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BLUE RED BLUE
〜〜2001 年度総会開催〜〜
（2001.6.27

コミュニティ経済の台頭・モザイク都市への移行

新神戸オリエンタルホテル）

１人当たり所得＝市民所得／人口

第 1 部：講演会

＝（市民所得／就業者）↑×（就業者／労働力数）×

神戸商科大学教授

（労働力数／人口）↓

加藤恵正氏（昭 51 経）

[第１項は賃金の問題・第２項は失業率・第３項高齢化問題]

「転換期の大都市経済」

講義のノートを取った気分で少しは勉強できたか

―神戸経済の再生は可能

なと錯覚しそうだ。

か？―

（聴講生

ほり）

第２部：2001 年度総会
総会報告については、別刷り「BRB 特別号」をご
覧ください。

総会に先がけて、第 1 部は大学の「都市経済政
策概論」の講義さながらのアカデミックなお話で、

第 3 部：懇親会

神戸経済界を担っている会員の面々には、切実か

さて、お待ちかねののお食事タイム。

つ身近な問題提起であったと思う。

お預けのあとのお酒とご馳走は最高です。

神戸経済はかの阪神大震災により、都市機能そ
のものまでも揺るがす大打撃を受け、社会の趨勢
の波ももろに被り、嫌が應にも転換を余儀なくさ
れている。この現状の上にたち、いかに生き残る
か、必死のサヴァイバルを学問的に探求しての講
義であった。久しぶりに大学の講義に出席したと
いう感慨であった。

倶楽部ルームに当日のスナップを掲示しています。ぜひお

キーワードだけ、羅列して紹介しておこう。

立ち寄りご覧ください。

慶雲應輝

福澤先生は江戸時代の儒教の教えを徹底的

に排除しようとされた︒

儒教は専制君主が民を治めるのに都合のよ

い道具である︒目上の人には絶対的な忠誠を

誓うのであるから︑これほど都合のよいもの

はない︒

婦人は三従の教えにより︑一生男性に仕え

なければならないとされていた︒これは男性

にとって都合のよい道具であった︒福澤先生

は﹁学問のすすめ﹂︑﹁日本婦人論﹂において

も︑男女同権を説いておられる︒

当然のこと︑このような社会は発展しない︒

商売も同じであり︑ワンマン経営についてそ
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の弊害を論じておられる

上下︑男女に関係なく誰でも好きなことを

言えて咎められない組織が政治︑経済︑社会

の中で求められている︒

政治では派閥の長に遠慮して物が言えない

というのでは困る︒小泉さんがそれを打破し

てくれた︒

経済界ではやっと企業ガバナンスが叫ばれ

外部取締役制度の導入等が進められつつあ

る︒

米国の強さはそこにあり︑現代日本を救う

のはそれしかないのではないだろうか︒

﹁父母や先輩を蔑ろにせよ﹂ということで

︵瑞 應 ︶

はない︒自由闊達な雰囲気が必要なのだ︒

ブランチ型経済の再生・急進するデジタル経済・

第二回幹事会・評議員会合同会議

夏の家族例会のご案内

６月８日に標記の会を開催致しました。
２００１年度事業計画（案）、予算（案）を承認

7 月 28 日（土）に変更になっています。

し、幹事の選任については原案の５名に加え絵画

18:30〜21:30
場所：神戸市中央区諏訪山公園展望台
レストラン《トゥール・ドール》
（Tel：078-241-0168

同好会の世話人に就任した八巻会員を追加し６名
で総会にかけることを決定致しました。
倶楽部ルーム移転問題については、栄町４丁目

Fax：078-241-0176）

物件と三宮の物件を検討しましたが、前者は早稲
田と同居が条件でしたが早稲田が後者に移転の意

三宮駅よりタクシー10 分 1000 円程
会費：お一人 7000 円

思が固いので難しく、後者は交通の便は良いもの

100 万ドルの神戸の夜景とオペラの夕べ
そして最大のイベント オークション を
ご家族お揃いでお楽しみください！
ゲスト歌手紹介：岸 美香さん

の会議室等がなくセキュリティ上の問題があり見
送ることとしました。
今後は当倶楽部に相応しいビルで会議室等が安
く利用でき、セキュリティが整っていて、賃料が
安い（月額１５万以下）という物件を根気良く探

