【神奈川銀杏会ニュース】第４７号
平成２９年１月発行
事務局だより
第 24 回（平成 28 年度）総会・講演会・懇親会ご報告
平成 28 年 10 月１日（土）午後、パセラリゾーツ横浜関内３階「グレースバリ」 にて、ご来賓に母校から中丸典
子様、同窓会連合会から長嵜新一様、東京銀杏会から岩村敬様、千葉銀杏会から三木英司様、埼玉銀杏会から磯部
正昭様、鎌倉淡青会から長谷川信夫様をお迎えし、第 24 回神奈川銀杏会総会を開催いたしました。総会では、会長
が議長を務め、次の議案が審議され、承認されました。
①平成27年度事業・会計報告及び平成28年度事業報告
②平成29年度事業計画・予算
③会則改正：年会費を5,000円から3,000円に引き下げる。
（改正理由）会員拡大に向けて、近隣銀杏会の状況も踏まえ、若手をはじめとした新規入会の物理的・心理的ハ
ードルを下げるため。
総会終了後、東大名誉教授・国立研究開発法人海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）海洋科学技術イノベーショ
ン推進本部 研究推進担当役／上席研究員の鳥海光弘先生から「地球の最新像と人口知能」と題してご講演いただ
きました。ご講演の要旨は次のとおりです。
1999 年、東大に柏キャンパスができ、総合的、融合的な研究に当たることになった。私はそのとき本郷の理学
部から柏に移った。バイオインフォマティクス、生物情報学（ビッグデータサイエンスの走り）
、人口知能絡みの
複雑理工学を立ち上げた。その主題は、世界は複雑系であり、非線形系であり、予期できない出来事が起き、ど
んどん変化する、自然の活路が開かれるということである。データ駆動型のサイエンスを立ち上げた。アストロ
バイオロジーも始めた。生命の発生の場を地球外で探る。地球外にも生命を考える。
「普遍的な生命とは何か、地
上の生命の関係は何か」を再検討する必要があった。現在の地球上の生命の起源が宇宙にある可能性についても、
太陽系外惑星（系外惑星）を含めて見直すものである。
今から５年ほど前には天の川の渦を上から見た図が正確に書けるようになった。これは天体物理学、観測天文
学の成果である。銀河系の中心にはブラックホールが多数ある。銀河
の渦の中心から伸びる腕、実はこれはガスであるが、この腕の渦巻き
の動きと私たちが住んでいる太陽系の運動は独立であることもわかっ
てきた。太陽系は腕と腕の間の薄いガスしかないところと濃いガス
（腕）のあるところを約４億年周期で通過している。銀河の渦の範囲
のはるか外の 100 億光年離れたところには球状星団がある。球状星団
には星団の渦ができている。この渦は過去において天の川と矮小銀河
がぶつかった痕跡であるということがわかってきた。銀河が安定して回転するためには外側にダークマターによ
る重力の作用を仮定しなければいけないこともわかってきた。10 年前までの考え方によれば、私たちの太陽系は
ガスがレンズ状に集まっており、結晶の微細な粒も漂っていた。真ん中に太陽が形成された。その周りに水星、
金星、地球、火星、木星、土星が生成していった。これが標準モデルであった。ところが近年、この標準モデル
は間違っていることが明らかになった。近年、私たちの銀河系の中心からは北と南の２つの軸方向に向かって光
速の 90％の速度でジェットが噴出していることがわかった。そして標準モデルと違うモデルが提唱され始めた。
原始太陽系は 50 億年前から形成され始めたという。はじめはコメットやガスやウルトラナノパーティクルが漂っ
ていた。中心に水素とヘリウムが集まり太陽ができた。その結果、太陽の周辺ではかえって星間物質が極めて少
ない一定幅のスカができた。惑星の周りにもスカができた。太陽ができると、大きな磁場が発生した。その結果、
空間に漂っていた水素原子イオンがプラズマとして不安定な状態に陥った。核融合用のトカマクの中で起きてい
るプラズマ不安定と同じである。銀河と同じような腕が不安定になった。木星、地球ができて公転を始めたが不
安定であった。1995 年、木星よりも大きく巨大な惑星が系外惑星として初めて発見された。その公転周期は５日
しかない。こういうのをホットジュピターという。星がぶつかることもあり得る。銀河の外では数千個の系外惑
星が発見されている。一方、木星の周期は 12 年もある。惑星には氷惑星もあれば、地球型惑星もある。白色矮星
もある。太陽にガスが取られるのでホットジュピターはできるはずがないと言われていた。でき立ての太陽系に
は磁場のせいで不安定な腕の中に小惑星や彗星もある。ガスも詰まっている。計算手法が進歩し、計算機の性能
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も向上して、シミュレーションができるようになった。不安定で互いに衝突し、太陽に落ちようとする。それが
ホットジュピターである。その後、太陽から離れるものもあった。太陽系の原物質と木星や土星の原物質が同じ
かどうかはわからない。地球、月、火星の酸素同位体比は同じであるが、彗星などの蒸発成分の多いものの酸素
同位体比は大きく異なっていた。太陽系外の物質と太陽系の物質が混ざり合ってできている。太陽風の成分を調
べたところ、地球にも太陽系外物質が入っているかもしれないということがわかった。火星は地球や水星に比べ
てやけに小さい。火星は木星に質量を持っていかれた可能性がある。が、シナリオは今もって不明確である。生
命が発生するためには水が必要である。木星の惑星の多くは低温で表面は厚さ 200km の氷で覆われ、地下に地下
海がある。氷が割れて地下海の水が噴出している。噴出した水の成分を調べた。地球の海はナトリウムと塩素が
非常に多いが、その理由はわかっていない。地下海の水にはケイ素が多い。地下海に生命がある可能性がある。
