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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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