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BLUE RED BLUE
新年会長ご挨拶
会長

謹賀新年

上島康男

新年明けましてお
めでとう。
２１C の幕開けで
すが、２００１年は
我々慶應 社中にとっ
ては福澤諭吉先生没
後１００年の大変感
慨深い年に当り、慶應義塾では数多くの記念行
事が挙行されます。皆様も先駆者たる先生の
数々のお言葉をあらためて心に刻み、日々の言
動に活かして下さい。私は

アメリカの経営者は今、サーバントリーダー

Ａct now for the

シップを持つ人達が主流となっています。人の

future”を信条にしています。
我が倶楽部も芦原幹事長以下役員の方々が

ために尽くすという心のない人にリーダーたる

色々と知恵を出し充実したクラブライフを会員

資格なしで、私も会長としてこの気持ちをもっ

の皆様に味わっていただこうと努力され、素晴

て倶楽部の発展に尽力して参りますので、会員

らしい企画が目白押しです。また、色々な同好

の皆様のご協力を宜しくお願いします。
本年の皆様のご健勝を祈り、例会でお目にか

会で楽しい集いが催されています。一人でも多

かれるのを楽しみにしています。

く参加され、交友を深め、趣味も広げて下さい。

慶雲應輝

﹁演説﹂
﹁討論﹂これらの言葉は福澤先

生が造ら れた 言葉だそ うだ ︒それま では

﹁大勢の 人を 会して説 を述 べ席上に て我

思う所を人に伝える﹂
︵学問のすすめ︶と

いう概念はなかったのである︒

﹁塾﹂ の夏 季 号によ ると ︑ 三田演 説会

は１９７ ４年 ︵明治７ 年︶ に発足︑ 三田

演説館が 翌年 完成した ︒尾 崎行雄︑ 犬養

毅井上角 五郎 などが三 田演 説会で鍛 えた

論戦によ り帝 国議会で 活躍 したとの こと

である︒ また ︑野口英 世等 の各界で 世界

的に活躍 する 当時の第 一人 者を招き ︑そ

の後︑戦 中戦 後の中断 等が あったも のの

現在６７０回を越える︒

新しい 世紀 を 迎え三 田演 説 会も三 世紀

に跨る事 業と なった︒ 福澤 先生が開 国後

に対応 した

まだ日の 浅い 時期に西 洋の ﹁スピー チ﹂

グローバ ル化

﹁ディベ ート ﹂の概念 をい ち早く取 り入

れ︑当時 の

人材を育 てよ うとされ たこ とにあら ため

て敬服させられる︒

もし︑ 福澤 先 生が現 在の 国 会での 討論

を見たら どう 思われる だろ う︒三田 演説

会創設の 趣意 を２１世 紀に 再度開花 させ

たいものだ︒

神戸慶 應倶 楽 部も今 年度 よ り月例 会で

︵瑞應︶

講演会を 開催 している ︒塾 の伝統が そう

させたのだろう︒
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1 月度月例会のご案内
１２月２２日（金）に新装なったポートピアホ

