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〜〜2 月例会レポート〜〜
深いご質問でお開きとなりました。

島田博充（昭和 48 商）

その後、懇親会は、会場を十五番館の方へ移り
楽しく歓談させていただき、五代先輩の中締めで

昨年より入会させていただいております、関西

２次会を終了いたしました。

不動産三田会の転入組の島田と申します。
さて、本日の講師は、周愛華さんとおっしゃる

それからは、いつものメンバーが周先生を伴っ

中国山東省出身の遺伝子治療ご専門の女性ドクタ

て神戸の夜の街に繰り出したのは当然であります

ーです。現在、神戸大学の医学部博士課程におい

が、小生が家にたどり着いたのは午前２時で途中

て研究をされているとのこと。

のことはあまり覚えておりません。ただ頭にキノ
コの歌が聞こえたような気がいたしました。ん？

会場になりました当倶楽部室には、遺伝子治療
に興味をお持ちの上島前会長、ならびに和田会長
はじめ多士多才の面々が多数お集まりになり、周

[懇親会スナップ]

ドクターの話に耳を傾けられました。

旧居留地十五番館にて

中でも人間の体には３万〜４万の遺伝子があり、
その遺伝子の組
み合わせで人の

左から、

性格から容姿、人

遊川・浦上・浅沼

種の違いなどさ
まざまな違いが
できてくるとの
周

愛華氏

こと。しかし、人
種によっても、個

人個人においても遺伝子の違いは 1000 分の１程

左から、古武・糸海

度しかなく、ほとんど共通している。猿と人間と

大沢・堺・島田

の違いも僅か 1.4 パーセントであるらしい「道理
で BUSH の顔はサルに似ている･･･？」。
また日本人とアメリカ人との違いは神経伝達細
胞においてアメリカ人のほうが新しいもの好きの
要素が多少多いがアメリカインデイアンと日本人

左から、周氏

はよく似ているそうである。
・・・・その後大変興

出口・内山

味深い話が続き、クローン人間からノーベル賞の

手前、黄

田中さんの話にもおよび、最後に上島先輩の造詣

（敬称略）
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福澤諭吉先生と食文化
上島

康男 ︵昭三十三法︶

採用しない﹂当時の日本人の用心深さにあった
ようです︒
牛 乳 普 及 の エ ピ ソ ー ド に﹁ 当 時 の 人 々 に は 飲
みにくかった牛乳にコーヒーを入れてミルク
コーヒーにすれば飲みやすくなると云う素晴
らしいアイデアを当時の人々に着想させた人
は意外にも福澤諭吉らしい﹂とありました︒
又 ︑ 福澤先生が旅行訪問先のご友人へのお手
紙で︑自分の食物は朝・昼・夕三食共粗食でよ
いとされ︑これは三︑四十年来の習慣ですと書
かれています︒
そして﹁老生の食物は︑朝︑三州味噌の汁一
品︑少々濃くして肴も勝魚節も入れず︑ねぎか
豆腐の汁の實︑之れ計にて一切外の物は不要な
り︒或は食前に牛乳に紅茶かコッヒーを加へ︑
パンにバタあれば最妙なり︒宅にては毎朝用ひ
候得共︑旅中は必ずしも求めず﹂とあり︑日常
から大変モダンなお食事をとられていたことが
察せられます︒福 沢 先 生 は 食 文 化 の 面 で も 先 駆
者でした︒

2

シリーズ第 3 弾
その①

﹁福澤諭吉先生とコーヒー﹂と題して三田評
論の二月号のコラムに寄稿しましたが︑コーヒ
ー普及の歴史を調べていると意外にも福澤先
生のお名前が出ていて我が意を得たりでした︒
我が国のコーヒー伝来は十八世紀にオラン
ダ人が最初とされています︒日本人はこの異国
の飲料に大いに興味をもち︑十九世紀の初めご
ろまでにコーヒーについては︑植物学的な知識
から焙煎やいれ方などの実用的な知識︑あるい
は世界のコーヒー地誌やコーヒーの歴史など
の教養としての知識等を︑当時としてはまこと
に正確かつ詳細に吸収していました︒しかし︑
ヨーロッパのように直ぐ普及しなかった︒実際
に普及しだしたのは大正時代に入ってからで
す︒
と云うのも︑第一に嗜好の違いでヨーロッパ
人の好ましいと感じたコーヒーの味や香りが
当時の日本人に合わなかったからです︒太田蜀
山人でさえ﹁焦臭くて味ふるに堪えず﹂と書い
ています︒第二は日本人はすでに久しく馴染ん
できた緑茶という嗜好飲料を持っていたこと︒
第三は﹁外国人のもってきたものはなるべく

