
 

 

 

  年 代表理事(幹事) 

  及び東大総長名 

         さつき会の活動        国内外の動きから 

1961 

(昭36) 

久保まち子(50経) 

茅 誠司 

○６月３日 発会式(大蔵省ビル内) 出席150

人 来賓 南原繁、大内兵衛他 

○６月24日 就職懇談会(在学女子学生と) 

○さつき会会則(全16条)できる 

○11月 会員名簿発行 

○ケネディ米大統領就任 

○ソ連、初の有人人工衛星(ボストーク１号) 

1962 

(昭37) 

久保まち子 

茅 誠司 

○５月27日 第２回総会(学士会館本館) 講演

「国連総会に使いして」久保田きぬ子(49法) 

○７月７日 就職ガイダンス(以後、毎年) 

○キューバ危機 

○女子学生亡国論 

1963 

(昭38) 

赤松良子(53法) 

茅 誠司(～12月) 

大河内一男 

○６月２日 第３回総会(学士会館本館) 講演

「言語学における東西文化の交流」大束百合子

(49文) 

○ケネディ米大統領暗殺 

○世界初の女性宇宙飛行士(ソ連の人工衛星) 

1964 

(昭39) 

赤松良子 

大河内一男 

○５月30日 第４回総会(学士会館本館) 講演

「日本的社会構造」中根千枝(50文) 

○10月 日本古典文学研究会発足 

○会員名簿発行 

○東京オリンピック 

○東海道新幹線開業 

1965 

(昭40) 

赤松良子 

大河内一男 

○６月５日 第５回総会(駒場同窓会館) 講演

「ヴェトナムでは何が行われているか」松岡洋

子、窪田精 

○関西支部発足 

○７月 西洋古典研究会発足 

○米軍のベトナム北爆開始 

○日韓条約調印 

1966 

(昭41) 

赤松良子 

大河内一男 

○５月29日 第６回総会(駒場学生会館) 講演

「極北のヘアーインデイアン」原ひろ子(57養)

○中国、文化大革命 

○結婚退職制無効判決(住友セメント事件) 

1967 

(昭42) 

赤松良子 

大河内一男 

○５月28日 第７回総会(駒場学生会館) 講演

「シェークスピアのふるさとを訪ねて」増田れ

い子(53文) 

○ＩＬＯ100号条約国会承認(同一価値労働に対

する男女同一報酬に関する条約) 

○国連総会、婦人に対する差別撤廃宣言採択 

1968 

(昭43) 

加藤富子(54法) 

大河内一男(～11

月) 

加藤一郎 

○６月１日 第８回総会(女子栄養大学内「松

柏軒｣) 座談会「社会の中の女性・人間として

の女性」 司会 佐藤ギン子(58養) 問題提起

 樋口恵子(56文) 

○５月18日 在学生との懇談会 

○10月１日 グルメ会発足 

○会員名簿発行 

○ソ連軍、チェコ侵攻 

○キング牧師暗殺 

○東大医学部、無期限スト突入 

 

 



 

 

1969 

(昭44) 

加藤富子 

加藤一郎 

○６月１日 第９回総会(椿山荘) 講演「大学

紛争をどう見るか」高木教典 

○７月25日 時事問題研究会「安保問題」サン

ケイ新聞 山根卓二 

○日本古典研究会「建礼門院右京大夫集」 

○月例会 

○アポロ11号、月面着陸 

○警視庁機動隊、安田講堂封鎖解除、東大入試

中止 

○女子の高校進学率(79.5％)、初めて男子を上

回る 

1970 

(昭45) 

衛藤綾子(53経) 

加藤一郎 

○５月31日 第10回総会(麹町会館) 講演「東

南アジアと日本の社会構造～社会人類学的考察

」中根千枝(50文) 

○よど号ハイジャック事件 

○三島由紀夫、割腹自殺 

○日本初のウーマン・リブ討論会 

○初の女性東大教授(中根千枝) 

1971 

(昭46) 

衛藤綾子 

加藤一郎 

○６月27日 第11回総会 講演「婦人解放を考

える」パネルディスカッション 

○会員名簿発行 

○ニクソン・ショック(ドル切下げ) 

1972 

(昭47) 

伊東すみ子(54法) 

加藤一郎 

○６月４日 第12回総会(麹町会館) 

○「東京大学女子卒業生の追跡調査」企画 

○沖縄復帰 

○日中国交回復 

○札幌オリンピック 

1973 

(昭48) 

