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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8月 以降
連合会事務局 夏季休業
連合会開所記念懇話会

8月10日(火)~16日(月) ｡8月17日よ
り始業
中止

連合会事務局

東京大学音楽部管弦楽団 ｻ 【長野公演】 2021年8月4日(水) 実施 ｻﾝﾄﾐｭｰｾﾞ上田
ﾏｰｺﾝｻｰﾄ2021
【東京公演】 2021年8月6日(金) 実施 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ
ｺﾛﾅ陽性者が出た為､神奈川公演(8月9日)､関
西公演(8月11日)中止｡

関西東大会 夏の講演会

8月22日(日)15:00~17:00

ZOOM 開催実施 (講師:元 NHK 松本
和也氏)

東海銀杏会 8月例会

8月30日(月) 中止

講演会:｢東海地区の経済情勢につい
て｣(仮題)東海財務局長 水口 純 様

福岡銀杏会第 22 回総会

書面開催(9 月 17 日返送期限)

栃木銀杏会総会

中止

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
東京大学基金活動報告会
2021

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

9月25日(水)13:00~15:30

ZOOM開催

連合会全国大会

10月15日(金)18:00~
(17:00より幹事会)

新型ｺﾛﾅ感染拡大のため､完全ｵﾝﾗｲﾝ開
催で企画見直し中｡
藤井総長ｵﾝﾗｲﾝ講演

東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ

10 月 16 日(土) 終日

校友会代議員会､周年期集まり等､ｵﾝﾗ
ｲﾝ開催｡

埼玉銀杏会総会

10月30日(土)午後

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~

東海銀杏会総会

2022年2月28日

横浜ﾅﾋﾞｵｽ
ﾘｱﾙ･ｵﾝﾗｲﾝ併合
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Ⅱ 大学情報
1.東京大学基金活動報告会2021開催~9月29日(水)
(注:連合会事務局:同窓会通じてご寄付された方も基金が使われる多様な分野に触れてください!)
詳しくは大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから(東京大学基金活動報告会 2021 - YouTube)
ご寄付をいただいた皆さまへ
平素より東京大学基金へご支援を賜り､深く御礼申し上げます｡ 毎年実施しております活動報告会ですが､
今年は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大を受け､昨年と同様に動画配信にて開催いたします｡皆さま方のご参加をお
待ちしております｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
9月29日(水)
第I部 活動報告会@YouTube配信 事前申込み不要
13:00~ 挨 拶 総長 藤井 輝夫
13:20~ 活動報告 執行役･副学長 / 社会連携本部長 津田 敦
13:35~ 特別講演 医科学研究所 特任教授 河岡 義裕
｢新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの征圧を目指して｣
14:05~ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄからのお礼ﾒｯｾｰｼﾞ
*河岡 義裕河岡先生 医科学研究所 特任教授
【ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】1978 年北海道大学獣医学部卒業､80 年同大学修士課程修了､83 年獣医学博士取得｡St. Jude
Children's Research Hospital, Tennessee にて教授研究員､ｳｲｽｺﾝｼﾝ大学獣医学部教授､東京大学医科学研
究所細菌感染研究部教授､感染･免疫部門ｳｲﾙｽ感染研究分野教授を経て現職｡
･ご視聴は無料です(別途通信料がかかります)｡
･お時間になりましたら､YouTube にてご視聴ください｡
･途中からのご視聴､ご退席はご自由となります｡
･内容は変更になる場合がございます｡
第Ⅱ部 ｵﾝﾗｲﾝ交流会 事前申込み制
14:30~15:30 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活動報告&寄付者限定ｵﾝﾗｲﾝ交流会
以下よりお好きな ROOM にご参加いただけます｡( 複数申込み可 )｡7月30日より事前申込みｽﾀｰﾄ!
各ROOMでﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活動報告をし､皆さまからのご質問にお答えします!
A 自然 ･ 環境
･Life in Green ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(小石川&日光植物園)
･ﾊﾞｲｵﾛｷﾞﾝｸﾞ支援基金
･ﾏﾘﾝ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｻｲｴﾝｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
･ﾒﾀﾞｶ自然集団の保全事業支援基金
･One Earth Guardians 育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支援基金
B 医療 ･ 健康
･がん予防ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾅｰｼﾝｸﾞﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ基金
･未来医療開発基金(医科学研究所)
･ｽｷﾙｽ胃癌､膵癌､大腸癌に対する腹腔内化学療法の研究開発
C 歴史 ･ 人文
･東京大学史料編纂所基金(部局基金)
･東京大学附属図書館支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
･歴史家ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ支援基金
･東京大学東洋文化研究所ｱｼﾞｱ研究叢書
･ﾐｭｵｸﾞﾗﾌｨﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ基金
D ｽﾎﾟｰﾂ
･東大ｽﾎﾟｰﾂ振興基金 運動部各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(運動部各支援基金)
※交流会は Zoom を使用します｡PC やｽﾏ―ﾄﾌｫﾝ ( ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの接続環境のある場所 ) からご参加ください｡
※内容や登壇者は変更になる場合がございます｡
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2.大学社会連携本部宮崎寛卒業生部門長ご挨拶
全国の地域同窓会の皆様
本年 8 月 1 日付にて東京大学社会連携本部卒業生部門長に就任しました
宮崎･寛(みやざき･ひろし)です｡どうぞ宜しくお願い致します｡
神奈川県藤沢市出身､昭和 60 年に法学部を卒業､昨年末に 36 年勤務した
日本製鉄を定年退職し､本年 3 月から卒業生部門にてﾃﾞｨﾚｸﾀｰとして勤務し
ていたところ､この度､卒業生部門長に就任することとなりました｡
日本製鉄においては､鉄鋼通商問題(ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ､ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ､WTO 紛争､経
済連携協定等)を長く担当し､日本政府､特に経済産業省の皆様には大変お世
話になりました｡また､弁護士､需要家､商社､関係国政府の方々とも親しくお
付き合いをさせて頂きました｡
趣味はﾃﾆｽで､ 小学生の頃は父親(昭和 30 年法学部卒)が勤務する銀行のﾃ
ﾆｽｺｰﾄでの壁打ち､中学時代は学校で軟式ﾃﾆｽ(神奈川県大会優勝)､ 家では硬式ﾃﾆｽ､高校時代は硬式ﾃﾆｽ部の
設立活動に奔走(高校卒業 2 年後に後輩が部を設立)､ 大学時代は運動会庭球部にて全日本学生ﾃﾆｽ選手権に
出場､卒業後は庭球部 OB･OG 会である赤門ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞの運営に携わり､会社のﾃﾆｽ部にて実業団の試合に出場､
