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し振りにご参加の市居先輩による乾杯のご発声

美味しいフランス料理に舌鼓

で開会されました。
５千円の会費でこんなに素晴らしいフランス

〜〜新春グルメ月例会〜〜
一月度の月例会は２５日（木）１８：３０〜

料理とワインが楽しめるのかという声があがる

和田副会長が経営されるグランメール芦屋にお

ほどでした。何しろいきなり大根ステーキのフ

いて５７名の参加を得て盛大に開催されました。

ォアグラ添えが出てきて度肝を抜かれ、お魚料
理もステーキも素晴らしいものでした。

当日は氷雨が降る生憎の天気でしたが欠席者
もなく逆に当日参加が１０名に達し、会場に入
りきれず、幹事数名は１階で食事をして何とか
対応するという状況でした。
第一部の講演は「馬術」と題して、体育会馬
術部 OB であり、昨年のシドニーパラリンピッ
ク馬術日本代表監督である三木則男会員（S５４
法卒）と同じく馬術部の OB である阿部真一会
員（S５３商卒）にお話をしていただきました。
また、馬術部の後輩である在本正哉氏（S58 卒、
当日入会）にもお手伝いいただきました。

＜食事を前に講演を熱心に聴き入る参加者＞

最初に三木会員から馬術と乗馬と題して馬の
体の説明（例えば肘は体の付け根にある等）
、競

今回はご夫婦での参加も多く、ファミリーな雰

技の種類、シドニーでの経験等を、阿部会員か

囲気に包まれました。また、新入会員の参加が９

らは馬に関することわざや塾の馬術の現状につ

名、久し振りの参加の方も多く新旧会員が懇親を

いて話していただきました。

深めることができたのではないかと思います。
会務報告のあと、新入会員の自己紹介、赤羽会

第二部の懇親会は、村上副会長のご挨拶、久

慶雲應輝

年末に NHK
の﹁その時歴史は動いた﹂
で福澤先 生の 特集があ った ︒咸臨丸 にの

ってアメ リカ に行った 先生 は鎖国の 日本

から民主 主義 のアメリ カに 渡り多く のこ

とを肌で 観じ 学んだ︒ その 中で︑初 代大

統領ワシ ント ンの子孫 が今 どうして いる

かと尋ね たら ︑どこか で一 市民とし てく

らしてい ると いう事を 聞い て最も驚 いた

そうだ︒

先生は この 西 洋の文 明を そ の目で はっ

きりとみ て︑ 帰国後新 しい 日本の進 むべ

き道を示 して いただい た︒ その教え は１

００年後 の現 代社会で も真 理であり ︑古

い教えという感じは全くしない︒

先日︑ 大阪 慶 應倶楽 部主 催 の福澤 先生

生誕記念 祝賀 会で鳥居 塾長 はその講 演の

中で福澤 先生 は﹁西洋 の文 明が絶対 であ

るように いう けれども ︑そ れは誤り であ

る︒西洋 文明 は優れて いる 点も多い が争

いも多い︒﹂という趣旨のことを述べられ

ていると話された︒

先生は 西洋 文 明の良 いと こ ろをい ち早

く日本に 導入 されたが ︑一 方でその 負の

部分もし っか りと認識 され ていたの であ

る︒

当に戦 争の 世 紀と言 われ た ２０世 紀を

予言されていたのだ︒
︵瑞應︶
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員による国政報告などがあり、時計を見たら１０

２月度月例会のご案内

時となっていました。あっという間の３時間半で
したが、和田副会長による中締めのご挨拶のあと、

今月は久し振りに倶楽部ルーム横のｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰル

クリスマスパーティで大ブレイクした内山会員の

ームにて下記のとおり開催致します。

指揮で若き血を歌って別れを惜しみつつ閉会とな

一部だけ、二部から、２次会だけ等の参加もで

りました。

きますのでぜひ多くのご参加をお待ちしておりま

追伸：馬術の話を聞いて、乗馬同好会を創ろうと

す。

いうことになり、阿部会員が会長となって三木会

□ 日時 ２月２３日（金）１８：３０〜

員が明石で経営されている乗馬倶楽部をお借りし

□ 場所

て年に２回程度乗馬を楽しむことになりました。

□ 内容

ぜひ皆さんのご入会をお待ちしております。詳

● 第一部

しくは BRB に掲載させていただきます。

初めての開催

倶楽部ルーム（ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰﾙｰﾑ）
例会

１８：３０〜１９：３０
会務報告と懇親会です。軽食、つまみと

賀詞交歓会

飲み物を用意しています。

今年は新世紀ということもあり、初めての試み

参加費：２０００円

として１月４日に倶楽部ルームにおいて新年賀詞

●

交換会を開催致しました。

第二部

講演会

１９：３０〜２０：３０
テーマ：
「IT 社会、2010 年世界はこうなる。
」
(ジョージルーカスの CG で予言。)
講師：NTT ドコモスタッフ
参加費：無料
● 第三部 ２次会
２０：３０〜２２：００
場所：エンジェルズ

