【神奈川銀杏会ニュース】第４８号
平成２９年４月発行
幹部会（副代表幹事会議）だより
平成 29 年第１回幹部会（副代表幹事会議）ご報告
平成 29 年１月 14 日（土）
、喫茶室ルノアール横浜関内駅前店２号室にて開催し、会長、副会長１名、副代表幹事
３名が出席いたしました。議題と概要は次のとおりです。
【議題①：同窓会連合会本部事務局長提案への対応】
＜同窓会連合会本部事務局長提案＞
・川崎市、相模原市、藤沢市などの県内主要人口密集地に同窓会の育成を図ってはいかがか？
・横浜市については、その知名度を考慮し、横浜銀杏会を新たに設立する、神奈川銀杏会は、横浜銀杏会を中心に
各支部が協力して県全体を仕切る組織に発展することも考えられる。
⇒県内同窓会については早稲田大学・神奈川大学の同窓会が参考になる。早稲田大学の地域稲門会は、全国に４８
の支部（４７＋東京三多摩）に加え、各県内にも多数の稲門会を持つ、神奈川大学でも宮陵会が全国に８１ある。
（以上、2017.3.15 同窓会連合会本部事務局情報）
＜主な議論＞
・最初にキーマン＝核（コア）になる人をつくることが必要である。現在の神奈川銀杏会の執行部メンバーがコア
となるのはマンパワー的に難しい。
・同窓会の魅力は、参加することで勉強になる、人脈をつくれる、いろいろな人と知り合いになれる、自分の全く
知らない世界を経験してきた人に出会えるというようなものだが、そのために若手交流会を進めている。地域で
も、支部をつくるより交流会にしたらどうか。
＜結論＞
・同窓会連合会本部事務局長に対しては「ご提案の考え方はわかりましたが、地域の人の話を聞き、感触を得た上
でないと判断できないので、まずは情報収集から始めたい。
」と回答することとした。⇒同窓会連合会本部との調
整の結果、神奈川銀杏会と東京銀杏会、埼玉銀杏会、千葉銀杏会、鎌倉淡青会とのイベント相互乗入れを実施す
る方向とした。
【議題②：会員拡大策】
・ＴＦＴを活用し、神奈川在住・東大進学者数の多い高校出身者を洗い出す。当該高校出身者からセレクトしてコ
ンタクトを取る。コンタクトを取った人の紹介でさらに別の人にもコンタクトを取る。
・東大進学者数の多い高校を訪問し、キーマンを紹介してもらう。
（個人情報保護の観点で本人の承諾が前提）
・ＴＦＴを活用し、神奈川在住・県内企業・大学等の勤務者を洗い出し、コンタクトを取る。
同窓会連合会本部だより①
１．神奈川銀杏会と東京銀杏会のイベント相互乗入れ（お互いに参加資格・会費等を会員扱いとする）について
① 従来から、東京銀杏会は他の地域同窓会のイベント参加を認めており、事務局レベルでは、相互乗り入れ促
進に賛同すると考えられること
② 神奈川銀杏会は相互乗り入れを歓迎する意向があること
２．同窓会連合会本部事務局としては、地域同窓会同士の相互イベント乗り入れ促進は、同窓会活動活性化・会員
拡大のために役立つと考えており、下記を進めます。
① 相互乗り入れのルールを本部事務局にて起案し、東京銀杏会を含め、近隣地域同窓会にて機関決定頂きます。
② 広報連携についても同様のアクションを行います。
３．関係の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。（以上、2017.2.13 報）
４．広報手段について、当面の方法として、連合会ニュースに東京・神奈川イベントをまとめ、メールにて神奈川
銀杏会事務局へ送付いたしますので、神奈川銀杏会会員へメールで回覧する仕組みを導入いただければ幸いです
（アドレスを把握している範囲で）
。
５．この連携を勢いつける意味で、神奈川・東京のこの仕組みを早急に文書にまとめ代表者で合意いただくと共に、
千葉、埼玉、鎌倉にも拡大したいと考えます。よろしくお願いいたします。
（以上、2017.2.3 報）
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同窓会連合会本部だより②
同窓会連合会がフェイスブックを開始しました。（2017.1.21 報）
（以上、2017.2.16 報）
安田講堂・工事中の理学部東館の写真が目印です。まだ勉強中ですが、皆様からの地域同窓会イベント予告・報告
の他、個人的な投稿・写真なども大歓迎です。
（以上、2017.1.21 報）
１．本部事務局では地域単位での同窓会交流の活性化・会員拡大の広報手段として、従来のホームページに加え、
FACEBOOK を設けましたが、今後更に積極的に活用する方針です。
２．FACEBOOK のメリットは、まだ初歩者の見解ですが、
① その存在を知ってもらうこと自体に手間がかかるホームページと異なり、同窓会情報が友達の友達と自動拡
散（迷惑になる場合もあり得ますが）
、会員拡大に役立つ
② 実名で登録され、投稿等の内容に責任持たざるを得ない
③ 先方のメールアドレスを知らずとも連絡が取れる
④ 地域毎、ゴルフ・囲碁・旅行などの趣味のグループを作り、実際に集まらずに FACEBOOK 上で交流できるなど
です。
種々のデメリットも出てくると思いますが、まず試して見てからです。
３． 就いては、下記よろしくお願いします。
① 既に FACEBOOK をお持ちの方は上記連合会 FACEBOOK を開き「いいね」をクリック願います。ご参加の同窓会
名も記載ください。
