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御 挨 拶 

 

平成２５年１０月６日 

神奈川銀杏会会長 土井 修 

 

神奈川銀杏会は、平成５年１２月１６日に東大卒業生の全国組織「銀杏会」の神奈川支部として発足いたしま

した。設立総会は、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで開催され、御就任間もない吉川弘之総長

（当時）にも御臨席賜り、大変盛り上がったと伺っております。 

設立総会を開催するまでの経緯及び苦労談につきましては、会報創刊号の抜き刷を再掲いたしましたので、御

参考にしていただきたいと思います。 

 その後、平成８年に数多く有る東大同窓会は、大同集約され「東京大学同窓会連合会」に一本化され、全国組

織「銀杏会」は発展的に解散いたしましたので、当会は独立した同窓会組織「神奈川銀杏会」となり、今日に至

っております。 

 上掲設立総会を当会の起点といたしますと、今年の第２１回総会は「創立２０周年記念総会」となり、記念事

業の一環として事務局中心に取りまとめました「神奈川銀杏会２０年史」をお届けいたしますので、ぜひご参考

にしていただきたいと思います。 

 私は平成１９年秋の総会で選任されて会長に就任し、今年で４期目に入ります。 

当会の運営の基本方針は、就任以来提唱しております、①母校東京大学（赤門学友会）及び関連同窓会との連

携強化、②神奈川在住の東大卒業生の組織化推進、③魅力ある同窓会作りの推進でございます。今後もこの三つ

を踏襲してまいります。 

就中②項の組織化推進、即ち会員増強は苦戦をしておりますが、当会の存在をあらゆる機会を捉えて浸透させ、

同時に同窓生にとりましても魅力ある同窓会づくりを推進し、結果に結びつけていく所存です。 

 この三つに加えて平成２４年より社会貢献活動の一環とし

て、神奈川県が推進する「森林再生パートナー制度」に参画

しておりますが、地元「神奈川」に貢献できる活動は今後も

模索し、取り組んでまいります。 

 最後になりますが、当会は母校東京大学が提唱する「パー

トナーシップ」を尊重し、母校の発展に少なからず貢献でき

る存在として、なおかつ卒業生ばかりでなく、地元社会にと

りましても、存在感のある組織を目指して、これからも歩み

続けていきたいと念願しております。        以上  森林再生事業参画により黒岩知事から感謝状受領 
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全国銀杏会設立から今日までの歩み（神奈川銀杏会年表） 

 

年（和暦） 出   来   事 

平成元年 
４月、東京大学全学同窓会（全国）銀杏会設立、初代会長 元東京大学総長 林健太郎先生 

（会員数：約300人 各都道府県銀杏会は支部の位置付け） 

４ ２月、千葉銀杏会設立 

 ４月21日(火)、第１回湘南銀杏会（後の神奈川銀杏会）準備会開催 

 ５月、（全国）銀杏会バッジ制定 

 
５月19日(火)、第２回湘南銀杏会準備会が開催され、湘南銀杏会会則案が提示され、会の名称は仮

称とされる。 

 ７月１日(水)、第１回神奈川銀杏会設立準備懇談会開催（日産自動車厚生年金基金会館） 

５ ５月、（全国）銀杏会会長 元東京大学総長 向坊隆先生が就任 

 （全国）銀杏会会員数：約4,000名 

 

12月16日(木)、神奈川銀杏会設立総会・懇親会（ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ）発起人94名 初

代会長 清川謹三、代表幹事 原正義。来賓は吉川弘之総長、向坊隆銀杏会会長、川村皓章代表幹

事ほか。出席者：176名 

６ ９月、埼玉銀杏会設立 

 
10月21日(金)、第２回神奈川銀杏会総会・懇親会（横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ ﾆｯｺｰ）来賓は林健太郎銀杏会