地球が別の惑星とぶつかったときに岩石が溶け、蒸発したが、月はそのガスが固まってできた可能性がある。木
星の酸素同位体組成は地球や太陽とは全く違い、むしろ蒸発性の物質が多い彗星の同位体組成に近いのではない
か？
地球内部にはマントルの対流がある。地下 50～3,000ｋｍはマントル。そして核とマントルの境界は不均一で
あることがわかった。核の近くでは、溶けているマントルと固まっているマントルが混在している。地球のマン
トルは均一ではなく、半球構造（マントルが東西に割れている）である。マントルは完全にはかき回されていな
い。何が起こっているかはわからない。マントル対流は頻繁に起こるものではないらしい。マントルからマグマ
が出て海嶺が点々とできる。マントルの変動は等速で起きるのではなく、静かなときと急激なときがある。日本
海溝に沈み込んだプレートはそのまま地球の内部に沈んでいくのではなく、地下 660ｋｍで滞留する。これを滞
留したプレートという。日本列島から千島列島まで。マグニチュード９では地下 1,000ｋｍのプレートが割れ、
１分以内に 50ｍも滑るのである。この 100 年間、頻発している。このような地震は同じ周期で起きるのではない。
頻発する時期と無い時期とがある。長期間にわたって頻発する地震のデータはビッグデータとして解析するしか
ない。2011 年 3 月 11 日、日本列島全体が太平洋に向かって 50ｍずれた。ところが最近（2016 年）
、福島より北
では、ずれの動きの方向が逆になった。福島より南では、そのまま太平洋に向かってさらにずれた地域もある。
小さな地震には周期性がある。マグニチュード７では 50ｋｍずれる。人工知能によって地震データからパターン
を抽出しつつある。
（質問）どうして地球のマントルは縦割れしているのか？
（答え）プレートが沈み込む。日本列島の周辺。海のプレートは海水
を含んでいる。それが日本の地下に沈む。大陸側のマントルは乾いて
いて、かき混ぜられない。
（質問）私たちは平衡を前提としている。自然災害は平衡を壊すのか。
（答え）開放系では境界で物質・エネルギーが出入りする。物質も熱
も閉鎖されていると平衡になる。
（質問）平衡状態は計算できるのか？
（答え）評価関数が定義できる系は安定する。評価関数がないと非平衡系となる。
（質問）ケイ素生物はありうるのか？
（答え）ナイーブな化合物はケイ素ではできない。ＤＮＡなどはケイ素ではできない。
（質問）今までの常識があやしくなってきているというような話題はないか？
（答え）プレート運動がある。地球には海半球と陸半球がある。厚さ 50ｋｍ、半径 10,000ｋｍのプレートがガクガ
ク動くのは解せない。日本の地下のプレートは、まだら状に溶けている可能性がある。プレートのずれは伝播
する。プレートは毎年数センチずつ動くのではなく、塊が引っかかりながら突発的に大きくずれているのでは
ないか？ビッグデータで確認したい。
（質問）炭酸ガスによる地球温暖化は？
（答え）地質学的に見れば大きな温度変動は何回もあった。今回の温暖化もその一つである可能性があるが、上昇
速度が通常よりも速い。炭酸ガス濃度が上がっているのは確かである。気候シミュレーションには限界がある
が、一応、温度上昇の速さは計算結果と合致している。結論は予断を許さないが、だからといって炭酸ガス排
出減少の努力を怠ってよいわけではない。
講演会終了後、会場を同じくして懇親会が開催されました。懇親会冒頭、大久保敏治会長から挨拶がありました。
「神奈川銀杏会は創立以来 24 年となります。現在、活動が活発化しつつあります。銀杏会の活動の中心は同好
会ですが、今年は新たに「気功の会」が立ち上がりました。同好会の参加者総数は 600 人であり、会員が 200 名
であることを考えれば、良い成績を上げています。問題は新規の会員が少ないことです。全体としては、会員数
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は減っています。この１年で新たに銀杏会に入会したのは５名です。数年前に東大の卒業生室に確かめたところ、
東大のＯＢは横浜に 8,000 人、川崎に 3,000 人、鎌倉に 1,000 人いるとのことでした。神奈川銀杏会の存在はこ
れらＯＢにあまり知られてはいません。幹事会で具体策を考えるとともに、若手の会を組織化していきたいと考
えます。そして最終的には個人のネットワークが肝心であると思います。
」
続いてご来賓の東京大学本部社会連携部卒業生室課長 中丸典子様よりご挨拶をいただきました。
「大学内に社会を駆動する仕組みをつくる必要があります。卓越性と多様性を持った教育と研究が必要です。
卒業生のネットワークを強化する必要があります。大学生の支援も必要です。ホームカミングデイでは卒業後 20、
25、30、35、40、45 年の学年会が開かれますので皆さん奮ってご参加ください。
」
続いてご来賓の東京大学同窓会連合会事務局長 長嵜新一様からご挨拶をいただきました。
「本日は神奈川銀杏会の幹事の方々のお顔を拝見しました。メール連絡網を充実させたいです。会社から同窓
会連合会に寄付があった場合は地域同窓会に還元されます。
」
続いてご来賓の地域同窓会の方々を代表して東京銀杏会代表幹事 岩村敬様からご挨拶をいただきました。
「当会も神奈川銀杏会同様、新規参加者が少ないことに悩んでいます。神奈川の対応を参考にさせていただき
たい。
」
ご来賓のご挨拶の後は本会の顧問をお願いしている土井修前会長の音頭で一同乾杯となりました。乾杯の後は懇
親に移り、参加者一同、旧交を温めるとともに新たな出会いを織り成しながら親睦を深めました。歓談の途中、サ
プライズ企画として美女お二人が登壇し、ベリーダンス・ショーになりました。締めには新村正純会員のリードの
下、大きな輪になり恒例の「ただ一つ」を唱和しました。

