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上島

新たな栄光に向かって、今春、新部屋で初め
ての新年を迎えました。未訪問の会員の方々

康男

は、４日には賀詞交換の場も設けますので、

新年明けましてお めでとう。

是非ご訪問下さい。

昨年度は我が慶應

倶楽部の運営も芦原 幹事長の卓越した企画

義塾も塾長が改選さ

力 と、幹事長を補佐する役員の方々、事務局

れ 、安西祐一郎氏に代

の糸海様のご尽力で、大変充実して参りまし

わられました。８年に

た。倶楽部活動も本当に盛んになり、塾員交

亙る 前 鳥居塾長の

流の場にふさわしい倶楽部への成長を喜んで

ご功績に対し、心より

います。又、ＢＲＢも堀様の献身的な名編集

敬意を表します。そし

により、皆様の元に届いていると存じます。

て 新 安西塾長の慶

今年は役員改選の年であり、私の会長とし

應義塾発展繁栄の為

て の任期もあと僅かになりましたが、更に気

のご尽力を期待し、塾員としてエールを送る

持ちを引き締め、倶楽部の発展に寄与して参

ものです。

りますので会員の皆様の変わらぬご協力を宜
しくお願いします。

我が倶 楽部も昨年中に永年に亙る懸案事項
は 一応全て処理が済みましたが、財政改善の

本年の皆様のご多幸 を祈り、例会で一人で

極め手とは云え、断腸の思いで、永年慣れ親

も 多くの方々とお目にかかれるのを楽しみに

しんだ朝日ビルの部室から新港ビルへ移転し、

しています。
慶雲應輝

今︑官僚の資質が問われている︒外務省では次

から次へと不正が暴かれている︒しかも︑内部で

は罪悪感はないらしい︒他の省庁でも多かれ少な

か れ 同様 のこ と を 行 って お り ︑ 何 故 外 務省 だ け

が・・︑との思いが強いようだ︒

農水省は狂牛病問題でＥＵの警告を３回も 無

視し︑昨年遂に感染牛が見つかるまで放置してい

た︒少し遡れば厚生省も血液製剤の対応で血友病

患者へのエイズの発症を見過ごしてきた︒本来国

民 の 健康 と 安 全 な 生 活を 守 る べ き 彼 ら が ま るで

反対の対応をしている︒旧大蔵省︑旧通産省︑旧

建設省・・・紙面がないので割愛するが彼らが現

在の日本の状況をつくりだしたと言えよう︒

そもそも︑官僚は難関の試験を通った所謂優秀

な人材の集まりである筈だが︑何時からそのよう

になったのだろうか︒誠に嘆かわしいと言わざる

を得ない︒

福澤先生は学問のすすめ第４編で﹁個人として

は大変有識有能の士でありながら︑これを政府の

集めると暗愚な凡物となり︑大勢の知恵者が集ま

りつまらぬ政治を行う︒﹂といっている︒明治の

初めから日本は変わっていないのだ︒

先生はその起因を﹁日本伝来の役人気質︑百姓町

人根性﹂であるという︒役人に今更﹁国家の為︑

国民のための奉仕﹂等といっても聞く耳がないと

すれば︑せめて我々国民は彼らをお上と崇め︑諂

︵瑞應︶

い己の権益を守るなどと いう百姓町人根性を捨

てようではないか︒
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“Family

Xʼmas

Party”