伊東すみ子 

加藤一郎(～４月) 

林健太郎 

○６月３日 第13回総会(麹町会館) 

○12月 東大女子学生茶話会～私達女性の生き

方と将来(法文１号館) 

○ベトナム和平協定調印・米軍撤退 

○石油危機 

○金大中事件 

1974 

(昭49) 

正木直子(62文) 

林健太郎 

○６月２日 第14回総会(麹町会館) 講演① 

「精神史としての公害」宇井純 ②「女子学生

の就職傾向」尾崎盛光 

○４月 東大女子卒業生の追跡調査実施 

○５月 アジア婦人を囲むつどい 

○初の女性高裁判事(２名) 

○女子の30歳定年無効判決(名古屋高裁) 

1975 

(昭50) 

正木直子 

林健太郎 

○７月６日 第15回総会(麹町会館) シンポジ

ウム「私達にとっての婦人問題」赤松良子(53

法)、安江とも子(55経)、樋口恵子(56文) 

○11月 国際交流部会 

○国際婦人年世界会議(於メキシコシティ) 

○男女差別定年制に無効判決(最高裁) 

○女子教職員、看護婦、保母等の育児休業に関

する法律公布 

1976 

(昭51) 

正木直子 

林健太郎 

○６月20日 第16回総会(本郷ふたき旅館) 

○会員名簿発行 

○天安門事件(第一次) 

○ロッキード事件表面化 

○離婚後の婚氏続称制度 

1977 

(昭52) 

島野穹子(60法) 

林健太郎(～４月) 

向坊 隆 

○７月10日 第17回総会(学士会館分館) 講演

「四人組追放後の中国」伊東すみ子(54法) 

○国際女子マラソン(東京)開始 

○男性保育士公認 

1978 

(昭53) 

島野穹子 

向坊 隆 

○７月２日 第18回総会(学士会館分館) 講演

「人権に関する新しいアプローチから見た国連

論」佐藤欣子(58法) 

○成田空港開港 

○第１回『婦人白書』 

 

 



 

 

1979 

(昭54) 

島野穹子 

向坊 隆 

○６月17日 第19回総会(学土会館分館) 講演

「原子力発電と安全について」太田庸起子（58

医) 

○会員名簿発行 

○スリーマイル島で原発事故発生 

○ソ連、アフガニスタン侵攻 

○「女子差別撤廃条約」採択(第34回国連総会)

1980 

(昭55) 

奥田琴代(56理) 

向坊 隆 

○６月29日 第20回総会(学士会館分館) 講演

「紙面づくりのうらおもて」本多尚世(54経) 

○20周年記念事業(女子卒業生名簿)企画 

○国連婦人の10年世界会議(於コペンハーゲン)

○生存配偶者の遺産相続分、引き上げ 

1981 

(昭56) 

正木直子 

向坊 隆(～４月) 

平野龍一 

○６月28日 第21回総会(学士会館分館) 講演

「遺伝子からみた生命・人間・社会」中村桂子

（59理） 

○男女定年格差に違憲判決(最高裁) 

○すべての国立大学が女子に門戸開放 

1982 

(昭57) 

福間公子(59育) 

平野龍一 

○７月11日 第22回総会(学士会館分館) 講演

「詩の話あれこれ」吉原幸子(56文) 

○７月 東大女子卒業生名簿発行 

○フォークランド戦争 

○日本の社会科教科書に中韓が抗議 

1983 

(昭58) 

塩川浩子(69養) 

平野龍一 

○７月３日 第23回総会(学士会館分館) 講演

「科学と女性」大熊由紀子(63養) 

○２月26日 在学生との懇談会 

○さつき会人材銀行設立 

○11月19日 フォーラムさつき(1)「コンピュ

ータの動向」上條茉莉子(62理) 

○女性初の地裁所長 

○男女賃金格差、世界一(ＩＬＯ調査) 

1984 

(昭59) 

塩川浩子 

平野龍一 

○６月24日 第24回総会(学士会館分館) 講演

「国籍法改正運動にかかわって」安江とも子 

(55経) 

○２月25日 フォーラムさつき(2)「人形劇と

幼児教育」加藤暁子(55文) 

○11月17日 フォーラムさつき(3)「いま熱帯

林は」吉田よし子(57農) 

○３月１日 在学生懇談会 

○11月 パソコン導入 

○国籍法、父母両系血統主義に 

○日本女性平均寿命、世界一に 

1985 

(昭60) 

