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【神奈川銀杏会ニュース】第５９号 

                          令和２年１月 

 新会長ご挨拶  

 神奈川銀杏会会長 豊吉 誠治 

新年あけましておめでとうございます。 
昨年 11月開催された神奈川銀杏会総会において大久保会長の後任として会長に就任いたしました。責任の重大さ

に身の引き締まる思いですが、皆様のご協力を得て神奈川銀杏会の発展に向けて全力を尽くす覚悟です。 

 基本的には大久保前会長が４年間にわたり推進してきた運営方針を引き継いでいきますが、以下３点を特に重点

化して推進してまいります。 

① 最大の課題は会員拡大です。会発足 28年を経て会員数が漸減しております。過去何回かキャンペーンを施行し

ましたが、入会者拡大には至りませんでした。目標を立てタスクフォースで進めていきます。特に若手会員勧誘

を最重要課題として進めたいのですが、若手は意義を理解しないとなかなか入会いただけません。若手の共感を

呼ぶ企画を考えてまいります。 

② 会の基盤強化を図ります。同窓会については校友会との合体構想等大きく動き始めています。これに対応するた

めにはまず神奈川銀杏会としての基盤強化が必須と考えます。現在の事務局業務を今一度棚卸して、分担するこ

とにより拡充していきます。また本会は三土会、食楽会等各分科会のメニューは揃っており、他の会と比べても

遜色ないと考えています。まずは分科会活動をブラッシュアップしてまいります。 

③ 会員参画型の活動を指向します。会員拡大と同時に会員の方には参加している実感を持っていただく仕掛けづく

りが重要と考えております。今回勧誘した新メンバーにもできるだけ役割を担っていただきます。例えば分科会

に属していただき、新しい眼でご意見をいただくことを試行してまいります。 

 また神奈川だけではできないこともありますので、校友会との合体等では東大との連携、また近隣の銀杏会との

協働も深めて「発信できる神奈川銀杏会」を目指します。 

 何卒皆さまのご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

 会長退任ご挨拶  

大久保 敏治 

 神奈川銀杏会の皆様、明けましておめでとうございます。 

既にご存じのとおり、私は昨年（令和元年）11月9日に開催されました第27回神奈川銀杏会総会にて

会長を退任いたしました。通算２期４年間、会長を務めたことになりますが、この間至らぬことも多々あ

りましたが、皆様のご協力で何とか任務を全うできたと思っており、感謝しております。本当に有難うご

ざいました。 

皆様ご存じのとおり、神奈川銀杏会の最大の課題は、他の地域の同窓会と同様、銀杏会の活性化、会員

の増強にあると思っています。この課題に取り組み、相応の成果を出すには新しい発想が必要と思い、そ

のために会長はじめ、役員の人選については若返りを図る案を承認していただきましたが、早速、豊吉新

会長及び役員から様々なアイデアが出ているようです。 

 会員の皆様のご協力を得て様々なアイデアが実行され、神奈川銀杏会の活性化、会員増強につながるこ

とを祈っています。 

なお、新会則に則って委嘱を受け、特別顧問に就任いたしました。今後は別の立場で当会の発展に微力

を尽くす所存です。 
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第 27回総会・講演会・懇親会報告 

 令和元年11月９日（土）午後、みなとみらい21「ナビオス横浜」にて、同窓会連合会、東京銀杏会、千葉銀杏会、

埼玉銀杏会、東京大学鎌倉淡青会からご来賓をお迎えし、第27回神奈川銀杏会総会を開催いたしました。総会では

役員改選が行われ、大久保敏治前会長が退任し、新たに豊吉誠治氏が第５代会長に就任いたしました。福山隆幸新

副会長兼新代表幹事が会長補佐となって新執行部がスタートいたしました。 

 

長嵜新一同窓会連合会事務局長の談話： 

東大の世界ランキングは 2009 年 22 位から昨年は 40 位まで後退した。支給される国家予算については世界水準

がGNP比 1.1％に対し日本は0.6％に過ぎない。国立大学が国から支給される予算を運営すればよい時代から独自

の経営が必要な時代になって既に数年が経過している。 

 ソサエティ５の時代は知識・情報が財産になる。新たな価値を生み出す企画がのぞまれる。 

 学士会員4,000人、TFT登録者7,000人、さつき会員150人を擁する神奈川県における神奈川銀杏会の活動は重

要であり新企画が望まれる。今回のように高校生を招いた講演会の企画は大賛成だ。 

 