（大阪音大卒・関西二期会会員）

すこととし、総会ではその方向性を確認し幹事会

当倶楽部の迷（？）エンターティナー

ウッチー（内山景介会員）登場！

に一任をいただくこととしました。
また、会員拡大については大沢副幹事長を会員

お酒・食器・衣料雑貨・電化製品・賞味期限内

拡大委員会の委員長として選任し目標の３００名

の食品・その他みんなの喜びそうな（？）物

を目指す事を確認しました。

何でも大歓迎！！

（幹事長

芦原直哉）

お一人につき 1 品以上お持ちください。
当日、会場受付にお出しください。

ジャズクラブ

市川義人(昭 57 経)

22 日の例会はピノキオで美味しいピザをサテンド
ールでは小曽根実さんトリオのＪａｚｚ演奏を堪

総会時に早くもオークションの期待が？

能しました。ＫＫＪＣの Sweetie 澤崎さん（ドラ
マーです）がプレーヤーと知りあいであったこと
もあり、なんとＪａｚｚミュージシャンと記念撮
影をさせていただきました。大変和やかで楽しい
例会で、ＪａｚｚＦａｎには思い出に残る一夜に

乗馬同好会

なりました。

５月は天候悪く順延となりました。７月再設定
を検討しています。
その他

三木ホースライディングパークでの馬術

競技会見学等（８月）も企画しています。特にク
ロスカントリーは欧州でも大人気の競技です。
日程確定次第広報します。
先ず、愛好会にご参加を！
幹事：阿部真一
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アジア通に学ぶ

変人・奇人はいないのかなあ？

赤松正雄（昭 44 政）
1989 年から年に 1 回開かれてきた「アジア・オ
ープン・フォーラム」に 6 回参加させていただい
た。このフォーラムは中国、台湾をめぐる北東ア
ジア情勢を論議する学術会議で、多くの学者の
方々と親交を深める機会に恵まれた。
生みの親である東京外語大学長の中嶋嶺雄氏は、
私が慶大在学時に講師として現代中国論の教べん
をとっておられた。
文化大革命がもてはやされていた時代、文革に批
判的な視点の講義に新鮮さを感じたものだ。後に
公明新聞記者として取材した際、学生時代の話を
してから親しくお付き合いしていただくようにな
った。フォーラムの初回から私にも出席するよう
声をかけて下さったことに感謝している。
ほぼ同じ時期に中嶋氏の講義を聴いていたのが、
慶大教授の曽根泰教氏。制作課程論を専門にして
おり、フィールドワークにも熱心で「今の公明党
はどうなっているんですか」と逆質問されること
も多い。
朝鮮半島問題の専門家で静岡県立大教授の伊豆
見元氏も、中嶋氏のまな弟子。私が部会長をして
いた公明党の外交・安保部会で、たびたび朝鮮半
島情勢の話をしていただいているが、権力闘争の
背後の動きを透視する分析ぶりには常に感心させ
られる。
同じ朝鮮半島問題研究の慶大教授の小批木政夫
氏は大学時代 4 年間同じクラス。当時から学問一
筋で、今では同窓会で最も注目を集める存在だ。
事あるごとに私も電話を入れる。
アジア研究の第一人者である方々の話は知的刺
激にもなり、政策を考えるうえで参考にさせてい
ただいている。

高田

育明（昭 51 医）

中央政界での慶應義塾大学の活躍はめざましい
ものがあります。
改革・改革と叫んでおりますがその実力は未だ
未知数です。しかし、国民の期待はたいへん大き
なものがあります。
私の大学時代に読み親しんだ「何となくクリス
タル」の作家

田中康夫氏が長野県知事に当選し、

こちらも県民の支持をバックに長野県の旧来の
「お役所の掟」を打破しております。
さて、私たちの兵庫県は未だ情報公開が進まず、
閉鎖的で、住み良い兵庫県とは言い難いものがあ
ります。
但馬空港の総括もなされない状態で、神戸空港
建設もどのような将来ビジョンがあるのか未確定
のまま見込み発車しております。
最近、貝原知事が任期半ばにしての突然の辞任
発表がありました。
兵庫県の現在の閉塞状態を打破し、明るい兵庫県
の改造に期待を掛けられる変人・奇人はどこかに
いないのでしょうか？
神戸慶應倶楽部の会員の中に兵庫県知事として
活躍していただけるような人材はいませんか？
第二の田中康夫、小泉純一郎は兵庫県にはいませ
んか？
興味ある書籍の紹介