② できれば、個人でなく、東大同窓会に特化した FACEBOOK にしたく、できれば、各地域同窓会名での FACEBOOK
を設けて頂くようお願いいたします。
この機会にチャレンジしましょう！（以上、2017.2.13 報）
同窓会連合会本部だより③
同窓会連合会がホームページを見直し中です。まだ、工事半ばですが、ご覧いただければ幸いです。
（２０１７．１．12 報）
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 2７年の今後の予定]：話題提供者の敬称省略。
H29 ４月１５日 石田瑞穂 「題未定・・地震学に関するお話しです」
[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下さい。
[ 会 費 ] ：3,000 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。
）
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（２） 三火会
三火会開催案内 （毎月第三火曜日０７：００～０９：００）
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】 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】1500円（朝食代）
【当面の予定】
4月18日（火）話題提供：出井美智子氏「身近な小鳥のことども（仮題）」
5月16日（火）話題提供：林縝治（しんじ）氏「ヒトの身体はどのようにできるか（仮題）」
6月20日（火）話題提供：赤石慎一氏「不都合な現実」
7月18日（火）話題提供：門井龍太郎氏「（調整中）」
【連絡先】 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。
）
（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
暑さ寒さも彼岸までの諺通り、めっきり春めいて来つつも、
「三寒四温」の通り、まだ季節外れの寒さを感じる日
もある今日この頃ですが、会員の皆様におかれましては変わらずご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、
かねてよりご案内の通り、
今年度より年 4 回から年 6 回に増開催を予定しております我食楽会の第二回は、
去る 4/1㈯に「料理の鉄人と互角の戦いをされた五十嵐美幸氏がプロデュースされたニュー中華料理を満喫する会」
と称し、武蔵小杉にあるレストラン「µ(ミュー)」で開催いたしました。
満開の桜の下での開催を予定しておりましたところ、残念ながら天候不良の為叶いませんでしたが、斬新な中華
料理を満喫した後、有志にて咲き始めの花見を楽しみました。
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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。
）
（５）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。
（６）音楽鑑賞会
第 22 回神奈川銀杏会音楽鑑賞会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
皆様、お誘い合わせの上でも、おひとり様でも、お気軽にご参加くださいますよう、よろしくお願いします。
テーマ：
「春のそよ風コンサート」若手美人実力派ソプラノ歌手・ピアニストによる華麗なる演奏会
日時：4 月 22 日（土）
開場：午後 2 時
開演：午後 2 時 30 分
会場：馬車道ピアノサロン
TEL：045-2１１-2593
横浜市中区太田町 4-46 野中貿易ビル 2 階
アクセス：東急東横線みなとみらい線 「馬車道」駅５番出口より徒歩 3 分
横浜市営地下鉄 「関内」駅 4 番出口より徒歩 4 分
JR 京浜東北線・根岸線 「関内」駅北口より徒歩 8 分
入場料：2,000 円（おつりのないようにお願い致します。
）
予約後、当日支払い。
曲目：J.シュトラウスの「春の声」 ショパンの「ノクターン」 他
お申し込み：メールかお電話にてお申し込み下さい。
お名前と携帯電話番号・ご参加人数をお知らせ下さい。
25 席限定ですので、お早めにお申し込み下さい。
ご家族・ご友人大歓迎、お一人様も大歓迎です。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
お申込み先：奥村恒雄（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
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「応仁の乱」というと三田佳子主演にもかかわらず視聴率ワースト２だった大河ドラマ「花の乱」を思い出しま
す。ところが中公新書はすでになんと第 14 版の売れ行きのようなので読みはじめてみました。
次回の神奈川銀杏会ニュース第 49 号は 6 月編集、7 月１日発行の予定です。
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