という具合です｡学生時代にﾃﾆｽｺｰﾁの経験があったため､ 本年 1 月､自宅近くのﾃﾆｽｽｸｰﾙにて 36 年ぶりにｺｰ
ﾁを始め､現在も東京大学の休日に週 1 回ｺｰﾁを続けています｡
東京大学での勤務にあたり､人生 100 年時代におけるｾｶﾝﾄﾞｷｬﾘｱとして､母校に関わる仕事が出来ることに
感謝しているところです｡
東京大学では､｢教育｣｢研究｣に続く第 3 の柱として｢社会連携｣を重要視しています｡東京大学の諸活動を
益々充実させるため､人･物･金･情報に関する学外から大学への支援が極めて重要であり､そのためにはこれ
まで以上に教育･研究活動の実施状況や大学が取り組むべき課題を社会に向けて発信し､理解を得なければ
なりません｡このようななか､東京大学の最も強力な理解者･支援者である『卒業生』の皆様には､御自身が
東京大学を直接支援くださることに加え､大学の代弁者として社会に向けての理解活動を我々と御一緒に行
って頂くことを強くお願いしたいと考えています｡
卒業生部門では上記を達成できるよう､校友会･地域同窓会連合会･各地域同窓会をはじめとする卒業生団
体の皆様との密接な連携を目指して頑張ります｡皆様には同窓の集いに合わせて東京大学への一層の御支援
を賜りたく､今後とも宜しくお願い致します｡
ｺﾛﾅ禍が収まりましたら､各地の地域同窓会総会に伺いたいと考えています｡
地域同窓会連合会･各地域同窓会の益々の御発展と皆様の御健勝を祈念し､就任の御挨拶とさせて頂きます｡
3.第20回東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ開催予定
東京大学社会連携本部卒業生部門長 宮崎 寛
本年 10 月 16 日(土)に第 20 回東京大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲを開催します｡
◎特別ﾌｫｰﾗﾑ
今回は特別ﾌｫｰﾗﾑを午前と午後の 2 回行う予定であり､午前の部は｢藤井輝夫新総長が目指す東京大学の
姿｣､午後の部は｢想定外に挑む!~不確実な時代を生き抜く処方箋~｣というﾃｰﾏです｡
安田講堂にて行うﾌｫｰﾗﾑをｵﾝﾗｲﾝにて配信しますので､遠方からでも視聴が可能です｡
詳細は以下 URL にて御確認ください｡
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/index.html
◎｢周年学年会｣
ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲの主要ｲﾍﾞﾝﾄとして､卒業 40 周年･30 周年･20 周年･10 周年の｢周年学年会｣を､それぞれｵﾝﾗｲﾝ
(Zoom)にて開催します｡
対象者は下記④のいずれかに該当する方々です｡
当日は参加者全員での懇談に加えて､Zoom ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄﾙｰﾑ機能を利用し､少人数での懇談を行います｡
各周年学年会の詳細の内容は､下記⑤の URL から東京大学/ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ/周年学年会のﾍﾟｰｼﾞにｱｸｾｽ頂き､参
加登録ﾌｫｰﾑの冒頭に記載していますので､御確認ください｡
対象年次の皆様には､大学にて同じ時期を過ごした人達が久し振りに懇親を深める機会となるよう､多数の
御参加をお待ちしています｡
本郷ｷｬﾝﾊﾟｽにはお集まり頂けませんが､ｵﾝﾗｲﾝであることを活かし､遠方からでも､お一人でもお気軽にどう
ぞ｡
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① 日時:2021 年 10 月 16 日(土) 16:00~18:00
② 形式:ｵﾝﾗｲﾝ(Zoom ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)
③ 参加費:無料
④ 対象者(いずれかに該当する方々)
<40 周年>
1977 年(S52 年)入学､1981 年(S56 年)卒業･院入学､1983 年(S58 年)医学部卒業･修士課程修了
<30 周年>
1987 年(S62 年)入学､1991 年(H3 年)卒業･院入学､1993 年(H5 年)医学部卒業･農学部獣医学専攻卒業･
修士課程修了
<20 周年>
1997 年(H9 年)入学､2001 年(H13 年)卒業･院入学､2003 年(H15 年)医学部卒業･農学部獣医学専攻卒
業･修士課程修了
<10 周年>
2007 年(H19 年)入学､2011 年(H23 年)卒業･院入学､2013 年(H25 年)医学部卒業･薬学部薬学科卒業･
農学部獣医学専攻卒業･修士課程修了
⑤ 各周年学年会の案内 URL
<40 周年学年会> https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/anniversary/2021_anniv_40.html
<30 周年学年会> https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/anniversary/2021_anniv_30.html
<20 周年学年会> https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/anniversary/2021_anniv_20.html
<10 周年学年会> https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/anniversary/2021_anniv_10.html
6. 問合せ先
東京大学社会連携本部卒業生部門長/宮崎 寛
miyazaki.hiroshi1111@mail.u-tokyo.ac.jp
4.8月4日(水)東京大学ﾆｭｰﾖｰｸｵﾌｨｽのﾘﾆｭｰｱﾙ開所式典開催
東京大学ﾆｭｰﾖｰｸｵﾌｨｽ(UTokyoNY)のﾘﾆｭｰｱﾙ開所式典･記念講演ｶﾞ､現地時間8月3日(火)19:00-(日本時間8
月4日(水)8:00-)ｵﾝﾗｲﾝにて開催されました(使用言語:日･英)｡
同ｵﾌｨｽは医科学研究所と生産技術研究所が主体となり､米国での研究､教育､社会連携活動等の推進を目的
として2015年に開設されましたが､現在､本学では､上記の目的に加え､幅広い学問分野においても､産学官
民の連携を強化することを目指しており､社会連携本部が管轄とのことです｡
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸに近い立地で､会議室もあり､卒業生の皆様もNY出張の際はぜひご訪問ください｡
(東京大学ﾆｭｰﾖｰｸｵﾌｨｽ (u-tokyo.ac.jp)｡
次号ではNY銀杏会からの投稿をお願いしたいと考えております｡
以下､UTokyoNYﾆｭｰｽより8月3日ﾘﾆｭｰｱﾙ開所式典の模様を引用します｡
･2021年8月3日(火)19時 (日本時間:4日(水)8時)より､東京大学ﾆｭｰﾖｰｸｵﾌｨｽ(UTokyoNY)のﾘﾆｭｰｱﾙ開所式典
･記念講演をｵﾝﾗｲﾝにより開催しました｡当日は､13時間の時差の中､ﾆｭｰﾖｰｸのｵﾌｨｽと東京大学伊藤国際学術
研究ｾﾝﾀｰの伊藤謝恩ﾎｰﾙの双方から配信を行いました｡
･UTokyoNYは､昨年2月にｵﾌｨｽ機能の拡張､充実を図るため､改装工事に着工しましたが､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
症の感染拡大による工事の中断もあり､昨年末にようやく竣工を迎え､この度､ﾘﾆｭｰｱﾙを祝して式典を開催す
ることとなりました｡
開所式典は､東京大学から相原博昭社会連携担当理事による開会のご挨拶で始まり､藤井輝夫総長からの
ご挨拶に続いて､津田 敦執行役･副学長よりｵﾌｨｽﾘﾆｭｰｱﾙ工事に貢献いただいた家主､施工会社へ感謝状の贈
呈が行われました｡
その後､ｵﾌｨｽからUTokyoNY増山正晴理事長によるﾆｭｰﾖｰｸの同窓会や関連企業等の来賓の方々の紹介､ｵﾌｨ
ｽでの乾杯､ｵﾌｨｽ内の設備の配信を行いました｡
続いて､東京大学から林 香里国際担当理事､岡部 徹生産技術研究所長､山梨裕司医科学研究所長､川添善
行生産技術研究所准教授の4名の登壇者により､ｵﾌｨｽの設立経緯や今回のﾘﾆｭｰｱﾙ事業概要､今後の
UTokyoNYを含めた国際展開等について講演が行われました｡
最後に､増山理事長からの閉会の挨拶により､式典は盛会のうちに終了しました｡
式典に続いて､東京大学から河岡義裕医科学研究所特任教授による｢新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの征圧に向けて｣と題し
た記念講演も行われました｡
UTokyoNYは､今回の式典を機に本格的に活動を再開いたします｡米国･北米における東京大学の情報発信
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拠点として､今後積極的に利活用いただけるよう､
さらなる発展を目指してまいります｡

