月刊ＢＲＢ

神戸慶應倶楽部

１０月号

BLUE RED BLUE

２０００年１０月発行
発行人：芦原 直哉
発行所：神戸市中央区浪花町５９
神戸朝日ビル１２Ｆ
編集長：竹谷康弘
ＴＥＬ：078-393-0050
ＦＡＸ：078-393-0051
E-Mail：kobekeio@dream.ocn.ne.jp
UＲＬ：http://www.kobekeio.org/

グルメ例会開催（１０月度例会）
１０月度は今年度の試みとして倶楽部ルーム（ｱ
ｯｾﾝﾌﾞﾘｰﾙｰﾑ）を出て、いつもの雰囲気を変えて美
味しいものを食べながら学びあい、語り合い、睦
み会おうという企画を実施いたしました。
今回はハーバーランドに７月にオープンしたイ
タリアンレストラン

ブレラテーブル

にて開催

しました。２階を貸切りで利用させていただき、
美味しい食事と飲み放題で約３時間懇親を深めま

＜講演する村上功会員と熱心に聴く参加者＞

した。

とても解かりやすい話し方とパワーポイント

まず、開会のあいさつに立った五代副会長は講

とプロジェクターを駆使した講演は五代副会長

師の村上功会員を紹介するとともに、
「食事を前に

のプレッシャーも跳ね除け、参加者全員が約５

講演が長すぎると嫌われる・・・」と身内の講師

０分空腹を忘れて引き込まれました。
第二部は新企画の

へのプレッシャーをかけられました。

楽しむ会

第一部の講演会は「日はまた昇る。」と題して村

イタリア料理とワインを

で９時３０分過ぎまで各テーブルで

上会員がその豊富な海外経験を生かした講演でし

懇親を深めました。美味しい料理＆ワインと雰

た。英国対ヨーロッパ大陸と日本対アジア諸国と

囲気のせいか、いつもの例会よりも盛り上がり

いう比較など英国と日本を島国経済（アイランド

方が大きかったのではと感じました。

エコノミー）と称して比較論を展開。英国から学

最後に応援指導部の高橋勝彦会員（４２商）

ぶ経済政策を論じ、日本の長く続く不況からの脱

のエールにより若き血を高らかに歌い別れを惜

出の為の施策を明快に示唆しました。

しみながらお開きとなりました。

慶雲應輝

先日あ る雑 誌 に米国 ペン シ ルベニ ア大

学ウォートン校の学長であるパトリッ

ク・ハッ カー 氏の話が 掲載 されてお り︑

その中で 氏は ﹁学長の 役割 はブラン ドマ

ネージャーである﹂と断言している︒

﹁ブラ ンド 力 を高め るに は 同窓生 がウ

ォートン に誇 りを持つ よう にしなけ れば

なりませ ん︒ ですから ︑同 窓生に意 見を

聞き入れ ︑常 に最先端 にい るよう革 新を

続ける必要があるのです︒
﹂と述べられて

いる︒学 長は 毎年世界 各地 へ出向い てお

られ︑今 年は 東京やマ ニラ を訪問し 第一

線で活躍 して いる同窓 生と 親交を交 わし

て声に耳を傾けたそうだ︒

この記 事を 読 んです ぐに 塾 を思い 浮か

べた︒慶 應義 塾では︑ 鳥居 塾長︑長 島常

任とはじ め塾 関係者に 皆さ んがこの ブラ

ンドを高 める ことに多 くの エネルギ ーを

注いでお られ る︒全世 界に ８８０余 りの

三田会が あり ︑関西に は毎 年合同三 田会

にご出席 賜り 我々と親 しく 交流を深 めて

いる︒ま た︑ 各地の在 校生 の父兄と の懇

談も行っ てい る︒この よう な大学が 他に

あるだろ うか ︒そして ︑慶 應義塾ほ ど母

校を愛し 誇り に思って いる 同窓生が 多い

学校はないのではないだろうか︒

慶應義塾一人勝ちの所以である︒

︵瑞應︶
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囲碁倶楽部

PC 同好会

５名で創部

第二回例会開催

１０月６日（金）に、五代副会長を師範として

