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BLUE RED BLUE
関西合同三田会 in 和歌山

続いて巨大マグロが会場に持ち込まれ、その場
で解体されて振る舞われたり、各会幹事長によ
る即席 KEIO ラテンバンド の迷演奏（？）な
ど趣向をこらし
た懇親会となり、
参加者は一層の
交流を深め、大変
充実した一日を
満喫することが
出来ました。

2001 年 11 月 11 日

大沢 弘一（昭 52 政）
11 月 11 日、抜けるような好天の日曜日、21
世紀最初の 関西合同三田会 が、和歌山県海
南市の 和歌山マリーナシティ・ロイヤルパイ
ンズホテル で開催されました。
午前中は関西合同三田会には初参加の安西祐
一郎塾長の講和があり、これからの慶應義塾の
在り方や福澤先生と和歌山の関係など幅広い内
容で話され、また「自分が何代目の塾長かはっ
きりしないくらい慶應義塾はおおらかである。」
など興味深い
話も交え、楽し
く聞かせてい
ただきました。
午後からは
各会会長によ
る鏡割りで懇
親会が始まり
ました。

リズム感あふれる
選抜メンバー（？）
のパーカッション、
テンポをずらす等
のアレンジもさす
が！････真剣な面
差しも見所の一つ
KEIO ラテンバンド？

でした。

慶雲應輝

﹁感動教育実践・知的価値創造・実業世界開拓﹂

安西新塾長が就任され慶應義塾二十一世紀グラ

ンドデザインが発表された︒先日の関西合同三田

会に出席された方は塾長から直々に内容を聴かれ

たと思うが︑その骨子を要約しておこう︒

感動教育実践＝感動創発教育︑社会交流教育︑

智徳教養教育等の総合による自尊共生の精神に溢

れた人間の形成︒生涯教育︑インターネットを利

用した教育等多用な教育の場の提供︒

知的価値創造＝国際競争力溢れた独創的学術研

究︑その支援体制の充実による国際社会への貢献︒

知的社会基盤及び知識︑スキルの先導︒

実業世界開拓＝ニュービジネス︑ベンチャービ

ジネスの開拓とそれを実践するアントレプレナー

の教育を通じ新実業界の創出とわが国発展への貢

献︒

福澤先生は幕末から明治維新へと時代の大きな

変革の中で西欧からの脅威と︑彼らにはかなうわ

けがないと卑屈になってしまっていた日本人及び

日本国に対し独立自尊を訴えた︒

第三の変革期と言われ︑新たな発展を遂げた欧

米に対し経済再建ができないでいる現代日本で︑

慶應義塾は福澤先生の精神を受け継ぎ︑今新たに

時代の先導者となろうとしている︒

塾の強さは常に時代の先導者たらんとする塾員

が全世界で活躍していることだ︒我々も神戸の地

でその一役を担わなければならない︒ ︵瑞應︶
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Family