藤田一枝(58文) 

平野龍一(～４月) 

森 亘 

○６月23日 第25回総会(学士会館分館) 講演

「いたわりの住居を考える」吉田あこ(61工院)

○２月23日 フォーラムさつき(4)「オランダ

史料とともに30年」永積洋子(54文) 

○11月30日 フォーラムさつき(5)「女性にと

って家族とは」金城清子(61法) 

○12月 25周年記念事業の調査実施 

○生活保護基準の男女差の解消(厚生省) 

○男女雇用機会均等法公布 

○国連婦人の10年世界会議(於ナイロビ) 

 

 



 

 

1986 

(昭61) 

藤田一枝 

森 亘 

○７月13日 第26回総会(学士会館分館) 報告

「東大卒女性のその後」村松泰子(67文) 

○３月８日 フォーラムさつき(6)「障害者の

自立に学ぶ」寺山久美子(62医) 

○７月13日 25周年記念エッセイ集『さつき』

発行 

○11月８日 フォーラムさつき(7)「外国定住

研究者」ヤング平井勝(57養) 

○チェルノブイリ原発事故発生 

○中学・高校家庭科の男女共学・必修が確定 

○社会党委員長に土井たか子 

1987 

(昭62) 

近藤夏子(65養) 

森 亘 

○７月５日 第27回総会(学士会館分館) 講演

「花と緑の街をつくる」半田真理子(69養) 

○３月14日 フォーラムさつき(8)「視覚障害

者のための学術文献録音図書製作」藤田一枝 

(58文) 

○11月21日 フォーラムさつき(9)「『海潮音

』とフランス詩」塩川浩子(69養) 

○有責配偶者の離婚請求を認める判決(最高裁)

○ブラック・マンデー、株価暴落 

1988 

(昭63) 

近藤夏子 

森 亘 

○７月３日 第28回総会(学士会館分館) 講演

「インドの女性と日本の女性」長崎暢子(61文)

○２月27日 フォーラムさつき(10)「パソコン

は私の秘書」橋本静代(57理) 

○11月26日 フォーラムさつき(11)「万葉の時

代と女たち」阿蘇瑞枝(65文院) 

○東大女子卒業生名簿発行 

○消費税導入(３％) 

○リクルート事件 

○青函トンネル開通 

1989 

(昭64) 

(平元) 

橋本静代(57理) 

森 亘(～３月) 

有馬朗人 

○７月９日 第29回総会(学士会館分館) 講演

「南半球から見た日本」赤松良子(53法) 

○３月８日 『東大卒の女性～ライフ・リポー

ト』(三省堂)の出版記念会(学士会館) 

○３月４日 フォーラムさつき(12)「医療にお

けるコンピュータ」櫻井清子(62理) 

○11月25日 フォーラムさつき(13)「スパイス

と世界史」碧海酉癸(55文) 

○会員名簿発行 

○ベルリンの壁、28年ぶりに崩壊 

○天安門事件(第２次) 

○参議院で与野党逆転 

 

 



 

 

1990 

(平2) 

橋本静代 

有馬朗人 

○７月22日 第30回総会(学士会館分館) 講演

「教養としての年金の話・実用知識としての年

金の話」長尾立子(58文) 

○２月17日 フォーラムさつき(14)「高齢化社

会と薬」都河明子(67理) 

○11月17日 フォーラムさつき(15)「ガンの薬

」田代田鶴子(57医) 

○統一ドイツ誕生 

○国連平和協力法案、廃案 

〇1.57ショック(合計特殊出産率) 

1991 

(平3) 

都河明子(67理) 

有馬朗人 

○７月７日 第31回総会(学士会館分館) 講演

「水の研究あれこれ」中西準子(67工院) 

○３月２日 フォーラムさつき(16)「日本語教

育の現状」須田道子(63文) 

○11月30日 フォーラムさつき(17)「湾岸戦争

後の中東情勢」酒井啓子(82養) 

○会員名簿発行 

○中東湾岸戦争勃発 

○ソ連邦消滅 

○雲仙・普賢岳大規模火砕流 

○育児休業法成立 

1992 

(平4) 

都河明子 

有馬朗人 

○７月19日 第32回総会(学士会館分館) 講演

「自作映画『文楽の魅力』上映と撮影裏話」藤

原智子(55文) 

○３月７日 フォーラムさつき(18)「最近の離

婚の状況」宗内美映子(62文) 

