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BLUE RED BLUE

④ 同好会のご案内（絵画、ジャズ）

２0１0 年の世界を垣間見る

⑤ 新入会員の紹介
（井垣誠一郎会員 S５８年法卒）

〜〜２月度月例会〜〜
２月度の月例会は２３日（金）１８：３０か

第二部の講演は NTT ドコモスタッフにより

ら倶楽部ルーム横のアッセンブリールームにて

「IT 社会、2010 年世界はこうなる。
」と題して CG

開催されました。

等を駆使したビデオで移動体通信の未来について

挨拶に立った上島会長は「IT 時代といわれ

お話をしていただきました。

るが、物質の時代の２０世紀から心の時代の２

二次会は、

１世紀となる。今世紀も神戸慶應倶楽部の益々

上島会長の

の発展を祈念する。
」旨の話をされ、五代副会長

本社ビル地

のご発声により乾杯を行いそれぞれのテーブル

下 にあるエ

で話の花が咲きました。

ンジェルズ
シェアで美
味しい料理
とワイン、
ギネスビー
ルなどそれぞれ好きな飲み物を飲みながら、二次
会から駆けつけた赤羽会員も交え、
「福澤先生の教

会務報告では幹事長より

えを現代政治に！」
「最近の教育論」
「親子の関係」、

① 口座振替システムへのご協力のお願い

等々白熱した議論を交わしました。
話に熱中し、時計を見ると１１時近くになり、

② ３月度の月例会のご案内

別れを惜しみつつお開きとなりました。

③ 慶早ゴルフコンペのご案内

慶雲應輝

﹁天は 人の 上 に人を 造ら ず ︑人の 下に

人を造らず﹂かの有名な﹁学問のすすめ﹂

初編の冒頭の言葉である︒
︵アメリカの独

立宣言か ら引 用したと 推定 される︶ 塾員

に限らず 日本 人で知ら ない 人はほと んど

いないだろう︒

しかし ︑こ の 言葉と 学問 の すすめ がど

う繋がる かを ご存知だ ろう か︒塾員 と謂

えども意 外と 読んでお られ ない方が 多い

と推察す る︒ 以下にそ の論 旨を紹介 しよ

う︒

人間は 生ま れ ながら に平 等 で︑人 間の

能力はあ らゆ る物質を 利用 して衣食 住の

役に立て るこ とができ る︒ しかし︑ 人間

社会をみ ると 賢愚︑貧 富︑ 貴賎があ り︑

その実情 は天 地の相違 があ るように みえ

る︒理由は︑
﹁人学ばざれば智なし︑智な

きものは 愚人 なり﹂と いう とおり賢 愚の

差は学問 をす るかしな いか によって 決ま

る︒そし て賢 愚の差は 貴賎 の差を生 み︑

貧富の差を生むのである︒
﹁神は冨黄を人

間そのも のに 与えるの では なく︑そ の人

の活動の 報酬 として与 え給 うものだ ﹂と

いうことわざのとおりである︒

そして 先生 は ︑この ﹁学 問 ﹂とは 実学

であると説いておられる︒

︵瑞應︶

もう少 し早 く 学問の すす め を読ん でい

れば・・との声が聞こえる︒
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しかし、今年は１３日の金曜日に実施という