名誉会長、川村皓章代表幹事ほか。出席者：83名 

７ １月、全国銀杏会から神奈川銀杏会に会員の移管：341名 

 ６月、東京銀杏会設立 

 
11月10日(金)、第３回神奈川銀杏会総会・懇親会（川本工業(株)本社ビル）来賓は向坊隆銀杏会会

長、川村皓章代表幹事、岡崎洋神奈川県知事ほか。出席者：106名 

 11月18日(土)、全学同窓会連絡協議会結成 

８ ３月２日（土）、東京銀杏会主催の第１回トップフォーラム開催 

 ５月、全国銀杏会が解散を宣言、全学同窓会結成をめざす（第 14回銀杏会会員通常総会決議） 

 

10月、神奈川銀杏会会報創刊号発行（年１～３回発行、P2～4復刻版参照）、同会報は第 17号（平

成16年２月16日）まで続き、平成 17年３月からは「神奈川銀杏会ニュース」としてメール配信中

心の発行形式に変更 

 

11月 12日(火)、第４回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ）来賓は向坊隆

銀杏会会長、川村皓章代表幹事、岡崎洋神奈川県知事ほか。出席者：81名 

会則改正（全国銀杏会解散・全学同窓会設立に備え、年会費徴収主体を全国銀杏会から神奈川銀杏

会に変更する等） 

９ 
４月、東京大学同窓会連合会（地域同窓会の連合組織：当初は東京、関西、東海、千葉、埼玉、神

奈川で組織）設立、全国銀杏会は発展的解消 

 
11月11日(火)、第５回神奈川銀杏会総会・懇親会（横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ ﾆｯｺｰ）来賓は向坊隆同窓会連

合会会長、川村皓章前銀杏会代表幹事、岡崎洋神奈川県知事ほか。出席者：67名 

10 
11月 10日(火)、第６回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ）来賓は向坊同

窓会連合会会長、川村皓章前銀杏会代表幹事、岡崎洋神奈川県知事ほか。出席者：78名 

11 １月、神奈川銀杏会会員数：404名 

 

11月10日(水)、第７回神奈川銀杏会総会・懇親会（横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ ﾆｯｺｰ）会長代行 曽山皓、代

表幹事 宮腰繁樹。来賓は岡崎洋神奈川県知事ほか。初めて講演会を開催（演題「日本経済の行方」

講師：元日銀副総裁 福井俊彦氏）。出席者：72名 

12 １月、神奈川銀杏会会員数：407名 
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年（和暦） 出   来   事 

（12） ３月４日（土）、第５回トップフォーラム開催（以後、東京・神奈川・千葉・埼玉銀杏会共催） 

 

11月 14日(火)、第８回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ）来賓は谷島賢

二東京大学総長補佐、瀬川昌昭同窓会連合会事務局長ほか。講演会「私の映画人生」（講師：元(株)

日活取締役（ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ）板持隆氏）出席者：57名 

13 １月、神奈川銀杏会会員数：487名 

 

11月 11日(日)、第９回神奈川銀杏会総会・懇親会（横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ）初めて休日開催。第２代会

長 曽山皓。講演会「社会保障改革の動向」（講師：東京大学副学長・大学院経済学研究科教授 宮

島洋氏）出席者：52名 

14 １月、神奈川銀杏会会員数：455名 

 ６月、第１回ホームカミングデイ開催（同窓会連合会主催） 

 10月、同窓会連合会会長に元東京大学総長 森亘先生が就任 

 

11月10日(日)、第 10回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ）来賓は大熊良

一東京大学総務部長、坂口裕東京大学学生部長、長崎新一同窓会連合会事務局長ほか。講演会「こ

れからの政官関係」（講師：元内閣官房長官 石原信雄氏）出席者：56名 

15 １月、神奈川銀杏会会員数：407名 

 

10月 19日(日)、第 11回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ）代表幹事 石原寛。来賓