同好会活動
（１） 三土会
三土会（昼食会）は、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ともに、会員相
互の親睦を深める場として開催しております。多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
[開催日時] ：毎月第三土曜日 11:30～14:00
・昼食をとり話題提供者のスピーチを聴いた後、意見交換・自由討論をいたします。
・当日の予定 11:30～12:30 昼食及び会員懇談
12:30～13:30 話題提供
13:30～14:00 質疑応答及び意見交換・自由討論
・テーマによりスケジュールを変更する場合がございます。
[開催場所] ：クルーズ・クルーズ YOKOHAMA
ＪＲ横浜駅東口徒歩 3 分 スカイビル 27Ｆ
[最近の実施状況と今後の予定]：話題提供者の敬称省略
H28 10 月
ホームカミングデイのため休み
H28 12 月 17 日 「”Think globally, act locally” in 海の公園」
坂田邦江（ゲスト）
H29 1 月 21 日 「脳科学からみた頭の使い方と価値観の役割」
平松茂実
[参加申込方法]：参加御希望の方は開催日の１週間前までに幹事宛てに申し込んでください。
[ 会 費 ] ：2,900 円-3900 円／人程度（実費）
。話題提供者は無料。
[幹事連絡先] ：・羽田壽夫 （連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
・奥出信一郎（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
「新年の抱負」：三土会幹事 奥出信一郎
日銀が１万円札を印刷し続けているので、2017 年には相当のインフレが危惧されますが、随時対応して三土会の
運営を継続したいと思います。三土会運営の方針は、「神奈川に根付いた特色を出す、新たな人脈作りの場として
3/9

