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第 23 回神奈川県支部総会を開催して

支部長 熊澤 武志（昭和 57・生物）

平成 28 年 9 月 4 日（日）、第 23 回神奈川県支

部総会・講演会・懇親会を昨年に引き続き、今年

も「ヨコハマプラザホテル」（横浜駅前東口）で開

催いたしました。当日の参加者は来賓等 11 名、

支部会員等 15 名の 計 26 名でした。 総会では

27 年度事業報告、決算報告、28 年度事業計画及

び予算案が承認されました。

総会終了後の講演会では、テルモ株式会社 執行

役員 研究開発本部長 CTO の粕川博明氏（ご略歴

は下記参照）に、「高齢化社会における医療機器

企業の役割」と題してご講演をいただきました。

医療機器メーカーで研究開発を指揮されている粕

川氏のお話は、馴染みのある注射針や心臓カテー

テルの開発秘話などを含め、先端医療から日本の

医療費問題や介護問題まで、医療機器トップ企業

としてのプライドと使命感溢れるものでした。わ

が国のみならず世界を舞台に、先端医療の開発・

普及で活躍する粕川氏との時間は、我々同窓生を

も誇らしい気分にさせてくれるような有意義なも

のであったと思います。

講演会の後半では、理学部長の髙橋 正教授に

「理学部のいま」と題してご講演いただきました。

高橋先生は、先生ご自身がお作りになられた大学

の様子を掲載したリーフレットを全員に配付され、

年々変わりゆく習志野キャンパスを、空撮の写真

を交えたスライドを使いながら、わかりやすくお

話しくださいました。また、習志野キャンパス第

3 番目の学部である健康科学部の新設が、文部科

学省より正式認可され、来年度 4 月に看護学科の

第一期生が入学するとのご報告もありました。

懇親会は、伊藤展枝常務理事（理事長代理）、髙

橋 正理学部長、桃井宏之薬学部鶴風会神奈川県支

部会会長に祝辞を頂戴し、進藤洋一支部担当理事

の乾杯で開宴しました。神奈川県支部は以前より

理事、元理事、支部にゆかりの深い方々にご参加

をいただいております。また、講演会でご講演さ

れた演者の同級生や関係者が参加することもあり

ます。今回は粕川氏の同級生が遠方から参加され、

卒業以来の再開に、当時の思い出や近況を語り合

い楽しいひと時を過ごすことができたようです。

さらに今年度は他学部との交流の先駆けとして、

薬学部鶴風会神奈川県支部会会長と副会長（関根

寿一 様）にご出席いただき、例年以上に宴が賑わ

いました。実は、支部の役員レベルでは、医学部

を含めた神奈川県下 3 学部合同の交流会が既に行
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われており、来年 1 月開催の次期交流会は、我々

理学部が主催当番になっています。今後は他学部

との交流にも活動の場を広げ、支部活動のさらな

る活性化に努めていきたいと思います。

懇親会は最後に、「新たなる朝、いま明けて」と

高らかに母校の校歌を斉唱した後、参加者全員で

記念撮影を行い、盛会のうちに幕を閉じました。

粕川博明氏のご略歴

粕川氏は、昭和 58 年 3 月に東邦大学理学部生物

学科を卒業後、同大学院理学研究科に進学されま

した。大学院では故藤井良三先生（元東邦大学理

学部生物学科教授）に師事し、魚類の体色変化に

おける色素胞運動の神経制御機構に関する研究を

行い、熱帯魚の多彩な体色変化のメカニズムを解

明しました。その成果が認められ、昭和 63 年 3

月に大学院博士課程後期課程を修了し博士（理学）

の学位を授与されています。大学院修了後は、テ

ルモ株式会社に入社、現在に至っています。

講演中の粕川先生

講演に耳を傾ける会員

粕川先生に質問する会員

講演中の高橋理学部長
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東邦大学理学部のいま
理学部長 髙橋 正

