｣の
普及を目指して活動を続けておられます｡
生まれてから､3年間の上海勤務以外は現在まで一貫して横浜市内にお住まい
で､横浜国立大学附属横浜中学校､神奈川県立横浜翠嵐高校ご出身｡(今回のご
講演を機に神奈川銀杏会の会員になっていただきました｡)
3.講演の概要
(注)｢植物工場｣とは､農水省のHPでは｢施設内で植物の生育環境(光､温度､湿度､二酸化炭素濃度､養分､水分
等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち､環境及び生育のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを基礎として､高度な環境制御と生育予
測を行うことにより､野菜等の植物の周年･計画生産が可能な栽培施設｣と定義されています｡ そして､(1)閉
鎖環境でLED照明などを用いて､環境を制御して周年･計画生産を行う｢完全人工光型｣と､(2)温室等の半閉

6

2021/07

鎖環境で太陽光の利用を基本として､雨天･曇天時の補光や夏季の高温抑制技術等により周年･計画生産を行
う「太陽光利用型」とに分けられています。
(1)植物工場について①植物工場とは
近年の気候変動､地球温暖化等の影響や農薬を敬遠する流れを受けて､植物工場への期待が高まっている｡
2020年の植物工場出荷額は130億円(1.5万ﾄﾝ)で､2015年の3倍増となっている｡2013年から2017年は工
場事業主が販路を拡大､2019年からはｺﾝﾋﾞﾆや外食大手の自己調達が市場拡大に拍車をかけている｡
植物工場の発展には2つの流れがある｡ひとつ目は大型化であり､例えば電力会社が業界をﾘｰﾄﾞするﾍﾞﾝﾁｬｰ
と組んで大型工場に参入するﾓﾃﾞﾙがあげられる｡ふたつ目は､｢店産店消｣のｼｮｰｹｰｽ型や小型化して家庭菜園
へ展開されている｡(当社では､川崎のｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄにある東急REIﾎﾃルに小型工場を設置した。）

