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装した晴さんのおぞましい顔のアップ、耳を塞

≪関西不動産三田会との合同例会≫

ぐと晴さんと岸さんの猫の求愛の♪♪にゃあに

阪本豊起（昭 49 法）

ゃあ♪♪迫る泣き声がこびりついて離れません。
オペラといえば、私は 10 年前ブタペストの劇

神戸慶応倶楽部６月の例会は忘れられない例

場の天井桟敷席で睡魔と戦っていた経験がある

会になりました。芦原前幹事長は人を楽しませ

ぐらいですが、お二人のお陰で難なく入門を果

る企画を企てることこそ最高の楽しみ方と高言

たせたようです。

している方ですが、和田新会長と堺新幹事長の

関西婦人三田会では会を挙げてオペラを楽し

もと新しい組織での倶楽部の船出を祝する大花

んでいらっしゃるとか。大勢の会員の笑い顔に

火を最後に用意してくださいました。

包まれた例会になりました。
（参加者：70 名）

まず、この日はワールドカップで日本がチュ
ニジアを破って予選を突破。参加者の気分も始

〜〜和田会長の塾みやげ！〜〜

まりから高揚しておりました。
参加者は神

で勉強熱心な方々多数。

戸慶応倶楽部

21 世紀あらためて

のお馴染みの

「学問のすすめ」

面々に加えて、

を味わう････？？

関西不動産三

さぁ、皆で今一度

田会、関西婦人

読み返しましょう！

三田会の元気

え〜?･････こんなに
分厚いの？

会場はポートピアホ

それにしては、軽い･･･？？

テルご自慢のレインボールーム。

それもそのはず、開けてびっくり。

午後７時少し遅目の大人の時間から、婦人三
田会の方々お目当ての晴雅彦さん、岸美香さん

なんと〜！最中（もなか）ではありませんか？

によるオペラの幕が上がりました。

しかも、自分であんこを詰めて出来たてを食べ
る。パリッとした食感がたまらなく美味！

モーツアルトの魔笛からパパゲーノを晴さん
が、パパゲーナ

こんなセンス溢れるお菓子を創造するとは、

を岸さんが熱

福澤先生も草葉の陰で、「よしよし」とほくそえ

演･･･までは良

んでおられるかも･･･？

かったのですが、

14 日の合同例会には、
何よりのおみやげでした。

終わってみれば、

和田会長ありがとうございました。
〈塾東門隣・文銭堂本舗謹製〉

目を閉じると女
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この他に乗馬愛好会がありますが、現在休眠中
です。

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

★各同好会の詳細については、世話人または夫々

神戸慶應ジャズクラブ 随時 外部会場

のメンバーにお問い合わせください。

世話人：内山景介

会費：実費
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鳥 は 空 を 飛 ぶ 恐 竜

坊垣 嘉寿也

会費：1000 円（弁当代）

岡 本 彰 祐 ︵昭十六医 ︶
に﹁竜骨﹂といういわゆる漢方薬があ
るが︑﹁あれは本当に竜の骨か﹂と座
談会で尋ねて︑医師団長を困らせたこ
とがあった︒もっとも彼らも強硬で
﹁中国は広大で︑竜の骨も輸出でき
る﹂のだという回答であった︒筆者は
一本取ったつもりであったが︑その後
数年︑二十世紀の終り頃には︑数億年
昔の竜の骨が中国の東北地方で︑ぞく
ぞくと発見されたのである︒しかもそ
のうちには︑﹁羽毛恐竜﹂という鳥の
先祖を考えさせる大変な発見もあっ
たのである︒
つまり︑三億年の昔︑︵いわゆる始
祖鳥とはまったく別の︶鳥の先祖が︑
鳥の特長である羽毛をもつ有羽恐竜
の化石が見つけられたのである︒
事実︑この二十一世紀になって︑鳥
類はようやくその先祖をみつけるこ
とができたのである︒たしかに今日の
鳥類も︑脚には恐竜の名残を止めて︑
鱗をもち︑肌ざわりも固く︑冷たい脚
をもつのである︒ブーちゃんの脚の冷
たさは三億年の歴史を語っているの
であった︒