シェア

上島本社ﾋﾞﾙ B1
神戸市中央区三宮町 1−4―9
078−333 – 0190

＜早稲田倶楽部の皆さんとも懇親＞
時間は１１時から５時３０までで、年始挨拶ま

倶楽部ルームから徒歩北へ徒歩２分

わりの合間でご都合の良い時間に来ていただくと

参加費：３０００円

いう趣向で開催しました。１１時過ぎにはテーブ

福澤先生生誕記念祝賀会開催

ルが埋まるぐらいになり、その後も入れ替わり立
ち代り顔を出していただき丁度いい具合に常にテ

大阪慶應倶楽部主催の福澤先生生誕記念祝賀会

ーブルが埋まっている状態でした。話は政治、経

が１月１０日にホテル阪急インターナショナルで

済の問題から IT の問題まで幅広く新世紀に相応

鳥居塾長、長島常任理事をお招きして盛大に開催

しい有意義な会となりました。

されました。
神戸慶應倶楽部からは上島会長、幹事長他有志

また、同日９階の早稲田倶楽部でも賀詞交換会

が参加致しました。

が開催され、慶應倶楽部から会長はじめ有志がご
挨拶に行くとともに早稲田倶楽部からも木下会長、
樽本前会長をはじめ多くの会員の方が来られて仲
良く懇親を深めました。
2

会費未納による自動退会のお知らせ

２００１年版名簿完成

１１月の幹事会で２年間以上会費を未納された

２００１年度の名簿が完成しましたのでクリス

会員を会則第９条に基づき自動的に退会されたも

マスパーティ、賀詞交換会、１月度例会でお渡し

のとみなすことが決議されましたが、再三の督促

できなかった会員には同封させていただきました。

にも関わらず１２月末までに納入されなかった会

なお、今年の年会費未納の方には会費納入後に

員３０名について決議どおり自動的に退会とさせ

お渡しさせていただきますのでご了承くださいま

ていただきました。

せ。

その結果、現在の会員数は２９０名となります。

BRB読者アンケート結果

（昨年の総会時が３００名でしたので１０名の減少です。）

３月末には今年度と昨年度の会費未納の会員２

先月実施致しましたBRB記事に関するアンケー

６名について納入ない場合は同様の扱いとなりま

トの結果をご報告致します。(回答者５５名)

す。もし、まだ納入のない方がおられたらお早め

最も興味深いのはコラム「慶雲應輝」で4割の方

にお支払い頂きます様お願い申し上げます。

が非常に興味深いと答えています。興味深いとい
う方を合計すると８０％を超えます。次はイベン

口座振替システムへのご協力を

ト報告記事で、やはり８０％以上が興味深く読ん

先月の会報で口座振替システムの申込用紙を同

でおられます。

封させていただきました。早速、ご返送いただき

あまり興味をそそらないのは、幹事会報告と新

ありがとうございます。

入会員報告です。事務的な報告であり当然とも言

従来の振込みでは会費の納入の事務手続きはと

えますが、同窓会の会報としては重要な報告であ

ても大変です。事務局の糸海さんがとても苦労さ

り今後も掲載していきたいと思います。

れています。まだご返送いただいていない会員の

しかし、どの項目もつまらないという意見はな

皆様、ぜひ事務局を助けると思ってご協力いただ

く、興味深く読んでいただいているとの結果です。

ければ嬉しく思います。

今後も、充実した記事にすべく努力してまいり

＜今年度スケジュール＞
２月

２日（金）

囲碁同好会

倶楽部ルーム

２月２３日（金）

２月度例会

倶楽部

２月２６日（月）

PC 同好会

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

囲碁同好会

倶楽部ルーム

４月１３日（金）

慶早対抗ゴルフ

廣野ゴルフ倶楽部

４月２０日（金）

PC 同好会総会

４月２４日（火）

４月度例会

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

６日（金）

ます。特に好評の「慶雲應輝」は期待に添うよう
なコラムにしたいと思います。

倶楽部ルーム

非常に興味深い

興味深い

倶楽部ルーム

普通

新入会員紹介
会員投稿欄
同好会記事
慶雲應輝
幹事会等報告
イベント記事

つまらない

（関西不動産三田会との合同開催）
６月

１日（金）

囲碁同好会

６月

６日（水）

PC 同好会

６月

８日（金）

幹事会

６月２２日（金）

総会

倶楽部ルーム

非常につまらない

倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
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川岸泰典会員（S２５経卒）より
会報として充実してきて、読むのが楽しみにな

森本富夫会員（S３６法卒）より

ってまいりました。編集される方々のご苦労はお

役員、関係者ご一同のご努力により今までにな

察しします。有難う。会員の投稿についてはもう

い活発な神戸慶應倶楽部になり感謝し喜んでおり

少しその方の考え、やっていることなどを表明し

ます。

てもらい、会員の参考（勉強、生活の知恵など）
になるような記事を投稿してもらうようにしては

新見みつ子会員（H8 文卒）より

どうかと思います。毎月順番に指名したらどうで

先日の新年例会は素晴らしい企画で楽しい時間

しょうか。

を過ごさせていただき有難うございました。

→ご意見ありがとうございます。来月より実施し

三木氏の馬術とパラリンピックの興味深いお話

たいと思います。会員の輪のような形で次の方を

と美味しいお料理、はじめてお目にかかった方々

指名してはどうかと考えています。

との気さくで陽気な語らい、本当に時間を忘れた

早速、来月から実施したいます。最初の方は
幹事でご指名させていただきますので宜しくお

ひと時でした。
先ずは一筆お礼まで

願い致します。

今月号より、BRB は原則として E-メ−ルにて送らせていただきます。必要に応じてプリントアウトを
行って下さい。なお、郵送はメールｱﾄﾞﾚｽを持たない方及び郵送を希望される方（昨年のメールアンケ
4
ートにて希望者）のみとなります。