(矢野経済 2018年版植物工場の市場実態と将来展望)
(1)②植物工場の姿と収益:調査報告
人工光型も太陽光利用型も最近10年以内に開業したものが多く､前者はﾚﾀｽ､ﾊｰﾌﾞ､苗等が､太陽光型ではﾄﾏﾄ
他の果菜類が主要産品となる｡太陽光型では収支がほぼ均衡化してきているが､人工光型では赤字経営が目
立つ｡
(2)植物工場の原価解析と黒字化のための目標設定 ①原価解析 大手植物工場の生産原価は1,135円/kg｡東
京中央卸売市場の取引価格から販売価格は600~800円/kgが妥当｡
② 目標は｢大きいﾚﾀｽを素早く作る｣
原価に影響するのは生産性(g/㎡/日)と株数(株の大玉化)である｡原価を下げるには､生産性を上げて｢株｣を
大きくすれば良い｡
(3) 黒字化を実現する方法(高速栽培法)として2つの方法を紹介する｡ ①S法は｢赤色LEDと青色LEDを交互
照射するもの｣､②TB法は｢お月様を味方に｣､月の起潮力を応用し24.8時間事に照明のon/offを合わせるも
の｡
③その先､｢自動化への取組み｣ 全自動栽培､全自動搬送のｼｽﾃﾑにS法栽培を組み合わせる｡
(4) その先､付加価値の向上 ⇒ ｢植物が工場･ﾜｸﾁﾝ等｣
①高品質なﾎｳﾚﾝｿｳの周年安定生産をはじめとする､高機能野菜の生産が可能である｡
②露地野菜に比べて細菌数の少ない野菜の生産が可能である｡
③光応答をﾍﾞｰｽとした｢化学反応｣を極め､｢植物が工場｣という世界をつくることが出来る｡
④｢植物が工場｣では､高付加価値の甘草等の医薬品等原料を生産出来る｡
⑤ﾜｸﾁﾝ抗原発現米の作出が可能となり､ｺﾒ型ﾜｸﾁﾝの経口投与で効果的な免疫が得られる可能性がある｡⑥植
物を用いた新規ﾊﾞｲｵ医薬品生産の可能性がある｡
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4.意見交換の模様
参加者から以下のような質問､意見が出され､講師の鈴木様が的確なｺﾒﾝﾄを返していただき､植物工場の意義
と可能性の大きさについて､参加者の理解は大いに深まりました｡
<高速栽培のためのS法(赤色LEDと青色LEDの交互照射)について>
･赤色LEDと青色LEDの交互照射で高速栽培出来るということだが､不思議に感じる｡
･化学(分子)の観点から､何で赤色LEDと青色LEDを交互照射すると高速栽培出来るのか｡また､ﾚﾀｽは夜がな
くても育つのか｡
･日中の赤色LEDと青色LEDの照射時間の最適比率はどのようなものか｡
･高速栽培で早く成⾧した時､ﾚﾀｽの味に変化(うすくなるようなこと)はないのか｡
<黒字化に向けて>
･高くても買ってもらえるものを作ることが重要ではないか｡
･南極越冬隊では呼気で発生する二酸化炭素を利用した例がある｡こうした環境の悪いところ(例えば冬の雪
国など)では多少ｺｽﾄが高くとも利用されるのではないか
･経済産業省で農商工連携の立場で植物工場に携わっていたが､当時から南極昭和基地でやっていた｡ｺｽﾄ高
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はどうしようもないので､ｺｽﾄﾒﾘｯﾄのある販路確保が重要であり､中でも販路直結型に活路があるのではない
か｡
･収量を上げる見地から､ｹﾞﾉﾑ編集の可能性についてどう考えるか｡
･原価の電気代に関して､LEDとは言え､安定して安い電力を確保できる見通しはどうか｡
･既存の施設を利用して植物工場を建設すると新規立上げより建設ｺｽﾄを削減できるか｡
<ﾊﾞｲｵ医薬の可能性>
･ｺﾒを薬･ﾜｸﾁﾝとして使えるとのことであるが､耐熱性はどうか｡
<国際的な視点>
･電力料金が高い日本ではｺｽﾄ的に不利だが､諸外国の発展状況はどのようになっているか｡
･食糧危機｡食料需給の安全保障に､植物工場が果たす役割についてどう考えるか｡
･中国から輸入している生薬の原料を調達するのが難しくなった時に備えて､時間はかかっても国産で作れ
るように､国策として推進してはどうか｡
<植物工場に携わった経験から>
･勤務していた工場で太陽光集光型でﾚﾀｽを生産してみたが､熱で劣化して⾧続きしなかった｡
･以前に稲作工場を作ること提案したことがあるが､残念ながら未だに実現できていないのはなぜか｡ｺｽﾄ面
で問題があるからか｡
･農林関係の仕事をしていたが､植物工場の研究会に参加した際､鈴木講師の話を聞いたことがある｡今後の
展望としては生産性を上げ｢植物が工場｣の世界を目指していくことを期待している｡ (以上文責;岳野)
[7~9月の予定] (講師名､講演ﾃｰﾏ､講師ご略歴を記載｡)
[7月17日] 児玉 龍彦 様 ｢新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽについて身を守るために知っておくべき知識｣
略歴:1977医 東大先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ/がん･代謝ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ､ 東京大学名誉教授
[8月21日] 夏休みにより休会
[9月18日] 藤井 眞理子 様 ｢変わる金融とFinTech(仮)｣ 略歴:1977経 東京大学名誉教授
[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
◎ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会
歴史散歩の会では第1回｢江戸の街から見た江戸城｣､第2回｢江戸四宿その1 概要および品川宿｣､第3回｢千住
宿｣を開催し､浮世絵､切絵図､写真等を駆使したﾊﾞｰﾁｬﾙ散歩を楽しんでいただきました｡
第4回ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会｢中山道･板橋宿｣を下記要領で開催いたします｡期日(7月11日)が迫っていますが､
まだ参加を受け付けていますので興味のある方は下記幹事までお申し込みください｡
講師/Zoomﾎｽﾄ:鈴木俊也(tosh1ya0077@gmail.com) Zoomﾎｽﾄ豊吉誠治(toyoshi0605@yahoo.co.jp)
【開催要領】
7月11日(日) 入室 12:15頃~
講演 12:30~13:30 意見交換等 13:30~14:00
板橋宿は江戸四宿の一つであり(他は品川宿､千住宿､内藤新宿)､江戸の玄関口として､重要な役割を果たし
ました｡また､板橋宿に接して加賀藩前田家の広大な下屋敷(江戸に所在する大名屋敷で最大の広さ)があり､
主に前田家の別荘として使われていました｡
その他､板橋宿の多くの魅力を皆様とともに楽しんでまいりたいと思います｡
〇板橋宿(下板橋村内に成立したので下板橋宿とも)とは
⾧さ1.7km､家数475軒(天保2年(1831))､人口2448人(天保14年(1843))
めしうり
宿場の大多数の住民は旅籠(平旅籠､食売旅籠)･茶屋･料理屋･居酒屋･髪結･湯屋･質屋などの商売をしていま
した｡(旅籠の数→54軒､飯盛女の人数→150人)
それぞれに名主が置かれた3つの宿場の総称であり､上方側(京側)から､
かみしゅく
･上 宿 (現在の本町)[名主･板橋家]
なかしゅく
･仲 宿 (なかじゅく､中宿とも｡現在の仲宿) [名主･飯田家]
ひらおしゅく しもしゅく
･平尾宿(下 宿 とも｡現在の板橋)[名主･豊田家]
そして本陣1軒(仲宿･飯田家)､脇本陣3軒(上宿板橋家､仲宿飯田家､平尾宿豊田家)が置かれていた｡板橋宿の
と い や ば かんめあらためしょ
中心は仲宿で､本陣､問屋場､貫目改所がおかれていた｡上宿と仲宿の境目は地名の由来となった｢板橋｣が架
かんみょうじ
かる石神井川であり､仲宿と平尾宿の境目は観明寺付近であった｡

9

2021/07

〇行程
①JR板橋駅東口 ②近藤勇墓所 ③平尾一里塚 ④平尾追分(中山道から川越街道が分岐)
⑤加賀公園(加賀藩下屋敷築山跡) ⑥東光寺(宇喜多秀家供養塔)
⑦観明寺(寛文元年の庚申塔､加賀藩下屋敷からの稲荷社) ⑧平尾宿脇本陣
⑨板橋観光ｾﾝﾀｰ(観光情報拠点) ⑩編照寺(馬つなぎ場) ※ここでちょっと一服(菓匠 新月堂)
⑪板橋宿本陣･飯田家 ⑫水村玄洞家(高野⾧英ゆかりの地) ⑬文殊院(飯田家菩提寺､遊女の墓)
宿脇本陣 ⑮石神井川･板橋
⑯縁切榎 ⑰板橋本町駅(都営地下鉄三田線)