世話人：近藤 正

第 1 金曜日 倶楽部ルーム
世話人：林 邦一

︱︱︱ 手乗りインコの脚は冷たい ︱︱︱

ブーちゃんと呼ぶ手乗りインコは︑
拙宅を訪ねてくる新聞記者やテレビ
のカメラマンに愛嬌を振り撒き︑日刊
紙上に何度も報じられた程すっかり
有名になった︒拙宅の応接間で︑﹁ぼ
く︑ブーちゃん︒ぼく︑ブーちゃん﹂
と自己紹介するが︑ひとつ不思議な点
があった︒それは︑ブーちゃんが此方
の手の平に乗った時︑脚が固く︑大変
に冷たいことであった︒
筆者は︑塾の普通部でも︑進化論の
講義をする程に生物学に興味があっ
たが︑この冷たいインコの脚の感触
は︑ただ意外な感覚として記憶に残っ
ただけであった︒
﹁進化論﹂が思想の変遷に及ぼした影
響を考察せよ﹂という問題を︑普通部
の卒業試験に出したりする程に︑筆者
は理屈っぽい人間であったが︑まさか
この脚の冷たさに︑三億年の生物進化
の謎が秘められているなどとは︑その
時にはまったく思いもかけなかった
のである︒
事実︑中国の医師団が来神した時
に︑筆者は中国から日本への輸入品

テニス同好会

倶楽部ルーム

世話人：茂木立仁

第 3 金曜日
世話人：市川義人
会費：2000 円（弁当代）

ＰＣ同好会

ゴルフ同好会

囲碁同好会

社中の心

〜各同好会のご案内〜

会費：月額 5000 円（食事代は別）

当倶楽部の長い会員で、関西婦人三田会

ＰＣ同好会
ＭＬとＡＤＳＬはいかが？
市川義人（昭和 57 経）

（K.L.A.）の創設者でもある森本周子会員（昭
25 文）がKLAホームページで健在ぶりを披露して
おられます。
http://plaza11.mbn.or.jp/~kla/home/kla/

ＰＣ同好会で議論になっている話題を二つ。

をぜひご覧下さい。

ひとつは倶楽部の会員全員を対象とするＭＬの
開設の是非（年間 5 千円程度の有料のＭＬかメー
なしのつぶて

ルに広告が入る無料のＭＬを使うのか）。もうひ

（無しの小石）

とつは倶楽部ルームへの光ケーブルや ADSL のよ

狂名

うな高速インターネット回線の導入の是非（光ケ
ーブルの引き込みだけですと神港ビルヂングの
場合、5 千円くらいで工事できます。あとプロバ
イダー等への支払いで毎月数千円の出費が増え
ますが、それに見合う効果の問題）。ＭＬは会員
間の活発な情報交換のみならず、将来的には倶楽
部の FAX の電話代や切手代の削減の効果も期待
できます。また、ＭＬを使うことで、倶楽部に出
かけなくても日々ＰＣ上で会議ができます。光ケ
ーブルや ADSL のような高速回線を利用すれば、
倶楽部のＰＣをより広範囲に活用できます。例え
ば、囲碁倶楽部で囲碁のＨＰから対戦の棋譜を即
座にダウンロードして、その場で観戦、解説でき
ますし、絵画同好会では、世界中の美術館のＨＰ
付記
つぶて（礫）の用例は、平安朝初期の「宇津保物語」
に「つぶてを打たせ給ひ」とあり、中期の「落窪物語」
にも見られ、又、後期の「十訓抄」にも記載がある。
「無しの小石」は江戸時代（元禄の頃、即ち、紀元
1600 年後期より 1700 年の前期迄）歌舞伎「吹雪花小
町於静」上演の時が初出と見てよい。
以来、小石は、投げても返って来ない所から、現代
に至り、無駄な努力という意味につかわれている。