理専－理学部 75 年

今年は理専設置から数えて 3/4 世紀に当たりま

す。記録によると、帝国女子理学専門学校の設置

許可が下りたのが昭和16年（1941年）3月3日で、

4 月 24 日に入学式が挙行されています。3 年後の

昭和 18 年 9 月に 75 名の第１回生が卒業していま

す。昭和20年4月の空襲による校舎の焼失を経て、

昭和 21 年 9 月に習志野に移転をしました。その後

昭和 23 年 10 月に東邦女子理学専門学校と校名を

変更していましたが、昭和 25 年（1950 年）4 月 1

日に新制の東邦大学理学部がスタートしました。

長いこと習志野地区では西地区と東地区に別れて

教育・研究が行われていましたが、昭和 50 年（1975

年）に理学部 I 号館が竣工し、理学部が現在の位

置に移転してきました。この頃から理学部の学生

定員が増員されて、学部が大きくなり、昭和 57

年（1982 年）にはⅡ号館が建設されました。同年

4 月には理学部の 3 番目の学科として物理学科が

開設されると同時に、大学院理学研究科修士課程

が開設されて、大学院も充実されて行きました。

昭和 63 年（1988 年）にⅢ号館が竣工し、翌年 4

月には第 4、第 5 の学科、生物分子科学科と情報

科学科が開設されました。平成 2 年（1990 年）に

はそれまで教養教育を担当していた一般教養科が

廃止され、理学部には教養科という教養教育担当

の組織が設置されました。平成 4 年（1992 年）に

IV 号館、平成 17 年（2005 年）4 月には 6 番目の

学科、生命圏環境科学科が開設され、秋にはに V

号館も竣工し、現在の理学部に至っています。

卒業式

平成 27 年度卒業式・学位記授与式が 3 月 17 日に

行われました。今年の卒業生は 511 名で、大学院

課程修了者は 90 名（修士）と 1 名（博士）でした。

この学年は 550 名が入学しましたが、その 90％が

4 年で卒業しました。これまでの理学部の卒業生

の数は 16,847 名で、理専の卒業者を併せると

17,666 名に達します。例年のことですが、今年も

3 月末をもって 5 名の教授が定年退職を迎えまし

た。森山廣思教授（化学）、小林芳郎教授（生物

分子）、中山克己教授（生物、生物分子）、佐藤

研二教授（物理、生命圏）、鈴木実教授（生命圏）

です。中山先生は 42 年、佐藤先生は 33 年、小林

先生は 27 年、森山先生は 25.5 年、鈴木先生は 10

年勤務されました。

入学式

平成 16 年から全学統一の入学式が挙行されて

います。今年も 4 月 3 日に幕張メッセの国際イベ

ントホールを会場として医薬理看の 4 学部合同の

入学式が挙行されました。理学部は今年も総数で

45,00 名ほどの志願者の中から、550 名の新入生を

迎えることができました。予想を上回る手続き率

のため、昨年よりも 40 名ほど多くなっています。

大学院は博士前期課程（修士課程）が 87 名、後期

課程（博士課程）が 4 名入学しました。

理学部ホームカミングデー

理学部では毎年秋に卒業後 20 年、30 年、40 年

の方をキャンパスにお招きして、ホームカミング
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デーを実施しています。卒業生に変わっていく学