⑭仲

①JR板橋駅東口
いさみ
②近藤 勇 墓所(寿徳寺の境外墓地) [東京都北区指定文化財]
近藤勇率いる新選組は慶応4年(1868)1月の鳥羽･伏見の戦いで敗れ､幕府軍
た｡3月､幕府から甲府城奪還を命じられ､甲陽鎮撫隊と改名して甲府に向か
戦いで板垣退助率いる新政府軍に敗れ敗走する｡4月下総国流山(千葉県)に
日近藤勇は捕縛されてしまう｡そして中山道を通って板橋宿に入っていた新
ともさだ
督府軍･総督は岩倉具定=岩倉具視の次男)まで護送され､仲宿の本陣で取り
宿の脇本陣の豊田家にしばし留め置かれた後､4月25日宿場外れの馬捨場
たりのｸﾇｷﾞ林)で斬首された｡(33才) 首は京都･三条河原で晒され､胴体は今
たが､明治9年(876年)､隊士の一人であった永倉新八らによって(新政府の
歳三とあわせ)墓が造立された｡以降､毎年命日の4月25日前後になると供養
要が行われている｡[因みに3/13､14西郷隆盛と勝海舟の会談､4/11江戸城
③平尾一里塚
幕府は五街道の1里(約4 km)ごとに一里塚を設置した｡
一里塚の大きさは5間(約9 m)四方､高さ1丈(約1.7 m)に土を盛り上げてつ
上には榎などの木が植えられ､木陰で旅人が休息を取れるように配慮されて
旅人にとっては行程の目安であり､人馬にとっては荷駄賃を決める距離の標
日本橋から2里(約7.9km)の平尾宿には道中2つ目の一里塚があり､切絵図
記されている｡
今は喫茶店(｢ｹﾙﾝ｣)と不動産屋(｢Century21｣)があるあたり｡
○平尾宿
板橋宿の3つの宿場(上宿､仲宿､平尾宿)のうち一番江戸に近い宿場｡切絵図
名があるが､今は平尾の地名は残っていない｡ただし､商店街が｢平尾宿｣等
いる｡
また平尾追分(下記④)の交差点に平尾交番がある｡

④平尾追分(中山道から川越街道が分岐)
平尾宿あたりで中山道から脇往還の川越街道が分岐しており､平尾追分と

扇谷上杉家の家臣･太田道灌は江戸城と川越城を築き､2つの城
して川越街道を開いた｡

⑤加賀公園(加賀藩下屋敷築山跡)
加賀藩下屋敷(平尾邸)は21万8000坪(72万㎡､東京ﾄﾞｰﾑ15個分｡金沢の兼六園の約7倍)で､江戸に所在する大名屋敷で
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邸だった｡広大な敷地の中には石神井川が流れ､築山や石､滝などが配
回遊式庭園)
として使われていて､藩主と家族が散策し､鷹狩りや園遊会も催され
の休息や送迎の場､中山道を通って江戸へ入る際の装束替えの場にも
名･装束屋敷)
国許からの物資の荷受や倉庫としての役割や幕末期には大砲の製造
しても使われた｡
なお､中山道をまっすぐ江戸に向かうと､加賀藩の中屋敷(文京区駒
義園に隣接する住宅街)､上屋敷(文京区本郷､現･東京大学)がある｡
○加賀藩下屋敷は明治に入ると陸軍東京第二造兵敞となり､今はほと
加賀公園(築山跡)にわずかに下屋敷の痕跡を残すのみである｡
(加賀一丁目､加賀二丁目､金沢橋など地名にもわずかに名残りを残している)
⑥東光寺(宇喜多秀家供養塔)
室町時代の創建｡浄土宗｡芝･増上寺の末寺｡
もとは船山(今の加賀公園のあたり)にありましたが､加賀藩下屋敷の拡張に
きた｡
関ヶ原合戦で敗れた宇喜多秀家は一族共々八丈島遠島となり､秀家は八丈島
藩前田家は､藩祖･前田利家の五女･豪姫が宇喜多秀家の正室だった関係で､
に対し､江戸時代を通じて米や衣類･金銭などを送って援助し続けた｡

明治2年(1869年)2月､新政府は宇喜多家の流罪を免じ､加賀藩に宇喜多一族の扶助を命じました｡翌年には宇喜多家(
人が八丈島を離れ加賀藩に身を寄せ､下屋敷内で2万坪の土地を与えられ､農業に従事したりした｡秀家の供養塔は､こ
考えられる｡なお､一族の多くは生活環境の変化になじめずに､その後八丈島に
と｡境内には寛文2年(1662)造立の庚申塔と石造地蔵菩薩坐像もある｡
申塚)
中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと｡
続けた記念に建立されることが多い｡
庚申講(庚申待ち)とは､人間の体内にいるという三尸虫(さんしちゅう)(頭､腹､
悪い虫)が､庚申(60日に1回)の日の夜寝ている間に天帝にその人間の悪事を報
ることから､それを避けるためとして庚申の日の夜は夜通し眠らないで天帝や
剛を祀り､勤行をしたり宴会をしたりする風習｡
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かんみょうじ

⑦観明寺(寛文元年の庚申塔､加賀藩下屋敷からの稲荷社)
室町時代の創建｡真言宗豊山派｡
江戸時代､板橋宿の寺として多くの人々の信仰を集めた｡
○庚申塔→寛文元年(1661)の造立
○山門(赤門)→加賀藩下屋敷の通用門を移設｡
○稲荷社も加賀藩下屋敷から移設｡
○明治6年､当時の住職が成田山新勝寺から不動明王を勧請し不動堂を建立､
て宿場の活気を取り戻そうとした｡