新春を祝おう！

12 月 21 日に開催されました！

諭（中 3）

お神酒とおつまみをご用意して、長時間に

博会員（昭 57 経）のご子息】

亘って開催しておりますので、年始参りの合間

島野
【島野

「冬の家族例会」ということで、父と母に連れ

にぜひお立ち寄りくださいませ。

られ、
「英国館」に行きました。

本年は、新しい倶楽部ルームの最初のお正月

最年少かと思ったけど、4 歳の男の子も来てた

を迎えます。皆で祝おうではありませんか。

りしてホッとしました。
ぼくは、
「英国館」は小学校の時に行った記憶

日時：２００２年１月４日（金）
１１:００〜１７：００

がありますが、父は始めてということで、とて

場 所：倶楽部ルーム

も喜んでいました。

参加費：無料

歴史を感じる荘
厳な造り、豪華で絢
爛な調度品など、こ

〜新年例会のご案内〜

の館にはどんな人
が住んでいたんだ

1 月 23 日（水）18：30〜21：00

ろうかと、思わず想

場所：グランメール芦屋

像してしまいました。

（Tel：0797-38-5700）

最初、緊張気味だった父もぼくも、先輩の方々

会費：5,000 円

に声をかけてもらったり、ビールを飲んだりし
ているうちに（ぼくはジュース）、すっかりリラ

当日講演会講師：徳丸公義会員（昭 54 商）
テーマ：「10 年後に生き残る会社は？」

ックスできました。
特にメキシコから来られたナンシーさんの鮮
やかな華やか
な踊り・ステッ
プには、うっと

『第 167 回福澤先生誕生記念祝賀会』

りと見とれて
しまいました。

下記の要領で開催されます。安西塾長が３度目

また、あっちこ

の来阪です。

っちで楽しそ

合同三田会に参加できなかった方は慶應義塾

うに笑ったり

21 世紀のグランドデザインを拝聴できるよい機会

話ししながら、くつろがれる姿を見て、また次

だと思いますのでぜひご参加ください。

の時にも連れてきてもらいたいものだと思いま
した。

主催：大阪慶應倶楽部

どうも楽しいひと時を、ありがとうございまし

日時：１月１１日（金）

た。

18:30〜21:00

場所：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
（リーガロイヤルホテル西隣）
http://www.gco.co.jp

ご家族お揃いで楽しんでいただけてよかったで
す。

会費：8,000 円

ご家族からの投稿はまさに本来の目的を達成する

神戸慶應倶楽部事務局にご連絡いただけました
ら、登録させていただきます。

もので、本当にうれしい限りです。
次回夏の会にも、ぜひともお越しください。
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絵画同好会

囲碁同好会
蛭田

金森正一（昭 47 政）

武（昭 42 経）

目を白黒？！

絵画同好会がスタートしてはや８ヶ月。メン
バーは発足当初から昔のお嬢ちゃん 5 名にお坊

未だ多事多端の渦中、50 を境に「余生」と言う

ちゃん 10 名と、一人も欠けることなくいつも和

二文字を意識するようになりました。

気藹々と楽しく、時には冗談を言いながら色々

そんな折、不器用な私に芦原さんから「囲碁で

な題材を描いています。

遊びませんか」とのお誘いがあり、初心者にもか

以前から絵筆を握っていたベテランから小学

かわらず躊躇なく快諾したのが今年の夏。

生程度の初心者まで多彩ですが、さすがに学習

しかし、意外にもやってみると奥が深くなかなか

の賜物、最近は一人一人の上達度が作品に表れ

面白い。進歩は、依然として見られないものの自

ています。趣味と実益（？）を兼ねて一人密か

分流で楽しもうと月一回（第一週金曜日 18：00〜）

に女性ヌードを描き上げる程の腕前まで上達し

の例会に顔を出しています。

た某幹事長もいれば、描くことより煙草をくゆ

一度気軽に倶楽部を覗いてみませんか？

らせながら瞑想し、創作意欲が湧いた時だけ筆

リーダー格の五代さん以下、女性も交えて多士

を動かす大家（？）もおられます。今、我々の

多彩の面々が集っています。

先生は２回の手術で入院中ですが、
「親はなくて

（芦屋三田会幹事長：ゲストメンバー）

も子は育つ」の諺どおり五代師範代を中心に、

各同好会のご案内

更に上を目指して今年も意欲的にチャレンジし
ていきたいと思います。
（先生は１月には復帰の
予定です）

第 1 金曜日

囲碁同好会

【 昨年の絵画同好会忘年会 】

倶楽部ルーム

世話人：林邦一
会費：1000 円（弁当代）
ＰＣ同好会

最終金曜日

倶楽部ルーム

代表：芦原
会費：2000 円（弁当代）
（1 次会は中華料理、2 次会はカラオケ大会）

絵画同好会

第 2・第 4 木曜日

倶楽部ルーム

世話人：八巻晤郎

KKJC

&

PC 同好会

会費：月額 5000 円（食事代は別）
乗馬同好会

昨年 12 月 12 日に合同で忘年会を岡本のライブ

明石乗馬協会

代表：阿部真一

ハウスで実施しました。

参加費：3,000 円（昼食代別途）

参加者はメンバー6 名にゲスト 2 名と少々さみ

神戸慶應ジャズクラブ

しいものがありましたが、美味しいパスタとワイ

代表：内山景介

ン、それに何と言ってもメインはウッチーのワン

会費：実費

第 3 金曜日

ゴルフ同好会

マンショー、賑やかに盛り上げてくれました。

世話人：芦原直哉(上記)

残念ながら、写真はありませんが、ご想像どお
りの楽しさでした。

年２回

テニス同好会

（ほり）

世話人：茂木立仁
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外部会場

阪口善雄会員より

高橋洋三会員より
吉川俊二（昭 52 法）

広瀬 巌（昭 42 法）

食わず嫌い

“新年のクラシック”