は渡辺浩東京大学副学長、坂口裕東京大学総務部長、日吉章同窓会連合会代表幹事ほか。講演会「“生

命”とは一体なんだろうか？－“生命大陸”と“物質大陸”が陸続きになってわかったこと」（講師：

理研ゲノム科学総合研究Ｃ所長 和田昭允氏）出席者：58名 

 11月、第２回ホームカミングデイ 

16 １月、神奈川銀杏会会員数：515名 

 ２月、神奈川銀杏会会報第17号（印刷業者発注方式会報最終号） 

 ４月、東京大学の国立大学法人化 

 

10月、東京大学学友会発足（国内外の卒業生を大学とのパートナーシップの下、大学が提供するゆ

るやかに束ね、大学と卒業生相互の連携とコミュニケーションを促進し、東京大学コミュニティー

の育成と発展を図る。） 

 

10月３日(日)、第 12回神奈川銀杏会総会・懇親会（ｻﾞ ﾖｺﾊﾏ ﾉﾎﾞﾃﾙ）来賓は池上久雄東京大学理事、

日吉章同窓会連合会代表幹事、長崎新一事務局長ほか。講演会「ジョークで読む世界の動き」（講師：

元大蔵財務官 大場智満氏）出席者：54名 

 11月、第３回ホームカミングデイ開催（東京大学が初めて主催） 

17 １月、神奈川銀杏会会員数：486名 

 ３月、神奈川銀杏会ニュース第１号発行（メール配信中心の年４回発行開始） 

 
10月30日(日)、第 13回神奈川銀杏会総会・懇親会（ｻﾞ ﾖｺﾊﾏ ﾉﾎﾞﾃﾙ）来賓は日吉章同窓会連合会代

表幹事ほか。ピアノ演奏 鵜木日土実 出席者：45名 

18 １月、神奈川銀杏会会員数：454名 

 

10月29日(日)、第 14回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）来賓は佐藤愼一東京大学理事・

副学長、長崎新一同窓会連合会事務局長ほか。講演会「ボールを蹴って 60年」（講師：ＩＯＣ委員・

(財)日本サッカー協会名誉会長 岡野俊一郎氏）出席者：44名 

19 １月、神奈川銀杏会会員数：354名 

 
11月 10日(土)、第 15回神奈川銀杏会総会・懇親会（東京大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ）ホームカミングデイと

同時開催。第３代会長 土井修 出席者：37名 

20 １月、神奈川銀杏会会員数：345名 

 
４月、東京大学学友会を改組、名称も赤門学友会に変更（新名称は創立 130 周年記念東大アラムナ

イプロジェクトの一環として公募して決定） 
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年（和暦） 出   来   事 

（20） 

10月 19日(日)､第 16回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）来賓は湯浅誠東京大学理事・

副学長、長崎新一同窓会連合会事務局長ほか。講演会「横浜浮世絵に見る横浜開港と文明開化」（講

師：横浜黒船研究会代表世話人 羽田壽夫氏）出席者：55名 

21 １月、神奈川銀杏会会員数：328名 

 

11月29日(日)、第 17回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）来賓は江川雅子東京大学理事、

長崎新一同窓会連合会事務局長ほか。講演会「新政権と今後の政治・経済の見通し」（講師：経済ジ

ャーナリスト 阿部和義氏）出席者：47名 

22 １月、神奈川銀杏会会員数：305名 

 
10月、神奈川銀杏会の旗誕生（東京大学同窓会連合会会員の所属地域同窓会の旗を、統一デザイン

で一括製作：東京大学の文字（日英表記）とロゴマーク～大学指定のフォント及び色を使用） 

 

10月 30日(日)、第 18回神奈川銀杏会総会・懇親会（新横浜ﾌｼﾞ

ビュー ﾎﾃﾙ） 

来賓は佐藤愼一東京大学理事・副学長、岡崎一夫同窓会連合会代

代表幹事、長崎新一事務局長ほか。 

講演会「坂の上の雲－友情のゆくえ」（講師：ＮＨＫ総局ｴｸﾞｾﾞｸﾃ

ﾃｨﾌﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 西村与志木氏）台風接近中の荒天の中で開催。 

出席者：46名 

 12月11日(土)、囲碁の会が第 100回記念の例会を過去最多参加者数（36名）で飾る。 

23 １月、神奈川銀杏会会員数：298名 

 