「大使館なんかいらない」（幻冬舎）
元外務省医務官

久家義之著

なぜ、5 億円を越す巨額の機密費（国民の納めた税
金）が外務省の元要人外国訪問支援室松尾室長が流
用（ネコババ）出来たのか？
なぜ、田中真紀子大臣が外務省の強い抵抗に合って

（日本経済新聞５月２日「交遊抄」に掲載原文そのまま）

改革が立ち往生しているのか？・・外務省の大臣室

著書紹介

に世界地図一つ用意してないと田中大臣・・この本

「忙中本あり・・新幹線車中読書録」（論創社）

を読んでみるとよく理解できました。面白いです。

東京と地元姫路を往復する新幹線の車中で読んだ
本約 280 冊の書評をまとめている。

《編集部注》当神戸慶應倶楽部の会員の中にも優れ
た人材が大勢揃っています。
期待しましょう！

《編集部注》赤松氏より著書を倶楽部ルームに寄贈
いただきました。

皆さまの投稿をお待ちしています！

購読ご希望の方は、ルームでご覧ください。
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中井義人会員より
樫尾観蔵会員より

松岡美佳（昭 60 文）

黒田豊夫（昭 37 政）

そんな毎日

楽しい倶楽部ライフ

数年前の人事異動で、私の生活は激変しました。
神戸慶應倶楽部の集まりはいつも和やかでとて

図書館「司書」から「秘書」へ。人に対して奉仕

も楽しいひと時になります。特に女性の皆様が多

するという根本は同じかもしれませんが、一文字

く参加され、明るく華やかなのが印象的です。家

変わっただけで、転職をしたようでした。土日も

族的な雰囲気が神戸の伝統といえるでしょう。

関係なく、24 時間仕事に対応しなければならない

東京で十数年の単身赴任の後、’97 に神戸に帰り

というと大げさでしょうか。

入会させて頂きました。今回私を指名された有馬

元来、人見知りで、無愛想で、地味な性格も災

ビューホテルの樫尾常務さんに、会員の皆様を紹

いして、一時はストレスと過労で、蕁麻疹がでて

介いただき、すぐに親しめ大変感謝しています。

きました。ある雑誌で、ストレスの多い職業ベス

現在及び歴代の会長、幹事長、役員の皆様のご

ト５に、医者などと並んで「秘書」があがってい

尽力で、倶楽部活動等強い盛り上がりを感じてい

たのに、妙に納得しました。

ます。５月発足の絵画同好会に入会し、梅地浩介

そんな私が大変楽しみに、そしてありがたく利

画伯、五代幹事の指導の下、会員の皆様と月 2 回

用させていただいているのが、倶楽部のＨＰとパ

熱烈学習、既に 2 枚の水彩画が完成。腕前はさて

ソコン同好会です。同好会では、メーリングリス

おき楽しんでいます。

トがあり、ＰＣ初心者の私が助けを求めると、す

今年２月からまた仕事を始めました。財団法人

ぐに会員の皆さんが答えてくださいます。時には

甲南病院の法人本部で六甲アイランドに今週 10

ＰＣの話題とはまったく違うおしゃべりも。機械

月開設予定の介護老人保健施設と訪問看護ステー

音痴の私もとうとうＰＣを購入しました。

ションを立ち上げ中で、開設後の運営に暫く参画

自分の予定もたたない環境におかれているので、

の予定です。

時空にとらわれない趣味を探求しています。
「いつ

次は多才で豊かなキャラクターの持ち主、

でも、どこでも」をキーワードに、なんとか少し

蛭田武さんにお願いします。

でも自分の時間を確保しようと思います。そして
機会があれば、できるだけ多くの方に出会って、
色々なお話に耳を傾け、一度しかない人生を実り

ワイファイ？（無線戦争）

多いものにしていきたいと切実に願うこの頃です。

「ワイファイ（Wi-Fi）」てご存知ですか。HiFi ではありま

次は、中内

せん。これは無線 LAN の標準規格である「IEEE（アイト

仁氏（平成元年卒）にお願いいた

します。

リプルイーと読むのだそうです）802.11b」のブランド名で
す。IBM のセミナーでは「ワイファイ」のライバルの「ブ
ルートゥース」は携帯端末用、「ワイファイ」は PC 間ない