⑧平尾宿脇本陣
平尾宿の脇本陣豊田家の屋敷跡｡豊田家は代々市右衛門を世襲し､名主も兼ね
れるまでの間20日間ここに監禁された際､幼い娘の｢おとよ｣によくなつかれた
また､江戸時代に見世物となったﾍﾟﾙｼｬ産のﾗｸﾀﾞが逗留したこともあった｡

⑨板橋観光ｾﾝﾀｰ(観光情報拠点)

⑩編照寺(馬つなぎ場)
江戸時代､境内が板橋宿の馬つなぎ場で､常時50頭の馬が用意されて
馬つなぎ場は､街道の宿場ごとに設置が義務づけられたもので､幕府
の輸送･運搬のための継立馬がつながれていた｡
明治に入ってからも明治40年(1907)頃まで､馬市も開かれていたと
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※ここでちょっと一服(菓匠 新月堂)

⑪板橋宿本陣･飯田家
代々新左衛門を世襲した本陣飯田家の屋敷跡｡参勤交代で通行した大名や幕
士､僧や公家などが休憩した｡広さ97坪､門構え玄関付きの屋敷だったとのこ
中山道を往来する大名家は前田家をはじめ30家におよんだ｡本陣という名前
将の本営のことを言い､これから転じて参勤交代の大名が宿泊する高級旅籠
ようになった｡
･本陣→飯田新左衛門家(分家)
･名主･脇本陣→飯田宇兵衛家(本家)
近藤勇はここで取り調べを受けた｡

⑫水村玄洞(⾧民)家(高野⾧英ゆかりの地)
高野⾧英(文化元年(1804)~嘉永3年(1850))は江戸時代後期の蘭学者｡天保8年(1837) 日本人漂流民の送還等のため
ﾓﾘｿﾝ号に対し､幕府が異国船打払令に基づいて砲撃を加えて追い返す事件が発生した(ﾓﾘｿﾝ号事件)｡
この幕府の政策に対し批判を行った渡辺崋山(慎機論)､高野⾧英(戊戌夢物
される｡(蛮社の獄)
永牢終身刑の身となった高野⾧英だが､弘化元年(1839) 小伝馬町牢屋敷の
り放しのときに脱獄､各地を転々とする中で､一時､高野⾧英の門人であり､板
を営んでいた水村玄洞(⾧民)宅に匿われる｡
玄洞は身の危険を知りながら一両日⾧英を奥座敷に匿った後北足立郡尾間
門で実兄の医師高野隆仙 宅へ人をして逃れさせた｡
⾧英はその後郷里水沢に老母を尋ね､さらに江戸､近畿､四国､九州と逃亡生活
硝酸で焼いて､偽名で再び江戸に舞い戻ったが､嘉永3年(1850)青山百人町の
に襲われて自殺した｡

⑬文殊院(飯田家菩提寺､投げ込み寺(遊女の墓))
江戸時代の初期に延命地蔵のお堂を寺院にしたと言われている｡真言宗｡
墓地左手に板橋宿名主の飯田家の墓所があり､最も古いものには寛永6年(1629)の銘がある｡
少し奥には板橋宿の食売旅籠の遊女たちの墓がある｡墓誌には文化･天保･嘉永などの年号や｢永代祠堂料金拾両｣など

⑭仲宿脇本陣(飯田総本家)
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代々宇兵衛を世襲し､板橋宿仲宿の名主を務めた脇本陣飯田家の屋敷跡｡幕末には14代将軍家茂へ降嫁する
和宮が宿泊し､また明治初年に大宮氷川神社に行幸する明治天皇が休憩した｡
⑮石神井川･板橋
板橋の地名の由来となった橋｡
昔は､まさに板でできた橋で､大きな弧を描いた太鼓橋だ
った｡

昭和7年､ｺﾝｸﾘｰﾄ橋に改修され､さらに昭和
47年現在の橋が架橋された｡
ｺﾝｸﾘｰﾄ造りの欄干には､一応木目が刻まれて
いる

⑯縁切榎
板橋宿の薄気味悪い名所として旅人に知られていたのがこ
の縁切榎｡
(現在の榎は三代目)この木に祈ると男女の縁をはじめ悪縁
が切れる､さらには断酒､難病治癒といった願い事がかなう
という信仰が今でも続いている｡(榎の樹皮を削って茶や酒
に混ぜ亭主に飲ませると離縁がかなう､とか)
この木の下を嫁入り行列が通ると縁が切れてしまうとの言
い伝えから､文久元年(1861) 皇女和宮が14代将軍徳川家
茂に降嫁するために中山道を下向し､板橋宿に宿泊した際､
行列は､縁切り榎を迂回して通過した｡(10代将軍家治に嫁
いだ五十宮､12代将軍家慶に嫁いだ楽宮も同様)