X

mas

第 3 回幹事会・評議員会合同開催

Party

11 月 29 日（木）今年度第３回目の幹事会・評

恒例のクリスマスパーティを北野の「英国館」

議員会を合同開催致しました。

King of Kings を貸切で盛大に開催致します。

幹事長より７月以降の活動報告、会員増強の報

館内は 19 世紀のバーカウンターや調度品が揃い

告、会計報告がなされました。要点は以下のとお

素晴らしい雰囲気です。

りです。

今年は寺本会員宅でホームステイしていたメ

① 9 月 22 日実施の倶楽部ルーム移転において、

キシコの留学生ナンシーさんのメキシコ舞踏を

朝日ビルの原状回復費用について和解しコス

お楽しみいただきます。

トを大幅に削減できた。
② 新入会員は今年度 22 名であるが、退会者が 9

ご家族ご友人お誘いあわせのうえ多数のご参
加をお待ちしております。

名あり実質増加は 9 名である。現在の会員数は

日時：１２月２１日（金）１８：３０〜

281 名。

場所：
「英国館」 King of Kings
（

Tel

078‑241‑2338

③ 会計状況は以下のようにほぼ予算どおりだが、
まだ年会費未納者が 61 名おられ、今後全員の

）

近辺の地図は http://www.kobekeio.org/ （イベ

回収を目指すとともに新規会員の獲得に努め

ント情報）でご覧ください。

る。
10 月末現在

参加費：７０００円
但し、卒後 10 年未満、女性、ご家族は 6000 円、

収入
支出
収支差額

小学生以下は無料とします。

単位：千円

実績
予算
差額
6,794
6,560
234
5,401
5,234
167
1,394
1,326
68

尚、会場の都合により恒例のオークションは
来年２月の例会で実施することとします。

塾長３回目の来阪！

新春を祝おう！
来年も開催

塾長の 21 世紀のグランドデザインをまだお聴

賀詞交換会

きしていないかたはぜひご参加下さい。

本年、ミレニアムを祝い初めて開催しました

神戸慶應倶楽部事務局にご連絡いただけました

賀詞交換会がとても好評でしたので、来年も開

ら、登録させていただきます。

催いたします。

『第 167 回福澤諭吉先生誕生記念祝賀会』

お神酒とおつまみをご用意して、長時間に亘
って開催しておりますので、年始参りの合間に

主催：大阪慶應倶楽部

ぜひお立ち寄りくださいませ。

日時：１月１１日（金）

来年は、新しい倶楽部ルームの最初のお正月

18:30〜21:00

場所：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）

を迎えます。皆で祝おうではありませんか。

（リーガロイヤルホテル西隣）

日時：２００２年１月４日（金）
１１:００〜１７：００
場所：倶楽部ルーム
参加費：無料
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KKJC
次の機会には、皆さんもぜひ体験してみて
神戸慶應ジャズクラブの忘年会を下記の場所