一月度の新年例会は、グルメ例会として和田副

テル南館のレインボールームにおいてファミリー

会長が経営される芦屋のフランチレストラン「グ

クリスマスパーティが開催されました。会長のご

ランメール芦屋」で開催致します。前回のグルメ

挨拶、村上副会長の乾杯の後、中内会員のご配慮

例会の折に、家族で参加できたらよいのではとの

による美味しい料理を頂きました。

意見がありましたので、ご都合がつく方はご家族

新入会員のご紹介の後、NATSUMI さんによる

や友人も同伴していただければと思います。

ショーを楽しみました。参加者と一緒に歌うなど

講師はシドニーパラリンピック馬術日本代表監

とても盛り上がりました。福井前幹事長とのﾎﾜｲﾄｸ

督の三木則男氏（昭和５４年法卒）です。パラリ

ﾘｽﾏｽのデュエットを予

ンピックの報告をしていただきます。

定していましたがお仕

□ 日時 １月２５日（木）１８：３０〜

事で欠席となったため、

□ 場所 グランメール芦屋（パンフ同封）

芦原幹事長が歌うはめ

□ 参加費 ５０００円

となり多くの参加者に

兵庫県三田会幹事会開催

勇気と希望を与えました。

１２月１日（金）に兵庫県下の各三田会の幹事

ショーの興奮が残る中、ブルースリーの出で立

会を開催しました。

ちで出てきた内山会員は得意の駄洒落を連発して

議題は今後の関西合同三田会の開催についてデ

会場を盛り上げ、２年ぶりの神戸慶應倶楽部伝統

ィスカッションしました。関西合同三田会の幹事

のオークションが始まりました。
中内会員は

年を倶楽部の力量に応じて頻度を変え、小規模の

J スイート宿

倶楽部、遠隔地の倶楽部は頻度を下げつつその機

泊券と秘蔵の

会を設ける兵庫案を次回の関西合同三田会の幹事

１６万円のワ

会で提案することとしました。

インを提供い

今年度第一回評議員会開催

ただき、その

１２月８日（金）に今年度第１回の評議員会が

他オリエンタル各ホテルのスイート宿泊券等高額

倶楽部ルームにて開催されました。

な商品が多数揃い。商品総額は１００万円を越え
ました。内山会員の巧妙な話術につい財布の紐が

評議員会は久しく開催されておりませんでした

緩み何と３３万円の売上を達成しました。財政難

が、今年９月の総会において会則を変更し、評議

の折、貴重な財源となりました。ご協力ありがと

員会を活性化するために年に２回以上開催するこ

うございました。

ととなりました。芦原幹事長から倶楽部運営の状
況の報告を受け概ねその方向性に間違いないこと

これで、故里見大先輩、柴崎先輩、浦上先輩ご

を確認しました。

夫妻に続くオークションリーダーは、彼に決まり
という声が相次ぎま
した。終わってみる

２００１年度の名簿が出来上がりました。X’mas

と何と時計は１０時、
時を忘れてしまって

パーティと一月度例会でお渡し致します。欠席の

いました。和田副会

方には１月末にご郵送致します。（会費納入者の

長による締めのご挨

み）お急ぎの方は倶楽部ルームまでお願いします。

拶の後、若き血を歌ってお開きとなりました。
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前年実績は、経常収支のみで関西合同三田会等の特別会計は含ん

第二回幹事会報告

でいません。その他の収入は名簿の広告費（経費も計上）
、オーク

１１月２９日（木）１８時３０分より倶楽部

ション収入です。

ルームにて今年度第二回目の幹事会が開催さ
第二号議案は後半期の活動計画を下記の通り承

れました。

認しました。

まず、最初に幹事長よりこの半年間の事業活
動報告、会員増強活動報告、会計報告がなさ
れました。会員はこの間１６名の新入会員を
獲得し３１３名となりました。また、会計報
告では１０月末現在は以下のとおりで計画よ
り 243 千円の収支減であり、前年よりも大幅

１２月 １日（金）

囲碁同好会

１２月 ５日（火）

PC 同好会忘年会

１２月 ８日（金）

評議員会

１２月２２日（金）

クリスマスパーティ ポートピアホテル

１月 ４日（木）

賀詞交換会

１月１０日（水）

福澤諭吉先生誕生記念祝賀会

倶楽部ルーム
（大阪慶應倶楽部主催）

１月２５日（木）

新年例会

１月２６日（金）

関西合同三田会役員総会・懇親会

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 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 ６日（金）

