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☆ サマーパーティ☆レポート
梅雨明けと同時に酷暑に切り替わり、毎年恒

そして、お待ちかね、本日のメーン・エベント！

例の「今年の夏は特に暑いね〜！」の言葉も年

“ウッチー＆イッチー”のいつもながらの楽し

中行事のようなもの。

いオークションの開幕です。

そんな猛暑の中、7 月 27 日（土）の夕刻から、

会員の皆さんが持ち寄ってくださったヴァラ

神戸『北野クラブ』にて、7 月度例会“サマー・

エティに富んだ品物の数々が、軽妙なウッチー

パーティ”が開催されました。

の口車に乗せられて（？）次々と飛ぶように高

参加者は、家族会員・新入会員も合わせて 79

値で落とされ、258,500 円という当初の目標額を
軽々とクリア、
「もうないの？」と言わせるほど

名という盛会ぶり。

の盛況ぶりでした。

和田会長の到
着が遅れてい

オークションの余韻を残しながら、生伴奏の

たため、五代

「若き血」「丘の上」を唄いつつ、広瀬努副会長

副会長が開会

の締めの言葉でお開きとなりました。
オークションと共に総合司会もこなした例会

の挨拶、高橋

担当幹事・内山会員お疲れさまでした。

副会長の乾杯
の発声でパー
ティは始まりました。
寺本会員制作のボサノバ BGM-CD の流れる中、美
味しいお料理とお酒を堪能して、お腹もご機嫌
になったところで、お馴染み“ＫＯＰ”
（KEIO
OLD

PERSONS

SUPER

BAND）の出番となります。

マドンナ小川理子嬢（昭 61 理工）も東京から駆
けつけての出演、いつもながらの心地よいサウ
ンドにすっかり酔いしれて、フロアでダンスに
（記事 堀）

興じる熟年カップル（？）続出！きっと若い頃
を思い出しながら、目の前の現実には目をつむ
っているのでしょうか？夫々にお楽しみだった

当倶楽部では、年 2 回の家族例会の折に、皆

ようです。

様からのご好意による、オークションを恒例化

ジャズが終わった所で、和田会長遅れて登場。

してまいりたいと思います。

中間挨拶の後、芦原前幹事長の功績を称えるユ

倶楽部財政救済に、各会員のご理解とご協力

ニーク感謝状の贈呈、（当日は上島前会長は欠

を改めてお願いするものです。

席なので後日ということに）
。

（幹事長・堺 充廣）
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海かすか見ゆ

今もあるのかしら？残念ながらその日、お店は閉

先日、友人と何年振りかで三田へ行ってきました。

岡本 彰祐 ︵昭十六医 ︶
というときに︑
﹁庭は伝統的です﹂とつ
け加えた︒こうして外国からの訪問者
のゲストブックは既に二百名を越すサ
インで埋まっていった︒また︑筆者も
数十回も諸国を訪問することにもなっ
た︒
とくに︑ささやかなほこりは︑竹庭
である︒すでに二十米を越す数十本の
孟宗は︑拙宅のプライバシーを守るの
に役立った︒また職業上のニックネー
ムである﹁ヤブ医者﹂を記憶させるの
に︑まことに好都合であった︒
そんなある年︑
好条件の研究ポス
トの話が外国から
飛び込んできた︒
第一に﹁定年﹂が
ないこと︒第二は
サラリーは当時の
三倍︑前任者は有名なノーベル賞受賞
者である︒
しかし︑私は一寸考えて︑お断りし
た︒その理由は﹁日本語で生活したい﹂
からである︒こうして︑神戸での生活
は︑茶庭とともに︑ながく︑ながく︑
つづくのである︒