去る９月２８日（木）に第二回の例会が倶楽部

林邦一会員が幹事兼会計、会員に松本正晴会員、

ﾙｰﾑにて開催されました。テーマは「易しいHPの作

吉岡啓一郎会員、芦原幹事長の計５名で発足しま

成」でした。以下は松岡美佳幹事が会員に送った

した。

メールです。これを以って議事録とすることにし

入会金無料、毎月原則として第一金曜日に倶楽

ました。

部ﾙｰﾑにて６時から開催することとし、会費は１回

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

に付き１０００円で幹事がサンドイッチと飲み物

昨日は大変お世話になり、ありがとうございま

つまみを用意します。

した。時間の立つのも忘れるような楽しい会で、

今回もアマ四段の五代先輩が松本会員に指導を

次回を楽しみにしております。

し、自称０．５段の林幹事が吉岡会員を指導しな

芦原幹事長のご指導で、はじめてホームページ

がらのお手合わせを行った。私（芦原）は、囲碁

なるものを触ることが、できました。もし一人で

はほとんど解からないので、五代先輩の傍で指導

やっていたら、途中でくじけるか、きっと最初か

を聞いているだけでしたが、これがとても解かり

らできないものとあきらめていたかもしれません。

易いのです。

なんだかはまりそうで、こわいです。先生がそば

初めての人

にいらっしゃるのは、大変心強いです。今後とも

でもすぐ解

よろしくお願い申し上げます。

かったよう

八巻さん、筆まめについて、貴重なアドバイス

な気になり

ありがとうございました。筆まめを使っていた前

ます。ルー

の担当者が、住所録を文部省、私立大学など全部

ル等を教え

で１０ファイルくらい、項目別に作っていたので、

ていただき１３目置かせていただいて序盤の打ち

いちいちファイルを閉じては開き、また別の項目

方を指導していただきましたが、筋がいいと誉め

を見るのに開きという感じで、とてもやっかいで

られその気になって毎月来ようと決めた次第です。

した。分類を使えば、いくつもファイルを項目別

最後に林幹事が五代先輩に３目で挑戦したもの

に作らなくてもよかったのですね。新学長のデー

の大差で敗れましが、林幹事は憧れの五代先輩と

タは、しっかり分類項目を作成して（いちおう図

の対局に大満足でした。

書館・情報学科の出身ですので、分類は得意？で

次回は

す。）入力していきます。勉強になりました。

１１月２

市川さん、貴重なものを見させていただき、あ

日（木）

りがとうございました。＊＊＊というのも、初め

に開催し

て見せていただきました。今後も、アドバイスよ

ます。多

ろしくお願い申し上げます。

数のご入

阪本先生、おいしいお菓子をありがとうござい

会をお待

ました。お菓子はいつでも大歓迎です。

ちしてお

越智先輩、ご無沙汰です。まさかここでお会い

ります。

できるとは。
村尾さん、いつも色々とありがとうございます。
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質問に対して、すぐにフォローしていただけるの

テニス同好会

で、感激しております。一度英語版ロータスノー
ツ、ミドルネームが入るソフトを見てみたいもの

活動計画

１１月２５日（土）１７：００より、六甲アイ

です。

ランドテニスコートにてテニス同好会を開催致し

堀先輩、いつも帰りに家までお送りくださり、

ます。参加ご希望の方は

茂木立幹事まで。

本当にありがとうございます。車中で色々とお話
をさせていただくのも、楽しいです。夜道はやは

＜＜行事スケジュール＞＞

り心細いです。
尾藤さん、10月14日のパソコン組み立て講座は
残念ながら欠席ですが、これからも色々な企画期
待しています。
みなさんの色々な話が、初心者の私にとって、
大変有益です。