○11月７日 フォーラムさつき(19)「生命 

をめぐる諸問題」小田川方子(60養) 

○ユーゴスラビア解体 

○バブル経済の終焉 

1993 

(平5) 

長谷川峰子(75経) 

有馬朗人(～３月) 

吉川弘之 

○７月11日 第33回総会(学士会館分館) 講演

「北京の大学で教えて～シルバーボランティア

として」久保まち子(50経) 

○３月６日 フォーラムさつき(20)「高齢化社

会の女性」坂東真理子(69文) 

○11月13日 フォーラムさつき(21)「疾病構造

の変遷」三好温子(53医) 

○会員名簿発行 

○「連立政権」樹立、「55年体制」崩壊 

○冷害で戦後最大のコメ凶作 

○女性初の衆院議長(土井たか子) 

○大卒女子の就職、氷河期に 

○小和田雅子(法・中退)、皇太子妃に 

1994 

(平6) 

長谷川峰子 

吉川弘之 

○７月３日 第34回総会(学士会館分館) 講演

「共に育つ～登校拒否児・障害者・嫁・姑・夫

婦～」黒岩秩子(63理) 

○３月12日 フォーラムさつき(22)「翻訳の話

」中村妙子(54文) 

○11月５日 フォーラムさつき(23)「日本株式

会社の女たち」竹信三恵子(76文) 

○女性初の最高裁判事(高橋久子・53経) 

○高齢社会に突入(高齢化率14％超える) 

○総理府に男女共同参画室設置 

○日本人初の女性宇宙飛行士 

 

 



 

 

1995 

(平7) 

木本彰子(72文) 

吉川弘之 

○７月29日 第35回さつき会総会・35周年記念

シンポジウム・パネルディスカッション「21世

紀の女性たち」(学士会館本館) 基調講演「海

外からみた日本女性」ホーン川嶋瑤子(66法) 

○２月18日 フォーラムさつき(24)「犯罪と被

害とこころのキズ」小西聖子(77育) 

○12月２日 フォーラムさつき(25)「最近の外

国人労働者問題」佐々木聖子(85文) 

○会員名簿発行 

○阪神大震災 

○地下鉄サリン事件など(オウム真理教) 

○介護休業法成立 

○国連世界女性会議(於・北京) 

1996 

(平8) 

木本彰子 

吉川弘之 

○７月21日 第36回総会(学士会館分館) 講演

「変わる駒場～国際交流と女性進出の成果」能

登路雅子(72養) 

○２月24日 フォーラムさつき(26)「お札と切

手の印刷」斉藤紀(64農) 

○５月１日 35周年記念エッセイ集『さつき２

』発行 

○11月９日 フォーラムさつき(27)「パソコン

通信・インターネット入門」北本久代(66養) 

○さつきメーリングリスト始まる 

○小選挙区比例代表並立制による初の選挙 

○ＨＩＶ感染者に厚相が謝罪(非加熱輸入血液

製剤による) 

○ペルーの日本大使公邸で人質事件 

○女子の四年制大学進学者、短大進学者を上回

る 

1997 

(平9) 

大里真理子(86文) 

吉川弘之(～３月) 

蓮實重彦 

○６月22日 第37回総会(東京ウィメンズプラ

ザ) 講演「男女共同参画社会をめざして」名

取はにわ(73法) 

○３月１日 フォーラムさつき(28)「『源氏物

語』の世界」河添房江(77文) 

○11月29日 フォーラムさつき(29)「大学婦人

協会の活動」丸山庸子(53文) 

○会員名簿発行 

○香港、中国復帰 

○女性初の事務次官(労働省：松原亘子・64養)

○女性初の国立大学学長(奈良女子大学) 

1998 

(平10) 

大里真理子 

蓮實重彦 

○７月４日第38回総会(東京ウィメンズプラザ)

 講演「21世紀の都市住環境～デザイン・コー

デイネーターの立場から」船曳鴻紅(72文) 

○３月７日 フォーラムさつき(30)「中国25年

」劉彩品(61理) 

○11月７日 フォーラムさつき(31)「インター

ネット販売」藻谷ゆかり(86経) 

○５月28日 初めての進学ガイダンス 

○金大中・韓国大統領就任 

○女性初のＷＨＯ事務局長(ノルウェー元首相)

○長野オリンピック 

 

 



 

 

1999 

(平11) 

若菜允子(59法) 

蓮實重彦 

     