10月 23日(日)、第 19回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾜｰｸﾋﾟｱ横浜）代表幹事 大久保敏治。来賓は

佐藤愼一東京大学理事・副学長、長崎新一同窓会連合会事務局長ほか。講演会「公正不偏の視点か

ら世界をとらえる―思い込みの世界史―」（講師：元トルコ・ミャンマー大使 山口洋一氏） 

出席者：45名 

 
11月１日、(社)神奈川経済同友会、オイスカ神奈川推進協議会とともに神奈川県との間で森林再生

パートナーに関する覚書に調印、社会貢献への新たな一歩を踏み出す。 

24 １月、神奈川銀杏会会員数：277名 

 ５月、同窓会連合会会長に元東京大学総長 有馬朗人先生が就任 

 

11月17日(土)、第 20回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）来賓は濱田純一東京大学総長、

黒岩祐治神奈川県知事、和田昭允東京大学名誉教授、岡崎一夫同窓会連合会代表幹事ほか。講演会

「よりグローバルに、よりタフに」（講師：東京大学総長 濱田純一先生）特別対談「世界で活躍で

きる国際人材の育成」（濱田総長＆黒岩知事）出席者：60名 

25 １月、神奈川銀杏会会員数：263名 

 

10月６日(日)、第 21回神奈川銀杏会総会・懇親会（ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）来賓は長谷川壽一東京大学理

事・副学長、岡崎一夫同窓会連合会代表幹事ほか。講演会「文化芸術－日本再生の切り札になるか？」

（講師：前文化庁長官 近藤誠一氏）マリンバ演奏（奏者：塩浜智子様、塩浜玲子様） 

 

第20回神奈川銀杏会総会・懇親会／濱田総長訪問・黒岩知事と対談（H24.11.19） 
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神奈川銀杏会20年史に寄せて 