編集部よりお願い

しはブロードバンド用との位置付けになると言ってまし

月刊 BRB をより充実したものにするために、

た。これからのモバイルは「ワイファイ」がキーワードに

＜今後のスケジュール＞
皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なりそうです。

堀
友子：
（日にちが変更になる場合があります。ご注意ください。
）

（PC 同好会

市川）
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同好会活動

ゴルフ同好会
10 月 21 日（日）倶楽部コンペの予定

第 1 金曜日

囲碁同好会

倶楽部ルーム

世話人：芦原直哉(上記)

世話人：林邦一（Tel：06‑6857‑1787）

テニス同好会

会費：1000 円（弁当代）
ＰＣ同好会

世話人：茂木立仁

最終金曜日

各同好会の詳しいことは、代表または世話人まで

倶楽部ルーム

直接お問い合わせください。

代表：芦原直哉

多数の会員のご入会をお待ちしています！

会費：2000 円（弁当代）
第 2・第 4 木曜日

絵画同好会

随時

倶楽部ルーム

世話人：八巻晤郎

今後の倶楽部行事

会費：月額 5000 円（食事代は別）
乗馬同好会

年２回

明石乗馬協会

7 月 10 日（火）幹事会

代表：阿部真一
参加費：実費（昼食代別途）
神戸慶應ジャズクラブ

第 3 金曜日

倶楽部ルーム

7 月 28 日（土）サマーパーティ（2 ページ参照）

外部会場

代表：内山景介

8 月 28 日（火）月例会

会費：実費

BRB６月号のスケジュール表でご確認ください。

新入会員紹介
（オ）
大沢

正敏 昭 40

13/6/1

経

（イ）
池田

雅彦 昭 39

13/6/1

工

（オ）
昭 43
岡部美波留
工
13/6/14

編集後記

この季節︑例年のことながら︑

とても鬱陶しいですね︒梅雨の合

間の晴天は蒸し暑くて︑まるで真

夏です︒体調を崩さないよう︑十

分にご注意ください︒

さて ︑神戸の花は︽紫陽花 ︾

住宅 の 庭先 に今 は 盛りに 咲き 誇

っていますが︑六甲山の道すがら

の小ぶりの﹁紫陽花﹂も今は紫と

青色に水をたっぷり含んで︑鮮や

かでとても可憐です︒植物に関心

のない筆者も︑﹁あぁ神戸だなぁ﹂

と再認識させられます︒

六甲山は岩盤の山のせいか︑潅木

が多く︑唯一﹁いろ﹂を持つ花が

この時期特に目立ちます︒毎年梅

雨が明けても︑ずっと花を楽しめ

ます︒梅雨の合間の気分転換にぜ

ひとも︑六甲のドライブにお出か

けください︒

来月のサマーパーティは神戸

の夜景とオペラ︑そして大好評の

オ ーク ションをお楽 しみいただ

きます︒

倶楽 部財 源確 保 に 協力 して い

友子︶

ただくためにも︑品物のご寄付と

︵堀

沢 山 の お買 い上 げを よろ しく お

願いいたします︒
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イベント参加確認票

年

学部卒

氏名

１． 夏の家族例会
7 月 28 日（土）18：30〜22：00
場所：トゥール・ドール
会費：7000 円
□出席

□欠席

□保留（

月

日までに回答）

月

日までに回答）

２． 幹事会
７月 10 日(火)

18：30〜21：00

場所：倶楽部ルーム
会費：2000 円
□出席

□欠席

□保留（

＊ FAX またはメールにてお返事ください。

神戸慶應倶楽部
神戸市中央区浪花町 59
Tel：078‑393‑0050

神戸朝日ビル 12Ｆ

Fax：078‑393‑0051

通信欄（近況報告等は BRB に掲載させていただく場合があります。
）
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