出雲 充（株）ユーグレナ社長の講演： 

出雲氏は2005年ユーグレナ設立、12月ユーグレナ大量培養に成功、2005年度ベンチャー大賞受賞。「僕はミド

リムシで世界を救うことに決めました」との演題で講演を始められた。 

ミレニアム世代（1985年以降生まれ）は考え方が違う。業績成果をあげるためなら何時間でも働きたいというの

ではなく８割の人はどんなにお金をもらうよりも勉強の時間にあてたいと考えている。また給与は下がっても環境

問題に取り組んでいる会社に就職したい人が多い。 

大学１年生の夏休みに初めて海外に行った先がバングラディッシュだった。同国は米ソ冷戦時代の 1971 年に独

立したが、最貧国でどこからも承認されない中、日本が初めて国家として承認した。翌年の国家予算の50％は日本

からの拠出金によるもので大変感謝された。ちなみに国旗は色変わりの日の丸としている。人口１憶 5,500 万人が

狭い国土に住んでおり人口密度が高い。１日1.5ドルで暮らす家庭が大半だった。2006年グラミーバンクが年収４

万円の農家に３万円を貸し始めた。ヤギを飼い、ミルクを販売することを奨励した。年収が２～５倍になり、翌年

全員返済してきた。グラミーバンクは850万件融資を続けた。マイクロファイナンスとして評価された。 

バングラディッシュの子供たちの写真をみると、足が細く、おなかだけ膨らんでいる。米は十分あるが電気がな

いため冷蔵庫がなく食品の貯蔵ができない。栄養バランスが悪いため栄養失調になっている。 

ミドリムシは植物であり虫ではない。培養は不可能とされ、１年で100gしかできなかったが、2005年12月16

日、石垣島で年間 100 トン作ることに成功した。ミドリムシが５粒あ

れば電気のないところでも栄養失調を根絶することができる。鈴木、

福本両氏と資本金 1,000 万円を出し合ってユーグレナを設立した。

2006年から２年間、500社を訪問したが全て断られた。そうして訪ね

た 501 社目、伊藤忠商事が 2008 年 5 月、販売を決めてくれた。この

ことをきっかけにその後、清水建設、電通、日興証券、東京大学と提

携先は増加していった。東大から起業した 2,278 社はほとんどうまく

いっていない。東大発ベンチャーで東証１部上場はゼロだったが、2014

年 12 月 3 日、我が社がはじめて上場した。資本金は 1,000 万円から

1,000億円になった。 

どういうことが重要か。一番にこだわることだ。二番以下は存在し

ないのと同じだ。イノベーションが大事だ。一度ではうまくいかない。

459 回繰り返せばうまくいく。試行回数×科学技術＞奇跡。ノーベル

賞を受賞された天野先生は1,500回試行されたと言われる。 

高校生のCFO（Fはフューチュア）を募集したところ、500人以上

の応募があった。そのうち８人を選抜してチームを作っている。 

その後、懇親会に移り、ご来賓の方々からご祝辞を賜り、今回初めて

参加した会員の一言スピーチが続きました。途中、ご自身のデュオBridgeでもご活躍のサックス奏者、郷原繁利様

のジャズ演奏がありました。締めは参加者一同肩を組み、「ただ一つ」を斉唱しました。 
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 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 Tel: 045-450-2111 

          ＪＲ横浜駅東口徒歩3分 スカイビル27Ｆ 

[今後の予定]：話題提供者の敬称省略 

R1 12月21日 「安全工学の活性化を提言する」 菊池正夫 

R2  1月18日 「金融工学入門」        奥出信一郎 

R2   2月15日 「これからでも遅くない・株式投資談話（第二話）マクロ視点からのこれからの株式投資戦略」 

                        平松茂実 

R2  4月18日 「量子コンピュータとAI」      宗澤拓郎 

           

「弊社アマダの紹介および加工技術から見た板状金属」小林祐介の１シーン 

 [参加申込方法]： 

参加資格：東大卒業生、在学生ないしは東大卒業生、在学生から紹介された方： 

参加ご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 ]  ：3,300円～3700円／人程度（実費）。話題提供者は無料。 

[幹事連絡先] ：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 

 三火会の皆様 2020年 1月例会の開催案内をいたします。 

【１月例会のお知らせ】 

【日時】2020年１月 21日（火）7:00～9:00 

【会 場】横浜キャメロット・ジャパン２Ｆスタビアーナ 

【時 間】7:00～9:00頃まで 

【会 費】1,650円 

【話題】天野 浩氏「日本における一般女性の進出」 

 

 なお、2月以降の予定は次のとおりです。 

【２月以降の予定】 

・2月 18日（火）7:00～  斎藤 毅氏 「台湾総統選挙」 

・3月 17日（火）7:00～  浅井壮一郎氏「江戸時代」 



 4 / 8 

 