日本人像になるのではないかと期待されています。

社中の心

≪慶應高校生、ル・マンに参戦！！≫
慶應高校藤沢校からこの春、経済学部に進学予定の下田隼成（しもだはやなり）君が、世界最高峰スポー

ツカーレース“Le Mans（ル・マン）
”24 時間レースに史上初の 18 歳という最年少記録で参戦することが決

定したというニュースがイーグルレーシング（東京）から寄せられました。下田君は、16 才からレース活動

を開始、豊かなドライビングセンスと国際性を活かし、英国、ヨーロッパで活躍、日本レース界最年少記録

の 17 歳で全日本 GT 選手権にトヨタドライバーとして現役高校生でプロデビューした逸材。

「グローバル」「チャレンジ」「スポーツマンシップ」を掲げ、世界を相手に勝負する彼の姿勢が、新たな

「ジャネーの法則」

が速いから、時間の経過感の少ない若いうちにし

村上

っかり学べというのだとしたら、ジャネーさんの

功（昭 39 工）

法則と矛盾しないと思っている。
自分自身、好奇心、探究心はいまでも旺盛だと

初めての道を歩くとき同じ道のりでも行きより
帰りの方が短く感じるのはなぜか？

思っているが･･････。

年をとると時間の経過を速く感じるのはなぜか？

「老年折れやすくガクッとなりやすし」とはある

フランスのポール・フケスという心理学者は、

著名な指圧師の名言だが、自分も気をつけたい。
今回はこの辺で、ジャネー･･････。

被験者にパリの街並みの写真を何枚も見せ、この
時同じ時間内で見せる写真の枚数を被験者により

「私と神戸」

変えてみると、見た枚数が多い被験者の方が見た

遊川悦史（昭 31 経）

枚数の少ない被験者より、時間を長く感じること

子供の頃豊中に住んでいた。親父と摩耶山へハ

を観察した。
初めての道は、あちらを見たりこちらを見たり

イキングに行き道に迷い、日が暮れてたどり着い

で、たくさんの風景写真を見せられた時と同じよ

た三宮の阪急の食堂で吐いた。ドイツ映画を三宮

うな状態だから、時間を長く感じるという。

に見に行って人ごみに酔って吐いた。六甲の従弟

すなわち帰り道は、既に見て知っている風景なの

が不発の焼夷弾に当たって死んだ。それやこれや

で、行きより帰りの方が少ない風景写真を見てい

で神戸に余りいい思い出は残っていない。

ることになり、時間を短く感じるということだ。

塾を終えるころ再び関西にそれも神戸に移り住

これと似たのに「ジャネーの法則」というのが

む様になった時、友人は神戸は山あり海あり傾斜

ある。フランスの有名な心理学者ジャネーが提唱

しているから一雨降ったら街が洗われる、市電も

した「ある人の生涯のある時期における一定時間

二人がけで市松模様のリノリュームの床だし、と

の心理的長さは、その人のその時までの生涯の長

そのモダンなことを羨ましがった。

さの逆数に比例する。」という学説だ。
すなわち１歳の子供の１日は 30 歳の大人の 30

新婚時代は舞子の団地、残業して大阪から帰る

日分に相当し、逆に言えば 30 歳の大人が感じる時

と二時間近くかかったが駅に降り立つと松林を通

間の心理的長さは１歳の子供が感じる時間の 30

る潮風が心地よかった。女房は東京人で関西に知

分の１ということになる。

己は誰一人居なかったので当初はとても淋しがっ

１歳の赤ん坊と大人を比較するのは非現実的なの

たが、風光明媚なことと魚が旨い事等から次第に

で、自分自身物心がついた小学生時代を振り返る

関西の悪口を言わなくなった。

とお年玉をもらえる正月までの時間がやたら長か

外貨稼ぎの花形、繊維輸出が仕事で、実績稼ぎ

ったのを覚えている。