日本から(藤井総長他)

NYから

UTokyoN
Y所在地

会議室

5.『落語芸術協会×東京大学｢春風亭昇吉(本学卒業生)真打昇進披露｣』公演 報告
東京銀杏会の新年会などに度々ご公演頂いたお馴染みの春風亭昇吉師匠(真打になられた)の真打昇進披
露公演が8月18日(水)19:00~20:40､東京大学大講堂(安田講堂)を会場としてｵﾝﾗｲﾝ配信(上限3,000名)で
す｡
昇吉師匠の念願の安田講堂での真打公演は歴史的な快挙かと思います｡応援していた故土田東京銀杏会事
務局長も喜ばれていると思います。
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大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの学生向けの案内では､下記の趣旨が述べられております｡
｢この度､公益社団法人落語芸術協会と本学は､SDGsを基盤とし､対話や共同作業を行うことにより､過去
を知り現在を考え､未来を設計することを目的として､協定等の締結を視野に入れた連携を開始いたしまし
た｡
その連携企画の第1弾として､本学卒業生であり､第1回総長大賞受賞者の春風亭昇吉師匠の真打昇進披露
を両組織の交流を象徴するｲﾍﾞﾝﾄとして開催いたしますのでご案内させていただきます｡｣
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは､落語研究会の若手2名が司会､開会挨拶では､大学役員（津田敦大学執行役･副学長）が昇吉
師匠との東京銀杏会新年会での出会い､実現までの経緯を述べられた後､前半は、同じ芸能事務所の立川志
らく師匠、師である落語芸術協会会長・笑点司会の春風亭昇太師匠の噺の後、メインの昇吉師匠の真打昇
進披露･口上があり､後半は、昇吉師匠の全日本学生落語選手権策伝大賞受賞(2006年)の審査員が縁の桂文
枝師匠（安田講堂ステージの高座は狭いようで苦労されていました）の噺､最後に､昇吉師匠が ｢たがや｣と
ややﾌﾞﾗｯｸな噺で締めました｡ (文責:長嵜)。
Ⅲ 事務局報告 9月以降 主要項目
1.連合会事務局体制
先月､東京銀杏会事務局長に就任された打林國雄氏に､前任の故土田晃道氏と同じく連合会事務局次長を
兼任頂くことになりました｡校友会との統合を控え､連合会長嵜事務局長の世代交代も具体案を出すべく真
剣に検討しております｡
2.連合会名簿管理ｼｽﾃﾑ
･複数の業者のｻｰﾋﾞｽを検討したが､各会のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ普及の遅れ､WEB情報のｾｷｭﾘﾃｨなどを考慮､まずは､
基本的な郵送での定期的な全国同窓会会員名簿の整備や郵送物業務等の外注化による同窓会業務合理
化を優先し､WEB名簿移行は段階的に推進する方向で､東大のさつき会､薬友会､紫水会を顧客とする (
有)ﾌﾟﾘﾝﾃｲﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽにしぼり交渉中です｡来年度の校友会との統合､校友会地域同窓会本部の本格的稼
働までに連合会の全会員同窓会の名簿の統一を図り､連合会基盤を固めたいと考えます｡
3.10月15日(金)全国大会
･学士会館を17時~20時半を幹事会を含め予約しており､ﾘｱﾙとｵﾝﾗｲﾝ併用での開催､藤井総長の大学ﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ公演まで予定しています｡
緊急事態宣言終了後(9月12日)も延長との厳しい予想もあり､ｵﾝﾗｲﾝのみの開催となる可能性が多く､企
画にも元気が出ません｡とりあえず､全国の同窓会がｵﾝﾗｲﾝで参加､｢ただひとつ｣のｵﾝﾗｲﾝ斉唱をして元
気をつけたいと思いますので､各会から､奮って､ｵﾝﾗｲﾝ環境が完備していなくとも､最小限1名の参加を
お願いします｡
4.校友会との統合
･2022年度中の校友会との統合の具体案を校友会会則W/Gに長嵜事務局長が参加し協議中です｡この統合
の最終目的は､真の全学同窓会を築くことですが､多くの発展期にある地域同窓会を抱える現状からは､地
域同窓会の更なる継続的発展も大きな課題です｡来年度の連合会総会(5･6月頃)には具体案を提出したい
と考えております｡
5.同窓会･大学でのｵﾝﾗｲﾝ化の進展
･大学も､東京大学NY支部(社会連携本部管轄)ﾘﾆｭｰｱﾙ式典､春風亭昇吉真打興行､ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ等のｵﾝﾗｲﾝ
ｲﾍﾞﾝﾄを積極的に開催しておりますが､同窓会も神奈川銀杏会･鎌倉淡青会を先頭に各種会合のｵﾝﾗｲﾝ化
は進展しています｡他の会も動きましょう｡
･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ庁の例もありますが､各地域同窓会も､①ｵﾝﾗｲﾝ技術習得､②ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録を必須として普及促
進､③会報･ﾆｭｰｽのﾃﾞｼﾞﾀﾙ配信など､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進をお願いします
6.学生支援
･連合会では､地方､特に女子学生に暖かい在学生活を送れるよう､鳥取､徳島､山口などが行っている教
職員/在学生による地方新入生の歓迎会企画を応援､もっと他県にも広げたいとPRしております｡駒
場や三鷹の寮も交流の場でしたが､最近は個室化してその機会も少なく､ｺﾛﾅ禍でもあり､三鷹寮で
は､昨年から三鷹ｸﾗﾌﾞの干場氏を中心とする先輩が学生のためのｵﾝﾗｲﾝの交流会を開催していると
聞きましたので､投稿をお願しました(Ⅴ 地域以外(大学･学士会･会員推薦情報 を参照)｡
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Ⅳ 地域同窓会関連情報
埼 玉 銀 杏 会
◎講話を聞く会の開催
･9月25日(土) 13:00~ 埼玉共済会館 505会議室にて開催いたします｡
･講師 埼玉県議会議員 髙木 真理様(1991年法学部卒業)
･演題 ｢ｺﾛﾅ禍という埼玉県の試練 ~背景に見えるこの国の課題~｣
･会費 1000円(立食ﾊﾟｰﾃｨ及びお食事はなしといたします｡)
髙木真理様からは､当会の会報誌{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｡昨今のｺﾛﾅの猛威ともいえるような状況に県政がどのように対応しているのか､そして､この過程の中か
ら浮かび上がってきた日本の課題につきまして､お話をお伺いする予定です｡髙木真理様は､｢埼玉民主ﾌｫｰﾗﾑ｣
の政調会長も務めておられますので､幅広い見地からのお話をお伺いできるものと思います｡政治家として､
目指しておられる社会像などについてのお話などもお伺いできたらと思っております｡
なお､前回同様 ZOOM による配信も行います｡
会員の皆様には､9月の第1週にご案内状を郵送の予定です｡
◎総会･講演会 渋沢栄一
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｡
◎ｺﾞﾙﾌ部会
①秋のｺﾝﾍﾟを下記の要領で開催いたします｡
･開催日: 2021年9月11日(土)
･開催場所: 寄居ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
･恒例の表彰式･懇親会は行わず､成績表･賞金は後日郵送する扱いとなっております｡
約20名の参加が予定されております｡
②2021年さいたま市東京六大学校友会ｺﾞﾙﾌ対抗戦
･開催日: 令和3年11月10日(水)
･開催場所: 大宮ｺﾞﾙﾌｺｰｽ
昨年は､開催中止となりましたが､今年は開催が予定されております｡こちらも､表彰式･懇親会は行
わないことになっております｡
問い合わせ先:吉田 敦常任幹事yoshida@kanto-t.jp ☎ 048-862-2901
(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)
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東 京 銀 杏 会
◎銀杏懇話会のご案内（神奈川銀杏会､鎌倉淡青会､千葉銀杏会､埼玉銀杏会の皆様へ）
2021 年度 第 3 回 銀杏懇話会のご案内~建築家 隈 研吾氏~
第 3 回の銀杏懇話会には､世界的な建築家の隈 研吾氏をお迎えして､ご講演いただきます｡
多数の皆様のご参加をお待ちいたしております｡
講 師:隈 研吾氏(S52 工学部建築学科)
演 題: ｢森の時代｣
日 時:2021 年 10 月 14 日(木)
17:30
開場
18:00~19:30 講演会･質疑応答
場 所: 学士会館 210 号室
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町 3-28 TEL:033292-5936
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(東京銀杏会)
2,000 円
会員のご家族
2,000 円
非会員(会員のご紹介が必要)
3,000 円
申 込:ｺﾛﾅ禍のため席数に限りがありますので､お早めにお申込み
ください｡満席となり次第､締切といたします｡
*東京銀杏会以外の地域同窓会会員の皆様は会の名称と共にお名
Photo © J.C. Carbone
前･卒業年･学部と共に､E-ﾒｰﾙでお申込み下さい｡
連合会事務局長(nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com)
ご講演者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ:
1954 年生｡1990 年､隈研吾建築都市設計事務所設立｡慶應義塾大学教授､東京大学教授を経て､現在､東京
大学特別教授･名誉教授｡国内外で多数のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが進行中｡国立競技場の設計にも携わった｡主な著書に
『点･線･面』(岩波書店)､『ひとの住処』(新潮新書)､『負ける建築』(岩波書店)､『自然な建築』､『小さ
な建築』(岩波新書)､他多数｡
◎ 東京銀杏会囲碁の会
令和和3年8月29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碁ｾﾝﾀｰが通常
の営業状態に戻るまではﾘｱﾙの囲碁の会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､当面は各月の第 2 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｡8 月 28 日の第 15 回 ZOOM 囲碁の会は､岡崎一
夫さん(S37 法)の開会のご挨拶､前回､第二回 ZOOM 囲碁本因坊戦で見事本因坊のﾀｲﾄﾙを獲得された鈴木庸
夫さん(S42 文)の優勝ｽﾋﾟｰﾁで始まり､指導講師 4 名の先生と会員の参加者 12 名の会となり､大変盛り上が
りました｡
ご参考までに 8 月 28 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｡
(集合画面敬称略)
1 段目左から 上田比呂志(S59 法､幹事)鈴木庸夫(S42 文､幹事)榛沢知司(S59 理)山下東洋彦(S41 法)
2 段目左から 酒井忠弘(S38 養)松田研一(S41 法)斎藤毅(S37 法) 山川朝生(S45 工)
3 段目左から 岡崎一夫(S37 法)篠島秀明(S37 法)馬亜蘭先生(PC)江波戸哲夫(S44 経)
4 段目左から 馬亜蘭先生(iPad)金井智子先生 大澤摩耶先生 小澤健二(S41 経)
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◎留学生と交流する会のご案内とご報告
〇 ご案内
新型ｺﾛﾅのため多くの計画が中止となっていますが､野外を中心に活動を続けております｡8 月の鹿島神宮
はﾊﾟｽ旅行が危険なので延期しますが､10 月 9 日(土)の高尾山ﾊｲｷﾝｸﾞと 11 月 21 日(日)の川越市訪問は実
施する予定です｡留学生の参加は毎回数名程度ですが､ﾎﾞ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｡ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして参加をご希望の方は下記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.ne.jp
◎京都の旅｢京都の紅葉を楽しむ会〜大原野〜｣ご案内(11 月 13 日･14 日)
今年の 4 月開催を企画した｢京都の桜を見る会｣は､残念ながら昨年同様新型ｺﾛﾅ感染拡大により中止いた
しましたが､ﾜｸﾁﾝ接種の普及により秋には落ち着くのではないかと期待して､紅葉の京都の旅を計画しまし
た｡11 月 13 日(土)の夕食は､丸山公園内の平野屋本家で京名物古都の味｢いもぼう｣を楽しむ予定です｡翌
14 日(日)は､観光客が比較的少ないと思われる西山･大原野を訪ねます｡解散は 16 時に京都駅新幹線口と
なります｡皆様のご参加をお持ちいたしております｡
〇集 合:11 月 13 日(土)
16 時までに京都東急ﾎﾃﾙに各自でﾁｪｯｸｲﾝ(予約済)｡
〇ｽｹｼﾞｭｰﾙ:
11 月 13 日(土)
17 時
ﾀｸｼｰに分乗して｢平野屋本家｣に向かいます｡
｢いもぼう｣の夕食を楽しみ､ﾀｸｼｰにてﾎﾃﾙに帰館｡
11 月 14 日(日)
9時
ﾁｪｯｸｱｳﾄ｡ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰにて大原野へ｡
大原野神社､正法寺､勝持寺を訪問
12 時 ｢よしみね乃里｣で昼食｡
13 時
善峯寺を訪問｡
16 時
京都駅新幹線口にて解散｡
〇宿 泊: 京都東急ﾎﾃﾙ 〒600-8519 京都市下京区堀川通五条下ﾙ柿本町 580
京都駅八条口からｼｬﾄﾙﾊﾞｽがあります(毎時 20 分､50 分発)｡
〇料 金: ﾂｲﾝﾙｰﾑを 2 名利用の場合 1 名様 50,000 円(ｼﾝｸﾞﾙは 54,000 円)
1 泊･夕食 1･朝食 1･昼食 1･観光における交通費･拝観料を含む｡
(お食事時の飲み物は含まれません)
また､東京往復の新幹線等は各自負担･手配でお願いいたします｡
〇定 員:16 名 予約の都合上､9 月 30 日(水)までに坪内までお申し込みください｡
〇その他:
ﾏｽｸを持参してください｡体調不良のかたはｷｬﾝｾﾙ願います｡
〇世話人:
坪内文生(S46 工)
E-ﾒｰﾙ:tsubo@f02.itscom.net
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自宅 FAX :03-3792-9387 携帯電話