・4月 21日（火）7:00～  河辺公一氏 「調整中」 

 

 皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 三火会連絡係：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：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 

明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては正月料理を満喫され、ますますご健勝のことと

お慶び申し上げます。 

 昨年の食楽会は会創立10周年を記念し、下記６回開催させていただきました。ご参加くださいました会員様には

改めて御礼申し上げます。 

新年度第１回の食楽会は、３月８日（日）に「歴史散歩と大人の集う鎌倉隠れ家フレンチを楽しむ会」を企画し

ております。久しぶりに復活する「歴史散策」についての詳細は改めてご案内いたしますが、昨年同様奮ってご参

加くださいますようお願い申し上げます。 

また新年を機に入会を希望される方は、お気軽にお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

                  記 

◎第 42回食楽会(参加者 19名) 

【日  時】 H31.1.12(土)12時～14時 30分 

 【場所・活動内容】 

  ○イタリアンレストランサイゼリア 幹事勤務の格安イタリアン料理を満喫。   

◎第 43回食楽会(参加者 18名) 会創立 10周年記念会を兼ねる。 

 【日  時】 H31.4.6(土)11時～15時 

 【場所・活動内容】 

  ○割烹きじま    過去 10年を振り返りながら絶品の和食を日本酒と共に満喫。 

  ○柏尾川花見    奇跡的に満開となった桜を幹事持込の銘酒を飲みながら鑑賞。 

◎第 44回食楽会(参加者 16名) 

 【日  時】 R1.6.1(土)12時～15時頃まで 

 【場所・活動内容】 

○牧場バーベキュー 藤沢の果樹園にて牧場直送の希少な「みやじ豚」を楽しむ。 

◎第 45回食楽会(参加者 14名) 

 【日  時】 R1.7.23(火)17時～18時 30分 

【場所・活動内容】 

○学士会館     ビアフェスティバル開催に合わせ、格安料金での料理・ビールを満喫。 

◎第 46回食楽会(参加者 11名)  

 【日  時】 R1.9.28(土)13時～19時 

 【場所・活動内容】 

  ○横浜にぎわい座  ２年に１回開催の東大落研ＯＢによる無料落語会を楽しむ。 

  ○野毛村田屋    落語鑑賞後鯨料理を捕鯨に関する講話とともに楽しみ、議論沸騰。 

◎第 47回食楽会(参加者 17名) 会長勇退慰労会 を兼ねる。 

 【日  時】 R1.12.7(土)12時 30分～15時 

 【場所・活動内容】 

  ○エリア燿     瀟洒なオリーブの館で世界チャンピオンの創作中華を満喫。 
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[幹事連絡先] ：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] ：開催案内のメールをご覧ください（おおむね 第１・第３土曜日） 

・スケジュールを変更する場合がございます。 

・おおむね、午前10時から11時50分 

・体を動かしやすい平服でお越しください。 

[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の３階パーティルーム 

JR横浜駅東口徒歩3分 JR横浜駅きた改札口徒歩5分） 

[主催]：東京大学同窓会・神奈川銀杏会の「気功の会」 

[参加申込方法]： 

参加資格：東大卒業生、在学生ないしは東大卒業生、在学生から紹介された方： 

参加ご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 ]  ：◎初参加者に限り、連続参加が決まった時点で自宅練習するためのCDを一枚（3,000円）ご購入
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いただきます。 

◎参加費は大人1回300円程度。学生さん１回100円程度 

[幹事連絡先] ：連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。  

 