東天閣で王宮料理を味わう！

こともあり、油断は禁物です。今年も名門廣野

〜〜３月度月例会のご案内〜〜

ゴルフ倶楽部での開催ですので、皆さん奮って
ご参加お待ちしております。

３月はまたもグルメ例会を企画しました。中

■ 日時 ：４月１３日（金）

神安邦会員（S３９文卒）のご厚意により東天閣

９時集合

で豪華中華料理を楽しみたいと思います。

■ 場所 ：廣野 GC

ご存知のとおり、東天閣はドイツ人 F.ビショ
ップ氏が１８９４年に建てた館です。異人館で

■ 組数 ：１０組予定

も２番目に古い建物で、基本的には１００年以

■ 会費 ：７千円

上前の建物を忠実に保存されています。

■ プレー代：自己清算
（注意：クレジットは利用できません）

日頃は高級で敷居が高いと思われる方も多い
と思いますが、今回は中神先輩のご配慮で参加

■ チーム戦：両軍７位までの合計ネット

費７０００円、
（女性会員、平成３年以降卒、
ご家族の方は５０００円）という破格なお値

■ HC ：自己申告

ラグビーのご案内

段でございます。１月度のグランメールでの月
例会もご夫婦でのご参加が多くなりましたが、

昨年度は惜しくも法政大学の負けた慶應蹴球部

今回もぜひご家族連れでご参加お待ちしており

ですが、今年度はきっと優勝を奪還してくれるも

ます。

のと思います。

□ 日時 ３月２２日（木）１８：３０〜

それに先立ち、関西早慶OB戦５０周年記念試合

□ 場所 東天閣

が下記のとおり開催されます。OB戦の後には現役

□ 内容

戦が行われます。今年度の戦力を占う意味でもぜ

● 第一部

講演会・例会

ひ皆で観戦し応援しようではありませんか。

■ 開催日：２００１年５月２７日（日）

１８：３０〜１９：１５
講師

■ 場所：近鉄花園ラグビー場

：BNP パリバ信託銀行

■ スケジュール

バイスプレジデント

◆１２：３０〜 OB戦

浮田弥生さん
経歴

塾法学部

S６３年法卒

◆１４：００〜

東京三菱銀行を経て BSP パリバ信託

＜今年度スケジュール＞

銀行香港支店勤務。

３月

テーマ：「香港金融事情と外銀 VS 邦銀」
●

第二部

現役戦

懇親会

２日（金）

囲碁同好会

倶楽部ルーム

３月２２日（木）

３月度例会

東天閣

４月

囲碁同好会

倶楽部ルーム
廣野ゴルフ倶楽部

６日（金）

１９：１５〜２１：３０

４月１３日（金）

慶早対抗ゴルフ

参加費：７千円

４月２０日（金）

PC 同好会

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

（女性と平成３年以降卒及びご家族は５千円）

油断大敵！連覇目指す！
〜〜慶早対抗ゴルフ（廣野 GC）〜〜

倶楽部ルーム

（関西不動産三田会との合同開催）

恒例の慶早対抗ゴルフコンペは下記のとおり

６月

１日（金）

囲碁同好会

来る４月１３日（金）に開催されます。慶應倶

６月

６日（水）

PC 同好会

楽部の連覇は負けた記憶が無くなるほど続き、

６月

８日（金）

幹事会

黄金時代が続いています。

６月２２日（金）
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総会

倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
倶楽部ルーム
新神戸オリエンタルホテル

囲碁倶楽部
２月２日（金）今年初めての例会を倶楽部ルー

和田憲昌副会長（S３７法卒）より

ムにて開催しました。熱心な５名の参加者は五代

目下、accountability（説明責任）の修行中です。

先輩の手ほどきを受け、着実に上達しているよう

時代の流れが、寡黙から多弁へ、弱っています。

です。大局を観ることを指摘されるのですが、す

蛭田武会員（S４２経卒）より

ぐ局部に集中して地を取りに行って失敗します。

数年先にやって来る地上波テレビのデジタル化
に備え、アナログ人間の私はその準備に四苦八苦

全体を観る目を失ってしまうのです。

している今日この頃です。（サン TV 勤務）

経営者が囲碁を好む理由が良く解かってきまし

藤井文明会員（S３９工卒）より

た。毎月第一金曜日に例会を開催しています。大
局観を養う為にもあなたも囲碁同好会に入会しま

01年1月付けで新規加入させて頂きました。芦
原幹事長のお勧めに依るものです。

せんか？

PC 同好会

早速「グランメール芦屋」さんで開催された新

新年会を１月３１日に倶楽部ルームで開催致し

年例会に出席してご挨拶させて頂ことが出来、お

ました。例によって締めくくりは例によって内山

顔なじみの方もおられて楽しく過させて頂きまし

会員のワンマンショー。お腹の皮がよじれた方が

た。

続出、翌日まで思い出し笑いをしたかたもおられ、

卒業した時は工学部でしたが、現在の理工学部の

PC 同好会は吉本同好会と化しています。

同窓会組織である、塾理工学部同窓会関西支部の
副支部長を仰せつかっています。