○７月４日 第39回総会(東京ウイメンズプラ

ザ) 講演「21世紀の家族の問題について」落

合恵美子(80文) 

○５月29日 フォーラムさつき(32)「金融ビッ

グバンと個人資産管理」江川雅子(80養) 

○11月６日 フォーラムさつき(33)「アメリカ

でのリストラ経験」大迫政子(63経) 

○会員名簿発行 

○ＥＵ通貨「ユーロ」誕生 

○コソボ紛争でＮＡＴＯ軍がユーゴ空爆 

○東ティモール独立 

○臓器移植法による脳死移植 

○ＪＣＯ臨界事故(東海村) 

○男女共同参画社会基本法公布・施行 

2000 

(平12) 

若菜允子 

蓮實重彦 

○７月２日 第40回総会(東京ウイメンズプラ

ザ) 講演「わが国におけるインターネットビ

ジネスの現状と可能性」村本理恵子(78文) 

○６月３日 フォーラムさつき(34)「昨今のく

すり事情」今井由紀子(58医) 

○11月11日  フォーラムさつき(35)「現代の安

全」松原純子(58医) 

○介護保険制度施行 

○三宅島、火山活動で全島避難 

○女性初の都道府県知事(大阪府：太田房江・7

5経) 

2001 

(平13) 

富井明子(56養) 

蓮實重彦(～３月) 

佐々木毅 

○７月１日 第41回総会・40周年記念パーティ

(こどもの城) 

○３月31日 40周年記念エッセイ集『さつき３

』発行 

○６月９日 フォーラムさつき(36)「交通事故

問題」山室真澄(84理) 

○11月10日 フォーラムさつき(37)「うたから

みる家族」小曾戸明子(72医) 

○会員名簿発行 

○ブッシュ(Jr)米大統領就任 

○米国同時多発テロ 

○米国、アフガニスタン侵攻開始 

○ＤＶ防止法公布 

2002 

(平14) 

富井明子 

佐々木毅 

○６月30日 第42回総会(東京ウイメンズプラ

ザ) 講演「女性キャリア開発と良き師(メンタ

ー)～国際的展望をもって」伊藤澄子(74経) 

○６月８日 フォーラムさつき(38)「７人の母

、国会を行く」黒岩秩子(63理) 

○11月９日 フォーラムさつき(39)「大丈夫？

 あなたのからだ」木戸道子(88医) 

○小泉首相訪朝、拉致日本人５名帰国 

○「ゆとり教育」スタート 

○日韓でサッカーワールドカップ共催 

 

 



 

 

2003 

(平15) 

松浦純子(75文) 

佐々木毅 

○７月６日 第43回総会(東京ウィメンズプラ

ザ) 講演「ヒトゲノム、クローン人間、ＥＳ

細胞～人類の未来はばら色か滅亡か」降旗千恵

(65理) 

○６月７日 フォーラムさつき(40)「人間と環

境」原田玲子(88医) 

○11月29日 フォーラムさつき(41)「イスラー

ムについて」大川玲氏(94文) 

○会員名簿発行 

○米英軍、イラク侵攻開始 

○ＳＡＲＳ流行 

○有事法制関連３法・イラク特別措置法・個人

情報保護法成立 

2004 

(平16) 

松浦純子 

佐々木毅 

○７月11日 第44回総会(東京ウィメンズプラ

ザ) 講演「誰もがその人らしく～地球社会・

日本・東京大学の男女共同参画」大沢真理(76

経) 

○６月12日 フォーラムさつき(42)「社会の変

化と消費者の心理・行動」碇朋子(94文) 

○11月27日 フォーラムさつき(43)「家族看護

の現状と課題」上別府圭子(78医) 

○自衛隊イラク派遣開始 

○女性初の参議院議長(扇千景) 

2005 

(平17) 

堀井紀壬子(69経) 

佐々木毅(～３月) 

小宮山宏 

○７月11日 第45回総会(東京ウィメンズプラ

ザ) 講演「日本を変える～自立した民を目指

して」川本裕子(82文) 

○７月９日 フォーラムさつき(44)「超伝導技

術はどこまで進んだか」筑本知子(88工) 

○11月26日 フォーラムさつき(45)「『冬のソ

ナタ』が残したもの」林香里(95文院) 

○会員名簿発行 

○郵政民営化関連法成立 

○日本の人口、初めて自然減 

○アスベスト被害クローズアップ 

○耐震強度偽装問題発覚 

 

 

 

 

 