１０月２７日（金）

PC 同好会

１０月２８日（土）

倶楽部コンペ

１１月

囲碁同好会

倶楽部ルーム

１１月１２日（日）

関西合同三田会

全日空ゲートウェイホテル

１１月２５日（土）

テニス同好会

六甲アイランド

１２月

１日（金）

囲碁同好会

倶楽部ルーム

１２月

５日（火）

PC 同好会忘年会

１２月

８日（金）

評議員会

倶楽部

冬の家族例会

検討中

賀詞交換会

倶楽部ルーム

３日（金）

１２月２２日（金）

ところで、第2回目の議事録はどなたか作成して

１月

いただけるのでしょうか。遅刻をしてしまい、全
体の話をつかめておりません。よろしくお願いい
たします。
事務局の糸海さん、いつも遅くまでお世話にな
ります。

４日（木）

１月２５日（木）

新年例会

１月３１日（水）

PC 同好会新年会

２月

２日（金）

囲碁同好会

２月２３日（金）

２月度例会

２月２６日（月）

PC 同好会設立総会

３月

倶楽部ルーム
オリエンタルゴルフ倶楽部

倶楽部ルーム

外部会場
倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
倶楽部
倶楽部ルーム

２日（金）

囲碁同好会

倶楽部ルーム

３月２２日（木）

３月度例会

外部会場

４月

囲碁同好会

倶楽部ルーム

６日（金）

大変長くなりましたが、お礼まで。

４月１３日（金）

慶早対抗ゴルフ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４月２０日（金）

PC 同好会総会

４月２４日（火）

４月度例会

倶楽部

幹事会

倶楽部

５月１１日（金）

評議員会

倶楽部

５月２３日（水）

５月度例会

（未定）

次回は１０月２７日（金）です。まだ入会され
ていない方はぜひご参加下さい。

PC 同好会番外編（PC 自作）

廣野ゴルフ倶楽部
倶楽部ルーム

（関西不動産三田会との合同開催＝調整必要）

ＰＣ同好会の番外編として、１０月１４日に熊

６月

１日（金）

囲碁同好会

６月

６日（水）

PC 同好会

６月２２日（金）

本からいくつもパソコンを自作している森川さ

総会

倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
（未定）

関西合同三田会に多数参加を！

んを講師に招きパソコン組み立て講座を開催致
しました。

昨年の神戸でも合同三田会から早いもので１年

何と１時間ぐらいで簡単に制作でき、パソコン

経ちました。皆で企画して大好評だった昨年の三

の仕組みがよく理解できたと同時に、PC制作が

田会の感動を思い出し、今年の泉州三田会が幹事

如何に簡単なのかを体験しました。

で開催される関西合同三田会にぜひ一人でも多く
参加していただきたいと思います。
日時：１１月１２日（日）１１時より
場所：全日空ゲートタワーホテル大阪
塾長、橋本元首相の講演が予定されている他、
だんじり祭りをテーマとして楽しい企画が盛りだ
くさんです。ぜひご家族でのご参加とお待ちして
います。

注

１１月度月例会は関西合同三田会をもって

かえさせていただきます。
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第２回

幹事会開催

なお、商品提供をお願い申し上げます。会社
の商品からお歳暮の不要品までぜひ多数の提供

９月の臨時総会で決議いたしました規約の変更

をお待ち致しております。

により、幹事会を年２回以上開催することになり
ました。７月に続き第２回目の幹事会を下記の要

新企画＝新年賀詞交換会

領で開催致します。今回は今年度の丁度中間とい
うことで活動の総括と後半の活動について話し合

正月に集まろう！！

います。

新規に企画として、正月の賀詞交換会を実施し

日時：１１月２９日（水）１８：３０〜

ます。新年の挨拶回りの合間にでもご都合の良い

場所：倶楽部ルーム

時間にぜひお越しくださいませ。ビールとお酒を

出席：会長、副会長、会計監査、幹事長、

用意しております。
なお、当日は９階の神戸早稲田倶楽部も賀詞交

副幹事長、幹事

換会を開催されています。できれば、交流したい

議題：①活動の総括

と思いますので宜しくお願い申し上げます。

②今後の活動計画
③予算と実績報告

日時：１月４日（木）１１時〜１７時

④会費の口座引き落とし（案）

場所：倶楽部ルーム

⑤その他
終了後懇親会（忘年会）を予定しています。

第１回

評議員会開催
川岸泰典会員より

評議員会の年２回開催することになりました。

前 面 欠 席 で 申 し 訳 あ り ま せ ん 。 Blue

これを機会に評議員会を活性化し、諸先輩の大所

Red

高所からのご意見をいただき今後の活動の方向を

Blue とても良くなって編集長はじめ皆さんのご努

確認したいと思います。

力と意欲、ヒシヒシと感じます。講演会もたいへ

日時：１２月８日（金）１８：３０〜

ん良いことと思います。それぞれの業界のべテラ

場所：倶楽部ルーム

ンが多いですから、大いにその人達の知識を Open

出席：会長、副会長、会計監査、評議員、

にしてもらいたいと思います。
川端さな会員より

幹事長、副幹事長

子育てに追われ、イベント等への参加は儘なり

議題：幹事会での討議事項の報告と意見聴取。

ませんが、月刊になったＢＲＢを拝見するのを楽

終了後懇親会（忘年会）を予定しています。

しみにしています。

クリスマス家族例会

吉岡啓一郎会員より

今年のクリスマスパーティは１ ２月２２日

◎ 月刊ＢＲＢ発行が 速やかでタイムリーなの

（金）ポートピアホテルの新館１６F レインボー

で大変興味深く読むようになりました。

ルームにて歌手の西城なつ美さんによる６０年

◎

代ポップスを中心としたオールディーズナンバ

グルメの会 は良い企画と思います。家族
の参加も可能なら尚良いのでは？

ーとクリスマスソングをお楽しみいただきます。

◎ 最近、良い企画の例会になり今までスリーピ

また、恒例のオークションを実施いたします。

ングしておりましたが、できるだけ参加した

司会進行は１０月度の例会で故里美先輩の後を

いと思います。

継ぐべき人材として内山景介会員（Ｓ５1 経）を
選任致しました。ご期待ください。
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新入会員紹介
(カ)
樫根

みづえ

12/8/28 入

昭 41
政

(ワ)
渡邊

哲行

昭 57

12/9/3 入

経

(ナ）
長岡

多摩子

12/9/14 入

昭 37
文

(ヒ）
蛭田
武
12/10/19 入

昭 42
経

(ウ）
魚住

美佳

12/10/20 入

昭 62
文

訃 報
当倶楽部会員 酒井 忠道（Ｓ25.経）様が、Ｈ12.10.7 ご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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