も機能する」です。皆さま、奮ってご参加ください。話題御提供は引き続き大歓迎いたします。神奈川銀杏会に属
していない方（東大同窓生、場合によってはそれ以外のゲスト）による話題ご提供も歓迎いたします。
以上
（２） 三火会
毎月第三火曜日に朝食会を開催しています。
三火会（朝食会）では新しく入会される方を歓迎しています。
下記の実績のように、毎回お一人の話題提供者から、海外情勢、産業や技術の動向、エネルギー、情報化、高齢社会、子ども、
教育、福祉、文化・趣味等の幅広い分野の最新動向をもとに、食と学びを楽しみつつ会員相互の親睦を深めています。
2017年も世界と日本の様々な社会や科学の動向を話題に楽しみつつ学んでいきましょう！
【会 場】横浜プラザホテル14階レストラン『ル・ファール』
【時 間】7：00～9：00頃まで（会費：1200円 朝食代実費）
【2016年の実施状況】
開催月日
話題提供者(敬称略)
テーマ
2016/01/19

小牧昭一郎

「サイ科学の全貌」を読む

02/16

斎藤 毅

台湾歌壇、台湾川柳、友愛グループ

03/15

天野 浩

我国の生産性,付加価値さらにGDPについて考える

04/19

長岡 芳雄

予測のできない時代

05/17

門井 龍太郎

データ駆動型社会について

06/21

浅沼 知行

子どもの貧困をめぐって

07/19

村田 禅

AEC（アセアン経済共同体）はスタートしたが

08/02

神奈川銀杏会花火鑑賞会

（11人参加）

08/16
09/20

赤石 愼一
河辺 公一

英国のEU離脱等について
私の老化遅延対策試行錯誤例

10/18

林 縝（しん）治

脳・社会・文化のつながり

11/15

天野 浩

政権交代後のアルゼンチンに滞在しての見聞

12/20

忘年会

（13人参加）

※話題を提供してくださった皆様、ありがとうございました。お陰様でたいへん幅広い範囲の話題を通して、社会、
産業、科学、福祉、世界の政治経済動向などの理解が深まりました。
【2017 年の予定】
2017 年も早速スタートの準備が進んでいます。乞うご期待！！
予測できない時代を考える（仮題）
2017/01/17
長岡 芳雄
(フリーディスカッション)
02/21