大原野神社
◎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｡
次回 第 271 回: 2021 年 9 月 8 日(水)12:00~
ｺﾛﾅの状況を見て可能ならば開催致します｡
場所
会費

申込

予定

:080-3124-007

善峯寺

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､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｡

2021 年 9 月 16 日(木) 12:00~
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いたします｡

｢新橋亭新館｣ 港区新橋2-4-2
(TEL:03-3580-2211)
原則として4,000円(飲物(ﾋﾞｰﾙ･ｳｰﾛﾝ茶)代
込｡外部から講師を招聘する等特別な場合
は5,000円)
参加申込みは山口国際法律事務所山口三惠
子(S45法)まで｡TEL:03-3437-6501
E-ﾒｰﾙ:m_ym@mte.biglobe.ne.jp

｢GRILL銀座ﾗｲｵﾝ｣ 中央区銀座7-9-20 銀座ﾗｲｵﾝﾋﾞ
ﾙ2階 (TEL:03-3571-2590)
1,000円程度

2021年10月13日､11月10日､12月8日

2021年10月21日､11月18日､12月16日

お申込み不要です｡直接会場にお越し下さい｡

ご不明な点は事務局にご連絡下さい｡
東京銀杏会事務局
TEL:03-5804-3875
E-ﾒｰﾙ:e_hide0922@yahoo.co.jp
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神奈川銀杏会
◎歴史散歩の会
第 5 回ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会｢甲州道中･内藤新宿｣を､下記要領で開催致します｡
･開催日: 10 月 10 日
･入室: 12:15 頃~
･講演･意見交換等: 12:30~14:00
･参加費: 500 円
ご参加希望の方は 鈴木講師 tosh1ya0077@gmail.com と共同ﾎｽﾄ豊吉宛 toyoshi0605@yahoo.co.jp に
返信をお願いいたします
ｵﾝﾗｲﾝ歴史散歩の会では､これまで､
第 1 回｢江戸の街から見た江戸城｣(2020-9-12)に続いて
第 2 回｢江戸四宿･概要､品川宿｣(2021-1-30)
第 3 回｢千住宿｣(2021-4-3)
第 4 回｢板橋宿｣(2021-7-11)
と 江戸四宿をｼﾘｰｽﾞで取り上げてまいりました｡
今回は､江戸四宿ｼﾘｰｽﾞの最終回として､｢甲州道中･内藤新宿｣のご案内をします｡
内藤新宿は江戸四宿の一つであり(他は品川宿､千住宿､板橋宿)､江戸の玄関口として重要な役割を果たしま
した｡
甲州道中最初の宿場は当初高井戸宿でしたが､江戸から遠く離れていたこともあり､高松喜兵衛ら浅草商
人たちが幕府に新しい宿場の開設を請願､幕府は信濃国高遠藩･内藤家下屋敷の一部を返上させて宿場用地
としました｡こうして元禄 12 年(1699 年)開設された宿場が内藤新宿です｡
今回は､内藤新宿の魅力を皆様とともに楽しんでまいりたいと思います｡
講師 鈴木俊也
ﾎｽﾄ 豊吉誠治
◎ 三火会
会員相互の親睦を深める場として､毎月第3火曜日に開催しております｡
9月例会のご案内です｡6月の続編です｡奮ってのご参加お待ちしています｡
･日時
:9月21日(火)15時
･話題
:｢戦意の研究｣
･Speaker : 浅井壮一郎氏(38農 農学博士)
･Zoom指導者 : 林 縝治氏(40理45理博)
･参加費 :500円
･話題要旨｢戦意の研究｣
西欧軍事論は｢戦意の重要性とそれを生み出す団体訓練原理｣の発見を万有引力の発見に比すべき大発見
とし､それ故ﾖｰﾛｯﾊﾟ軍が最強になった｣とする｡
人間は例え団体行進でも長く反復練習を続けると､連帯感･団結心が生まれて簡単には逃げない精強さが
生まれる｡つまり西欧軍学は｢逃げない軍隊｣を求めた｡
ﾅﾎﾟﾚｵﾝ戦争で､ﾄﾞｲﾂ軍は戦わずして逃走し､和平を申し入れた｡だがﾅﾎﾟﾚｵﾝは戦意の無いﾄﾞｲﾂ軍を見て｢こ
こで和平してはもったいない｣とし､和平を拒否､ﾄﾞｲﾂ軍を追撃｡国境まで追い詰め､戦力を徹底的に破壊して
後､和平に応じ､莫大な賠償をせしめた｡これをﾃｨﾙｼﾞｯﾄの屈辱という｡
この戦争経験からｸﾗｳｾﾞｳﾞｨｯﾂの『戦争論』が生まれ､｢勝者は敗者にその戦力差に応じて賠償を強制する｣
と説く｡ﾃｨﾙｼﾞｯﾄの屈辱からﾄﾞｲﾂは立ち上がる｡
ﾄﾞｲﾂ軍の戦意喪失の原因は腐敗であった｡改革の第一は｢頽廃した軍規･士気･戦意の回復｣で､兵士と共感
できる士官の育成が必要だった｡ﾄﾞｲﾂは士官学校でｶﾝﾄ哲学を教える｡批判哲学が｢人間の道徳的意思に尊厳
を求めるもの｣だったからだ｡これに哲学者が呼応し､ﾌｨﾋﾃは､ﾄﾞｲﾂ国民の祖国愛･民族の誇りを覚醒すべく
『ﾄﾞｲﾂ国民に告ぐ』を叫び続けた｡それは｢今はどん底だ｡だが将来は明るい､手を携えて頑張ろう｣であっ
た｡
要するに､戦意とは｢味方を見捨てて逃げない倫理｣であった｡
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西欧列強は赤子の手をひねるようにｱｼﾞｱを蹂躙した｡ｱｼﾞｱ側が常に逃げたからである｡西欧は日本に来て初
めて逃げない敵に遭遇した｡それ故英仏は日本との戦いを避ける｡特に薩英戦争･下関戦争で敗北した英国は
日本を味方にして利用しようとする｡日英同盟である｡日本に侵略の危機はなかった｡
〇10月以降の予定
･10月例会(10/19火 15時) 瀧川謙司氏(39法) ｢ｺﾛﾅのみやげ｣
･11月例会(11/16火 15時) 斎藤毅氏(37法) ｢負け組の末裔について｣
･12月例会(12/21火 15時) 天野浩氏(32工) ﾃｰﾏ未定
〇連絡係 中島敏(31育37法)090-1813-6511 binnakajima@jcom.zaq.ne.jp
◎三土会
[7 月の開催状況] 7 月 17 日(土)12 時 30 分~14 時 30 分
Ⅰ.概要 7 月は､児玉龍彦 東京大学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 東京大学名誉教授から､
｢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｣と題するﾃｰﾏで講演をいただきました(参加者 55 名)｡
注:8 月号で概要のみ報告､本号で詳細を報告､付記追加
Ⅱ.講師紹介
児玉様は､昭和 52 年(1977 年)医学部ご卒業､1984 年医学博士､
1985 年ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工科大学研究員､1989 年医学部第三内科助
手､1996 年先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ教授､
2011 年~2017 年東京大学ｱｲｿﾄｰﾌﾟ総合ｾﾝﾀｰ長兼任､2018 年先
端科学技術研究ｾﾝﾀｰ名誉教授 がん･代謝ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ｡東日
本大震災の時の福島の放射線被ばく対策や除染問題に関するご
活躍により､英国の科学誌ﾈｲﾁｬｰは｢科学関連分野で注目を集め
た今年の 10 人｣に先生を選びました｡ｺﾛﾅ禍においても､抗体検査､
PCR 検査の問題に取り組み､社会の中の無症状感染者の増大を抑
えることを重視され､社会的検査を実践されています｡

Ⅲ.講演の概要
｢ﾜｸﾁﾝ以後をこうする~変異株への緻密な情報対応~｣と題する資料に基づき､概要､下記のようなご講演をいただ
き､講演の最中も､その後も､参加者と活発な質疑が行われました｡
1.感染拡大が波を描くﾒｶﾆｽﾞﾑ
(1)波を描く感染が､毎回違うｳｲﾙｽにより引き起こされていることが重要である｡これを理解せず､上がっては引締め
下がっては緩めることのみを繰り返すと非常に消耗が激しくなる｡現在の 4 回目の緊急事態宣言が人流の抑制に大
きな効果がないことをみても､波を描く現象が人間に与える影響は非常に複雑であることがわかる｡
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(2)ｳｲﾙｽの変異は RNA 複製のたびに起きる｡大半の変異はｳｲﾙｽを失活させるが､増殖を加速化させる変異が選択
されることもあり､その場合は感染が急激に拡大するが､同時に失活変異も増え､いずれ感染は終息に向かうという波
を描く｡しかし､変異のあまりないﾛﾊﾞｽﾄな幹のｳｲﾙｽが残ると､そこから新たな変異株が発生して再度感染が拡大す
る｡なお､日本では､同じｳｲﾙｽでの感染拡大が人為的に起きていることに留意したい｡