 寄 稿  

今後の世界と日本について 

                                              平田昌之 

初めに、今後の世界についてですが、ここでの今後とは当面ではなく、10年～50年ぐらい後のことを想定してい

ます。 

現在、世界は大きな転換点を迎えています。即ち、グローバル化の進展によりヒト、モノ、カネが国を超えて動

き、さらに情報技術の発展により各種情報をほぼ瞬時に世界隅々に伝えることができるようになりました。そして

地球が資源、環境などの面で有限であることが知られるようになりました。こうした状況は今までの歴史において

経験してこなかったことであります。こうした変化に現在の政治・社会の仕組みが対応できていないことなどから、

政治・社会状況は混乱・混迷に陥っていると言えます。 

即ち〇〇第一と言ったポピュリズム、ナショナリズムが力を増していますが、これらは現在の不満を発散してい

るだけで問題を解決できないどころか下手をすると戦争につながりかねません。グローバル化には所得の格差を拡

大する欠点があります。即ち国を超えて事業を行ったり資本を動かしたりできれば、必ずや金持ちが有利になるこ

とは間違いないかと思います。事実ここ 10 年～20 年で格差は大きくなり、最近の所得格差は世界の１％の富裕層

が世界の富の過半を占めるまでになったそうです。こうした状況が続くようであれば社会がますます不安定になら

ざるを得ないと思います。（貧富の格差が大きいことは昔からありましたが、かつてない情報化の進展により広くそ

の事実が知られることになり、不満を持つ層が中心となって社会への悪影響を発揮できるようになりました。） 

グローバル化は今後も避けることはできないのでこの欠点を是正していくことが必要です。即ち、まずは所得の

再分配です。所得や資産に対する累進課税や相続税の強化をすることです。また、タックスヘブンへの回避を防ぐ

ために各国でほぼ一律な税率で課税するようにする必要があります。そして貧者への生活保障の強化など再分配を

図ることです。（課税を強化すれば経済活動に活力が失われるかもしれませんが、活力の維持よりも社会の安定の持

続を優先すべきと思います。） 

グローバル化ということは諸活動が国を超えて行われるということですから、グローバル化に関わる規制等が国

ごとにバラバラに行われていたら効果は少ないということになります。現在の法規制は国単位で行われているので

グローバル時代に即しているとは言い難く、国を超えたものにしていく必要がありますが、そうしたことが実施さ

れるにはかなり時間を要すると思います。 

したがって現在の混乱・混迷状況はしばらく続くのではと思われます。その間に取り返しのつかないことが起こ

らないことを念じます。最近、今の状況は第二次世界大戦前の状況に似ていると一部に言われていますが、今後第

三次世界大戦になることはないと思います。と思いますのは、現在は武力では国際問題の解決にはならないという

のが国際的な共通認識になっていると思いますし、各種情報が一部の人に独占されずに広く知られるようになって

いること、さらに武器の核化もあり戦争の抑止にもなっていると思います。ただ、極地的戦争が生じることがある

かもしれませんが、戦争の拡大は避けてもらいたいものです。 

また、地球の資源、環境面等で限りがあることが明確になる一方、人口がさらに現在の中後進国で大幅に増大す

ることが見込まれる中、まず現先進国では今後価値観を変えていく必要があります。即ち、豊かさとは金、ものの

豊かさでなく、心の豊かさにあるという価値観です。このことは法規制でできることではないので容易ではありま

せんが、教育等で時間をかけて社会に浸透させていく必要があります。また、やはり先進国では経済の量的成長を

図るのではなく、今後は質的成長を図るように努めていく必要があるかと思います。 

 今後、世界の人口が大きく増え、加えて中後進国の生活水準の向上も避けられない中で、地球の資源、環境に限

界が見えてくるわけで、従来の延長では世界は持たなくなるのは間違いないと思います。 

 今後、安定した世界を構築していくには、上記のような抜本的な策を講じていく必要があるわけです。さらに前

記の諸施策だけでなく、いろいろな面で持続可能性を追求していく必要がありますし、多くの民族が共存していく

ためにはお互い多様性の尊重も図っていく必要があります。また、グローバル化は国を超えて進められるわけです

から、それに対する施策も国の枠内で行われていればその効果も限定的になるので、国を超えた取り組みが必須に

なると思います。 
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現国連は、国単位の集まりなので限界があり、違った仕組みが必要になるかと思います。このような施策、取り