から画像をダウンロードして楽しむことも出来
ます。
ＰＣ同好会以外の方のご意見をぜひともお聞
かせください。

≪今月の絵≫

≪記事提供：KLA 幹事長・金澤恵子さん≫

☆
☆

６/９（日）を持ちまして、結婚いたします。
河合良行（平 2 経）
最近、KKJC がなくて寂しいな〜！
池田雅彦（昭 39 工）

絵画同好会
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八巻晤郎

柏木進人会員より

堀越啓子会員より
竹谷康弘（昭 57 商）

荒木重典（昭 50 法）

山を歩く
拝啓

浅利慶太様

１．20 年以上も胃潰瘍に悩まされている。仕事の
ストレスが原因かもしれないが、ストレス解消の

私は先輩の主宰されている劇団四季、とりわ

ため山歩きを続けている。

けそのミュージカルが大好きです。

昨年は、高村光太郎の「智恵子抄」で有名な安

もっとも以前は興味も湧かず、14 年前に友人

達太良山（1700m)など 6 座の頂上に立った。今年

の結婚式の帰りに誘われたキャッツも、開演前

は 5 月の連休に大台ヶ原（1695m）と大峰山（1915m）

のワインのせいか、導入と共に深い眠りに入り

を歩き、洞川温泉と天川温泉につかり、6 月 15 日、

目覚めれば終演というものでした。

16 日には神戸商大の山岳部の OB の総会が奥穂高

ところが 10 年前、得意先の常務から誘われ、

温泉の商大のヒュッテであり、部外者ながら参加

自分の気持を偽って入ったキャッツシアターで

させていただき奥穂高温泉につかり乗鞍岳

は、素晴らしい時空間が私を待っていました。

（3026m）を歩いた。

同じ題材ながら、不思議なものです。

２．ひたすら頂上を目ざして汗をかくが、途中高

それからというもの、「クレイジー・フォー・

山植物が咲いているお花畑が目を楽しませてくれ

ユー」でめぐり会えた保坂知寿の声、空中に静

るし、頂上に立った時の眺めの良さは爽快であり、

止する加藤敬二のダンス、「コーラスライン」、

登っている苦労や下界を忘れさせてくれる。白馬

「李香蘭」での志村幸美の熱唱、
「エビータ」で

岳（2932m）へ 3 度歩いたが、白馬岳の小雪渓のお

の野村玲子の存在感、
「ジーザス・クライスト」

花畑、頂上から見る後立山連邦の眺望、日本海へ

「ウエストサイド物語」「日曜はダメよ！」「オ

沈む夕日などは実に美しい。また燕岳からの表銀

ペラ座の怪人」…。何度観ても感激と新しい発

座コース、水晶岳（2978m）からの裏銀座コースや

見が、CDを聞けば余韻の波が押し寄せます。

立山（3003m）などから見る槍ケ岳（3180m）の天

東宝、松竹、宮本亜門、三谷幸喜、と他もあ

を突くような尖峰は素晴らしく、山頂からのパノ

たってみましたが、「感情表現は過度にならず、

ラマは圧巻である。

現代人の爽やかな感覚の中に」置き、セリフを

３．手軽に歩ける山は、立山や木曽駒ヶ岳（2956m）

「一音たりとも落とさず観客に聞かせ」るべく

など沢山ある。立山へは室堂までバスがあり（黒

母音を明確にし、日本語を曖昧にせず、入口は

部アルペンルートである）、木曽駒へは千畳敷カー

面白く、その上で奥深い質を求めていく。そん

ルまでロープウェイがあり 2 時間ほど歩けば頂上

な劇団四季を支持し、浅利先輩の益々の御活躍

に立て、富士山、乗鞍、御嶽などが見えるし、秋

を祈念いたします。

にはナナカマドなどの紅葉が素晴らしい。

そして最後に一つお願いがあります。許す限

日本には、四季があり自然に富んだ国であり、

り大阪へお運び下さい。先輩が客席に座ると、

山も四度その装いを変え、歩く人に全てを忘れさ

舞台が一段と素晴しくなりますから！？ 敬具

せ楽しませてくれる。
倶楽部の皆さんは高原まで行かれる方は多いで

、宜しくお願
次は伊藤康之介先輩（昭 45 経）

しょうが、もう少し足を延ばし頂上に立って見ら

いいたします。

れたらどうでしょうか。別の世界があるかも。
次号は安永利啓さん（昭 40 商・45 商博）さん
にお願いします。
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−訃報−