                                     石原 寛（Ｓ35年経） 

今年神奈川銀杏会発足後 20年を迎えます。感慨無量です。この度寄稿を依頼されました。私は発足時から 11

年間副代表幹事として、その後8年間代表幹事として当銀杏会の運営にかかわって参りました。従って主として

前半10年間の記録として本文を寄稿します。 

神奈川銀杏会の誕生 

平成4年当時東大には学部別同窓会はありましたが、全学部を包括する全国的同窓会は存在していません。そ

こで学外の有志によって結成されたのが「銀杏会」でした。その神奈川支部結成の呼びかけに応じて世話人会が

発足しました。そこで中心的働きをしたのは故原正義さん（24工、29法）と鶴見俊一さん（23工）でした。地

元政財界への働きかけ・大学当局・銀杏会本部との折衝、会則の作成・役員構成等々。特に鶴見さんのあの情熱

があったからこそ設立できたと今でも敬服しています。当支部の所在地は世話人の一人だった佐藤修身さん（51

法）に事務局長をお願いし、その弁護士事務所をお借りすることにしました。しかし当時佐藤さんは新進気鋭の

弁護士で銀杏会の活動まで手が回らないので、副代表幹事の私が実質事務局長を引き受けることになりました。 

平成5年12月16日神奈川銀杏会設立総会をヨコハマグラ

ンドインターコンチネンタルホテルで開催する運びとなり

ました。最初に世話人が集合してから実に1年半の準備期

間を要しました。その原因はその時期東大では総長改選が

あり、出席をお願いした総長の日程がとれなかったことも

ありましたが、銀杏会本部からもらった名簿や各種名簿か

ら神奈川県在住の卒業生を抽出し名簿を作成するのにかな

りの時間を要しました。設立総会の招待状は実に 12,000

通。その発送に幹事十数名が朝から夜遅くまで袋詰めした

ことを懐かしく思い出します。その総会は数百名の出席を

予想して準備しましたが、結果は 192 名の参加に終わり、

かなりの欠損を出しました。取り敢えず幹事数名が立て替え翌年会計で清算しました。しかし神奈川における最

初の同窓会総会が吉川弘之総長をお迎えし、清川謹三初代会長（14医）の下、盛大に開催され成功裏に終了した

ことは感慨一入でした。 

銀杏会本部解散と東大同窓会連合会設立 

その後東京銀杏会が発足し、銀杏会は東京・神奈川・千葉・埼玉の４支部となりましたが、既存の関西東大会、

東海銀杏会と統合の機運が高まりました。それぞれの代表者が集まり、喧々諤々の議論が交わされました。神奈

川は主として鶴見俊一さん（前出）が当たりました。相互の利害の対立、初対面の不信感もあり、必ずしも議論

は円滑には進みませんでした。結局平成8年銀杏会本部は解散し、夫々の地域同窓会は独立の同窓会とし、それ

らを緩やかに統合する東京大学同窓会連合会を設立することになりました。それを機会に私は鶴見さんの跡を継

ぎ渉外も併せ担当することになりました。 

連合会を中心に各地域同窓会の融和、相互交流に努めました。その頃になると大学当局も同窓会活動に本格的

に注力するようになり、その成果が平成 14 年 6 月の第１回「東大ホームカミングデイ」でした。これは各同窓

会の協力を得て連合会が企画、主催しました。第２回以降は大学当局が主催しています。また東京銀杏会で毎年

行われていた「トップフォーラム」も東京・神奈川・千葉・埼玉の４銀杏会共同開催となり、今も続いています。 

神奈川銀杏会の活動 

平成 10 年総会直前から清川会長が入院、その後現職のまま逝去されるという事態が発生しました。急遽副会

長の曽山皓さん（24法、元神奈川県副知事）に会長代行を、その後会長を引き受けて頂き、平成19年土井修（33

工）現会長に交代するまで9年間会長としてご指導を頂きました。 
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同窓会の具体的活動は会員相互の交流・親睦が主目的で各種同好会による活動が主ですが、全会員を対象にし