中島 敏

空家について

03/21

瀧川 謙司

調整中

04/18

出井美智子

調整中

05/16

林縝治（しんじ）

脳・社会・文化のつながり②（仮題）

ご連絡は担当幹事（浅沼）
：まで（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

三火会忘年会 2016.12.20
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インターコンチネンタルホテルにて
（３） 囲碁の会
＊＊＊ 神奈川銀杏会囲碁の会終了のお知らせ ＊＊＊
神奈川銀杏会囲碁の会は、神奈川銀杏会設立の翌年、川井利長先輩他の皆様のご熱意とご尽力により、平成６年
(1994)に石倉昇八段（当時）を顧問に迎え、さらに指導講師をお呼びして、日産自動車厚生年金基金会館にて華々
しく幕を開けて以来 22 年半が経過してまいりました。
しかし、神奈川銀杏会会員の減少と相まって、囲碁の会の出席者は次のとおり激減してしまいました。その上、
先の総会にて決定されましたとおり、趣味の会に対する助成金は２万円と減額されることになり、財政的に継続困
難と判断させていただいた次第です。
（一回当たりの平均出席者数の推移）
平成 18 年 27.7 名、平成 22 年 26.5 名、平成 25 年 18.3 名、平成 27 年 16.3 名、平成 28 年 14.6 名
つきましては、大変残念ではありますが、昨年 12 月の例会をもって、囲碁の
会は「22 年６か月」の歴史に幕を下ろさせていただきましたので、ご了解くださ
いますようお願いいたします。
囲碁を愛する皆さんには大変永きにわたって楽しい会を盛り上げていただき
まして誠に有り難うございました。本当に感謝しております。
神奈川銀杏会会員増加の折には、若い方に音頭を取っていただき、新しい形で
再出発されますよう願ってやみません。
囲碁の会 最終回の模様
幹事：鈴木庸夫

●〇 神奈川銀杏会囲碁の会「２２年６か月」 〇●
準備会

平成６年
(1994)
５月14日

石倉昇八段(当時)、川井利長幹事ほか計９名にて打合せ、本会立ち上げ

神奈川･東京･千葉三銀杏会 親善囲碁対抗戦
第１回～
平成7年(1994)
平成11年(1999) 日産自動車厚生年金基金
30回
～
(八重洲いずみ)
30回
7月9日
4月10日
会館
4回のうち2回優勝
第31回～
11回
41回

平成11年
(1999)
6月12日

平成13年(2001) 囲碁サロン有心
～
2月10日
（ハマボール近く）

第5回･神奈川･東京･千葉三銀杏会
親善囲碁対抗戦(八重洲いずみ)
優勝

第42回～
17回
58回

平成13年
(2001)
5月12日

平成15年(2003) 囲碁サロン有心
～
12月13日
（ホテルリッチ）

神奈川･東京･千葉三銀杏会 親善囲碁対抗戦
(八重洲いずみ)
3回のうち3連勝

平成16年
(2004)
2月14日

囲碁サロン有心
平成25年(2013)
～
（横浜駅南口）
4月13日
（大洋ビル）

神奈川･東京･千葉三銀杏会 親善囲碁対抗戦
(八重洲いずみ)