お隣へ引越していました。学生時代、スパゲッテ

長谷川登喜（昭 46 文）

シリーズ②
（シリーズ②）

･

塾の医学部の教員二十年︒神戸大学
に移り︑この地に棲む︒そのリーディ
ング マインドは次の一句である︒
木の間ぐれ 海かすか見ゆ 水の音
千利休は︑この一句を口ずさみつつ︑
堺の高台に樹木を密植して︑茶庭をつ
くった︒﹁茶室外交﹂のスタートであ
る︒
処で拙宅では︑茶庭づくりの技術は︑
作庭の名人︑斎藤氏に頼った︒
庭の前の持主が残した小さな利休燈
籠がある︒私がそう言うと︑斎藤氏は
言 っ た ︒﹁ 私 は 利 休 に ジ ェ ラ シ ー を 感
じます﹂と︒私はますます斎藤氏を信
頼するようになった︒こうして︑茶庭
に囲まれた﹁生活﹂がはじまった︒
日本には世界最古の造園書﹁作庭記﹂
がある︒この十一世紀に書かれた作庭
記の存在を︑パリ大学の美術の教授︑
ショエイ夫人から聞いた︒彼女は言う︒
﹁日本の作庭の千年の歴史を尊敬しま
す︒﹂
少しずつ自信を強めつつ︑筆者の国
際親善︱自宅への招待︱は自然と強化
されていった︒
﹁週末には神戸においでください﹂

げられた通りの向かい側にあった文銭堂が門の

「まぼろしの門」

社中の心

ィのランチセットを食べによく行ったあのお店、

まぼろしの門が新しく

まっていて確かめる事は出来ませんでした。

なったとは聞いていま

帰りに、もう一度振り返ってみたら、通りの向こ

したが、一目見て「え

うに東京タワーが真正面のすぐそこに見えます。

っ！これがまぼろしの

東京タワーってあんなに近かった？いや、私たち

門？？？」煉瓦造りのビ

の学生時代には東京タワーってまだなかったん

ルの中がくりぬかれて

だっけ？ちょっと、ちょっと、もちろんあったわ

門になっている、という

よ。などという会話までとびだしましたが、道幅

か････あまりの堂々と

が広くなり建物も移動したりして以前には隠れ

した姿に圧倒されます。

ていた東京タワーがよく見えるようになったと

先月号の記事で取り上

いうことのようでした。

「私の愛犬」

「慶應義塾大学一人勝ち」で大丈夫？
高田育明（昭 51 医）

清水英文（昭 37 法）
常日頃から、用心の為にも犬を飼いたいと思い

慶應義塾大学の皆様に一言お話をさせていただ

続けていたが、『世話は誰がするの？』の妻の一言

きます。

でこの件はいつも却下されていた。

近年の慶應義塾大学の卒業生および関連の皆様

平成 11 年のクリスマス、近くのペットショップ
を覗いた時、一匹の小さな牝の柴犬と目が合った。

方の活躍は、政治、経済、マスコミ、医学をはじ

まるで『お父さん！！』と訴える様な目に釘付け

めとする学問領域等において、非常に目を見張る

となり、気が付いた時には、我が家族の一員とな

ものがあります。余りにも突出しすぎており、ま

っていた。名前は、クリスマスのジングルベルに

るで「慶應義塾大学一人勝ち」という表現がピッ

因み『ベル』とした。血統書には「春日錦」とあ

タリのようです。このことは卒業生の一人として

り名門出身のようだが、豆柴と思える程小ぶりで、

の私には誇り高く、大変喜ばしいことですが、こ

顔もキツネの様で、美人（犬）とはとても云えな

こで１つの警鐘を鳴らしておきたいと考えます。

いが、我が家の四女としてなくてはならない存在

1990 年代の世界一の経済大国と煽てられバブル経

である。

済に浮かれていた日本の事を思い出して欲しいの
です。絶頂期と思われる頃には、既に「凋落の芽」

２年間程、庭に放し飼いにして散歩は省いてい
たが、半年位前より、私の運動も兼ねて、朝夕散

が忍び寄っていることが良くあります。一旦、凋

歩に連れて歩くようになった。阪神淡路大震災以

落（バブル崩壊）が始まると誰にも止めようが無

来、家の廻りのゴミ拾いを早朝の日課としていた

くなってしまいます。

が、ベルとの散歩が習慣となり、その折にもゴミ

現在の慶應義塾大学の状況はまさに”絶頂期”