(3)こうしたｳｲﾙｽ自身が波を描く内在的なﾒｶﾆｽﾞﾑ(生物学的増減)の他に､社会的なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸで波を描くﾒｶﾆｽﾞﾑ(社
会的増減)がある｡外国からの流入(注)や大都会のｴﾋﾟｾﾝﾀｰ(感染集積地)で生じた新たな変異株が､無症状の感染
も含めて拡大し､家庭内感染を起こし､教育施設で横に展開し､病院や老人施設でｸﾗｽﾀｰを発生させ､患者が増える
と規制と自粛により感染が減少に転じるといったｻｲｸﾙである｡

(注)ｳｶﾞﾝﾀﾞのｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手の事例のように､長時間のﾌﾗｲﾄによる機内感染の例があり､これは空港の検査をすり抜け
るので要注意とされている｡
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(4)感染性が強くなる変異､増殖が早くなる変異､治療抵抗性の変異は､それぞれ区別する必要｡
(5)ｳｲﾙｽの系統樹を解析していくと､武漢型ｳｲﾙｽは､風邪ｺﾛﾅｳｲﾙｽと50%､SARSｳｲﾙｽと80%､ｾﾝｻﾞﾝｺｳと91%､ｺｳﾓﾘと
96%の相同性がある｡武漢型も進化したﾀｲﾌﾟであり､武漢型とｺｳﾓﾘ､ｾﾝｻﾞﾝｺｳの間にﾛﾊﾞｽﾄな幹のようなｳｲﾙｽがあっ
て､そこからﾐﾗﾉ型や東京･埼玉型などが進化している｡英国型で注目すべきは､ﾃﾞﾝﾏｰｸのﾐﾝｸが新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに大
感染を起こし､人とﾐﾝｸの共通感染を経て英国型の起源になっていることである｡
2.mRNAﾜｸﾁﾝの成功と残るﾘｽｸ
(1)ﾊﾝｶﾞﾘｰ人の女性研究者､ｶﾀﾘﾝ･ｶﾘｺ博士の40年にわたる努力もあって､短期間で｢mRNAﾜｸﾁﾝ｣が実用化され､感
染症対策の歴史上､大きな転換を迎えている｡mRNAﾜｸﾁﾝの開発には様々な課題､例えば､①RNAを細胞内に入れ
た際に自然免疫反応の働きをいかにして抑えるか､②細胞内に入れたRNAからいかに効率よく大量の抗原ﾀﾝﾊﾟｸ質
を産生できるか､という課題があった｡ｶﾘｺ博士は､RNAの構成成分の1つであるｳﾘｼﾞﾝをｼｭｰﾄﾞｳﾘｼﾞﾝに置換した｢修
飾｣されたRNAを使うと､自然免疫による炎症反応が抑えられるだけでなく､目的のたんぱく質が大幅に増えることを
見つけた｡
(2)mRNAﾜｸﾁﾝは､①細胞性免疫で重症化を抑制できる､②変異型にも強い､③DNAと異なり遺伝子に取り込まれに
くく､ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝと違い自然免疫反応も起きにくいというﾒﾘｯﾄがある｡

(3)mRNAﾜｸﾁﾝの効果は､ﾌｧｲｻﾞｰは感染抑止95%､英国株･南ｱ株の重症化抑止85%､ﾓﾃﾞﾙﾅは症状のある感染抑止
94%等のﾃﾞｰﾀが得られており､｢打った方がいい｣と言える｡mRNAﾜｸﾁﾝは､①抗体を産生する｢液性免疫｣によりｳｲﾙｽ
の感染自体を抑える､②筋肉注射をしてﾘﾝﾊﾟ球の｢細胞性免疫｣によりｳｲﾙｽに感染した細胞そのものを排除して重
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症化を抑える､という2種類の作用を持っている｡ﾃﾞﾙﾀ株は中和抗体の効きを悪くしmRNAﾜｸﾁﾝの①の効果を弱める
が②の効果は失われないことが重症化を抑止できていることにつながっていると考えられる｡
(4)ﾘｽｸとしては､大阪大学は重症患者では､感染を防御する中和抗体の他､感染性を高める悪玉抗体が多く産生さ
れていることを発見した｡今後､ﾜｸﾁﾝ接種によるADE(抗体依存性免疫増強)を防ぐためにも､感染させて悪玉抗体を
増やすような変異がおきていないか､変異株のｹﾞﾉﾑを緻密に検査することが重要である｡(ﾜｸﾁﾝの変異は｢L452R｣
(ﾃﾞﾙﾀ株)のように､ｳｲﾙｽのｽﾊﾟｲｸ蛋白質のｱﾐﾉ酸の並び方に着目した分類がなされるが､ﾃﾞﾙﾀ株でもｹﾞﾉﾑﾚﾍﾞﾙでは
最初と後の方では違ってきており､変異はｹﾞﾉﾑに着目して緻密にみていく必要がある｡)
(5)機能が強くて副反応が少ないRNAﾜｸﾁﾝは人類の希望の星と言える｡それに比べ､ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽを使ったｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀ
ｰﾜｸﾁﾝ(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ)は副作用が相対的に強くて効果が相対的に弱く､特に若い世代には推奨されない｡開発中の
DNAﾜｸﾁﾝは遺伝子に組み込まれる可能性があり研究者としては心配がある｡開発中の国産のﾜｸﾁﾝとしては東京
都医科学研の小原先生らによる｢ﾜｸｼﾆｱﾜｸﾁﾝ｣(1回の注射で終生免疫の可能性)の将来に注目している｡

3.ﾜｸﾁﾝ後の対応
(1)我が国のﾜｸﾁﾝの接種状況は1日100万回を超えてきている｡ﾌｧｲｻﾞ―は自治体接種とされ､医療従事者､高齢者､
介護施設など高齢者業務従業者､基礎疾患のある者を対象に､高齢者から順次摂取している｡ﾓﾃﾞﾙﾅは自治体接種
のﾊﾞｯﾌｧｰとされていたが､医療従事者の接種が終わり打ち手が確保されたら､職域接種､自治体の大規模接種が始
まり､そちらに使用されている(大企業､正規､男性､大都市)｡現状は､自治体接種にﾌﾞﾚｰｷがかかっている状況｡
(2)今後､重症化ﾘｽｸを考慮すると､ﾜｸﾁﾝ接種は20代より40代､50代を優先した方が良いと思われる｡(重症化防止の
治療薬としては､最近認められた抗体ｶｸﾃﾙ療法が期待できる｡)
若い世代はあまり重症化しないので､希望者への接種は進めながら､いずれﾜｸﾁﾝ接種が行き渡ったら､行動抑制は
解除し､高齢者の面会規制もやめていくことになろう｡
(3)東京･新宿区は昨年来､地元医師会のPCR検査で陽性率が10%を下回らない状況にある｡こうしたﾛﾊﾞｽﾄな幹のｳｲ
ﾙｽを持った無症状感染者の集積地(ｴﾋﾟｾﾝﾀｰ)は､ﾜｸﾁﾝを積極的に接種するとともに､全員PCR検査をして感染を
徹底的に抑制していくことが望ましい｡
(4)ｹﾞﾉﾑ検査により重要なRNA変異が把握されたら､対応するmRNAﾜｸﾁﾝを3週間で開発し3か月で臨床試験が出来
る｡我々は人類史上初めて､ｳｲﾙｽの変異をﾘｱﾙﾀｲﾑで調べながら感染防止対応が出来る時代にいる｡一般的な規
制に頼るより､計測科学､遺伝子工学､情報科学を駆使した精密医療が重要となる｡
4.質疑における主な質問は以下の通りでした｡先生から丁寧なご説明をいただき､参加者の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に
関する理解は大いに深まりました｡
(1)身近な問題
･ﾜｸﾁﾝを接種した際､副反応が大きい方が免疫の効果は高いのか
･2回ﾜｸﾁﾝ接種したが自分が効果の無い5%に入っているか否かを知るすべはあるのか｡
･2回接種後に､ｳｲﾙｽのｷｬﾘｱとして自分を意識する必要性はどのくらいあるのか｡
･2回接種した者同士での飲酒はゆるされないのか｡2回接種後にﾏｽｸの必要はあるのか｡
･｢発症してから2日前までに接触した者｣という濃厚接触者の定義に科学的な根拠はあるのか｡
･航空機内やｸﾙｰｽﾞ船内のような｢閉鎖空間｣が感染を拡大させる危険性をどうみるか｡
･ｱﾋﾞｶﾞﾝやｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝなどの名前が上がっているが､治療薬の見通しを伺いたい｡
(2)ﾜｸﾁﾝについて
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･RNAﾜｸﾁﾝについてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上では､自然免疫を壊して将来的に人類を短命化させるのではないかとの指摘があ
り､ﾜｸﾁﾝ接種に消極的になる人が出てくると思われるが､どうか｡
･中長期的な副反応はどうみるか､特に稀に血栓が出来るというが､機序､予防法はどうか｡
･ﾛｼｱ製や中国製のﾜｸﾁﾝが変異や感染拡大など余計にややこしくしている危険性はないか
･ｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝは細胞性免疫効果あるか｡VLPﾜｸﾁﾝ､国産ﾜｸﾁﾝの可能性は｡
･現在､ﾜｸﾁﾝの供給不足が問題となっている｡緊急対応として､国内に在庫があるｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝ(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈ
ｶ)を活用してはどうかと思うが､どうか｡
(3)新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
･将来の感染者数の見通しがﾆｭｰｽ等で紹介されるが､極めて情緒的な予測と思われる｡ﾒﾉｺで予測して我田引水的
な議論をしているのではないか､それとも方程式が開示されているのか｡
･今回の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大問題は､ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸというよりｲﾝﾌｫでﾐｯｸではないか｡ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞよりは危険であ
ろうが､ﾍﾟｽﾄやｺﾚﾗと一緒に扱うことによる社会的､心理的な
要素が大きいのではないか｡
･中国がその後､感染を抑制できているのは本当か､そうだとすれば何故か｡
･戦後の結核の撲滅の経験を活かすべきではないか｡当時は､徹底的な検査､早期発見､早期治療を行っており､地
域で全員､ﾚﾝﾄｹﾞﾝの間接撮影を行った｡武漢の1000万人にPCR検査実施の例もある｡日本でも､隅々まで一人残ら
ず検査し､無症状感染者を見つけ出し､失業しないよう補償しながら､治療すべきではないか｡個人個人の対応では
なく日本全体のｼｽﾃﾑとして､そうした対応を樹立すべきではないか｡
(以上文責;岳野)
<付記>
7月の講演から1ヶ月以上遅れて本稿を作成するに当たり､児玉先生から下記の追加のﾒｯｾｰｼﾞをいただきまし
た｡先生に感謝を申し上げるとともに､ここに掲載させていただきます｡
本講演の前後から､感染性の非常に強いﾃﾞﾙﾀ株の感染が急拡大している｡この変異では､若い世代にも重症化
例が増え､また若い世代から高齢者､基礎疾患ありの家族への感染などが急増している｡若い世代のﾜｸﾁﾝ接種
の必要が増している｡講演内で若い世代への接種はあまり推奨していなかったが､現在の状況では､若い世代の
ﾜｸﾁﾝ接種も重要な課題となっている｡お詫びして付記での訂正をお願い申し上げます｡
Ⅳ.その他(近隣同窓会との連携協力) (連合会ﾆｭｰｽ8月号で報告済につき省略)
[今後の予定]
[9月18日] 藤井 眞理子 様 ｢変わる金融とFinTech｣ 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
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[神奈川銀杏会特別ｲﾍﾞﾝﾄ]
◎夏休みｽﾍﾟｼｬﾙｲﾍﾞﾝﾄ ｢ｵﾝﾗｲﾝ落語~神奈川銀杏亭｣
昨年に引き続き 8 月 21 日の夜､特別ｲﾍﾞﾝﾄとして会員で落語家の参遊亭遊助さんと神奈川銀杏会会員及び
家族の皆様とのｲﾍﾞﾝﾄをｵﾝﾗｲﾝ開催し､鎌倉淡青会､東京銀杏会､埼玉銀杏会､会員の紹介で参加されたｹﾞｽﾄ
の方々も合わせて 47 名の方にご参加いただきました｡
◎口演者紹介 落語家･参遊亭遊助師､本名:豆生田信一様､神奈川銀杏会会員
(昭 56 経､私立･栄光学園卒､元･横浜銀行､米ﾐｼｶﾞﾝ大 MBA､元 ALSOK)
◎遊助師の落語歴
◆2014 年三遊亭遊三の実践落語教室入門｡
◆2015 年 1 月初高座｡ ◆これまでで 292 回の高座､延べ 579 題の噺を披露､ﾈﾀは 120 題
◆2019 年 11 月には初の海外口演としてﾊﾞﾝｺｸで 8 日連続 8 口演を行う
◆2018 年と 2021 年に日経新聞､2019 年読売新聞､ 東京新聞に掲載｡
◆ｵﾝﾗｲﾝ落語で月 1 回の独演｡
人事ｼｽﾃﾑ会社のｾﾐﾅｰ､信託銀行ｾﾐﾅｰ､上場企業社史落語の創作にも取り組む｡
◎口演会の概要
豊吉会長､福山副会長のご挨拶に続き､閉会までは遊助さんの独演会となりました｡