第59回～
56回
114回

平成22年(2010)8月14日「横浜囲碁センター」と名称変更
100回記念（平成22年12月11日）最多出席者36名
平成25年
(2013)
6月8日

～

5回のうち1回優勝
*合計13回のうち最多の７回優勝

横浜囲碁センター（横浜
平成28年(2016)
駅北口）
12月10日
（東興ビル）

第115回
～
22回
第129回および第132回：最少出席者11名
136回

19名が出席して最終回（平成28年12月10日）を飾る！

（注）4 回中止されているが、回数に含まれている。（巨大地震、大雪 2 回、台風）
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２０１６囲碁部会計報告
項目
前期末
2月13日
4月9日
6月11日
8月13日
10月8日 12月10日
合計
当日会費
58,000
36,000
40,000
56,000
48,000
52,000
290,000
指導碁料
16,000
15,000
13,000
16,000
17,000
17,000
94,000
懇親会費
33,000
18,000
15,000
24,000
27,000
48,000
165,000
神奈川銀杏会
70,000
70,000
預金利子
14
14
その他
収入合計
107,000
139,014
68,000
96,000
92,000
117,000
619,014
席料
15,300
9,900
11,700
15,300
13,500
16,200
81,900
指導碁謝礼
53,000
53,000
53,000
53,000
53,000
79,500
344,500
プロ棋士謝礼
50,000
50,000
事務,通信費他
3,884
4,114
2,791
2,748
4,711
1,684
19,932
懇親会費用
53,330
29,498
16,828
28,559
35,047
65,698
228,960
その他
22,369
22,369
支出合計
125,514
96,512
84,319
99,607
106,258
235,451
747,661
収支
-18,514
42,502
-16,319
-3,607
-14,258 -118,451 -128,647
（当日分収支）
(-27498)
残高
128,647
110,133
152,635
136,316
132,709
118,451
0
0
１．囲碁部の活動は本年をもって終了といたします。足かけ23年の長きにわたり御援助をいただきありがとうござ
いました。参加人数が減少し，財政面で見通しが立たなくなったのが理由です。
２．12月には例年どおり石倉九段をお招きして最後の碁会を開催いたしました。
３．来年からは神奈川の分も合わせて東京で毎月１回開催とする予定です。（現在は東京，神奈川それぞれ隔月１
回の開催）神奈川の分も引き継ぐ東京での運営の一助とするため，残金22,369円を東京囲碁会へ寄付すること
といたします。ご了承ください。（上表では支出欄のその他に計上）
（４）ゴルフ会
会 費： 年会費無料
会 員： 神奈川銀杏会会員およびその配偶者の方（現在会員登録数 80 名）
（入会申し込み：氏名、卒業年次・学部、オフィシャル or プライベートハンデイキャップ、
〒番号、住所、Tel、Fax 番号、Ｅメールアドレスを幹事まで連絡ください。
）
幹 事： 宇田川 潔（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