囲碁同好会

倶楽部ルーム

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１８日（金）

５月度例会

ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ

の報告がされました。

グランメール芦屋
ホテル阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2000 年４月〜１０月

予実績管理表

予算

実績
5,965
3,311
771
1,873
10
5,126
1,020
1,487
1,443
1,176
839

6,112
3,261
746
2,066
39
5,515
1,020
1,537
1,618
1,340
597

倶楽部ルーム
倶楽部
倶楽部ルーム

廣野ゴルフ倶楽部
倶楽部ルーム

囲碁同好会
PC 同好会
総会

倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
新神戸オリエンタルホテル

第三号議案では長期会費未納会員について１２

審議事項では、第一号議案として今年度予算案

月末までに納入がなされない場合は自動的に退会

を審議承認した。これまで、予算管理の概念がな

したものとみなすことを承認しました。また、今

かったが、倶楽部運営にも予算管理を導入してア

後は会則第９条に基づき２年間会費未納された会

カウンタビリティを明確にすることとし承認され

員は自動的に退会したものとみなすことを決定し

ました。予算は 100 万円の赤字から黒字転換を目

た。

指すこととした。

第四号議案では来年の会費から銀行口座自動振

2000 年４月〜３月予算

替システムの導入が承認されました。これにより

前年
8,872
3,989
850
3,223
810
8,864
1,800
2,542
2,512
2,010
8

６月 １日（金）
６月 ６日（水）
６月２２日（金）

した。来年度は発生しない。

予算

倶楽部ルーム

（関西不動産三田会との合同開催）

今年はパソコン導入により、その他経費で 564 千円を計上

勘定科目
収入の部
・倶 楽 部 会 費
・維 持 会 費
・会 合 収 入
・その 他
支出の部
・人 件 費
・家 賃
・会 合 費
・その 他
収支差額

倶楽部

ホテル阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ６F

に改善したものの、厳しい財政事情である旨

勘定科目
収入の部
・倶 楽 部 会 費
・維 持 会 費
・会 合 収 入
・その 他
支出の部
・人 件 費
・家 賃
・会 合 費
・その 他
収支差額

倶楽部ルーム
倶楽部ルーム

会員の手間と手数料が省け、事務局の手間が大幅

6,269
3,562
703
2,004
0
7,331
1,882
2,531
1,760
1,158
-1,062

の削減できることになります。
第五号議案では BRB の月刊化が承認され、半期
に一度の BRB は廃刊することになりました。
第六号議案では慶弔に関する内規として、会員
が死亡された場合は弔電に加え供花、または香典
を、結婚された場合は祝電を打つことを定めまし
た。
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PC 同好会

テニス同好会
１１月２５日（土）１７：００より、六甲アイ

PC同好会例会・忘年会が１２月５日（火）に開

ランドテニスコートにてテニス同好会を開催しま

催されました。

した。今回は７名の参加と少し寂しくなりました

今回は婦人三田

が、木全大先輩も元気に参加され約１５分気持ち

会からも数名参加

よい汗をかいておられました。

され、森前会長も入

終了後は行きつけのすし屋で反省会を行い、楽

会後初めての参加

しいひと時を過ごしました。

となり２０名とい
う大盛況でした。
まず、１８時３０分から倶楽部ルームにおいて
川崎洋子さん（５３年文卒/関西婦人三田会）を講
師に招いて「E−コマースの現状報告」をしていた
だきました。川崎さんは新長田で木村屋というパ
ン屋さんを経営しており、震災で７店舗全てが全
壊するという大きな被害を受けられました。それ
を立ち直らせたが川崎さんの「隆ちゃんのこだわ