時代小説を読むようになったのは、転勤して

正月と言えば、
“四季（ヴィヴァルディ）
”
、ウ

電車通勤の車内で読書するようになってからだ。

ィーン・P.O.のニューイヤーコンサートがクラ

何気なく本屋で手にとったのが『剣客商売』シ

シック音楽の定番ですが、私の場合は、全くち

リーズだった。これで一気にハマってしまった。

がう音楽家に決めています。

それまでは余り時代物を読んだことがなかった

それは、リヒャルト・ワーグナー。ワーグナー

が、食わず嫌いとはまさにこのことで、目から

と言えば、皆さんは、F・コッポラの“地獄の黙

ウロコが三、四枚ほど落ちた気がした。それか

示録”を思い浮かばれるでしょう。それと、ナ

ら『鬼平犯科帳』
『仕掛人藤枝梅安』と三大シリ

チスとの関係ではないでしょうか？

ーズを皮切りに池波正太郎を殆ど読破、今は山

確かに、この二つの事は、彼については、ポピ

本周五郎の武家物短編をすべて読み終えたとこ

ュラーな部分です。数々のオペラを残した彼の

ろだ。この山本周五郎の武家物短編は、読後の

作品の中で、私がいつも新年に聴くオペラは、

爽快感が何とも言えずたまらない魅力である。

“タンホイザー”これに尽きます。愛欲におぼ

時代物を読んで感じたことは、人間の本質とい

れて、純粋に彼を愛する女性（エリザベート）

うものは今も昔も変わらないということである。

を捨てた主人公（タンホイザー）が、彼女の命

そして江戸文化に興味を覚えるようになった。

を賭けた信仰によって救済されること、殊にラ

こんなことなら塾に通っている間にまだ江戸

ストの主人公が「エリザベート！」と叫んで息

情緒の残っている隅田川界隈で、好きなだけ蕎

絶えるシーンは圧巻です。そして、背景に流れ

麦でも手繰っておれたのにと今更ながら後悔し

る“巡礼の合唱”のコーラスには心が洗われま

ている。思えば若い頃は蕎麦なんて好きでもな

す。

かったのに、これこそ食わず嫌いというべきか。

皆さまも是非一度チャレンジしてください。

次回は堀田美登理さん（昭 58 文）に書いてい

次は、滝野

ただきます。

勇さん（昭 42 商）にバトンタッ

チします。

東京三田倶楽部とのゴルフ交流会
東京三田倶楽部からゴルフ交流会を実施したいと
の申し入れがありました。東京の帝国ホテル地階に立
派なクラブルームを持ち 1000 人近くの会員数を誇り
活発な活動をしている会です。
手始めに今春開催される同会のゴルフコンペに神
戸慶應倶楽部からも参加をしたいと思います。

会員の皆さま、どんどん投稿してください。順次掲載

日時：４月９日（火）

いたします。テーマは自由・字数は 400 字までで、フ

場所：霞ヶ関ＣＣ（桜が見事です）

ァイルで送っていただくと助かります。手書き原稿で

成功すれば次回は廣野ＧＣあたりで先方を招いて

も勿論結構です。

実施したいと思います。
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新入会員紹介

今後の行事予定（2002 年）
新春賀詞交換会：1 月 4 日（金）
1 月度新年例会：１月 23 日（水）
「グランメール芦屋」
2 月度月例会：2 月 26 日（火）
（絵画同好会

「十五番館」

村田修一）

オークション行います！
編集部よりお願い

皆さま、たくさんの品物のご提供を今から心

月刊ＢＲＢをより充実したものにするために、

がけておいてください。

皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

倶楽部財源確保にご協力お願いします。
3 月度例会：3 月 28 日（木）

堀 友子：

「東天閣」

新年度の手帳に、とりあえずの書き込みを
お忘れなく！

強力な助っ人大募集中！

編集後記

昨年は世情は言うに及ばず︑当神

戸慶應倶楽部にとっても︑波乱の 一

年でした︒

年末に取り上げられた言葉には

戦 という漢字が採択され︑身につ

まされるぴったりの言葉であった と

思いました︒このままで年を越し た

くないという人々の気持ちを察し

て︑雅子さまが新宮さまをご出産 ︑

やっと幸せな気分で新年を迎える こ

とができました︒世の中もこの幸 せ

にあやかって景気も向上していっ て
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ほしいものです︒次なる言葉は﹁敬﹂

﹁愛﹂で決まりですね︒

事務局：糸海恵津子

︵ほ︶

神戸慶應倶楽部

年が変って気分も一新︑ＢＲＢも

力お願いいたします。

更なるリフレッシュに心がけてい き

いただきますよう、ご協

たいと思います︒どうぞ︑皆さま の

すので、早急にお振込み

ご指導ご鞭撻のほど︑よろしくお 願

込用紙を同封しておりま

い申し上げます︒

年会費未納の方には、振

｣

ございませんか？

｢

どなたか、BRB の編集をお手伝いしてくださる方は