⑰板橋本町駅(都営地下鉄三田線)
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◎ 三火会
７月例会（Ｚｏｏｍ方式）開催のご案内。
日時:７月２０日（火）１５時
話題:
「SDGsに向けての食品企業の取り組み」
Speaker: 豊吉誠治（５３工５５修）氏
Zoom指導者:林 縝治（４０理４５理博）氏
〇７月２０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７月１０日位まで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!!７月１２日に参加者名簿を確定致します。
◆８月以降の予定
〇８月例会（2021/８/１７火）休会（コロナ猛威により納涼会中止）
〇９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
〇10 月例会（2021/10/19 火 15 時）
「瀧川謙司（３９法）氏 「Xー１」
〇１１月例会（2021/１１/１６火 15 時）斎藤毅（３７法）氏「Xー２」
〇１２月例会（2021/１２/２１火 15 時）天野浩（３２工）氏「Xー３」
●連絡係 中島敏（３１育３７法）０９０－１８１３－６５１１binnakajima@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
2016 年に僅か数名で発足した気功の会が､この 5 月
に晴れて 5 周年を迎えました｡発足時は三土会の下部組
織として､毎月 1 回三土会終了後に開催しておりました
が､以後三土会前の 9 時からに､更に毎月 2 回の開催と
なり､会員の親睦と健康増進に努めて参りました｡講師の
大畑先生には当初からﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで懇切丁寧なご指導を頂
いており､会員も少しずつ増加して現在ご常連だけで 16
名となりました｡
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最大のﾋﾟﾝﾁはｺﾛﾅ発生の為､昨年の 3･4 月と休会を余儀なくされたことです｡このままだと自然消滅の危惧
もあったことから､起死回生の手段として zoom による開催を企画し､講師の先生のご快諾を得て 5 月より
復活させました｡最初は見様見真似でおぼつかない面もありましたが､交通面等の煩雑さが解消され気軽に
参加出来ることから参加率も向上｡更には講師のご好意により毎週土曜日の開催となり､ｺﾛﾅに打ち勝つ免疫
力を養うべく練習(練功)に励んでおります｡
記念すべき 5/22(土)には､練功後の懇親会に銀杏会会員である参遊亭遊助様(豆生田信一様)をお招きし､落
語｢酢豆腐｣のご口演を楽しみました｡更には女性陣による､薔薇を手にした｢ﾊﾞﾗが咲いた｣の合唱で盛り上が
り､ﾗｽﾄは応援団ご出身の会員様先導による｢ただ一つ｣で好評裡に終了しました｡
今後も健康増進を目標に 10 周年･15 周年を目指して地道に活動していきたいと思っております｡大畑先
生のﾓｯﾄｰは｢来るものは拒まず､去るものは追わず｣ですので､これを機会にご参加を希望される方は下記幹
事まで､｢お名前､卒業学部･年次･ご連絡先｣を添えてお申込下さい｡
尚､女性会員も現在 3 名おりますので､女性の方も気楽にご参加下さい｡(当面 zoom 開催を継続します｡因
みに｢お試し参加｣は無料､継続される場合は月 500 円の会費を頂きます)
幹事:奥出信一郎(58理63博):Tel/Fax045-866-1859 :E-Mail.YRX02226@nifty.com
副幹事: 福山 隆幸 (53法):t-fukuyama1521@jcom.zaq.ne.jp
講師 大畑 敏久 (39教養)日本智能気功学院認定指導員､気功歴26年
鎌倉淡青会
◎活動の概要
鎌倉淡青会は､社会貢献としての市民公開講座(公開ｾﾐﾅ―)､会員対象の年次総会(講演会･懇親会併催)･新年
会(講演会･懇親会併催)､三金会(定例昼食会)･見学会の 4 つの全体行事､ならびに歴史散策･淡碁会(囲碁)･
ｺﾞﾙﾌ同好会･ﾃﾆｽ同好会･坐禅会･街道を歩く会･ｸﾗｼｯｸ音楽演奏･包丁淡青(深訪編)･書道教室･ｽﾄﾚｯﾁ･ｳﾞｫｲｽﾄﾚｰ
ﾆﾝｸﾞの 11 の同好会を通して､社会貢献や会員相互の交流と親睦を図っています｡これらの活動については､
地域同窓会会員の方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｡活動の詳しい内容と連絡先
や会費等は鎌倉淡青会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.kamakura-tanseikai .com/)に掲載されていますので､そち
らをご参照いただき､ご遠慮なくご参加をお申し出ください｡なお､現在､鎌倉淡青会活動のうちの幾つかは､
新型ｺﾛﾅ感染防止のために､一時休会中あるいは延期となっています｡
◎年次総会の開催結果のご報告
鎌倉淡青会令和 3 年度年次総会を 6 月 19 日に Zoom による Web 総会形式で開催しました｡
今年度の総会は､淡青会初めての Web 総会であり､総会当日の議事審議の時間制約と Zoom 操作の煩雑さ
を避けるため全会員に総会資料をﾒｰﾙ送付(一部会員には郵送)の上､事前質疑をお願いしました｡審議事項
は､活動報告及び活動計画･会計報告及び予算案･監査報告･会則修正･令和 3 年度役員案が提案され､提案通
り､承認･議決されました｡
なお､主要な役員の交代は以下の通りです｡
･退任役員 : 吉田和彦(名誉会⾧)山﨑和男(顧問)田淵勤也(顧問)
･新任役員 : 立松修(会⾧)大西勛(副会⾧)瀬戸操(副会⾧)池戸誠二郎(副会⾧)
また､会員参加者は 61 名､ご来賓は以下の 8 名でした｡
･東京大学 : 津田副学⾧ 丹下副学⾧ 上別府社会連携本部ｴｸｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
･地域同窓会連合会 : 岡崎代表幹事 ⾧嵜事務局⾧
･銀杏会 : 森田東京銀杏会会⾧ 松永神奈川銀杏会事務局⾧ 露無埼玉銀杏会代表幹事
年次総会終了後､東京大学先端科学技術ｾﾝﾀｰ池内恵教授
（右写真）による｢中東の新しい秩序｣というﾀｲﾄﾙで､中東
の新しいとらえ方･考え方についての講演をいただきまし
た｡
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年次総会 Zoom 参加者