に何でもかんでも積んでしまえといわれた時代、

10 歳と 20 歳の人間の１日は、それぞれ 60 歳の

大晦日に通関済の貨物を倉庫の隅で現物とこっそ

人間の 6 日、3 日に相当するという。言い換えれ

りすり替えたときは港の寒風が身にしみた。港と

ば 60 歳になると 10 歳のときの 6 倍、20 歳のとき

いえば勤め人になっても学生気分が抜けず趣味の

の 3 倍、時間の経過を速く感じるということだ。

放送劇作りに七突だったか乙仲の事務所を借りて

ジャネーさんはその理由を明確に論じていない。

夜遅く船の汽笛を収録したことも忘れられない。

性差があるのか、脳の加齢による機能変化の問題

何度か出入りを繰り返し、どうやら神戸に骨を

なのか、責任が増し仕事に追われるからか、フケ

埋めることになりそうだ。まさかの地震にも生き

スさんがいうように年をとると世間への関心が薄
くなり見ようとする風景写真の数が減ってくるか

延びたし、阪神間に住んで今更他所に行きたいと

らか、子供のころのようにあらゆることに関心を

は思わない。そういった覚悟でこの地での交友を

持てば一日も一年も、もっと長く感じるというの

深めたいと、このたび初めてルームに顔を出した

だろうか。

次第。晩年フランスから誘致したオールド・イン

「少年老いやすく学成り難し」という言葉と相反

グランドの店が目と鼻の先にあるのも何かの因縁

するのではと思ったが、年をとったら時間の経過

であろう。
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PC 同好会“ＰＣよもやま話”

テニス同好会
しばらく休会していましたが、4 月 12 日（土）

ある夏の日、パソコン購入のため日本橋へ。

午後 6 時〜午後 8 時まで六甲アイランドテニスス

ごったがえす売り場。ＮＥＣ製に人気が集中して
いる。パソコン本体は、先進の 32 ビットマシンを
購入することにした。メモリーは 1.6ＭＢ、ハード
ディスクが 40ＭＢあるのでいろいろ楽しめそうだ。
作動速度は 20ＭＨＺ。ＮＥＣ−9801ＲＡ51 とい
う機種で 32 万円なり（定価は 72 万円であるが発
売後 8 ヶ月経過しているためにかなり安くなって
いる）。モニターは 15 インチのブラウン管型とし
た。5 万円なり。当然プリンターも必要なのでＮ
ＥＣの 136 桁対応のドッドインパクトプリンター
ＰＣ ＰＲ201−63Ａをチョイスした。13 万円な
り。合計 50 万円であるが、定価からするとずいぶ
ん安い買い物となったのがうれしい。
本当に技術の進歩はすばらしい。このマシンは
その後使い倒し、十分に元を取った。以後 2 年に
1 回の割合でパソコンの購入が続いているが、周
辺機器も含めた設定等が大変面倒。もう今のまま
で十分。性能アップはいらないよお〜。 （Toku）
例会日：第 3 金曜日 倶楽部ルーム
世話人：市川義人

クエアにおいて、例会を開催します。
今年は、2 ヶ月に１回のペースで、例会を開催
する予定です。名簿の整理をしますので、既に入
会されている方も、住所、氏名、電話、ファック
ス、メールアドレスを茂木立までお知らせくださ
い。新規入会の方も大歓迎いたします。
世話人：茂木立

仁

絵画同好会
≪グループ展の開催きまる！！≫
絵画同好会では、6 月 5 日から 10 日まで、神戸海
岸通倶楽部ギャラリー（中央区海岸通 6-1-10）に
てグループ展を開き日頃の練習の成果を発表する
ことになりました。詳細は次号でお知らせします
のでお楽しみに。
例会日は、第 2･第 4 木曜日・倶楽部ルーム
世話人：八巻晤郎
≪今月の絵≫