た企画として、年１回の総会・懇親会、会報の発行、会員名簿の発行を重視しました。 

総会・懇親会はできるだけ多くの会員が集まるようにいろいろ企画しました。当時の岡崎洋神奈川県知事（29経）

に会員になっていただき、毎年出席して県政状況を話して頂きました。これは故原正義さん（前出）や渥美精一

さん（32育、元神奈川県教育長）のお蔭です。また総会の記念講演では東大の先輩にその時期の関心事について

話して頂きました。平成11年の元日銀副総裁福井俊彦氏による「日本経済の行方」や平成15年の理化学研究所

ゲノム科学総合科学センター所長和田昭允氏による「生命とは一体なんだろう？」が好評でした。懇親会や幹事

会でいつも盛り上げ役は奥村弘一郎さん（35経、現副会長）でした。 

会報も年2回を目標に全会員に配布しました。担当した石井満さん（34文、幹事）の努力によってユニークな

「読ませる会報」になったと自負しています。前出の岡崎洋知事や和田昭允先生の寄稿文の外、聖路加国際病院

理事長日野原重明氏や神奈川県立生命の星・地球博物館館長青木淳一氏の寄稿文、地元有力企業訪問記など発行

回数は少ないものの盛り沢山の内容で「一点豪華主義」と揶揄されました。 

発足間もない頃、ある先輩に入会勧誘の電話をしたところ、「会員名簿もない同窓会にはとても入れない。」と

言われ、何とか早く財政的裏付けをとって会員名簿を作ろうと努力しました。平成9年5月やっと1,022名の会

員名簿第１刷を配布しました。その後 2 年毎に発行することにし、第４刷を平成16 年に 500 名の会員名簿を発

行配布しました。その頃からプライベート情報の公表が難しくなり、発行を停止しています。 

同好会活動 

日常の活動の主体は同好会活動です。発足後早速囲碁の会、ゴルフ会、朝食会、旅行会の４つの同好会が活動

を始めました。囲碁の会は川井利長さん（23工）と石井満さん（前出）のコンビで当初から多数の会員が参加し、

さらに日本棋院の石倉昇九段（52法）、東大囲碁部の協力も得て2カ月に1回の例会は盛況を呈し、東京・千葉

両銀杏会とも交流を重ね現在に至っています。ゴルフ会は宇田川潔さん（33法、現副会長）の名幹事のもと年2

回のコンペを続け、東京銀杏会、鎌倉淡青会とも交流を重ねています。朝食会は現役会員のために早朝出勤前に

朝食を共にしながら話を聞こうというもので、スピーカーの確保が難しいのですが、中島敏さん（31育、現副会

長）、生山智巳さん（52 経、現幹事）の名コンビで今も続いています。旅行会は当初鎌倉建長寺訪問や金沢文庫

見学などを行いましたが、幹事不在で中断し、その後生山智巳さん（前出）が幹事となり、千葉銀杏会と合同で

活動しています。遅れて昼食会が立ち上がりました。当初は草間敏郎さん（32育修）が中心になって「神奈川の

文化史」を話し合っていましたが、その後土井修さん（前出）、羽田壽夫さん（38 工、現副代表幹事）が幹事と

なり、テーマも広げて多方面にわたり議論しています。さらにその後食楽会誕生したほか、臨時の「男のための

料理教室」「新進音楽家の鑑賞会」等々同好会活動はますます発展しています。 

最後に 

発足後時を経るに従い、会員の高齢化、脱退者の増大に悩みました。若年層の入会勧誘も試みましたが、なか

なか効果は上がらず、折角入った若年会員も長続きしません。活動のマンネリ化を見直す必要に迫られました。

そこで平成15年副代表幹事（実質事務局長）を大久保敏治さん（39経、現代表幹事）に引き継いでもらいまし

た。新しい企画もいろいろ試みられましたが、更なる発展を期待しています。そして 20 年の歴史の前半を多く

の人々に支えられて無事バトンタッチできたことに感謝しています。                 以上 

 

            第10回神奈川銀杏会総会・懇親会（H14.11.10）の様子 
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神奈川銀杏会設立２０周年に寄せて 