◎7 月の活動予定のご案内
1.三金会:
昨年の5月度よりｵﾝﾗｲﾝ会議方式で再開しています｡毎回数十人の参加者があり､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ました｡過去の実績および今後の予定を､前後2か月分まで以下に示し
ます｡
04.16 30年にわたる停滞から抜け出せるか

森元 恒雄 (45法 )

05.21 仏像彫刻に出会って四半世紀

鈴木 庸夫 (42文)

06.18 超新星爆発からﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙまで

⾧瀧 重博 (H05 理)

07.16 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の安全性

南谷 崇 (44工)

08.20 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ物語

鈴木 浩 (44工)

2.ﾃﾆｽ同好会:
7月1日･7日･15日･21日 8:30~10:30 又は 9:00~11:00 笛田公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
7月2日･9日･16日･23日･30日 8:30~10:30 又は 9:00~11:00 葉山町南郷上ﾉ山公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
(ﾃﾆｽへのお誘い)
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｡
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)
3.坐禅会:
令和2(2020)年2月19日(水)開催の第294回坐禅会を最後に､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大に対処して休会が続
き､年2回(春､夏に)直日の和尚さんとの懇談会も同様でした｡坐禅会発足15年の歴史で初めてでした｡
しかし､ここにきて坐禅会開催場所の居士林がある円覚寺でも､参加人数を制限するなど三密回避の感染予
防を前提にして坐禅会開催の動きが出てきました｡そして､これまでの坐禅会開催場所の居士林(東京の牛込
にあった柳生流の剣道場を柳生徹心居士が昭和3(1928)年に寄贈､移築)は流石に老朽化し､居士林再建の動
きが現実となって来たので居士林の近くにある選仏場(*)を会場として､我々の坐禅会も再開を検討するこ

17

2021/07
とになりました｡新しい日課､参加人数制限､参加費値上げ､その他について今月(7月)中に会員諸兄諸姉に諮
り､承諾が得られれば9月には再開の運びとしたいと考えております｡
*選仏場(せんぶつじょう=七堂伽藍の古い配置形式における坐禅場で､今は薬師如来が祭られていま
す｡下写真）

4.書道教室: 7月8日(第2木曜日) 通常教室 10:00~14:00 雪堂美術館(北鎌倉)
5.ｽﾄﾚｯﾁ: 7月12日･26日 各2ｸﾗｽ(9:00~10:30､10:30~12:00) ｽﾍﾟｰｽ野の花(鎌倉)を会場として開催
されます｡なお､ﾜｸﾁﾝ注射1回以上接種の方は､ﾏｽｸなしでのﾚｯｽﾝを検討中です｡
6.ｳﾞｫｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ: 7月6日(第1火曜日) 13:30~ Zoomによる｢ｳﾞｫｲﾄﾚZoom会｣を開催
（注１）
市民公開講座は､令和3年度講座開講に向け検討中です｡
（注２）
歴史散策は､ｺﾛﾅと猛暑を考慮し､9月再開を検討中です｡
（注３）上記以外の全体行事､同好会は､ｺﾛﾅ感染防止を考慮し､一時休会中あるいは延期です｡
◎６月の活動状況のご報告
１．三金会
6 月 18 日(金)の話題提供は国立研究開発法人理化学研究所 ⾧瀧天体ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ研究室主任研究員 ⾧瀧
重博 様(⾧瀧重義会員のご子息)による ｢超新星爆発からﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙまで｣ であり､参加者は 52 名でした｡
講演は重力崩壊型超新星や中性子星､自然界の 4 つの力など宇宙論の基本知識の解説から始まり､次に
これらの現象の数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの本論に移りました.数値解析ではｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀが出した結果を見て､数
式や入力条件を何度も繰り返し変更し納得できれば､それを観測結果と照合して真実を明らかにするﾌﾟ
ﾛｾｽが紹介されました.ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀは研究の主役でなく､研究者の有用なﾂｰﾙであることを再認識させ
られました.宇宙論には青年期の科学探求心を呼び戻す魔力があるようで講演終了後にはﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ宇宙
論からﾀﾞｰｸﾏﾀｰ､真空の相転移に至るまで活発な質問が相次ぎ､盛会裏に終えることができました.
なお､本年 5 月より神奈川銀杏会と相互交流を進めています｡今回は豊吉誠治 会⾧､福山隆幸 副会⾧､
奥出信一郎 副代表幹事にご参加頂きました｡
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2.ﾃﾆｽ同好会
笛田公園ﾃﾆｽｺｰﾄにおいては､6 月 3 日=9 名､9 日=9 名､17 日=雨天中止､23 日=10 名の参加状況でした｡
また､葉山町南郷上ﾉ山公園ﾃﾆｽｺｰﾄにおいては､6 月 4 日=雨天中止､11 日=11 名､18 日=9 名､25 日=13
名の参加状況でした｡
3.書道教室
6 月 10 日に､通常の教室を雪洞美術館(北鎌倉)で開催し､4 名が参加しました｡
4.ｽﾄﾚｯﾁ
消毒液･窓開放･ﾏｽｸ着用･各ｸﾗｽ最大 5 名予約制などの感染対策を実施して活動中で､6 月の参加者は以
下の通りでした｡
第 161 回 6 月 14 日 参加者早番 4 名 遅番 5 名 合計 9 名
第 162 回 6 月 28 日 参加者早番 5 名 遅番 5 名 合計 10 名
5.ｳﾞｫｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
当教室は､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 による会が開かれており､その第 6 回目が 6 月 1 日に開かれ､17 名(含先
生)が参加しました｡今回常連ﾒﾝﾊﾞｰ 4 名が欠場したのは寂しい限りですが､1 名新規入会がありました
のはうれしいﾆｭｰｽです｡先ずは喉を慣らすための発声練習から始まり､先生のﾋﾟｱﾉと先生のお嬢様の歌
に合わせて唄いました｡先月の主題は山田耕筰でしたが､今月は中山晋平の歌を 6 曲です｡｢背くらべ｣･
｢しゃぼん玉｣･｢黄金虫｣･｢兎のﾀﾞﾝｽ｣･｢あめふり｣･｢証城寺の狸囃子｣の歌の後､東大野球部 OB の杉山守
久会員より｢65 敗｣を食い止めた東大野球部の最近の状況をお話しいただき､感涙に咽び(?)ました｡会
員各位の新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種状況はまちまちで､全員の免疫が有効となるのは､もう少し時間がかかりそう
です｡従い､しばらくは論語会館教室には戻れそうもありません｡(写真は 6 月 1 日の会です｡)
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関
◎関西東大会新会⾧挨拶

