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平成３０年１月発行

あけましておめでとうございます。

平成 30 年もよろしくお願いします。

事務局だより
神奈川銀杏会 第５回若手交流会のご案内
若手交流会は、第 1 回を 2016 年１月、第 2 回を同年４月、第３回を 2017 年 2 月、第 4 回を同年７月に開催する
ことができました。皆様のご理解とご協力に御礼申し上げます。
今後とも、時代の潮流の本質的な理解、参加される方々の異分野における経験・知見の交換、親睦・交流等を基
本に、若手の運営で有意義な会合を目指してまいります。
本年も早速、新年会を兼ねて次により第 5 回若手交流会を開催いたします。
名称は「若手交流会」ですが、自称“若手”に限らず、若手から受ける各種の刺激を栄養源とされたいシニアの
方々も大歓迎でございます。神奈川銀杏会会員以外の方をお誘いいただいても結構です。
奮ってご参加くださいますようお願いいたします。
１．日時：2018 年１月 27 日（土曜日）12 時から 14 時半
２．場所：クルーズ・クルーズＹＯＫＯＨＡＭＡ
住所：神奈川県横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 27F (JR 横浜駅東口徒歩３分)
３．内容：
①参加者自己紹介
②話題提供：大山滋郎氏「企業の常識・弁護士の非常識」
③交流／懇親
④今後の活動等
４．会費：4,000 円
５．参加申し込み
2018 年 1 月 12 日（金）までにお願いいたします。
（
「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
同好会活動
（１） 三土会
昼食会（三土会）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。
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
・テーマに依り、スケジュールを変更する場合が御座います。
[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
[平成 30 年の今後の予定]：話題提供者の敬称省略。
H30 1 月 20 日 「脳科学からみた人生の生き方と情感の影響」 平松茂美
H30 2 月 17 日 「題未定」 安田光一
H30 3 月 17 日 「題未定」 山本 俊介
4 月以降の話題提供者を募集しています（自薦・他薦・推薦可）
[参加申込方法]：
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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下さい。
[ 会 費 ] ：3,000 円-3,900 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。
）
（２）三火会
三火会では毎回会員や卒業生の中からお一人に話題のご提供をお願いして、仕事上の経験や研究成果、趣味をはじ
め、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。会場は交通至便のところですのでお気
軽にご参加ください。
【会 場】 ホテル横浜キャメロット・ジャパン 2 階＝レストラン『スタビアーナ』
横浜駅西口地下街 12 番出口（商工中金ビル隣）
【時 間】 7：00～9：00 頃まで
【会 費】 1,620 円（朝食代）
【１月例会のお知らせ】
【日時】平成30年1月16日（火）7：00～9：00
【会 場】 ホテル横浜キャメロット・ジャパン2階＝レストラン『地中海料理スタビアーナ』
【時 間】 7：00～9：00頃まで
【会 費】1,620円（朝食代）
【話題提供者】齊藤毅氏「日本の統治時代（台湾）における邦人物故者の慰霊について」
【2月以降の予定】
・2月20日（火）荒伸直氏「学校教育における色覚検査をめぐる課題」
（仮題）
・3月20日（火）河辺公一氏「フェイクニュ－ス等（情報の伝わり方について）
」
（仮題）
【連絡先】 ご参加ご希望の方は担当幹事までご連絡下さい。
浅沼知行（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
（３）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。
）
（４）食楽会
新年おめでとうございます。さすがにめっきり寒さを感じる今日この頃ですが、会員の皆様におかれましてはま
すますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて食楽会の活動ですが、昨年より年 4 回から年 6 回に増開催させて頂きましたが、各回積極的なご参加を頂き
感謝申し上げます。
第 6 回の関内トルコ料理の名店「ニューアリババ」では、無料のベリーダンスを鑑賞しながら、世界三大料理の
一つであるトルコ料理を満喫いたしました。
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次回は、来年の 2/3(土)に、鎌倉の閑静なフランス料理店「古我邸」で鎌倉マダム御用達のフレンチを皆様で楽し
もうと思っております。既に定員オーバーのお申込を頂いている為、11 時からと 12 時半からの 2 部制とさせて頂
きました。
これを機会に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、お申込みをぜひお願いいたします。
○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。
）
（５）気功の会
気功の会は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の健康を増進すると共に、会員相互の親睦を深め
る場として開催しております。
多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
[開催日時] ：毎月第一第三土曜日 9:30～11:00
・スケジュールを変更する場合が御座います。
・体を動かしやすい平服でおいでください。
[開催場所] ：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階音楽スタジオ（横浜駅東口徒歩 3 分）
[主催]：東京大学同窓会・神奈川銀杏会の「気功の会」
[幹事連絡先] ：幹事
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。
）
副幹事 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。
）
講師
大畑 敏久

短信コーナー

鈴木庸夫

「第 19 回・Ｏ展」に十一面観音菩薩像を出品します。
日程：平成 30 年（2018）1 月 15 日（月）～20 日（土）
場所：銀座幸伸ギャラリー：中央区銀座 7－7－1、幸伸ビル１階
「第９回・仏像彫刻作品展」に大日如来像、十一面観音菩薩像、普賢菩薩像の３体を出品します。
日程：平成 30 年（2018）3 月 10 日（土）～12 日（月）
場所：東京美術倶楽部：港区新橋 6－19－15
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寄稿
成熟社会に生きる生き方
生山智己（小浜礼京）
「これからは生き方上手たれ！」という人がいる。
「物質的には満たされている今、真に価値ある人生は、他人と比
較せず自分を信頼し、勇気を持って、自分流で、自然体で生きることに尽きる」というのだ。
ただ、これらは、依然として激しい競争社会の東京や横浜など大都会では馴染まないかも知れない。ゆったりした
時間の流れる北海道やローカル地域でなら、実現しやすいだろう。そこでなら現状に迎合せず、真に人間らしい生
き方が果たせるのだ。
日本はすでに成熟社会だ。必要量を超えた余剰がある。それをどう使うかだ。ローマクラブが「成長の限界」を説
いたように、人間は有限なものなのだ。その有限の中で我々は生きている。もうこれ以上、アクセクすることはな
い。ゆったり自然体、自分流で人生を全うしよう。昨今の世相を見るにつけ切実にそう思う。
（注）ローマクラブ（Club of Rome）はスイスのヴィンターﾄウールに本部を置く民間のシンクタンク。
「成長の限
界」とは、ローマクラブが資源と地球の有限性に着目し、マサチューセッツ工科大学のデエス・メドウズを主査と
する国際チームに委託して、システムダイナミクスの手法を使用してとりまとめた研究で 1972 年に発表された。
現在の日本人会員は猪口邦子（政治学者）
、小宮山宏（元東大総長）等。
次回の神奈川銀杏会ニュース第 52 号は 3 月編集、4 月 1 日発行の予定です。
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