部やキャンパスの様子を見ていただきたいという

ことと、教員や元教員との親交を深めて戴きたい

という思いから始まりました。昨年は、11 月 21

日に開催しました。卒業生（池上崇久博士、石井

淳一博士、逸見真恒氏）による講演会と懇親会が

行われましたが、懇親会のあとは同期で集って昔

の面影探しに出かける方も多かったようです。

ホームカミングデーの開催に際しては、理学部鶴

風会からも物心両面でご支援を戴いております。

今年も 11 月 19 日（土）に開催する予定ですが、

卒後 10 年、50 年および 60 年の方もお招きするこ

とになっています。

理学部鶴風会学修奨励賞

理学部では各学年の年間成績優秀者のうち 1 名

もしくは 2 名を特待生として表彰していますが、

今年より理学部鶴風会学修奨励賞が制定され、別

の視点から各学年の成績優秀者を表彰して戴ける

ようになりました。これまで卒業時に鶴風会賞

（成績優秀賞と功労賞）が授与されていましたの

で、三つ目の賞です。第１回の受賞者には、6 月

11 日に行なわれた理学部鶴風会総会の懇親会に

おいて風呂田鶴風会理事長から賞状と副賞が贈ら

れました。この場を借りてお礼申し上げます。

習志野キャンパス再整備

平成 24 年春の新学生部室 I 号館、平成 25 年秋

のスポーツアリーナ、総合グランウンドに続き、

教養 I・Ⅱ号館の跡地に薬学部 D 館が今年 6 月に

竣工しました（写真）。現在大学の 5 番目の学部

となる健康科学部が来年 4 月開設を目標に準備が

進められています。このための瀟洒な研究・教育

棟の建設が鶴風寮跡地に 10 月竣工を目標に進ん

でいます。また習志野学事部ならびにメディアセ

ンターが入っている図書館棟の耐震改修工事がこ

の 7 月から 11 月までの予定で始まりました。

この間、事務部がキャンパス内に分散して業務を

行なうことになり、卒業生の方にもご不便をお掛

けすることになると思いますが、電話番号等の変

更はない予定です。

数字で見る理学部

本年 5 月 1 日における学部生の在籍者数は、1

年 550 名、2 年 502 名、3 年 511 名、4 年 519 名で、

合計すると 2,082 名に達します。これは教員一人

当たり 19.2 人の学生を担当していることになり、

私学の学生/教員比としては良い値となっていま

す。大学院は博士前期課程は 1 年 87 名、2 年 89

名の合計 176 名です。学部の女子学生の割合は今

年は 37％で昨年よりも 2％ほど低下しましたが、

大学院は 32％と昨年よりも増加しました。いずれ

も理工系としては高い値で、リケジョの伝統が生

き続けています。

3 月卒業した学生のうち就職した学生は卒業者

の 74％で、大学院への進学は 22％でした。就職希

望者 387 名に対する内定者の割合は 99％と、好結

果を残すことができました。昨年度は 8 月選考解

禁という大きな就職スケジュールの変更がありま

したが、学生が危機感を持って活動したことに加

え、好景気に支えられた二次、三次募集も多くあ

ったことなどが高い内定率に繋がりました。就職

業種は学科によってかなり特色がありますが、理

学部全体としてみると例年のことですが、情報系、

医療系および教育系に就職する学生が多くなって

います。教職に関しては、大学院生も併せると 42

名が教員となりました。千葉県内の教育委員会の

評価も高く、29 名が本県内の教員となりました。
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教員養成課程では、小学校教諭免許状取得プロ