浴衣姿の方々､落研 OB の皆様も見守る 3 題の落語のご披露と体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで 90 分間楽しく過ごすことが
できました｡暗い話題の多い昨今ですが､ひと時の笑いで心の洗濯もできたように感じました｡
口演 第一部は上方落語発祥の二題で
｢青菜｣ … 義経が弁慶に 見栄を張っても仕方がない
夏のある日､ある隠居の家で仕事を終えた植木屋は､隠居から｢精が出ますな｣と労をねぎらわれ､｢柳
蔭(みりんと焼酎をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした飲料の上方での呼び名｡夏の暑気払いの飲料)をご馳走しよう｣と､座敷
に誘われる｡
隠居は､酒肴として鯉の洗いを植木屋にすすめる｡植木屋はいい気分で舌鼓を打ち､冷やすための氷
も口にする｡｢植木屋さん､青菜は好きか｣｢大好物です｣隠居は手をたたいて､｢奥や! 奥や!｣と奥の間
に向かって声をかける｡隠居の妻は何も持たず座敷に現れ､｢鞍馬から牛若丸が出でまして､名を九郎
判官(くろうほうがん)｣と不思議な返答をする｡すると隠居は､｢ああ､義経にしておこう｣と言ってす
ませてしまう｡
客人が来たと勘違いした植木屋が辞去しようとすると､隠居は押しとどめ､｢青菜は食べてしまって
もうない､と言うのはみっともないので､妻は『菜を食らう』ほうがん､と､源義経にかけた洒落言葉
で言ったのだ｡私は､それなら『止し』つね､と返事をしたというわけだ｣
隠居夫婦の上品なやりとりに感心した植木屋は､自分も客が来た際に活用しようと思い立って､長屋
に飛んで帰り､自分の妻にこれを教える････｡
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｢不動坊｣ … 幽霊は遊芸?
やもめ暮らしの吉公を長屋の家主が呼び出す｡ 嫁をもらわないかという話だ｡ 長屋に住んでいるお
滝さんの亭主の講釈師､遊芸稼人の不動坊火焔が地方巡業先で死んだという｡
銭湯の湯船で一人､お滝さんとのやりとりや､長屋の残りのやもめ三人の悪口などをしゃべり始め
る･･･｡
②参加者による｢小噺｣体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
東京銀杏会の打林様､落研 OB 田頭様･荻野様､神奈川銀杏会から松村様､湯沢様がご協力いただき楽
しい幕間の時間でした｡皆様には遊助師から色紙が後日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄされました｡

③口演 第二部は人情噺
｢井戸の茶碗｣… 2 人の侍の矜持と正直な古物商が織りなすﾎﾛﾘとしたひと時
正直者の屑屋の清兵衛が浪人･千代田卜斎から引き取った仏像が細川屋敷の勤番･高木佐久左衛門に渡っ
たところから繰り広げられる事件｡仏像を一生懸命磨いていると､台座の下の紙が破れ､中から 50 両もの
小判が出てくるが､高木は自分は仏像を買ったのであって中の 50 両を買ったわけではない､だから元の
持ち主に返すべき･･｡
高木に招かれた清兵衛は､そこで 50 両のことを明かされ､快く高木の頼みを引き受けて 50 両を千代田の
家へ持っていく｡話を聞いた千代田は､気づかなかったのは自身の不徳であって既に自分のものではない
と言い､頑として受け取らない｡清兵衛もしつこく諭すが､終いには無礼討ちにすると千代田が怒りだし､
清兵衛は高木の元へ帰る｡しかし､高木も頑として受け取らず､清兵衛は再び千代田の長屋に行かされ､仕
事にならない｡長屋の家主が仲介を買って出て､千代田に 20 両､高木に 20 両､苦労した清兵衛に残りの
10 両でどうかと提案する｡高木は承諾するも､それでも千代田は拒絶し､そこで家主は何か 20 両のかた
になるものを高木に渡して商いという形ならどうかと千代田に再度提案する｡さすがに千代田も折れ､父
の形見として残っていた小汚い茶碗を高木に譲ることで､騒動は一件落着する｡
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後日､この話が細川家中に広まり､ついに細川侯の耳にも入る｡細川侯は高木の目通りを許し､その際に
茶碗も見たいというので高木は茶碗を一生懸命磨く｡謁見の日､細川侯は高木の茶碗を見て､これが井戸の
茶碗であることに気づき､300 両で買い上げる｡300 両を前にして､やはり高木は茶碗はあくまで 20 両の
形だから割に合わないとし､少なくとも 150 両は千代田に返すべきだと､再び清兵衛を呼びつける｡だが､
清兵衛の予想通り､千代田はこれを断り､そこで前みたいに何か 150 両のかたはないかと尋ねるが､そん
なものはあるわけないという｡そして思案する 2 人は､娘を高木に嫁がせ､その支度金とすることを思い
つく･･｡
④閉会 地域同窓会連合会長嵜事務局長､鎌倉淡青会立松会長､東京銀杏会打林事務局長､埼玉銀杏会露無
代表幹事からのご挨拶をいただき､豊吉会長の締めの挨拶を終えて､お開きとなりました｡