          鈴木庸夫（Ｓ42年文） 

東大全学同窓会の発展・隆盛を目にするにつけ、親友３人を失った大きな悲しみが消え去ることはありません。 

「東大にも全学同窓会を作ろう」という大きな夢に賭けた一人の男がいました。かつての職場仲間である梅本

博勝さん（Ｓ44文）です。前半は、彼の活動を駆け足で振り返りながら、神奈川銀杏会設立の機運が高まった頃

を思い起こしてみたいと思います。後半は、幹事として開催している囲碁の会の話となります。 

梅本さんは自らの夢を実現すべく昭和 48年に年度別の卒業者名簿の作成に着手しましたが、昭和 54年には「銀

杏会」という名称を用いて小冊子『銀杏』を発行して同期会や新入学生家族慰労会、趣味の会、勉強会などを次々

に展開しています。昭和 59年には退職して全学同窓会設立活動に専念し、平成元年４月には長年の念願であった

初の全学同窓会「銀杏会」を創立した彼は代表幹事に選出され、全国各県ごとに地域同窓会を順次設立していこ

うと意欲を燃やしています。私は２年間のアメリカ修業を終えて昭和 47年半ばに帰ってきましたが、卒業者名簿

の校正や会場受付を手伝ったり、囲碁の会を立ち上げたり、居酒屋で『銀杏』の編集や企画を話し合ったりと、

昼夜にわたって時の経つのを忘れて二人だけの他愛のない夢物語に没頭したものです。 

平成３年７月の銀杏会総会にて川村皓章さん（Ｓ23工）が第２代の代表幹事に就かれると、会員拡大や東大と

の連携、組織の強化、地域同窓会の設立を目指して各委員会が設置され、また会員相互間の連帯感の醸成のため

銀杏会バッジ図案が決定されますが、事務局を一手に引き受けていた梅本さんの負担は増す一方でした。 

平成４年に入ると「銀杏の輪を広げよう」というスローガンのもとで、２月に千葉銀杏会が設立されるや、２

か月後の４月 21日には第１回湘南銀杏会準備会が新橋航空会館にて開催され、出席者 20名全員が発起人となっ

ています。１か月後に第２回が開催され、湘南銀杏会会則案が提示されますが、名称は「湘南」にこだわらず仮

称とし、神奈川地区代表として出席された鶴見俊一さん（Ｓ23工）に役員選任等、今後の進め方を一任されてい

ます。銀杏会からの出席は組織委員長の金勝登さん（Ｓ23 農）ほか計７名ですが、鶴見さんにお会いしたのは、

この時が初めてと記憶しています。 

７月１日に鶴見俊一さんが中心となって名称を「湘南」から「神奈川」に改称して準備会が開催されるに至り、

神奈川銀杏会設立に向かって本格的な歩を進めることになりますが、これ以降の詳しい経緯については『神奈川

銀杏会会報 No.1』掲載の鶴見俊一さんの「神奈川銀杏会誕生の記」にお譲りします。 

なお、この頃、川村代表幹事から会社に電話がかかってきて、銀杏会事務局長を仰せつかりますが、梅本さん

の負担軽減を考えてのご配慮でした。 

平成５年 12月16日の神奈川銀杏会設立総会には当然

ながら梅本さんも出席されましたが、その時の写真を見

ても相当な心労がたまっていたのか、とても疲れている

様子です。「埼玉銀杏会設立までは頑張ろう」と励まして

きましたが、平成６年８月６日未明に急逝されました。

享年50歳です。前日は会社に立て続けに電話がかかって

きて、翌月に控えた埼玉銀杏会設立総会の「司会役を探

して欲しい」、「探すから心配するなよ」と言って電話を

切ったのが最後の会話となりました。 

東京ガーデンパレスでの総会後、いつものように電話

とファックスを掛けあって精算作業を繰り返しますが、

どうしても１円合いません。「たった１円のために、どう

して大の男二人が夜中まで苦しまなければならないの」

と言うなり突如号泣した彼の声が、今でも耳を離れません。彼の棺が運び出されようとしたとき、「梅本、梅本・・・」

と誰憚らず号泣して今生の別れを告げました。 

次に囲碁の話に移りますが、神奈川銀杏会設立の半年後には、石倉昇八段（当時）を顧問に迎えて囲碁の会が

発足し、幹事・川井利長さん（Ｓ23工）から平成６年６月６日付けで第１回例会の案内状が送られています。梅

本さんと二人で昭和 59年に始めた銀杏囲碁の会の幹事であった私は、総幹事の佐藤巍さん（Ｓ40経、坂田栄男

名誉本因坊はじめ竹林等トッププロ棋士と親交が厚い）と一緒に、幹事・石井満さん（Ｓ34文）のご厚意により



8 

 