グラムや TUSTEP プログラム等を実施し、教職希望

者を支援しています。大学院（博士前期課程）に

目を向けると、大学院で学んだことを生かして製

造業系の企業に職を得るケースが学部よりも増加

しますが、昨年度は前年度よりも製造業系の就職

が増えました。

臨床検査技師の国家試験は、今年は 88％の合格

率で、昨年と変わりませんでした。就職に関して

は、昨年度は病院に 12 名、検査センターと治験会

社に 7 名ずつ、健診センターに 5 名が就職しまし

た。進学も 8 名でした。なお病院に関しては 7 名

が大学病院に職を得ています。

編集注：「東邦大学理学部のいま」は、髙橋先生

が第 23 回神奈川県支部総会の講演時に配付され

た講演資料です。

 
支部総会・講演会・懇親会報告

第 2３回支部総会
日時：平成 28 年 9 月 4 日 11 時～15 時

場所：ヨコハマプラザホテル

1．総会（11 時～11 時 30 分）

1）定数報告

2）議題

第 1 号 平成 27 年度事業報告の件

第 2 号 平成 27 年度収支決算の件

第 3 号 平成 28 年度事業計画の件

第 4 号 平成 28 年度収支予算の件

第 5 号 その他

2．講演会

1)活躍する卒業生（11 時 45 分～12 時 30 分）

『高齢化社会における医療機器企業の役割』

演者 粕川 博明 先生

（生物学科 58 年卒・テルモ株式会社

執行役員 研究開発本部長 CTO）

2)学部長講演（12 時 30 分～12 時 50 分）

『理学部のいま』

講師 髙橋 正 理学部長

司会 熊澤 武志

3．懇親会（13 時 00 分～15 時 00 分）

司会 真下 順一

1.開 会

2.支部長挨拶 熊澤 武志

3.来賓祝辞

理学部鶴風会常務理事 伊藤 展枝 様

東邦大学理学部長 高橋 正 先生

薬学部鶴風会神奈川県支部会会長 桃井 宏之 様

4.乾杯

理学部鶴風会理事 進藤 洋一 先生

5.歓談

6.校歌斉唱

7.閉会

8.記念写真撮影
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出席者

懇親会来賓

1. 伊藤 展枝 様 （理学部鶴風会常務理事・

理事長代理）

2. 進藤 洋一 先生（理学部鶴風会理事・

支部委員会委員長）

3. 原 秀介 様 （理学部鶴風会理事・

群馬県支部長）

4. 川口 圭一 様 （理学部鶴風会理事）

5. 中村 真樹 先生（理学部鶴風会理事）

6. 髙橋 正 先生〔理学部長（理学部鶴風

会名誉会長）〕

7. 登坂 邦雄 様 (元理学部鶴風会理事長)

8. 深井 章 様 （元理学部鶴風会理事）

9. 桃井 宏之 様 （薬学部鶴風会神奈川県

支部会会長）

10. 関根 寿一 様 （薬学部鶴風会神奈川県

支部会副会長）

11. 粕川 博明 先生（講演者・５８年生物）

神奈川県支部正会員出席者

1. 鈴木 廣昭 昭 42 化学

2. 髙栁満喜子 昭 43 生物

3. 蛭田 保健 昭 43 生物

4. 小此木國明 昭 44 生物

5. 山口 博通 昭 45 生物

6. 五十嵐広明 昭 49 生物

7. 真下 順一 昭 49 生物

8. 加藤 尚之 昭 50 化学

9. 熊澤 武志 昭 57 生物

10. 唐木田 文夫 昭 58 生物

11. 高山 容子 平 1 化学

12. 三村 典江 昭 58 生物（支部友）

13. 岡崎 篤 昭 57 生物＊

13. 岡崎 裕子 昭 58 生物＊

15. 岡崎 駿 薬学部５年＊

＊支部友・講演会のみ参加

総会審議内容

1．平成 27 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川

県支部事業報告

1）支部総会・支部講演会・懇親会の開催

平成 27 年 9 月 6 日(日)に、第 22 回支部総会、
講演会、および懇親会をヨコハマプラザホテルに

おいて開催した。支部総会(支部正会員出席者 10
名)では、26 年度事業報告と収支決算報告および
27年度事業計画と予算計画が承認され、熊澤武志
新支部長（57年生物卒）を初めとする平成 27年
度～29年度の支部役員案が承認された。支部講演
会（活躍する卒業生）では、生物学科の長谷川雅

美教授（56年生物卒）により「かけがえのない人
と自然を守る」と題したご講演をいただき、次い

で高橋正理学部長によるご講演「理学部のいま」

を拝聴した。懇親会には、風呂田利夫理学部鶴風

会理事長ほか 11名の来賓出席があった。 
2) 支部委員会の開催

第 1回支部委員会：平成 27年 8月 22日（土）
「26 年度事業報告と収支決算、27 年度事業計画
と予算計画」について審議し、総会提出案を作成、

支部総会・講演会・懇親会の最終打ち合わせを行

った。 
第２回支部委員会：平成 27年 9月 26日（土） 

2 名（真下、五十嵐）の副支部長の選出し、支部
の業務の確認と各役員の役割分担の確認作業を行

った。 
第３回支部委員会：平成 28年 3月 5日（土） 

28年度の支部総会・講演会の開催日を 9月 4日に
決定し、総会に向けての作業のタイムスケジュー

ルを作成した。 
3） 鎌倉散歩の開催

事業計画通り 2 回開催した。平成 27 年 4 月 5
日に開催した第 35 回鎌倉散歩「三浦一族滅亡の
跡を訪ねて」では 8名が参加し、和田塚などを訪
ねた。11 月 29 日開催した第 36 回鎌倉散歩「源
氏山の紅葉を求めて」には 13名の参加者を得た。 
4) 支部ニュース『鴎風』の発行