（５）食楽会
【食楽会の昨年の活動実績と今年の抱負について】
明けましておめでとうございます。昨年は下記４回の食楽会企画に大勢の皆様のご参加を賜り、誠に有難うござ
いました。今年はできれば回数を増やし、既会員様の懇親を一層深めるとともに、新規会員獲得の一助になるよう
努めていく所存ですので、お店のご紹介等、皆様の積極的なご支援をよろしくお願い申し上げます。
【第１回】4/2（土）16 名参加 (若手の会より１名ご参加)
大磯のフレンチの名店「大磯迎賓館」にて絶妙のフランス料理を満喫した後、ボランティアのガイドの下、
「吉田
茂邸と旧三井財閥邸」の散策を実施いたしました。
【第２回】6/11（土）21 名参加 (若手の会より１名ご参加)
会員様より地元漁師さんと蕎麦打ち名人のご紹介をいただき、金沢八景の
小さな穴子料理店「かりんの木」で、獲れたての絶品穴子料理と地酒を満喫
し、海洋資源保護育成の観点から漁船にて「アマモ」の生育状況を鑑賞いた
しました。
【第３回】9/3（土）21 名参加 (若手の会より１名ご参加)
会員様よりご紹介頂いた山手の素敵な会員制隠れ家「エリア耀」で絶品のフレンチと中華のコラボを満喫いたし
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ました。
【第４回】12/3（土）16 名参加 (若手の会より２名ご参加)
これまでとは趣を変え、会員様相互の親睦強化を主目的に、会員様の鎌倉のご自宅での「ホームパーティ」を実
施しました。料理はＢ級グルメでしたが、幹事用意の厳選地酒に加え、会員様お持ち寄りの銘酒とウイットに富ん
だ近況ご報告により大変盛り上がり、解散後は各位鎌倉の紅葉を満喫されました。
【今年の抱負】
これまで年４回の開催を続けてまいりましたが、神奈川銀杏会会員増の一助として、新規会員増強の目玉の一角
を担うこととなりましたので、できれば年６回開催(原則偶数月の第一土曜日開催)を目指したいと思っております。
ただ現時点では会場の目途が立っておりませんので、候補先のご紹介を是非ともよろしくお願い申し上げます。
候補条件としては、
場所⇒原則、神奈川県、これまで未実施の小田原市、相模原市、平塚市、川崎市等
料理⇒各国料理の観点から「トルコ料理」
「エスニック料理」等
郷土料理の観点から「九州料理」
「四国料理」
「東北料理」等
和食の観点から「鰻料理」
「すき焼き・しゃぶしゃぶ」
「寿司」等
会費⇒原則 5000 円近辺
以上、よろしくお願い申し上げます。
なお、本会の活動に興味を示され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（携帯電話番号とも）
」をご記入の上、お申し込みをお願いいたします。
○大久保敏治（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
○豊吉 誠治（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
○福山 隆幸（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
（６）気功の会
会員の心身の健康増進・教養のために、気功の会を毎月１回開催しています。
＜主催＞
東京大学同窓会・神奈川銀杏会の「気功の会」
幹事
奥出 信一郎
副幹事 福山 隆幸
講師
大畑 敏久
＜場所・日時＞
三土会（第三土曜日）直前の 9：00（午後２時）から 16 時(午後４
時)まで
神奈川区金港町 1－11 ナビューレ横浜タワーレジデンス３階の音
楽スタジオ（ダンススタジオ）
（横浜そごうからベイクオーターに渡り、ナチュラルローソンを過ぎ
てすぐ右が入口です。
３階がレセプションになっており、スタジオも同じ階にあります。
）
気功の会に参加ご希望の方は、奥出までお知らせください。
（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
＜会費＞
300 円～500 円程度 学生さんは 100 円程度
ただし、初回参加の方に限り 2,500 円の「自宅練習用ＣＤ」をご購入いただきます。
（７）音楽会
神奈川銀杏会では、若手女性ソプラノ歌手、バイオリニスト、ピアニストによるサロン・コンサートを随時企画
しております。馬車道駅近くの 20～30 人収容規模の瀟洒な会場で音響効果も抜群です。今年は３月 28 日（火）夕
方と４月 22 日（土）午後開催の予定です。３月の予定は次のとおり決まりました。（４月の詳細は２月に決定予定
です。）是非ご参加ください。
３月 28 日（火）15 時 30 分開場、16 時開演
内 容：「横浜に恋して（第２回）」曲目は「ゆく春」「花」などの日本歌曲
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入場料：2500 円
会 場：馬車道ピアノサロン 中区太田町 4－46 野中貿易ビル２階 電話：045-211-2593
みなとみらい線馬車道駅５番出口より徒歩３分、市営地下鉄関内駅４番出口より徒歩４分、ＪＲ関内駅
北口より徒歩８分
出演者：遠藤美和 ソプラノ歌手
高木 梓 ピアニスト
企画・プロデュース：奥村恒雄
お申し込みは、電話でも受け付けております。ご家族・ご友人も大歓迎です。
（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