を拾う様にして、その範囲も家の廻りから、近く

と表現しても良いと思います。この様な状況の時

の公園や道路にも拡大してきた。ベルとの散歩の

こそ、足元を見つめ直し、謙虚に周囲の意見に耳

お陰で小生の体調も頗る良く、大きな腹も少しは

を傾け、個々人の実力を高める努力を常に心がけ

凹んで来たように思う。ベルもこの散歩を心待ち

ておくことが重要と考えます。
この様な心配が”杞憂”に終わることを心より

にするようになり、小生の足音で裏口で待つまで

祈っております。

になった。しかし一つだけ解決できない問題があ
る。長い間、一人(匹)で庭だけに居た所為か、仲
間同志の付き合い方が解らないようで、他の犬に
近づくと、すぐに『ウーﾂ』と唸り声を上げ、友達
が一人も、いや一匹も出来ないことである。何は
ともあれ、ベルのお陰で健康でそして楽しい日々

ゴルフ同好会

を過ごす事ができることを心より感謝している。

渡辺

義博（昭 58 商）

7 月 12 日、オリエンタルゴルフ倶楽部にて、神

トピックス！

戸慶應倶楽部ゴルフコンペが台風一過、晴天のも
と、13 名の参加者で行われました。

廣川まもりさん、ホールインワン達成！

私は４月に当倶楽部に入会させていただき、今

7 月 26 日（金）KLA ゴルフ同好会コンペ

回初めて、ゴルフ同好会のコンペに参加させてい

於：白鷺ゴルフクラブ

ただきました。会員の皆さん、和やかで、非常に

≪7 番ホール・122YD・7I≫

アットホームさを感じたコンペでした。（次ページ）
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私自身、今回、当ゴルフ倶楽部でのプレイが２回

とも５〜６級は低めにしないと通用しない。また

目ですが、非常にチャレンジャブルなホールが多

勝ち負けにより段・級が上下するので対局は結構

いと思います。
（そんな英語あったかな？？？）特

頑張ってしまう。

に 15 番ホールは、是非、攻略したいホールです。

もし、興味をお持ちの方がいらっしゃれば、ご

５番アイアンでティーショットし、右に OB しまし

一緒に参加してみませんか。「でも、パソコンに向

た（ドライバーで打てば良かった！？）

かって碁を打つのは味気ない。」とおっしゃる向き

ところが、なんと、そのホールが隠しホールに入

は、どうぞ囲碁同好会をお訪ね下さい。

り、準優勝をさせていただきました。
（ありがとう
ございました。でも 次は

毎月第一金曜日、倶楽部ルームにて和気藹々と

優勝だ！！！）

石を並べています。

コンペは芦原さんが 72 のパープレイでまわられ、
ぶっちぎりの優勝でした（自分の庭が会場であっ
たとしても、パープレイはすごい！！！）３位に
入られた林さんもグロス 78（すごい！！！）