30 号を平成 28 年 1 月 25 日に発行した。正会
員への送付数 177通、その他関係者等にも送付し
た。 
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2．平成 27 年度収支決算

1) 一般会計

収入の部

項 目 予算額 決算額

前年度繰越金

前納会費27年度分

年度内会費収入

支部活動補助費

講師謝金

利子

317,346

44,000

40,000

70,000

10,000

50

317,346

44,000

46,000

70,000

10,000

24

収入計 481,396 487,370

支出の部

項 目 予算額 決算額 備 考

支部活動補助 70,000 支部活動補助費会計へ

鎌倉散歩補助 3,000 0

支部ニュース 60,000 18,211

250 部（印刷・発送）

振込手数料込み56、511

のうち

支部活動補助費との差

額分

通信費 10,000 1,012

役員会費 10,000 12,445 3 回（8/22、9/28、3/5）

庶務費 20,000 20,287

総会費 75,000

講師謝金（含む

交通費）
13,000

会場費・機器借用料は

支部活動補助会計へ

懇親会負担分 28,000

支部会費振込

手数料
5,000 4,950

支出計 183,000 165,265

次年度繰越 322,1055

2) 前納会計

収入の部

項    目 決算額 備    考 

前年度繰り越し 145,136 
 

年度内振り込み前納金 54,000 
２7 年度中に納入された 2８年

度以降の会費 

利子（税引） 22 
 

収 入 計 199,158 
 

支出の部

項  目 決算額 備  考 

２７年度分の引き落とし 44,000 2７年度分を一般会計へ 

支 出 計 44,000 
 

次年度繰越 155,158

 

平成 27年度支部活動補助費決算 
   項  目 収 入 支 出 

支部活動補助費 70,000 
 

総会・講演会会場・機器使用料 
 

31,700 

支部ニュース発行費 
 

38,300 

計 70,000 70,000 

差し引き残高 0

3．平成 28 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川

県支部事業計画

1） 支部総会・講演会・懇親会の実施

  第 23 回支部総会・講演会・懇親会を 9 月 4 日
に開催する。 
2) 支部委員会の開催

支部委員会を数回開催する計画をたて、平成 28

年 4 月 3 日（日）に第 1 回支部委員会を開催し、

支部会費の徴収、総会案内の封書による送付、支

部規約改正、次期役員（平成 30 年度～平成 32 年

度）の募集等について審議した。

平成 28 年 8 月 28 日（日）第２回支部委員会を

開催し、「27 年度事業報告と収支決算、28 年度事

業計画と予算計画」の最終案を決定、支部総会・

講演会・懇親会の最終打ち合わせを行った。

3) 鎌倉散歩の開催

 例年通り 4月の第 1日曜日、および 11月の最終
日曜日の計 2回の鎌倉散歩を開催する予定であり、
すでに第 37 回鎌倉散歩「玉縄の史跡をめぐる」
を 11名の参加を得て 4月 3日に開催した。 
4) 支部ニュース『鴎風』の発行