気功の会へのお誘い

大畑敏久

初めまして。約 50 年間、金融界に身を置いていました。神奈川銀杏会には長期間会費を納めておりましたが、
50、60 歳代は仕事にかまけ、行事に参加することがない睡眠会員。申し訳ありませんが、昨春まではメンバーであ
ることも忘れかけておりました。
完全に仕事から退いて数年経過し、地元の方々とのつながりを持ちたいとの意欲が湧いてきたのは自然の成り行
きというしかありません。思いめぐらすうちに、神奈川銀杏会の「三土会」が私の住居の直ぐ近くで開催されてい
ることに気付きました。昨年４月の例会に初めて出席し、高度な理科系の話題を解りやすくお話しいただいたこと
に感銘を受けて帰りましたところ、日を経ることなく５月例会での話題提供のご依頼がありました。
何を話題に選ぼうか大いに迷いましたが、20 年来私の生命活動の礎となっている「智能気功」について語るしか
ないと考え、個人的体験談を若干の実技紹介とともに、思いつくままにお話ししました。
「気功の会」発足のご提案はその会場でいただきました。ご迅速な必要手続きを経て、６月には第１回「気功の
会」が実現の運びとなりました。私の話をお聴きいただいた約半分の方々のご入会を得て、昨年 12 月までに半年が
経過、皆様の熱意に支えられ、小規模ながらも定着してきたことに感謝しております。
昨年５月の三土会にご出席の 10 数名の方以外には今までご説明の機会がありませんでしたので、
この紙面をお借
りして例会でのレジメを整理したものをご紹介したいと存じます。なお、大きな被せとして、
「智能気功」はいかな
る宗教とも無関係、金銭面を含め強制的な要素も皆無、老若男女どなたでも安心して実践できる健康法であること
を申し添えたいと存じます。
身心の健康増進、自然治癒力の向上、アンチエイジングなどに多大な効果が期待できますので、多くの方々のご
参加をお待ちしております。原則として、毎月三土会の前の午前９時よりの開催です。
（なお、本年 2 月は第４土曜日 25 日の午前 9 時からの開催に変更します。
）
三土会でのレジメ（専門用語があり、判り難い点は御容赦ください。
）
１． 智能気功２０年の実践で得たもの
（身体面での効果）
 激しい腰痛が初日で軽減、数か月で完治
 季節ごとの悩みだった風邪をひくことがなくなった
 新しい虫歯ができなくなった
 自然治癒力、免疫力の強化を実感
（精神面での変化）
 些細なことで思い悩む性格が改善された
 前向き思考になり生きることが楽しくなった
 仕事と余暇とを両立させる複線的な生き方ができるようになった
 潜在能力の覚醒か？ 直観能力が芽生え、逡巡することなく即決即断ができるようになってきた
 テレパシー能力があるのではと思うことが、頻繁に起こるようになった
 人間関係が改善された
２．気功とは何か（教科書から抜粋）
① 気功の原型は自然な癒しの動作にある
② 気功は最高の健康法の一つ、アンチエイジングにも有効
③ 「気」を体内に直接取り入れることにより自然と一体になり生命力を高める
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④ 「気」とは生命エネルギー、生命情報、また万物の構成要素との考え方もある（物理的に計測された構成因子：赤外
線、静電気、磁気、化学的微粒子、超低周波）
⑤ 目指すのは病気にかかりにくい身体をつくり、健全な身心と充実した生活を実現すること
⑥ 気功には約３０００の流派があり、これに類似した健康法も多い
⑦ 気功はスポーツ（運動）ではない（なお、過激なスポーツに生命力を高める効果はなく、むしろ健康を損ねることの方
が多い）
３．智能気功の特色
① 旧来の伝統気功の秘訣を整理集大成し、１９８０年代に創られた新しい気功
② 系統的な功法を有する
③ 混元気理論を採用する
④ 開放性気功であり従来の閉鎖性気功とは異なる
⑤ 特殊な意念活動が不要
⑥ 三伝併用 心伝（気場）、口伝、形伝を駆使する
⑦ 気を引く方法で気を調達する 意念、形体、音声
⑧ 自分の真気を損なわずに外気による病気治療が可能
⑨ 練功反応が著しい 病毒排出反応、気が患部を突く反応、練功上達の反応
４．智能気功における具体的な修練方法
① 捧気貫頂法（ほうきかんちょうほう） 簡単な動作と意念活動によって気を取り込む
② 三心並站庄（さんしんへいたんしょう）心静かに立つ 禅の境地に近い
③ 形神庄（けいしんしょう）特殊な動作を通じ体内の気を充実させる
④ 五元庄（ごげんしょう）独特な動作と発声によって内臓を強化する
いずれも動作は緩やかで、高齢者にも受け入れやすいものです。
事務局より
囲碁の会は東京での共同開催となりましたが、三土会、三火会、ゴルフ会、食楽会の活動に加えて、
「気功の会」
や「音楽会」も元気に稼働しております。10 月１日開催の総会は巻頭の詳細な事務局報告のとおり大いに盛り上が
りました。新年度は同好会幹事の皆さんを先頭に神奈川銀杏会の一層活発な活動が期待されます。次回の神奈川銀
杏会ニュース第 48 号は３月編集、４月１日発行の予定です。
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