り、温かい愛情で包まれていたと思い、感謝の

元会員佐藤国吉様が 6 月 18 日にご逝去されま
した。（享年 84 歳）

念で一杯であり、淋しき限りです。
70 周年記念誌発刊に当たり、佐藤先輩から思

（当倶楽部は、

平成 13 年 3 月 30 日付けで退会されています。）

い出の一文を寄せていただきました（Ｐ12）が、
小泉信三元塾長を心より尊敬しておられ、その

ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

お気持が綴られています。ご葬儀に際し、ご遺
族の方々も何か慶應に縁あるものをと、小泉先

佐藤國吉大先輩を偲んで
神戸慶應倶楽部前会長

生のご著書をお棺に納め、お見送りして下さい
ました。何よりのご供養の品であり、佐藤先輩

上島康男

もきっと喜ばれたと思い感無量です。
私は永年に亙るご指導への感謝の念と哀悼の気

新しい会員の方々にはお馴染みが薄いと思い

持を込め…

ますが、我が神戸慶應倶楽部の顧問の佐藤國吉

“ご親交のあった故浜根康夫神戸慶應倶楽部元

大先輩（昭和 16 年経済学部卒の佐藤國汽船（株）

会長と、ご冥土で“若き血”を共に歌われ、我々

会長）が去る 6 月 18 日に享年 84 歳で大往生さ

後輩をいつまでもお見守り下さい”…と弔電を

れました。2 年程前に癌の手術をされ、ご回復の

打ち、我々の会員の佐藤先輩に対する思慕と惜

ご様子でしたが、亡くなられる 10 日位前にご入

別の気持を代表して捧げておきました。

院されたところ、癌が転移していて、腹水がた

佐藤國吉先輩安らかにお眠り下さい。

まり始めており、加療の効なく、ご容態が急変

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

し、再手術の機を待てずご逝去されました。

合掌

佐藤先輩は故浜根康夫神戸慶應倶楽部元会長
とのご親交も深く、
昭和 44 年から昭和 52 年迄、
我が倶楽部の副会長として我々後輩を温かくご
指導下さった大先輩でした。
私がご薫陶を受けた小曽根様、榎並様、嶋谷
様、浜根様、柳生様、八代様、近年では里見様、
そして此の度の佐藤様と、大先輩方が次々と亡
くなられましたが、悔やまれてなりません。し
かもこれらの方々はいまなお私の心の中に生き
続けておられますが、それだけ大きな存在であ

今後の行事予定

参加ご希望の方、記念品の時計等を希望の
方は、事務局または幹事の中内

〜10 月例会の日にちの変更〜

豊幹事（昭 57

卒）にご連絡ください。

10 月 23 日→10 月 25 日（金）に変更になりまし

★関西合同三田会のご案内（予告）

た。
（有馬ビビホテル予定）ご注意ください。

11 月 17 日（日）奈良三田会の主管で、天理市で

★連合三田会のご案内

開催されます。神戸からは送迎バス運行の予定

10 月 20 日（日）日吉キャンパスで開催されます。

です。ご家族お揃いで紅葉の奈良をお楽しみく

テーマは『三田会命名百年−あしたへの継承−』

ださい。詳細ににつきましては、決まり次第メ

今年は７の付く卒業年度が担当です。 大会券

ールマガジン・BRB 誌上でご案内します。

は 5 枚綴りの 1 万円となっております。
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新入会員紹介

7 月例会“サマーパーティ”のお知らせ

お願い

日時：7 月 27 日（土）17：00〜21：00
場所：北野クラブ

オークションの景品提供と、

http://www.kitanoclub.co.jp/

当日の高値のお買い上げにより、

神戸市中央区北野町 1-5-7（Tel：078-222-5123）

倶楽部財政救済にぜひともご協力

三宮駅より徒歩 15 分（タクシーは 700 円ほど）

お願いします。
品物は、当日お持ちくださるか、持参できな

（駐車台数に限りがあるのと、飲酒運転の罰則が厳しく

い場合は、北野クラブ宛てに 26 日指定でお送

なっています。お車でのご来場はご遠慮願います。
）

会費：男性：8,000 円

りください。
（住所は左記・宛先に神戸慶應倶

女性・家族会員（中学生以上）
・卒業 5 年未満

楽部と併記してください。ワレモノも明記。）

の会員：6,000 円

なお、品物につきましては、時節柄、生も

（中学生未満のお子様は無料です。
）

のは辞退させていただきます。

神戸の夜景を眼下に見下ろすムード溢れるクラブでの、

編集後記

〇今回からの新企画﹃社中の心﹄は︑

当倶楽部をここまで築き上げてくださ

った先輩から︑後進へのメッセージと

して四回シリーズで連載していくもの
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です︒本誌四月号でご紹介した日本の

投稿の方もよろしくお願いします。

︵ほ︶

皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

医学界の重鎮でもある岡本先輩や︑今

月刊 BRB をより充実したものにするために、

回紹介の森本先輩が︑今なお現役でご

編集部よりお願い

活躍の姿には︑我が倶楽部の層の厚さ

備しています。ご期待ください。

を感じます︒これも福澤先生の﹃社中

ウッチーのオークションなど盛りだくさんの趣向を準

の心﹄の表れでしょう︒

でお馴染みの“小川理子＆ＫＯＰバンド”のジャズ、

〇ワールドカップが終わって︑やっと

ご参加ください。当日は、美味しいお料理とお酒、KKJC

平常リズムに戻りました︒それにして

も︑ブラジルは強かったねー︒ ︵晤︶

おしゃれなパーティです。ご家族お友達お誘い合わせて