11 月に 31 号を発行する予定である。

4．平成 28 年度収支予算

収入の部（一般会計）

項    目 予算額 

前年度繰越金 322,465 

前納会費 28 年度分 48,000 

年度内会費収入 40,000 

支部活動補助費 70,000 

講演補助費 10,000 

利子 
 

20 

収入計 490,485 
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支出の部

項  目 

支部活動補助費 70,000 支部活動補助費会計へ 

鎌倉散歩補助 5,000   

支部ニュース 40,000  支部活動補助費との差額分 

通信費 10,000 

役員会 15,000 

講演会・懇親会予備費 20,000 

振込手数料 5,000 

支出計 200,000 

平成 28年度支部活動補助費予算 
項  目 収 入 支 出 

支部活動補助費 70,000 

総会・講演会会場費、 

機器借用料 
40,000 

支部ニュース 30,000 

計 70,000 70,000 

以上 4 件の議案は承認された。

5. その他

1）支部規約改正  
五十嵐副支部長より支部会員の定義および会

議の定数に関して規約改正をしたい旨の提起があ

り、これに加え鈴木会員からの支部間交流に関す

る提案も含め次年度総会に議案として提示したい

との提案がなされた。

第 10 回理学部公開講演会

「50 羽から 5000 羽へ ～アホウドリ

保全研究 40 年～」
平成 28 年 11 月 23 日、茨城県土浦市で開催され

た「第 10 回東邦大学理学部公開講演会」で、長谷

川博名誉教授による表題の講演会が開催された。

先生の 40 年にわたるアホウドリ繁殖のための研

究を、ステージをおってお話しいただき、100 余

枚のスライドに魅せられながら、90 分があっいう

間に過ぎた。なお、毎年、支部総会に合わせて開

催されてきた「公開講演会」は、残念ながら今回

で終了となる。

講演会に続いて開催された、茨城県支部懇親会

では、永井寛宮城県支部長が、アホウドリの思い

を熱唱された。永井支部長のギターと歌声をお聴

かせできないことは残念だが、掲載の許可をいた

だきここに紹介する。

なお、長谷川先生は、かねてより「アホウドリ」

を「オキノタユウ」と呼ぶことを提案、その普及

を推進されています。写真は、今回鴎風掲載のた

め長谷川先生よりお送りいただきました。

（高柳記）

 オキノタユウ（アホウドリ）のつがい
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東邦大学薬学部鶴風会神奈川県支部会