ＰＣ同好会

それに女性陣、（いや、先輩方に失礼しました。
）

8 月例会日は、第 3 週がお盆の 16 日（金）にあ

皆さんお上手なので、驚きました。

たりますので、休会いたします。

そして、ご一緒にラウンドしました井上光先輩
と池田雅彦先輩ですが、お二人とも、ティーショ
ット（つまり、飛ばし）に非常に、思い入れがあ

〜〜秋の慶早ゴルフコンペのご案内〜〜

るようです。（私と一緒です）

日時：９月４日（水）神戸ゴルフ倶楽部

最後に、幹事の近藤さん、コンペの準備・運営
お疲れ様でした。非常にたのしいコンペでした。

秋のコンペは、例年早稲田倶楽部が幹事なので、

次回も是非、参加したいと思います。

詳細につきましては、決まり次第参加者にお知ら
せいたします。
上位６名のスコアで勝敗が決まります。腕に自

囲碁同好会
「インターネット碁会所」
平田晴彦（昭 55 商）

信のない方も気兼ねなく（？）親睦をメインに参
加してください。プレーのあとは、恒例山上“松
茸すき焼き”パーティです。
お申し込み、お問い合わせは、事務局まで。

先日、友人からＥメールが届き、インターネッ
ト碁会所に会員登録して一緒に囲碁をしようと言

●コーラス

ってきた。説明によると、世界には何台かの囲碁

花の早慶戦

大阪稲門グリークラブと慶應ワグネル関西 OB 合

サーバーが存在し、日本ではＷＩＮＧ（World-wide
InterNet Gokaisyo）という日本語をサポートして

唱団が合同で演奏会を開きます。

いる囲碁サーバーがボランティアの手により無料

題して、「コーラス

神宮球場で早慶戦の始まる前に両校一斉に歌う

開放されているとのこと。
早速、http://www.wing.gr.jp/

花の早慶戦」。

にアクセスし

歌が「早慶讃歌」です。

て会員登録を済ませ、いざ参加してみると、これ

▼日

時

：９月１日（日）14 時開演

がなかなか面白い。サーバーは 24 時間動いており、

▼場

所

：大阪国際交流センター

海外からの参加もあるので自分の都合のよい時間

▼チケット：指定席 2000 円・自由席 1500 円
AFTER

に碁が打てる。日頃、碁に親しむ時間がなかなか
取れない身にとっては、なんとも便利な話である。

大ホール

CONCERT はホールに隣接された大

会議場で打上げパーティーです。（会費：3000 円）
お問い合わせ先：ワグネル関西 OB 合唱団

参加に当たっては、最初に自分の段・級を登録

森田和男（

するのだが、一般の基準よりかなり厳しく少なく
4

竹谷康弘会員より

荒木重典会員より
安永利啓（昭 40 商・45 商博）

伊藤康之介（昭 45 経）

当世大学事情

☆いつの間にか、２０年余！☆

京都の賀茂川に沿って上流の方に行くと鞍馬街

この機会を与えてくださった、後輩の竹谷君に

道に入る。しばらく行くと名門の京都ゴルフ倶楽

厚く厚く御礼申し上げます。

部があり、そのすぐ隣に勤務先の大学がある。賀

神戸慶應倶楽部に何時ごろ入会したのかと思い、
古い会員名簿を見てみると、1981 年度に初めて名

茂川には色々な人達が思い思いの時間を過ごして

前が載っていました。早いもので 20 年余の歳月が

いる。また、様々な野鳥が飛来しあるいは住み着

経っています。

いている。印象的なのは鷺である。禅僧のごとく

旧朝日会館の神戸慶應倶楽部の事は、神戸慶應

微動だにせず水面を見るでも見ないでも無しとい

学生会で利用させてもらっていましたので、知っ

った風情で立っている。これらの風景を四季折々

ていました。

に眺めつつ神戸から約２時間かけて通うこと丸 12

入会のきっかけは、同期の畑中三正君の勧誘で

年になる。3 年前に経営学部長に就任して以来、大

す。最初は、岡一郎・佐野博先輩、畑中君、広瀬

学に辿り着くと長閑な風景から一転、拘束の世界

努君、後輩の宮崎誠君しか知り合いも無く、心細

に突入する。会議に次ぐ会議。その合間に講義を

かったのですが、参加するうちに先輩方・後輩諸

している感じである。
大学は二極化していると言われる。勤務先の大

君とも親しくさせていただく様になりました。現

学は、当面は十分に定員確保できる志願者がある。

在では大きな顔？をして参加しています。

しかし、20 種類の入試を実施し、あの手この手で