西

東

大

会

関西東大会 会⾧ 鈴木博之(昭和 44 年 工学部卒)

･2月7日開催の第35回総会にて､北前会⾧の後任として8代目関西東大会会⾧に就
任致しました､工学部卒の鈴木博之でございます｡現在丸一鋼管代表取締役兼CEO
を務めており､今まで社業と重なる事が多く､あまり関西東大会の活動も十分には
出来ておらず､北前会⾧のように職責を果たし､皆さんにご満足いただけるか不安
がありますが､副会⾧､代表幹事､幹事を始め会員の皆さんの協力を得ながら､決意
新たに一層の努力を致す所存でありますので､関西東大会をさらに盛り上げるべ
くご支援宜しくお願い申し上げます｡
まず少し私の経歴をご紹介いたします｡
･私は東住吉区の喜連町に生まれ､学芸大学附属(現大阪教育大学附属)平野小学校及び中学校で学んだ､府立
天王寺高校の卒業生です｡大学卒業後は住友商事に入社､11年間在籍のうち6年のﾌﾞﾗｼﾞﾙ勤務を経験しまし
た｡1980年に丸一鋼管に転職し､米国勤務や東京勤務を経て大阪に戻り､社⾧業10年､会⾧は8年目を迎えま
す｡これから転勤がある訳ではなく根からの大阪人ですので､今回のご指名となったように感じております｡
頑張ります｡
･さて､この1年間は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大の影響を受け､同窓会活動も思うように行うことが出来ませんで
した｡東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開催やﾜｸﾁﾝ接種が皆さんに行きわたるまで､移動や交流の制限が継続します
が､出来ないことを嘆くのではなく､Webなどを活用すると世界中どこでもすぐにつながる時代となりまし
たので､ﾘｱﾙとﾊﾞｰﾁｬﾙをうまく融合し､幅広い年代に支持されるようﾊﾞﾗｴﾃｨｰに富んだ活動を企画し､当同窓会
の活動目的であります｢親睦交流｣｢母校支援｣｢社会貢献｣｢自己啓発｣を果たしてゆきたいと考えております｡
皆さんには感染対策を講じたうえで､ﾃﾆｽ､囲碁､料理教室､旅行､ｺﾞﾙﾌなどの独自活動の再開をご検討願いた
いと思います｡
･また当会会⾧は､東京大学校友会及び東京大学地域同窓会連合会の副会⾧に慣例として就任いたしますの
で､これらの団体に参加･協力をすることにより､母校との絆を深め､東京大学の発展を支援しつつ､当関西東
大会の存在をｱﾋﾟｰﾙしていく所存であります｡
･一方､当関西東大会の会員数は現在400名弱ですが､会員数の増強､特に若手会員を増やしたいと願ってお
り､今後勧誘活動に力を入れていきますが､皆さまにも新会員勧誘で是非ともご協力賜りたくお願い申し上
げます｡

21

2021/07

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
なｲﾍﾞ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 今後のｲﾍﾞﾝﾄについて

令和 3 年 7 月以降の活動予定は､以下の通りです｡
7月
3 日(土)

関西茶話会
｢文楽に描かれた<歴史>―時代劇と時代物は何が違うのか―｣(14:30~講演 中央電気倶楽
部)

久堀 裕朗氏(大阪市立大学大学院文学研究科言語文化学専攻教授)
9 日(金)
夕食会 ｢地域における芸術文化活動と大学の役割｣(18:00~食事､18:50~講演 学士会館)
平田 ｵﾘｻﾞ氏(劇作家･演出家/兵庫県立芸術文化観光専門職大学学⾧)
21 日(水)
午餐会 ｢渋沢栄一について語ろう｣(12:30~食事､13:20~講演 学士会館)
樺山紘一氏(渋沢栄一記念財団理事⾧/印刷博物館館⾧)
※現在予定しているｲﾍﾞ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 旬彩寿司割烹｢二色｣で｢土用の丑の日｣鰻はいかがですか?