総会に参加して

キリン横浜ビアビレッジで10月16日に開催され

た薬学部鶴風会神奈川県支部会（梔子会）総会に、

お招きいただき高柳幹事と共に懇親会に参加させ

ていただきました。ビアビレッジということもあ

り４種のビールに舌鼓をうちながら楽しい時を過

ごさせていただきました。80 歳から 24 歳と幅広

い年代の方々約 20 名が参加しておられ、チョッピ

リうらやましく感じました。当支部の鎌倉散歩を

アナウンスしたところ、早速「参加したい」との

お声をいただきました。３学部合同の同窓会の開

催に向けた動きが活発になっているようです。今

後、学部を超えた活動を視野に支部活動を活性化

できればと願うところです。

（真下記）

支部活動第５の柱「東邦大学の PR 活動」

五十嵐広明 昭和４９年生物

私は支部活動の第５の柱「東邦大学の PR 活動」

の一環として、横浜市青葉区にある地区センター

と地域ケアプラザにおいて小学生を対象とした科

学実験、および地域住民を対象とした講演活動を

行ってきました。また、近くの小学校において「地

域の歴史」を教える社会科の授業と周辺の遺跡散

策を指導してきました。

地区センターにおいて平成 26 年８月 23 日に行

った「親子で楽しむ科学実験」（下図：案内ポスタ

ーの一部）では、理学部で廃棄された顕微鏡を整

備して使用し、植物細胞を染色して小学生とその

父兄に観察してもらいました。この際、顕微鏡は

東邦大学で使用していたものであることを伝えま

した。また、染色液で机が汚れないようにと、東

邦大学の下敷きを配付して使用し、使用後は持ち

帰ってもらいました。そして「医学あるいは生物

学に興味があったなら、将来東邦大学を受験して

もらえると嬉しい」とさり気なく伝えました。

今年２月 12 日には、地域ケアプラザにおいて東

邦大学の非常勤の教員として「眼の病気の理解に

役立つ眼球の解剖学」と題する講義を、主として

65 歳以上の老人を対象に行い、東邦大学を PR し

ました。

東邦大学を受験する可能性のある小学生を対象

とした「科学実験」は、今後も継続して実施した

いと思っています。

(注)神奈川県支部活動の５本柱

1. 親睦活動

2. 生涯学習活動

3. 広報活動

4. 就職支援活動

5. 東邦大学の PR 活動

 
第 37 回 鎌倉散歩実施報告  
「玉縄の史跡をめぐる」 

 
平成 28 年 4 月 3 日（日）、恒例の鎌倉散歩を

実施した。今回はいつもと異なり JR大船駅に集
合した。この日の舞台は戦国時代で、後北条と呼

ばれる伊勢宗瑞（伊勢新九郎盛時 通称：北条早

雲）が築いた玉縄城址の散策である。当日は、あ

いにくの小雨、ちょっときつい散歩になるかと危

ぶんだが、出発してまもなく雨は上がり、参加者

11名、元気に春の大船を楽しんだ。 
まずは、北条氏時（初代玉縄城主）が、里見氏

との戦いで斃れた配下の首を葬ったとされる玉

縄首塚を参拝した。その後、玉泉寺を経て、大船

フラワーセンターへ向かった。 
今回は、ちょっと地味な史跡めぐりコース（？）

であることから、文字通り花を添えること、そし

てお弁当を食べる目的で、大船フラワーセンーを

コース途中に組み入れた。残念ながら、当園の目

玉「玉縄桜」は早咲きゆえ、すでに散り果ててい

たが、「ソメイヨシノ」、「オオシマザクラ」のほか、

珍しい「桐ヶ谷」、緑の花を咲かせる「御衣黄」な

どを観賞することができた。また２千株以上ある

というシャクヤクは、ちょうど咲き始めで、皆、

思い思いにゆったりと散策した。 
午後からがいよいよ本番の玉縄めぐりで、まず

は、３代城主北条綱成が建立した龍宝寺に向かっ
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た。境内にある資料館で、ジオラマをみながら玉

縄城について勉強した後、玉縄城址をめざした。  
四代城主氏繁の夫人新光院「七曲殿」の館があ

った「七曲がり坂」を登り、武者だまり址などを

見学しながら太鼓櫓址に向かう。この辺りは、「玉

縄城址まちづくり会議」という市民団体により、

草刈りなどがなされ、歩きやすく清潔な道になっ

ていた。残念ながら、大手門址の内側は、現在清

泉女学院の敷地となっていて、見学できなかった

が、中には「諏訪壇址」、「三角平場址」、「蹴鞠場

址」、「空堀址」、「蹴鞠場」などが残されている（予

め許可を求めれば、平日に限り入校可能とのこと）。  
最後に急勾配の「ふあん坂」を下ったところに

ある「久城寺」を参拝した。ここはソメイヨシノ

が満開で、しばし、堪能した後、バスで大船駅に

向かい解散した。

（高柳記） 

龍宝寺

玉縄城想像図（玉縄まちづくり会議作成資料より） 

大船フラワーセンター

鎌倉散歩は、神奈川県支部の定例行事で、4 月第

１日曜日と、11 月最終日曜日に開催しています。

時には鎌倉をでて県内の史跡、あるいは自然を求

めておしゃべりをしながら歩きます。オープン行

事ですので、県内外を問わず、同窓生、ご家族、

ご友人など、鶴風会にゆかりのある方ならどなた

でも参加出来ます。奮ってご参加ください。

開催案内は当「鴎風」の他、鶴風会ホームペー

ジにも掲載します。

 
 

第 38 回 鎌倉散歩のお知らせ

「楓紅葉・銀杏黄葉を求めて寺々を巡る」  

 
日時：平成 28 年 11 月 27 日（日）  
集合場所：「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口

前広場」午前 10 時(時間厳守)雨天中止

費用：交通費、拝観料、昼食代  
 
久しぶりに、覚園寺を起点にしたオーソドック

スな寺巡りコースです。覚園寺は、境内前のかえ

でが本当にきれいなのですが、奥深い谷（やつ）

ゆえ、もしかすると紅葉には少し早いかもしれま

せん。決められた時間のみ拝観できる境内には、

薬師三尊をはじめ木造の仏像が多く奉られていま

す。寺男のユニークな解説を聞きながら境内の木

立と、茅葺きの薬師堂などを拝観しましょう。今

回は、街歩きなのでお弁当を食べる場所がありま

せん。少し時間が過ぎるかもしれませんが、比較

的大きな店の集まる八幡宮周辺で昼食をとります。

午後は花なら何でもそろう海蔵寺を拝観し、途中

の寺々に寄り道しながら鎌倉駅に向かいます。ち

ょっと距離があるのでスニーカーなど、歩きやす

く、はき慣れた靴でご参加ください。  
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予定コース 
鎌倉駅 （バス）大塔の宮・・覚園寺・・絵柄天
神・・宝戒寺・・鎌倉八幡宮・・（昼食）・ 
・海蔵寺・・英勝寺・・寿福寺・・鎌倉駅 