設立準備中の同好会

遊びはゴルフ一本槍ですが、始めてから20年、

乗馬同好会

少しもスコアが上達していません。酒食はどんな

１月度の例会で講師を務めた三木会員の話を聞

お付合いでもOKで、特にワインが好きな生意気中

いて乗馬倶楽部を作ろうという意見があり、現在

年です。家内は塾員ではありませんが、恥を知ら

阿部会員が事務局となって準備しています。

ずに亭主にどこでも付いて行くでしゃばりおばさ

暖かくなったら、三木会員が経営する乗馬倶楽

んです。見た目には完全にお婆さんですが、まだ

部で馬に乗せていただく企画を実施する予定です。

孫が出来ないのでかろうじておばさんです。

絵画同好会

大阪慶應倶楽部、芦屋三田会にも籍を置いてい

五代副会長は個展をされるほどですが、友人で

ます。神戸日独協会の会員でもあり、多少は勉強

ある芸大を出られた画家の方に特別に講師になっ

する恰好だけは付けていますが、本当の狙いは勉

ていただき絵画同好会を設立する予定です。

強が終ってからの飲み会です。

最初は水彩画で絵手紙をかけるようにというこ

今後共、特に遊びと酒食の方で宜しくお付合いの

とから始めるとのこと。ぜひご入会を！！

神戸慶應ジャズクラブ

程お願い致します。

会長予定：内山景介

王鞍延子会員（H4 文卒・H12 経卒）より

設立総会を下記のとおり開催致します。

神戸鈴木商店のことを調べました。
（明治・大正

開催日：３月１４日（水）
第一部 18：30〜

食の部

居酒屋「どろ舟」

時代の）ご興味のおありの方があればコピーしま
会費３０００円＋

す。
井垣誠一郎会員（S５８法卒）より

392‑4577

卒業後直ぐに倶楽部に入会したことがありまし

（三宮駅北側、「とけいや」の南隣２F）
第二部

20:30〜

飲の部

た。その後、神戸を離れ、米国で１０年以上過ご

会費２０００円＋

し、２年前に帰国しました。ホームページを見つ

ライブハウス「ソネ」221-2055

け、これはと思い、宜しくお願い致します。

（出演：大越リカ(VO)+ﾋﾟｱﾉトリオ）
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マイラインの罠

この会員の輪は先月の川岸泰典会員（S２５経

昭和５８年商学部卒

卒）のご提案により、会員の皆さんが日頃考えて

村尾

憲一郎

いること、取り組んでいること、お勧めしたいこ

世の中はブロードバンド時代だと騒いでいます

と、アイデア・・等々何でもご披露していただく

が、みなさんにとっては、高速通信や常時接続

コーナーです。トップバッターは PC 同好会で ワ

の環境は、まだまだ縁遠く、もっぱらアナログ

カランおばさん

通信というのが普通だと思います。

で有名な堀友子会員です。

バリアフリーな会堀

三

さて、ご存知のように、巷間ではマイラインの

友子（昭４３商）

宣伝活動が連日繰り広げられていますが、音声

田会は、全国各地にたくさんあります。

通話はともかく、インターネット情報通信の点

地域別・業種別・その他いろんな分野に

から考えてみますと、大問題が浮かびあがって

分かれてバラエティに富んでいます。

きます。

いろんな出会いを期待して、あちらこちらに在

たとえば、マイラインでＮＴＴ以外の通信会社

籍している方も多いはず。

を選択したユーザが、同時にテレホーダイのユ

どの会に参加しても、その都度新しい

輪

ーザであったとします。このユーザがパソコン

が

一つずつ増えていきます。

の設定を変更せずに（ＮＴＴへ接続するために

気分は塾に通っていた時に戻り、自由にお付き

従来の番号の先頭に特定の数字を入力せずに）、

合いできる、これが三田会のいいところでしょ

４月以降もこれまで同様、テレホーダイを利用

う。ストレスの多い現代社会の

で

したとすると、５月には、ＮＴＴ以外の通信会

もあるのです。
（第 1 回目の筆者だから、ちょっ

社から莫大な金額の請求書が届いて、きっと大

とヨイショしすぎましたか？）

騒ぎになることでしょう。これはフレッツＩＳ

オアシス

私の場合は、子育ても一応終わり、さあこれ

ＤＮを初めとする常時接続環境においてもまっ

からが第二の青春！という時に出会った、まさ

たく同様で、通信会社のシェア争いだけが優先

にリラックスできる、そして若返ることの出来

されて、ユーザの立場にたった情報の周知が、

る場所でもあったのです。

まったくされていないことに憤りを感じます。

「会員の輪」コーナーの冒頭を飾る栄誉も、バ

これが社会問題化しないことを切に祈るばかり

リアフリーの象徴でしょう。

です。賢明な神戸慶應倶楽部のメンバーのみな

このリング、次は王鞍延子さんに繋いで行きた

さんは、決してこの罠にはまることないようお

いと思います。

気を付けください。
次は内山景介さんよろしくお願いします。
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