現在、新入会員を募集しておりますのでぜひご

りパン屋さん」というインターネットによるパン

参加いただきたいと思います。

の販売です。E−ビジネスは派手に取り上げられて

囲碁倶楽部

はいますが成功した事例多くはありません。６月
には成功事例としてNHKの番組にも取り上げられ

１２月１日（金）第３回の例会を倶楽部ルーム

ました。しかしその苦労は大変なものがあったよ

にて開催しました。今回は兵庫県三田会の幹事会

うです。

の横での開催となり、早めに切り上げ 2 次回へと

しかし、お話しをお聞きしてE‑ビジネスもこれ

場所を移しました。2 次回も囲碁をしながらカラオ

までのビジネスも基本は一緒だということが解か

ケも歌えるというスナックで、幹事会に出席して

りました。それは商品が良いことです。ご主人は

いた廣川

パン職人の最上のラ

さんも囲

イセンスをお持ちで

碁に興味

とにかく美味しいの

を持ち、

です。また、安易な

早速女性

値下げを行わず商品

としての

価値に見合った価格

初入会さ

を維持しているとのことでこれも掛け目なしの商

れました。

売で基本といえます。

囲碁初体

2次回は「赤のれん」で鍋をつつき楽しいひと時

験の芦原も初めての対局で林先輩に６目おかせて

を過ごしました。場を盛り上げたのは今年のオー

いただいて１２目差の初勝利、もちろん途中教え

クションの進行役に決まっている内山会員による

ていただきながらですが・・。皆さんもぜひご入

即興「パソコン同好会のテーマソング」でした。

会を！

すでにエンジン全開の内山会員でした。
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青戸統子会員（S２９文卒）より

中野博貴会員（S６１経卒）より

PC 同好会、1 度見学させていただければと思っ

慶應野球部が慶早決戦を制し、２９回目の優勝。

ております。今までフライングの人生でしたので

明治神宮野球大会でも東海大学にサヨナラ勝ちし

慎重に眺めていますが、いささか乗り遅れの感あ

優勝。

り、もうあきらめようかと思っていたのですが・。
→

ぜひご参加ください。（PC 同好会より）

ラグビー部も関東大学対抗戦で全勝優勝。丁度
私が卒業するシーズン１９８５年を思い出します。

土居一郎会員（H4 理工卒）より

ラグビー部はこれから、二年連続の全国制覇に向

本年海外出張が多くイベントになかなか参加で

けて頑張って欲しいものです。慶應は決勝まで前

きず申し訳ありません。現在一時帰国しています

試合秩父宮ですが、神戸からもしっかり魂の応援

が１２月６日より再度１ヶ月ほどサウジアラビア

をしましょう。慶應、慶應、優勝。優勝、優勝、

へ出張します。年末年始も向こうで過ごします。

慶應。

サウジアラビアへは今年すでに２回行ってます

尾藤唯之会員（H２理工卒）より

が、イスラムの戒律が厳しい国で酒も自由に飲め

先日の父の葬儀に関しましては上島会長はじめ

ません。余暇は水泳・ビリヤード等を楽しんでい

多数の方々のご出席、ご弔電いただきまことにあ

ますが、これからは涼しくなるのでテニスをして

りがとうございました。

みようかと思っています。仕事以外でまず行くこ

本来ですと皆様方個々に御礼申し上げるところ

とがない国なので貴重な体験と思って何とかやっ

ではございますがこのような形で失礼させていた

ています。

だいたことをお詫び申し上げます。

会員の皆様へ
以前より「年会費の振込みが面倒でつい遅くなり、そのうち忘れてしまう。何とか自動振替できない
か？」という会員の声を多く聞いておりました。また、事務局の作業の大きな負担になっており、何らか
の対応が必要であると考えておりました。
この度、幹事会の承認を得て、生命保険等の振替で実績のある日本システム収納㈱と契約し来年度から
の年会費の納入より実施することになりました。
つきましては、同封の預金口座振替申込書・自動払込利用申込書にご記入、ご捺印の上返信用の封筒で
ご返送賜りますようお願い申し上げます。どうかご趣旨ご理解の上ご協力のほどお願い申し上げます。
自動振替システムのフロー
１．申込用紙は記入後回収致します。（銀行、郵貯、農協等ほとんど全ての金融機関が利用できる。）
２．会員には４月２０日頃に振替の案内が送付されます。請求書兼領収書として利用できます。
３．４月２７日に口座から振替ます。
４．退会の通知により口座振替はストップされます。
メリット
□ 会員は振込みの手間が省けます。
□ 会員は振込み手数料がかかりません。（費用は１２０円ですが倶楽部で負担します。）
□ 倶楽部は大幅に手間が省けます。
□ 確実な会費納入により資金計画等が容易となります。
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