ゴルフ同好会
＜懇親ゴルフ大会のご案内＞
日時：平成 15 年３月７日(金) 10：27 スタート
場所：芦屋カンツリー倶楽部
詳細は、近藤

正（幹事）までお問い合わせくだ

さい。

囲碁同好会
例会日は、第１金曜日・倶楽部ルーム
世話人：鈴木 滋
（蛭田

新入会員紹介

4

武）

朝藤 洋会員より

廣川まもり会員より
長岡多摩子（昭 37 文）

松尾茂生（昭 60 商）

≪アニメ≫

『ある日、突然』
昨年、8 月中旬過ぎの猛烈な残暑の頃、私は
JET プログラムの一環として神戸市招聘の米国、
英国、カナダからの Assistant Teacher 達に日
本語を教える為、ハーバーランド内にある神戸
市総合教育センターへ連日、満員電車で通勤。
若い彼等を対象とした学習は教えがいもあり、
喜びもありますが、疲労感もなかなかのもので
した。
いつものことながら、最終日はさしたる問題
のある生徒もなく無事終了という満足感、解放
感そして嬉しさを感じつつ報告書を書き上げま
した。
明日はゆっくりと新聞を読みながら豪華朝食
をとろう etc.etc.と、私なりのささやかな楽し
さにひたりつつベッドへ。
早起き鳥の私はゆったりとした朝食を楽しむ
為にいつもよりもっと早く起きようとしたとた
ん、何ということでしょう！右腕が意志通りに
動きません。何で？何で？ともがきながら外出
の用意。すでに素晴らしい朝食は頭から吹っ飛
び、私はペインクリニックに飛びました。
“まわしてごらんなさい、充分に回らない、ア
ッハハハ、俗にいう 50 肩”と先生。
注射の後、効く薬はないが――薬をもらい帰宅。
お陰で、下手なゴルフはますます下手に、テニ
ス、水泳＆筋肉トレーニングと努力中ですが、
いまだ完治にいたらずです。
いまにして思いますと友達が 50 肩とか何とか
肩とか言っていた時、少しの同情をすることも
せずに、“えっ、本当？”等と言い、何程の親
切心も示さず、労りもせず薄情な態度をとった
ので罰があたったようです。これからは人の痛
みにも深い同情を！と反省しきりです。
次号は、青戸統子さん（昭 29 文）にバトン
をお渡しいたします。

最先端のロボットの開発はかなり進んでおり、
自ら 2 本足で歩いたり、話をしたりできるように
なってきたようですがまだまだアトムには及ばな
いようです。
私の生まれた翌年の昭和 38 年に“鉄腕アトム”
がテレビ放映されてから 40 年がたちました。設定
上のアトムの誕生日は 2003 年 4 月 7 日です。な
んと私と同じ誕生日なのです。
だからという訳ではないでしょうが、幼い頃よ
り結構アニメに親しんで？きました。
私を含め、現在 40 代の人は第１次アニメ世代と
呼ばれ、アトムに始まり、“ジャングル大帝レオ”
“リボンの騎士”などの手塚アニメ、“巨人の星”
“タイガーマスク”、“アタック No.１”、“あした
のジョー”などのスポ根（スポーツ根性物）アニ
メ、“ムーミン”、“ハイジ”、“フランダースの犬”
などのカルピス劇場物、“サリーちゃん”、“ひみ
つのアッコちゃん”などの少女魔法使い物・・・
その後も数々のアニメが登場して楽しませてく
れました。最近では宮崎駿先生作品が根強い人気
で、一昨年の“千と千尋の神隠し”の劇場アニメ
が爆発的にヒットし、先日のテレビ初放映も視聴
率の記録を更新したのは記憶に新しいところです。
（今年の正月には家族で東京都三鷹市にあるジブ
リ美術館へ行ってきました。）
アニメの元祖であり実績も人気も No.１は何と
言ってもディズニーでしょう。我が家は親子共々
ディズニーフリークで、家には数多くのグッズに
あふれ、頻繁にディズニーアニメのビデオが流れ
ています。先日も家族で映画の“ピーターパン２”
を観に行きました。
かつてピーターパン症候群と言って、大人にな
りたくない症候群が取り沙汰されましたが、私は
我が子と共にアニメに浸るひとときが、今のこの
暗くてイヤな世の中から逃れて、夢と希望と勇気
で一杯の子供に戻りたい症候群です。（そのパワ

このコーナーは、リレー式に輪をつないでいく
ものです。前走者から指名された方は、快くお引
き受けください。そして、輪を二重三重に広げて
いこうではありませんか。

ーが現実で活かされるといいのだけれど・・・）
次は、高島知司君（昭 63 経）にお願いします。

会員の輪をひろげよう！
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〜〜3 月例会のお知らせ〜〜
日時：3 月 26 日（水）18：30〜21：30
会場：The Garden Oriental Soshuen