下さい。

で行います。興味のある方は、お気軽にご参集

阿部真一

ください。
記
日

時：12 月 12 日（水）

場

所：Pizza Pasta ＆ Wine「アリオ・リ・オ」

ゴルフ同好会

午後６時半
（Aglio e olio）

女子プロとの同伴プレイ！

ＴＥＬ：078‑436‑3866
場

ゴルフ同好会（どなたでも参加可）では、新

所：阪急岡本駅南、Co‐op の角を 50ｍ
パスタ「馬小屋」の向い側

春イベントとして、各組１名の女子プロ又は研

２階

会

費：飲み物込みで 4,000 円

修生が同伴してラウンドレッスンをするコンペ

※

当日は８時から JAZZ

を企画致しました。

LIVE 有り。

彼女達の華麗なスイングを見て、日頃悩んで

ピアノ原田耕自、フルート柴田浩子のデュオ。
申 込 先：神戸慶應倶楽部

いるポイントをレッスンして頂きます。

糸悔さんまで。１

春の早慶戦に向け尚一層の技術アップで早稲

２月５日（水）参加予約締切。

田を打倒しようではありませんか！

問合せ先：内山景介
E-mail：

多数のご参加お待ちしております。
日時：2002 年１月１８日（金）
８：４８分スタート

乗馬愛好会

コース：オリエンタルゴルフ倶楽部
参加費：16,800 円（プレーフィー、キャディフ

「三木国際総合馬術大会」

ィー、同伴レッスンフィー、パーティ代含む）

（クロスカントリー競技）観戦

芦原直哉

11 月 17 日（土）ＡＭ10 時〜ＰＭ16 時
参加者：阿部会員・在本会員
場所

PC 同好会

：三木ホースランドパーク
馬術競技

お正月準備･･･年末のお仕事は、年賀状だけでは
ありません。こんなこともできますよ！

総合馬術（クロスカントリー）とは？

（アイディア提供：伊津政美会員）

欧米で一番人気のある馬術です。
甲子園球場の 40 倍の敷地を走行し、大木の障害、
飛び込み水濠等、丁度ゴルフ場 18Ｈ（ウォータ

Word で簡単に作れま

ーハザードを含む）を人馬が疾走するような競

す。ぜひトライしてみ

技です。その国際レベルの競技です。優雅な平

てください。

地での馬術とは一味も二味も違います。

詳しくはメンバーに
お問い合わせくださ

野山を歩く、じっと待つ競技です。寒さと動
き易さを意識した服装も欠かせません。

『手作り祝箸』
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い。

伊津政義会員より

阪本豊起会員より
高橋洋三（昭 42 商）

阪口善雄（昭 52 商）

ある健康法

＊神戸ルミナリエ＊

或る日或る時、或る製薬会社の社長さんから、

今年も、ルミナリエの季節がやって来ます。

世の中で一番安上がりで簡単で、且つ非常に効

神戸の冬の風物詩として、すっかり定着した感

果のある健康法を教えてもらったことがありま

のある催しですが、初めて点灯された瞬間の、

す。

あの感激を、今でも忘れることができません。

とても耳寄りな情報なのでよくお話を聞いた所、

大震災で徹底的に破壊し尽くされた神戸の街

それは腹式深呼吸でした。

に、目も眩むばかりの光の渦で別世界を現出さ

確かに時折、ため息ぐらいはしますが、大きな

せてくれたルミナリエ。被災した多くの人々が、

深い息をすることは滅多にありません。血液の

勇気とでも言えるような不思議な感動を抱きな

循環を促す為にも、気分転換にも大変良いとの

がら、素晴らしい光の回廊を歩いたのではない

ことでした。

でしょうか。

又それを楽しみながらできるのがカラオケだ

時が流れ、二十一世紀に入ったというのに、

そうです。確かに歌を唄うということは爽快な

少しも世の中は良くならなかったようです。

ものです。知らず知らずのうちに腹の底から大

悲しいかな、今、世界は暗くよどんでいます。

きな声を出していることもあります。忘年会の

でも、このような時だからこそ、圧倒的な美し

シーズン、歌の上手い下手は別として愉快にス

い光の中で、心を癒し、もやもやを払拭しよう

トレス解消にも役立つカラオケに興じるのはい

ではありませんか。

かがでしょうか。

12 月 12 日から始る神戸ルミナリエ。

そしてマイクを持つ手の片方には百薬の長

一人でも多くの仲間を誘い出して、この光の
ページェントに参加しましょう。

を・・・・・

次は、広瀬

ただし度を過ごして飲み過ぎてはいけません

巌さん（昭 42 法）にお願いしま

す。

が・・・・何事もほどほどに。
次回はヤナセの吉川俊二君（昭 52 法）にペン
を譲ります。

会員の皆さま、どんどん投稿してください。順次掲載
いたします。テーマは自由・字数は 400 字までで、フ
ァイルで送っていただくと助かります。手書き原稿で
（絵画同好会 芦原直哉）

も勿論結構です。
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新入会員紹介
(マ)
牧野

功

13/10/26 入

昭 41
政

（ナ）
中川

委紀子

13/10/26 入

昭 48
文修

（ナ）
中尾

幹治

13/11/5 入

H09
商

今後の行事予定（2002 年）
賀詞交換会：1 月 4 日（金）

ゆめ追い人･･･

1 月度例会：１月 23 日（水）

11 月 14 日付け朝日新聞夕刊に、深尾

敦会

「グランメール芦屋」

員（昭 52 法）が登場！

2 月度例会：2 月 26 日（火）

「頭を使って知恵を出せ。知恵の出せない者は

「十五番館」

オークション行います！

汗を出せ。知恵も汗も出せない者は静かに去
れ。」･･･父の残した言葉を胸に住宅分譲会社を

皆さま、たくさんの品物のご提供を今から心

経営。父はモーレツ経営とチャレンジ精神で大

がけておいてください。
3 月度例会：3 月 28 日（木）

阪を代表する企業を育てた。

「東天閣」

（中略）夢は、父が途中で挫折した住宅建築で

来年度の手帳に、とりあえずの書き込みを
お忘れなく！

の成功だ。往年の永大ハウスをめざす。
父の「友人の誘いは断るな。友人が広がるか

編集後記

二十一世紀の最初の年も︑あと一

ヶ月足らずになりました︒

世の中のテンポに付いていくだけ で
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疲れてしまいそうな時代︑気の置 け

強力な助っ人大募集中！

ない仲間と触れ合うのは本当に楽 し

ございませんか？

い︒この誌面が少しでもその橋渡 し

どなたか、BRB の編集をお手伝いしてくださる方は

になれば︑もっとうれしい︒

友子：

今年の秋は長いそうだ︒というこ

堀

とは︑冬が短いということ？冷え た

皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

時候はサッと通過して︑心温まる 春

月刊ＢＲＢをより充実したものにするために、

を早く迎えたいものです︒

編集部よりお願い

年末の慌しい毎日︑くれぐれもご

いを受け継いでいる。

自愛専一に︒

よいお年をお迎えください︒︵ほ︶

ら」という口癖も忘れない。公私ともに父の思