今後は、時間の許す限り参加したいと思います

掻き集めているというのが実態である。日本の大

のでよろしくお願いします。

学には麻雀の筋ならぬ「3-6-9」という節目の年が
追加

ある。学校外で自習しない小中学生が急増してい

ʻ66 ワールドカップ・ロンドン大会の記録映画

るが、他方で 2003 年にゆとりの教育が始まり、2006

“Ｇｏａｌ”を見たときの衝撃は、今でも覚えて

年にその卒業者が大学受験する。そして、2009 年

います。今回、日本で行はれた世界最高レベルの

には大学定員が志願者数を上回る大学全入時代を

試合を、テレビを通じて何試合も見ることができ、

迎える。存在意識を認められる大学を目指した改

これ以上の感激を得ることは生涯二度とないでし

革を進めざるを得なくなった。企業では当たり前

ょう。

のことが大学では別世界だったのである。しかし、

次は、宮崎

誠君（昭和 48 年経済卒）にお願い

意識改革は難しく、思い切った改革をしようとす

します。

ると必ず教授会の中に抵抗勢力が出る。
2010 年にもこの賀茂川の風景は残るであろうが、

今月の絵

流域近辺の諸大学は果たしてどうであろうか？
次号は新見みつ子さん（平 8 文）に、書いてい
ただこうと思う。
編集部よりお願い

皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

堀 友子
八巻晤郎
≪絵画同好会：池田雅彦≫
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新入会員紹介

〜今後の行事予定〜

8 月度例会のお知らせ

★ 9 月度例会： 9 月 27 日（金）

日時：8 月 23 日（金）18 時から

★10 月度例会：10 月 25 日（金）

場所：グリーンスタジアム神戸

★関西合同三田会のご案内（予告）

４階展望レストラン・パーティルーム

11 月 17 日（日）奈良三田会の主管で、天理市で開

ナイターを観戦しながら、ビールやお料理・

催されます。神戸からは送迎バスを運行いたします。

デザートで納涼パーティをお楽しみくださ

ご家族お揃いで紅葉の奈良をお楽しみください。

い。会食後、２階の自由席で観戦も可能です。

詳細ににつきましては、決まり次第メールマガジ

当日は、西武戦で松坂の当番も考えられま

ン・BRB 誌上等でご案内します。

す。花火も予定されています。

★ 12 月度例会･忘年会：12 月 21 日（土）

参加費：5,000 円、
（全会員同額）

★ 2003 年新年会：日にち変更：1 月 21 日（火）

特記事項：雨天決行。雨天で野球が中止の際は、会

詳細につきましては、BRB でお知らせしますので、

費は 3,000 円。入場券の手配の関係がありますので、

毎月ご覧ください。

編集後記

〇 梅雨明けと同時に猛烈な酷暑︑毎年

同じ言葉の繰り返し︑でもこれしか思

い浮かばない〜〜ア・ツ・イ〜〜
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〇﹁日本の伝統的な庭﹂そんな幽玄な

で取りに来ていただいても結構です。

︵ほ︶

入場券を事前に受け取れる方は、倶楽部ルームま

世界に触れて︑少しでも向上できれば

追って連絡します。

と︑日々願っています︒

に担当が下まで降ります。連絡係の携帯の番号は、

〇蝉がじんじん入道雲がもくもくと︑

係の携帯に電話を入れてください。チケットを渡し

というのが定番なのに今年は青天を突

ていますので、チケットを受け取って会場に入場し
月刊 BRB をより充実したものにするために、
てください。到着が午後６時を過ぎた場合は、担当
皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

き破るような入道雲も少なく︑蝉しぐ

のチケットブースの右横で、腕章を付けた係が立っ
編集部よりお願い

れもちょっと遅め︒でもやってきまし

入場券は、当日グリーンスタジアム神戸正面１階

た日本の夏が︒祭りに花火に盆踊り︑

をいただきます。

暑ければこその行事を汗いっぱいかき

ながら楽しみたいと思います︒ ︵晤︶

今回は直前キャンセルの場合は、キャンセルフィー