 
参加希望者は 11 月 22 日（火）までに、高柳満
喜子（ TEL045-481-5990、メールアドレス
makitaka-gon@nifty.com、 携帯 090-4626-7170）
または理学部鶴風会事務局にご連絡ください。 

 

第 39 回 鎌倉散歩のお知らせ

「祇園山を経て麓の寺々で桜を愛でる」  

 
日時：平成 2９年４月２日（日）  
集合場所「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口前

広場」 午前 10 時(時間厳守）雨天中止

費用：交通費、拝観料、お弁当 
 
鎌倉駅・・宝戒寺・・紅葉山櫓・・東勝寺

跡・・北条高時腹切りやぐら・・祇園山展望

台・・八雲神社・・妙本寺・・妙龍寺・・鎌

倉駅  
 
鎌倉は一方が海、三方は山に囲まれています。

いずれかの山を越えなければ鎌倉には入れません。

鎌倉の中心地の東側が祇園山です。このコースは

十数年前の鎌倉散歩で行ったことがありますが、

今回再挑戦します。祇園山の山頂からは、鎌倉の

街並み、由比ヶ浜海岸と稲村ガ崎が見えます。 天
候がよければ富士山も見えるはずです。ちょうど

桜の季節なので、祇園山から八雲神社に下りた後

は、桜の寺々を探しながら、小町大路を鎌倉駅に

戻ります。距離は短いのですが、ちゃんとした山

道です。アップダウンもあるので、滑りにくい靴

でご参加ください。 
 

 
参加希望者は３月２９日（水）までに、高柳満

喜子（ TEL045-481-5990、メールアドレス
makitaka-gon@nifty.com、 携帯 090-4626-7170）
または理学部鶴風会事務局にご連絡ください。 

 
 
 
 
 

 

編集後記

総会報告、東邦大学公開講演、薬学部鶴風会神

奈川県支部総会、鎌倉散歩報告・案内に加え支部

役員募集と多彩な内容になりました。

今年も大隅良典先生がノーベル生理学・医学賞

を授与されました。３年連続の快挙です東邦大学

卒業生もいつか栄冠に輝くことを期待します。

ところで WOWO で放送された『海に降る』（原作：

朱野帰子）は「しんかい 6500」のパイロット・研

究者を中心にしたヒューマンドラマですが、科学

者のロマンが満載です。映像の配信は終了してい

るようですが、ご興味を持たれた方は原作を読ん

でみたらいかがでしょう。また、DVD のレンタル

もあるようです。

鴎風は鶴風会 HP 支部活動→神奈川県支部にも

掲載されます。カラー掲載なので、こちらの写真

もお楽しみください。

（真下記）

 
編集委員：五十嵐広明、小此木國明、熊澤武志

高柳満喜子、蛭田保健、真下順一（ｱｲｳｴｵ順）

支部ニュース編集事務局：

221-0002 横浜市神奈川区大口通３８－２－５０８

真下 順一

Tel:045-433-1409

E-mail fwiy3133@mb.infoweb.ne.jp

次期支部役員の募集  

  平成 30年度～平成 32年度 

 神奈川県支部は、支部長、副支部長 2名、会計
監査 2 名、幹事若干名をおいて、会務を分掌し
ています。支部を活発な会にしていくためには、

たとえ少人数でも、絶えず役員を入れ替えてい

く必要があります。またより活発な活動を目指

すには、若い人材の登用が必須です。是非とも

支部運営への参加をお願いします。自薦他薦を

問いません。ご連絡をこころよりお待ちしてい

ます。なお、今回は、任期当初よりスムーズな

支部運営ができるよう、平成 29年度支部総会で
次期役員（任期：平成 30 年度～32 年度）を承
認・決定することになりました。 

 
 