★神戸慶應倶楽部が大変活況を呈している様子に

http://www.soshuen.co.jp/

心強く思っております。

瀬戸雄三（昭 28 法）

（旧・蘇州園）阪急御影駅徒歩 5 分

★昨年、愛犬同伴ホテル“ペロはまなこ”を浜名

Tel：078−851−3182

湖西岸に開業しました。http://www.perro-h.com/
ぜひお立ち寄りください。三上

会費：8,000 円（女性・卒後 5 年未満は7,000 円）

元（昭 43 商）

★2 月 13 日に『ダーティー・ユー』
（光文社）が

当日は、
「知っておきたい社会人としてのワイン

文庫化出版されました。

の嗜み方」をソムリエにお話いただき、少しワイ

http://member.nifty.ne.jp./Takashima-Tetsuo/

ンの試飲も行なえるようにお願いしています。

僕の著書の中で、もっとも多くの人に読んでもら

花のきれいな庭園を満喫できるのではないかと

いたいものです。

思います。

高嶋哲夫（昭 48 工）

★慶應終了後、宮崎医科大学に入学し、現在神戸
大学附属病院で整形外科医をしております。
結婚を機に神戸に転居いたしました。

〜〜今後の行事予定〜〜
★ 4 月度例会：4 月 22 日（火）

鈴木祥浩（昭 61 商・平 3 商博）

和田ホール

講師：盲導犬協会島田氏
★ 評議員会・幹事会4 月 17 日（木）倶楽部
★ 2003 年度総会：5 月 16 日（金）場所未定
各例会の詳細につきましては、BRB・メールマガ

〜事務局からのお知らせ〜

ジン等でお知らせしますので、毎月ご覧ください。

★ ＦＡＸと電話が同じ番号です。
TEL/FAX：０７８−３９３−００５０
★毎月の例会の写真を、倶楽部ルームに掲示して
おります。ご希望の方には、プリントいたします。
★倶楽部ルーム開室時間は月曜から金曜の 11 時〜
3 時までです。お気軽にお立ち寄りください。
（土・日は倶楽部行事以外の時は休ませていただ
きます。）
（事務局：糸海恵津子）

〜慶早ゴルフ対抗戦のご案内〜
日 時：2003 年４月９日（水）

集合 8：50

スタートは OUT・IN ともに、9：30
場 所：加古川ゴルフ倶楽部
〒675-1212 加古川市上荘町井ノ口 925

編集後記
〇三月三日は﹁ひな祭り﹂
︑二月に出し
て︑この日に仕舞うのが普通ですが︑こ
のオバサン︑二月は手が冷たいからと︑
みんなが片付ける日に飾って一ヶ月楽
しみ︑梅も桃も見送ってから︑四月に桜
吹雪を見ながら片付けるというのが︑長
年の習慣になってしまいました︒三月号
が終わったら︑のんびり女の子︵？︶を
楽しみたいと思います︒
︵ほ︶
〇下田君︑ル・マン参戦のニュースには
驚きました︒現代最新のあらゆる技術を
集約して作った車の耐久レースに高校
生が出場を認められるなんて本当にび
っくり︒日本の若者はどんどん世界に飛
び出しているが数だけではなく︑活躍す
る分野も広くなっており頼もしい限り︒
下田君のおじいちゃんは夙川に住んで
いたとか︑そんな事を聞くだけでも何と
なく春を身近に感じる日でした︒ ︵晤︶

TEL：0794-28-2111
会 費：7,000 円（パーティー代・賞品代）
プレーフィー、カートフィー、昼食代等
(約 15,000 円)は各自でお支払い願います。
各 賞：団体戦
個人戦

上位７名のネットの合計
優勝・2・3・4・5・10 位・BB

その他：パーティーは 15：45 頃 開始予定です。
昨年秋の大会では、慶應連勝にストップがかか
ってしまいましたが、慶應ゴルフ黄金時代の復活
を期し、多数の会員の参加をお願いします。
◎出欠の返信は3 月 25 日までにお願いいたします。
ハンディキャップもあわせてお知らせ下さい。

森本泰暢
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