土用は雑節(季節の変化の目安とする日)のひとつで､立春､立夏､立秋､立冬の前の約 18 日間を指します｡
この期間中で十二支の丑にあたる日が｢土用の丑｣で､今年は 7 月 28 日(水)です｡夏の土用は立秋前を指し､
丑の日に｢ｳﾅｷﾞを食べれば夏ﾊﾞﾃしない｣といわれています｡旬彩寿司割烹｢二色｣では､店内飲食の他､お持ち
帰りもご予約承っております｡鰻を食べて夏ﾊﾞﾃ知らず!
期間:(店 内 ﾗ ﾝ ﾁ)7 月 20 日(火)~7 月 28 日(水)
(ﾃｲｸｱｳﾄ)7 月 1 日(木)~8 月 31 日(火)
ﾒﾆｭｰ:うな丼 3,200 円/うな重 4,100 円/うな重博多 5,980 円/
ﾐﾆうな丼蕎麦御膳 3,250 円ﾗﾝﾁのみ)･ﾐﾆうな丼天蕎麦御膳 3,850 円(･ﾗﾝﾁのみ)
※価格は全て税込みです ※国産の鰻を使用しています
ご予約･お問い合わせは､旬彩寿司割烹｢二色｣(TEL:03-3292-3960)まで｡

3 学士会館の恩人･渋沢栄一を想う…｢和牛すき焼き懐石｣のご案内

NHK 大河ﾄﾞﾗﾏ｢青天を衝け｣の主人公､渋沢栄一は､学士会館建設の際に､多額の寄付をしていただいてい
ます｡そんな氏の功績をたたえる意味を込め､旬彩寿司割烹｢二色｣では､渋沢栄一特別ｺｰｽをご用意致しまし
た｡渋沢栄一に因んだ食材をふんだんに使用した本ｺｰｽ､ぜひご賞味ください｡
期間:7 月 1 日(木)~7 月 31 日(土)
料金:10,000 円(税込み)※ﾗﾝﾁ･ﾃﾞｨﾅｰどちらでもお召し上がりいただけます
詳細:https://www.gakushikaikan.co.jp/special/sibusawaeiichi/
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ご予約･お問い合わせは､旬彩寿司割烹｢二色｣(TEL:03-3292-3960)まで｡
4 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ﾋﾞｽご案内☆
良縁倶楽部会員の情報を閲覧できる｢情報閲覧･登録ｻｰﾋﾞｽ｣を開始!
･良縁倶楽部に入会され､情報登録をされた方のみ､｢情報閲覧ｻｰﾋﾞｽ｣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｡
･登録内容のﾃﾞｰﾀは､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
となく本ｻｰﾋﾞ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｡
<情報閲覧のｻｰﾋﾞｽ手順>
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｡

(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
人
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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）

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

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）

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）

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：工藤朋（03工・わしの
尾）

東京銀杏会（1995/1500)
会長：森田富治郎（64法・第
一生命顧問）
連絡：未定

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)

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）

*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）

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）

*富山淡青会（1985/150)
会長:武内繁和(82法・会社
役員）
連絡：米田篤史

京都東大会(2002/190)
2018/1/1より
会長:太田譲二（71経・黄桜
会長）

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：立松修(予定・64経)連
絡：野口 仁（71工）

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
部電力取締役会長）
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7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）

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）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市長）

山口東大会(2014/120 )
宮崎赤門会(2014/120)
会長：二井関成（72法・前県 会長：日野直彦（７８法・弁護
知事） 幹事：(山口)西富一平(９ 士）
６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（８４育）

連絡：横山幸子 （８５育・県
庁）

徳島東大会(1995/150)
会長: 桐野豊(６７薬・前徳
島文理大学学長）
連絡：里正彦(85経・阿波銀
連絡：田中伸（77法・弁護士） 行）＃東京大学徳島県人
会：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
関西東大会(1987/410)
香川銀杏会(2002/165)
会長:水野一郎（64工・金沢工 会長:鈴木博之（６９工・丸一 会長: 松井孝嘉（67医・病
業大副学長）
鋼管会長）
院長）
連絡：（石川）藤木慎太郎(08 連絡：河野裕亮（７８経）
連絡：加藤宏一郎（88経・地
工）(東京）小林博重（76法・会
元放送会社役員）

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

福井銀杏会(2002/90)
兵庫東大会(1999/120)
愛媛赤門会(2010/140)
会長:栗田幸雄（55法・元県 会長:西村文茂(72法・弁 会長: 確認中
知事）
護士）
連絡：玉井真一郎(８５経・会
連絡：久保文孝（92法・会社 連絡：河野真悟（96工
社役員）
役員）
退）
山梨銀杏会(2006/50)
奈良東大会（2005/60)
高知東大会(1995/60)
会長: 島田眞路 （77医・山 会長:木部義人(65法/会社 会長 磯部雅彦(75工・高知
梨大学学長）
役員）
工科大学理事長）
連絡：風間正利（１０・新領域 連絡：安藤昌司（92文・弁護 連絡：矢野公士（95法・弁護
創成科学・修）
士）
士）
①松本赤門会(1981/45)
和歌山赤門会(1970/100) ①福岡銀杏会(1999/430)
会長:帯刀益夫（66薬・東北大 会長: 田辺善彦（66法・弁 会長：石原進（63法・ＪＲ九
学名誉教授） 連絡：横沢敏 護士）
州相談役）連絡：惣福脇 学
（88文・会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会社 （04経・九電）
②*長野赤門会(2006/130） 経営）
②北九州の集い(2006/140)
会長: 山浦愛幸(69農・地銀
世話人：岡本稔（６７工）
役員）
東京大学同窓会連合会
〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学 第二食堂一階
TEL 03-5804-3875 FAX 03-5804-3876 E-mail:nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

福島東大同窓会
連絡：守岡宗憲（99法・県
庁）
注）活動休止中

社経営）

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）
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）
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）

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）

（特別会員）
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

会長：吉川弘之 代表幹事：岡崎一夫 事務局長：長嵜新一 事務：井上法子
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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

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
「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

福島県福島市 (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）
。福島市 役
唯一の造り酒屋。 http://www.kinsuisho.com/
(S63/養)

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
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
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 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・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/

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）

25

2021/07

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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