組み等の具体化にはかなり時間を要すると思います。それまでに紆余曲折は避けられないと思いますが、人々、特

に指導層の良識、知性に期待したいものです。 

次に我が日本の今後についてです。ここでの今後は、５年～20年後くらいを想定しております。 

我が国は戦後大幅な経済成長を成し遂げ、米国に次ぐ経済大国までになりましたが、この 20年あまりはその成長

も停滞し、このままでは世界の中で埋没しかねない状況にあります。戦後、大幅な経済成長を達成できた理由はい

ろいろあるかと思いますが、その一つは「欧米に追い付け、追い越せ」の目標の下、官民挙げて取り組んだことに

あるかと思います。日本人は共有できる目標を持てればその達成に全国民挙げて取り組むことができる特性がある

ように思います。世界２位を達成した平成に変わるころから国民をまとめる目標がなくなり、バラバラになってい

ったように思えます。前記したように、世界が今後変わらざるを得ない中、我が国の今後の目標として「環境にや

さしい文化大国」を掲げたらどうかと思います。今後の世界で指導的役割を果たせるとすれば、もはや「ものつく

り」の面では無理で、地球環境への取り組み、そして文化面での取り組みではないかと思います。 

前者の点では環境技術だけでなく、主に江戸時代に培った「ものを大事に使い、いろいろな資源を有効に活用し

てきた取り組み」です。また後者の文化面の取り組みとはいわゆる芸術的なものだけでなく、もっと広い意味での

文化です。日常生活でのライフスタイル、食文化など、我が国の多くの人が持っている考え方、価値観などです。

（もっとも最近の若い人たちに欠けてきているきらいはありますが。） 

こうした日本人が持っている特質（一人ひとりが絆を大事にし、細部にまで気を配り、工夫を凝らすなど）は、

狭い島国に暮らしてきたことに由来するのではと思います。（大陸で暮らしてきた中国人との違いではと思います。

もっとも島国根性という欠点もありますが。） 

では何故文化面での指導的役割が今後大事かと言えば、今後の世界では心の豊かさが求められるからです。即ち、

今後の世界は資源・環境面で有限なことが認識されるようになり、皆で分かち合うことが必要にならざるを得なく

なります。言わば今後の世界は島国として認識せざるを得なくなります。そうした世界では我が国が持っている島

国に由来する特質が有効になります。 

今後は、我が国の皆さんがその強みを自覚し、そして世界に発信していくことが大事です。それができれば我が

国の世界での存在感が強くなることは間違いないと思います。そのきっかけとしては今年の五輪が良いのではと思

います。 

 

第 27回総会・講演会・懇親会通知時アンケート 

 令和元年 10月中旬～11月上旬、第 27回神奈川銀杏会総会開催通知に合わせてアンケートを実施いたしました。

アンケートの結果は今後の会の活動に参考にさせていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。 

＜同窓会参加で期待するニーズアンケート＞ ニーズの度合い（強い方から５段階評価） 

                  ５    ４     ３      ２    １    計 

１ 同窓生との交流・懇親     23(49%)   12(26%)  11(23%)    0( 0%)    1( 2%)   47 

２ 趣味              9(20%)   12(27%)   17(38%)    2( 4%)    5(11%)   45 

３ 仕事への反映          5(12%)    4( 9%)  13(30%)    2( 5%)   19(44%)   43 

４ 健康              6(14%)   14(33%)  17(40%)    2( 5%)    4( 9%)   43 

５ 資産の形成・運用支援      2( 5%)    3( 7%)   12(29%)    6(14%)   19(45%)   42 

６ 知識・教養          18(39%)   13(28%)  12(26%)    2( 4%)    1( 2%)   46 

７ 娯楽              3( 8%)   13(33%)   20(51%)    1( 3%)    2( 5%)   39 

８ 自由意見：５件 

 ・なかなか参加するきっかけがありません。 

 ・ともかく世間を広げておきたい。 

 ・同窓会活動の情報を逐次得ることにより参加意識を保持するため。 

 ・神奈川県の地域再生力を高める役割 

 ・大学当局との連携で、知識・教養を高める企画の充実。すなわち東大の持つ知的ポテンシャルを当会の同

好会活動にもっと生かせないか追求するべきではないかと思う。 
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＜同窓会に対するご要望・ご意見アンケート＞ 要望・意見の度合い（強い方から５段階評価） 

                  ５    ４     ３      ２    １    計 

１ 会費負担軽減         6(14%)    2( 5%)    21(49%)    3( 7%)   11(26%)   43 

２ より魅力ある企画       13(29%)   13(29%)    17(38%)    0( 0%)   2(4%)    45 

３ 同窓生以外の人との交流・懇親 8(18%)   11(25%)    15(34%)    5(11%)    5(11%)   44 

４ 自由意見：11件 

 ・最新の政治経済、技術動向での東大の成果報告等 

 ・なかなか参加できませんが、魅力ある企画をされる事務局の皆様に感謝します。 

 ・神奈川銀杏会ですので難しいかもしれませんが、東京近辺での開催があると参加しやすいように思います。

現役の場合、東京にお勤めの方も多いのではないでしょうか。 

 ・気楽に付き合える関係の人に会えることを期待している。 

 ・近隣同士の接触機会を増やす。 

 ・イベント等の会場がいつも横浜なので会場をいろいろな場所に変える試みを！ 

 ・まだ入会したばかりなので特に要望はありません。 

 ・活動日として日曜日の活用もご検討ください。 

 ・神奈川県の地域再生力を高める役割 

 ・同好会大好き人種の発掘 

 ・若い世代への経験の継承をもっと何とか盛んにしたい。 

 

 広 報  

次回の神奈川銀杏会ニュース第 60号は３月編集、４月１日発行の予定です。 

なお、この神奈川銀杏会ニュースを会員の皆様により楽しんでご覧いただくために、思い出、出来事、ご意見など、

ご寄稿をいただけるようお願い申し上げます。 