◎遊助師の想い
講師紹介は今回事前資料が配られたので当日のご披露はありませんでしたが､ここにご紹介させていただ
きます｡
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これからも高みを目指して皆さんの心に灯りをともしていただけますように皆様からの口演のご依頼は下
記までお願いいたします｡公式ｻｲﾄ https://yusuke0816.jimdofree.com/
(ご参考)
参遊亭遊助師は下記の個人向け無料ｵﾝﾗｲﾝ相続ｾﾐﾅｰ(約 45 分間;内容はｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄの活用術)の講師として
小噺と対談に出演します｡9/7 10:00 〜 9/21 17:00 まで配信予定､申込は 9/6 12:00 まで｡
https://www.tr.mufg.jp/seminar/souzoku_yoyaku.html
(文責:谷口､岳野)
(今後の予定)
◎ 神奈川銀杏会 特別講演会
日時等 10 月 23 日(土)12 時 30 分~14 時 30 分 ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ･ｳｴﾋﾞﾅｰ｡
演題 ｢細胞の見事なﾘｻｲｸﾙ機構 -ｵｰﾄﾌｧｼﾞｰから見えてきた生命像 - ｣
講師 大隅良典様 昭 42 養 49 理博 東京工業大学栄誉教授/2016 ﾉｰﾍﾞﾙ生理学･医学賞
(公財)大隅基礎科学創成財団を設立され､理事長にご就任されておられます｡
備考 東工大の大隅研究室は､すずかけ台ｷｬﾝﾊﾟｽ(横浜市緑区長津田町)にあり､お住まい
は神奈川県大磯町(名誉町民)です｡こうしたご縁で神奈川銀杏会でのご講演をお引き受
けいただきました｡皆様へのご案内･参加者募集は､9 月下旬の予定です｡
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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(探訪編)･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｡
◎9月の活動予定のご案内
1.三金会:
昨年5月よりｵﾝﾗｲﾝによる講演会方式で続けています｡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ています.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの猖獗(しょうけつ)が収束すれば､定例昼食会に
戻す予定ですが､ｵﾝﾗｲﾝ講演会方式のｱｸｾｽの便利さも全会員に支持されていることから､ﾘｱﾙとｵﾝﾗｲﾝを併用し
たﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ方式の定例昼食会について､鎌倉山下飯店の協力を得て準備中です.
第188回三金会は､9月17日(金)に､大須賀公一氏(大阪大学教授､非会員)を講師にお招きし､｢知能はどこか
ら生まれるのか?｣のﾀｲﾄﾙでｵﾝﾗｲﾝ方式にて開催予定です｡
2.ﾃﾆｽ同好会:
笛田公園においては､9月2日､8日､16日､22日､葉山町南郷上ﾉ山公園においては､9月3日､10日､17日､24日
です｡笛田公園は午前9時~11時､葉山町南郷上ﾉ山公園は午前8時半~10時半の予定です｡
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､ｺﾛﾅ禍で休会が続いていますが､8月の緊急事
態宣言再発出を考慮して､9月再開の予定をさらに1か月延期し､10月再開を期しています｡10月6日(水)､円
覚寺選仏場､集合8:40､開始9:00､終了10:30､参加費1,500円です｡なお､定例開催日は発足以来､第一水曜
日と第三水曜日の月2回ですが､再開は先ず月1回(第一水曜日)としてｽﾀｰﾄする予定です｡ 休会中は､調身､調
息､調心､｢無字の呼吸｣を心掛けて､健康に資するよう推奨いたします｡
選仏場外観
選仏場内部

*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｡
4.書道教室:
9月9日(毎月第2木曜日)､雪堂美術館(北鎌倉)にて､10時より14時ごろまでの予定です｡
5.ｽﾄﾚｯﾁ:
9月13日･27日､2ｸﾗｽ(9:00~10:30､10:30~12:00)各6名､ｽﾍﾟｰｽ野の花(鎌倉)で開催予定です｡
6.ｳﾞｫｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ:
9月7日(第1火曜日)13時30分よりZoomによる｢ｳﾞｫｲﾄﾚZoom会｣を開催予定です｡
7.その他:
･市民公開講座は､ｺﾛﾅ収束が見通せないため､令和3年度講座は休講としました｡
･歴史散策は､ｺﾛﾅの緊急事態宣言発出を受け､10月以降の再開を検討中です｡
･記載以外の全体行事､同好会は､ｺﾛﾅ感染拡大防止を考慮し､一時休会中あるいは延期が続いています｡
◎8月の活動状況のご報告
1.三金会:
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8月20日(金)の話題提供は鈴木浩氏 (44工､非会員､ﾒﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ研究所長､IEEE Life Fellow)による ｢ｽﾏｰﾄ
ﾒｰﾀ物語｣で､40名の参加者がありました｡初めにﾒﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの概念について､お客様第一と市場第一のﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞを事例に解説があり､ついで､ﾒﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞによるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの具体的な手順として､MECI(Mining,
Exploring, Converging, Implementing)ﾌﾟﾛｾｽを紹介いただきました｡ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの本論では､電力ﾒｰﾀの誕生
期の姿､従来の回転円盤式の電力計､ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの定義､構成､長所について述べられた後､ AMIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒｰﾀﾘﾝ
ｸﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬの概要を紹介され､最後に電気自動車の蓄電機能を使ったAMIによる電力需給ﾊﾞﾗﾝｽの話題で
講演を締めくくられました｡講演後､日本の工学の在り方や､日本のｽﾏｰﾄﾒｰﾀの問題などについて､多くのご意
見や質問があり盛況裡に終えることが出来ました｡
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2.ﾃﾆｽ同好会:
笛田公園にては､8 月 5 日 9 名､11 日 9 名の各参加､19 日雨天中止､25 日 6 名の参加､葉山町南郷上ﾉ山公
園においては､8 月 6 日雨天中止､13 日 13 名､20 日 11 名の各参加でした｡
3.書道教室:
淡青書道教室は会員数 4 名と少なく､教室ｽﾍﾟｰｽも広いので｢三蜜｣を避けることができる環境下､通常通り
の毎月第 2 木曜日に集合して先生の指導を受けています｡今年は夏季練成合宿が中止され､作品発表の機会
もありませんが､淡々と練習に励んでいます｡8 月度教室には新規参加希望者が見学に訪れ､9 月度からの加
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入のご意向です｡この機会に書道を始めてみたいとのご希望をお持ちの方々は､ぜひ教室を一度覗いてみて
下さい｡安全な環境で落ち着いた時間を持てると思います｡
4.ｽﾄﾚｯﾁ:
8 月の活動実績は以下の通りで､ﾜｸﾁﾝ接種 2 回を完了していることもあって盛況でした｡
8 月 9 日 第 165 回 参加者 9 名
8 月 23 日 第 166 回 参加者 12 名
5.ｳﾞｫｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ:

当教室は 2020 年 3 月度以降休講を続けていますが､今年 1 月以降は毎月第 1 火曜日午後に ZOOM 懇親
会を開き､喉の鍛錬と会員の親睦を図っています｡ 5 月度の参加者は 15 名､6 月度 17 名､7 月度 16 名､8
月度 19 名(いずれも先生を含む)でした｡
因みに､以下は 8 月 3 日の当教室の模様です｡先ずは､例により唾液腺刺激運動から始まり､次に 7 曲唄い
ました｡｢水あそび｣･｢花火｣･｢海｣･｢うみ｣･｢われは海の子｣･｢浦島太郎｣･｢知床旅情｣を先生の指示により､上
手に唄うより､喉の運動のつもりで唄いました｡歌の合間に｢詞｣と｢曲｣の関係とか､浦島太郎伝説などのお話
がありました｡歌が終わった後の話題は､現在進行中のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ､特に江の島沖にて行われているﾖｯﾄﾚｰｽの話
となり､ﾖｯﾄｵｰﾅｰである瀬戸会員より多くの教えを受けました｡ﾚｰｽの仕方､ｽﾎﾟﾝｻｰ､選手育成､造船等々の話題
のなかで､ｽﾎﾟﾝｻｰが減ったために選手が置かれた厳しい状況は特に気になりました｡最後に､進会員よりの画
面共有で｢旧東海道歩き｣完遂日 2009 年 7 月 8 日京都三条大橋下での大合唱の模様を動画にて拝見し､感
無量でした｡因みに本日参加会員のうち 10 名がこの三条大橋下での合唱に参加していました｡
下記の写真は喉を鍛えるための欠伸の 8 月 3 日の練習風景です｡
関 西 東 大 会
◎令和 3 年(2021 年)夏の講演会
WEB(ZOOM)で開催されました｡関西東大会としては､初めての試みで､ご自宅でくつろぎながら､講演を聞
けました｡尚､今回は無料開催､また､会員様以外の方も視聴可能でした｡
日 時 : 令和 3 年(2021 年)8 月 22 日(日)
講演会 : 15:00 ~ 17:00 (ZOOM にてご講演)
講 師 : 元 NHK ｱﾅｳﾝｻｰ 松本 和也 氏
演 題 : ｢あなたの話は本当にわかりやすいのか?
~東大生だからこそ気をつけたい『伝わりやすい』話し方のｺﾂ｣
【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】
京都大学経済学部卒 平成 3 年(1991 年)から NHK ｱﾅｳﾝｻｰ
｢英語でしゃべらﾅｲﾄ｣｢紅白歌合戦｣司会などを務める｡平成 28 年(2016
年)NHK 退職｡現在､音声表現ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ､ﾅﾚｰﾀｰとしてご活躍｡
[感想]講演は大変参考になりました｡また､質疑に 1 時間ほど時間を取ったこ
とも良かったです｡
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Ⅴ 地域以外(大学･学士会･会員推薦)情報
◎三鷹ｸﾗﾌﾞ･ｵﾝﾗｲﾝ交流会
東大三鷹ｸﾗﾌﾞ世話人 干場革治(75法)
連絡先✉tfn-hoshiba@blue.ocn.ne.jp
三鷹寮は1950年から続く､旧制高校の伝統を継ぐ自治寮でしたが駒場寮に先駆け､90年代初頭に廃寮とな
り､大学管理の東大三鷹国際学生宿舎として再発足しました｡
三鷹寮の同窓会の東大三鷹ｸﾗﾌﾞは4千名の卒業生名簿を作り､千人の終身会費1万を支払った寮友を会員と
して出発､宿舎生も会員として参加しつつあります｡
昨年からzoomを使い､三鷹寮生とOBのｵﾝﾗｲﾝ交流会を行ってます｡現役の学生･院生の食事代はOBに広く
呼び掛けたｶﾝﾊﾟで賄い､去年は寮生だと分るように寮生に配布した三鷹寮Tｼｬﾂ制作代を含めて80万円超､今
年はﾊﾟｰｶｰの制作代含め100万円超のｶﾝﾊﾟが集まり､毎回15人から20人ほどの学生･院生と10名前後のOBが
参加､この8月で12回目となります｡小生の事務所から参加する学生も毎回2､3名おります｡
ｺﾛﾅ以前も三鷹ｸﾗﾌﾞとして､入寮歓迎会やﾊﾛｳｲﾝﾊﾟｰﾃｨ､ｸﾘｽﾏｽ会や新年会等､寮でのｲﾍﾞﾝﾄの際は三鷹ｸﾗﾌﾞ
を代表して､世話人が寿司桶持参で参加､交流を図って来ました｡又､有志で｢味は文化です!｣と銘打って
年4､5回､毎回留学生を含め､現役､OB併せ24､5名集まって､どじょうやﾁｬﾝｺ､懐石料理などをご馳走､寮
の近くに住む辰先輩などは､正月帰省しない寮生や帰省先のない留学生と自宅で新年会をして､交流し､
縦･横のﾈｯﾄﾜｰｸの形成を図って来ました｡
隔月に1回の学士会館での講演会と平行して､4半世紀くらい続いているでしょうか｡駒場寮の同窓の
皆さんとも何らかの形で連携できればと思います｡
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◎ 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9月以降の活動予定は､以下の通りです｡
9月
10日(金)