招待を受けていますが、立派な日産自動車厚生年金基金会館の最上階で見晴らしも良く、囲碁を楽しむにはこの

上ない素晴らしい環境でした。梅本さんの亡くなる１か月前、７月９日のことです。 

神奈川県在住で会員でもある私は東京の方の幹事をしながら横浜にも出席するうちに、石井さんからのご依頼

もあって平成 10年11月からは囲碁の会の通信担当をお引き受けし、さらに平成 13年からは東大囲碁部ＯＢの乙

幡徹也さん（Ｓ44工）とともに幹事を任され、今日に至っています。東京の方も二人で幹事をしており、神奈川

は偶数月の第二土曜、東京は奇数月の第二土曜ですが、どちらも常連さんは半数以上が共通していますので、私

にとっては一つの会を毎月開催しているつもりです。 

地域銀杏会の相次ぐ設立のお陰で、平成８年には神奈川・東京・千葉三銀杏会親善囲碁対抗戦も始まり、神奈

川が初優勝を飾っています。年１回５月に東京で開催することにして、第２、３回は東京が連覇したものの、第

４回からは強豪の川井利長さん率いる神奈川が断然強く５連覇達成です。対局後の表彰式を兼ねた懇親会は和気

あいあいで盛り上がり、皆さんの笑顔あふれる写真を見るたびに懐かしさでいっぱいです。その対抗戦も平成 20

年の第 13回をもって途絶えていますが、その原因は、幹事として、また人一倍の囲碁キチとして先頭に立って取

り仕切ってくれた囲碁の師匠・佐藤巍さんと碁敵・太田雄一郎さん（Ｓ40経）がともに病に倒れてしまい、世話

役が手薄になってしまったためです。優勝回数は、神奈川７回、東京４回、千葉２回です。 

銀杏会生みの親である梅本さんを失った時は銀杏会事務局長を辞し、囲碁の会を中止し、銀杏会からも完全に

手を引いたつもりでいましたが、平成７年６月３日の東京銀杏会設立を契機に、彼の死から一年後、太田雄一郎

さんの熱意に押されて東京銀杏会囲碁の会として再開しました。以来、佐藤巍さんの援護や皆さんのご協力もあ

って囲碁の会を継続してこられたと思っていますので、今は亡き親友３人のためにも、この思い出深い囲碁の会

だけは何としても絶やすまいと心に決めています。 

しかし、最近は横浜の出席者が減少傾向ですので、一人でも多くの方がご出席くださることを期待しています。

初めて囲碁を始められる方には指導講師が懇切丁寧に教えてくれますので、安心してお立ち寄りください。 

まずは神奈川銀杏会の会員拡大が急務ですが、そのためには土井修会長（Ｓ33工）が提唱される基本方針に基

づく同好会や勉強会の一層の活発化等による魅力ある同窓会作り、および鎌倉淡青会や東京の自由が丘銀杏会の

ような地域密着型による組織化の推進は勿論のこと、第二、第三の若き梅本さんの登場が待ち望まれます。 

一昨年の東京銀杏会会報には「囲碁と仏像彫刻」、そして昨年は「銀杏囲碁の会は盛況ですが・・・若い世代の

幹事さん大募集です！」と題して若い方に呼びかけましたが、組織の拡大や活性化のためには何としても情熱ほ

とばしる若いエネルギー集団が必要です。 

仏像の方は香木の白檀を用いて三世佛立像が完成しましたので、11月早々の第 50 回仏教美術展に出品します

が、この白檀は神奈川銀杏会囲碁の会初代幹事のお一人、囲碁の会の常連さんである大先輩・伊藤勤さん（Ｓ23

工）に頂戴したものです。貴重な白檀から３体もの仏像を彫らせていただいて本当に有難うございます。 

東日本大震災の直後に初めての個展を銀座で開きましたが、銀杏会や囲碁仲間の方々が沢山お見えになり幸せ

でした。梅本さんと知り合えて銀杏会に携わり、囲碁の会の幹事をしてきたからこそ個展も開けたものと、幸運

に感謝しています。 

最後に、神奈川銀杏会および東京銀杏会の囲碁の会の幹事をしていますが、同時に鎌倉淡青会の会員でもあり

ますので、神奈川銀杏会と鎌倉淡青会のますますの発展および相互交流を願ってやみません。      以上 

 

第17回神奈川銀杏会総会・講演会（H21.11.29）の様子 

 