21日(火)

25日(土)

夕食会｢(仮)中央銀行:金融安定を護る『最後の防衛線』-金融危機が残した教訓と将来
への課題｣(18:50~講演 学士会館)※講演のみの開催となります
中曽 宏氏(株式会社大和総研理事長/前日本銀行副総裁)
午餐会｢『空飛ぶｸﾙﾏ』開発最前線と実現に向けた課題｣
(12:30~食事､13:20~講演 学士会館)
中野 冠氏(慶應義塾大学大学院附属ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所顧問)
若手茶話会(読書会･ﾐﾆﾌﾟﾚｾﾞﾝ会･ﾄﾞｶﾌｪ ｵﾝﾗｲﾝ)

10月
8日(金)

24日(日)

夕食会｢量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの現状と将来―量子ｱﾆｰﾘﾝｸﾞを中心として｣
(18:00~食事､18:50~講演 学士会館)
西森 秀稔氏(東京工業大学科学技術創成研究院特任教授
/東北大学大学院情報科学研究科特任教授(客員))
関西茶話会｢ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸと危機の時代の哲学―『分解の哲学』を中心に｣
(14:30~講演 京都大学楽友会館)
藤原 辰史氏(京都大学人文科学研究所准教授)
北海道講演会｢輝き続ける北海道を目指して(仮題)｣
(15:30~講演 北海道大学学術交流会館 またはｵﾝﾗｲﾝ)
鈴木 直道氏(北海道知事)
午餐会｢見ることの常識が通じない錯視研究の最前線｣
(12:30~食事､13:20~講演 学士会館)
杉原 厚吉氏(明治大学研究･知財戦略機構先端数理科学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ研究特別教授)
若手茶話会(読書会･ﾐﾆﾌﾟﾚｾﾞﾝ会･ﾄﾞｶﾌｪ ｵﾝﾗｲﾝ)

30日(土)

薬師寺国宝東塔 詳しすぎる見学会(13:30~ 奈良薬師寺)

9日(土)

16日(土)

20日(水)

※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 ｢神田ｶﾚｰ街食べ歩きｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ2021｣に学士会館の｢ｾﾌﾞﾝｽﾞﾊｳｽ｣が参加します
400 以上のｶﾚｰ提供店が集積する東京･神田において､ｶﾚｰ店めぐりを楽しむための食べ歩きｲﾍﾞﾝﾄ｢神田ｶﾚｰ街
食べ歩きｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ2021｣が9月1日(水)に開幕!
学士会館は､ｾﾌﾞﾝｽﾞﾊｳｽの｢新ｸﾗｰｸｶﾚｰ｣で参加を致します｡ぜひ､ご賞味ください!
詳細:https://kanda-curry.com/?p=9683/

3 10月ｽﾀｰﾄ! 学士会館｢ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗﾝ｣｢卓盛りﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ｣のご案内
学士会館では､10月より2つのお得なﾌﾟﾗﾝが始まります｡用途にあわせてご利用ください｡
☆ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗﾝ☆
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料金:お一人様7,000円ｺｰｽ2種､8,000円ｺｰｽ､10,000ｺｰｽの4種類をご用意
人数:20名様より
内容:ﾋﾞｭｯﾌｪ(立食)ｽﾀｲﾙ･2時間制
詳細:https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/smileplan/
☆卓盛りﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ☆
料金:お一人様6,500円ｺｰｽ2種､8,000円ｺｰｽ､10,000ｺｰｽの4種類をご用意
人数:6名様より
内容:卓盛り(大皿)ｽﾀｲﾙ･2時間制
詳細:https://www.gakushikaikan.co.jp/banquets/banquets_plan/takumori_plan/
(両ﾌﾟﾗﾝに関する注意事項)
※料金は､税･ｻ込です｡
※お料理はｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌがお取り分けいたします｡
※ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸはﾄﾞﾘﾝｸｺｰﾅｰにて対応いたします｡
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症予防対策につきましては､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを踏まえ､積極的に取り組んでいます｡

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

28

2021/09

全国地域同窓会一覧 (赤字：新役員・幹事）
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養・会社
役員）
代表幹事：露無松景（81
法）

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）

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8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）

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：打林國雄（70工）

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）

山口東大会(2014/120 )
*滋賀銀杏会(2009/90)
会長: 武村正義(６２経・元 会長：二井関成（72法・前県
知事） 幹事： (山口)西富一平(９
大蔵大臣）
６理・県庁）(宇部)西尾正幸（９６工）
連絡：上田重和（93育）

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）

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）

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
連絡：田中伸（77法・弁護士） 銀行）＃東京大学徳島県
人会：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
福島東大同窓会
関西東大会(1987/410)
香川銀杏会(2002/165)
連絡：守岡宗憲（99法・県 会長:水野一郎（64工・金沢 会長:鈴木博之（６９工・丸 会長: 松井孝嘉（67医・病
工業大副学長）
庁）
一鋼管会長）
院長）
連絡：（石川）藤木慎太郎(08 連絡：河野裕亮（７８経）
注）活動休止中
連絡：加藤宏一郎（88経・
工）(東京）小林博重（76法・会
地元放送会社役員）

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

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）

愛媛赤門会(2010/140)
会長: 確認中
連絡：玉井真一郎(８５経・
会社役員）

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

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）
①福岡銀杏会(1999/430)
会長：石原進（63法・ＪＲ九
州相談役）連絡：木下貴友
（00養・九電）

（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: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）

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）

(周南)松田訓明（８５法）
#在京の会：永沢裕美子（８４育）

社経営）

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）
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）

兵庫東大会(1999/120)
会長:西村文茂(72法・
弁護士）
連絡：河野真悟（96工
退）
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）
①松本赤門会(1981/45)
和歌山赤門会(1970/100)
会長:帯刀益夫（66薬・東北 会長: 田辺善彦（66法・弁
大学名誉教授） 連絡：横沢 護士）
敏（88文・会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会
②*長野赤門会(2006/130） 社経営）
会長: 山浦愛幸(69農・地銀
役員）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市
長）

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）

②北九州の集い(2006/140)

世話人：岡本稔（６７工）

〒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

東京大学同窓会連合会

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

新政

岩手県八幡平市 (株）わしの尾 (創業1829) 水、米、人、地工藤 朋 代表取締役
域と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 （H15・工）
酒です。 http://www.washinoo.co.jp/
秋田県秋田市 新政酒造（株） (創業1852)
当蔵の醸造 佐藤 祐輔 代表取締役
方針「秋田県産の酒米を、生酛純米造りにより六号酵母にて醸 社長 （H11/文）
す」
。 http://www.aramasa.jp/

金水晶

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

大七

福島県二本松市 大七酒造（株） (創業 1752) 日本酒の正統太田 英晴 代表取締役
大七の“生酛造り(きもと造り)”
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 代表取締役社
兵庫県特Ａ地区産山田錦100％で造る生酛（きもと）の酒に 長 （S60・経）
力を注いでいます。 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 （H25・文）
100％純米酒、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、 代表取締役社長
伝統の
（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.takeshigehonke.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）代表取締役社長
を社是として、酒造りに日々精進しております。
（S61経・Ｈ22ＥＭＰ
http://www.choryo.jp/
修）
広島県広島市 ㈴梅田酒造場 （創業 1916）
梅田 啓史
地元広島産の米･酵母･水から、風味華やかでスッキリとした飲
(H19／文)
み口
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 （S62・農）
ャンピオン・サケ」を受賞。http://www.kitaya.co.jp/

御園竹

長龍

本洲一

喜多屋

花の露

佐藤 俊一 代表取締役
社長 （S45/農・S50博
）

福岡県久留米市 ㈱花の露 （創業 1745）
冨安 拓良 代表取締役
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 社長（H9・農）
立てるようなお酒造りに専心しております。
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協賛広告

企業

法人
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

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
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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