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40 経）山上高弘（昭 52 経）井上祥（昭 56 法）

豊起 （昭 49 法）

の皆さんも近況やら時事問題を口論し、あっと
先月の総会で新しく選出された五代友和会

いう間の３時間でした。話し足らない（飲み足

長、徳丸公義幹事長のもとでの最初の例会にな
る６月度例会は神港ビルヂング 509 号室の倶楽

らない）12 名は２次会で更に盛り上ったとのこ
とです。
倶楽部の雰囲気でゆっくり贅沢な時間を共有

部ルームで開催されました。

することができた例会でした。

倶楽部（部屋と事務局）を持っている全国で
も稀有な地域同窓会として、自前の倶楽部でゆ
ったりと楽しむ例会が持てるのは贅沢このうえ
ありません。会費も 2000 円で負担がかかりませ
んし、時間も（遅刻しても終了が遅くなっても）
気にする必要はありません。
この日の出席者最年長は昭和 24 年経済卒の

斎藤光豊先輩、学生時代タンゴで生計を支え、
東レの副社長を勤められた自称右翼青年で、倶
楽部にはこの例会がデビューの新入会員でもあ
ります。
最年少は石井登志郎君、総合政策学部一期生
（平６）で国政を目指しております。流石スピ
ーチはピカイチでした。
最遠方の会員は芦原直哉元幹事長、東京から
ですが相変わらず神戸でも大活躍です。紅一点
は玉田和子さん（昭 46 文）。玉田さんの結婚式
に和田憲昌前会長（37 法）が来賓としてスピー
チをされたとのエピソードも会長を五代さんに
譲って気楽に出席された和田さんご自身から披
露されました。伊藤康之介さん（昭 45 商）も
古い会員さんで、お顔を合わせるとほっとしま
す。工藤守君（平 4 商）は忙しい銀行勤務の間
を抜けての出席です。瀬尾宏郎（昭 34 経）井

上光（昭 35 法）浅沼清之（昭 36 経）前田剛
資（昭 39 工）近藤正（昭 39 商）八巻晤郎（昭
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﹃ノスタルジー
人 ・ 旅 ・ 本 ︵ 一 ︶﹄

子供の頃︑童話の挿絵にある外国のお
城が広く美しすぎるのでは？と伯父に
尋ねて﹁いや︑これ以上のお城も沢山あ
るよ﹂に言葉を失ったことがある︒いつ
か行くのだわと決心していたが︑世界は
それどころではなくなっていた︒終戦︒
そしていつか諦めていた︒
慶應に入って教養から専攻に移る時︑
この思いが残っていたのかもしれない︒
西洋史へ ･･･
︒
近山先生の中世史の講義に熱心に出
ていたが︑卒論は原書を必読の事と聞
き︑独・仏語では無理とこれまた見切り
を付けて︑アメリカ史に題材を選んだ
が︑面白くも何ともない物になった︒
もしあの卒論が残っていたら︑一度見
てみたいがショック死すること間違い
なし︒あの頃の女子学生は甘やかされて
たと思う︒
卒業後︑何年かして父が会議でヨーロ
ッパに行った︒機内で隣席の人と話して

青戸

統 子 ︵ 昭 二十九

文︶

いるうちに﹁ えー？守 屋 君のお父 さん
ですか﹂と言われ︑﹁わしは怖いものは
何一つないが ︑慶應の先 生だけはこわ
い︒﹂ と嘆 いた︒ あら ︑ 先生はＡだ
から心配しなくてよかったのに︑ と言
っても信用してくれなかった︒
ともあれ︑ むさぼるように世界 の城
郭の写真を眺 める子育て 最中︑旅 行の
出来る状態ではないのは 神様が﹁ 勉強
が足らないよ ﹂とお許しがないのだと
解釈して再勉強︒
この時期があったので ︑その後 の城
郭を訪ねる旅 は思いがけない出会 いも
含め︑充実したと思う︒ 時は過ぎ ︑今
や誰でも旅が 出来る時代 となり︑ お城
など珍しくもないが︑行 くたびに 観光
化し︑綺麗になりすぎて魅力は半減︒
今さらに︑半世紀昔のあの本は 何と
貴重な写真に 満ちていることか︒ 荒れ
果てたままの 状態はカ ラ ーでないだけ
に︑迫るものがある︒
︵つづく︶
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シリーズ第 7 弾
（その１）

世に言 う器用貧乏 とは私 のことか
と︑若いころ 真剣に悩ん だ︒何でもそ
こそここなすのに︑ど れ も物にできな
い︒これではもう︑お嫁 さんになるし
か な い ･･･
と自 分 で見 切 り を つ け る の
も早かった︒ 慌てる乞食 は貰いが 少な
いとか︑当たらぬ鉄砲も 数討ちゃ 当た
るなど言われながらも︑ 見合い写 真を
ばらまいた末 ︑四年制大卒を︵当 時の
結婚は短大卒 が断然有利 ︶が っ し り受
け止めてくれた人にめぐりあって ︑ま
ずはめでたし︒
さてその彼 が︑ヨーロッパの城 の本
を贈ってくれた︒それは 当時としては
考えられないほど贅沢な 写真集であっ
た︒世界が大戦後の復興 に向かい 始め
た未だ荒廃の 中︑一人の 夢を持っ た日
本人城郭研究家が歩き回 って撮っ た限
定版であった ︒高価だったと思う ︒彼
の給料の こ と も忘れ︑嬉 しくて抱 きし
めた︒本を︒

M

社中の心

『愛犬と泊まるホテル・ペロはまなこ』
三上 元 （昭 43 商）

コットランドに何度も足を運び、家族や友人は皆
呆れ顔です。ワインを良くご存知の方は倶楽部に

今の世の中、ペットブームとかですね。

も多いかと思いますが、ウイスキーは愛飲者も多

少子化が進み、女性が一生に 1.29 人しか生まなく

く知名度も高い割に意外とご存知の方が少ないの

なってしまいました。そして室内犬が増えています。

が現実ではないでしょうか。

実は我家にも一匹、室内で人間の様にしている愛犬

スコッチ はいわゆる「地酒」。「バランタイン」

サブがいます。そんなブームがまだまだ続くと見て、

「ジョニーウォーカー」は誰でも知っている超有

2 年前の春に、私のふるさと浜名湖の西側湖岸に愛

名銘柄ですが、これらはブレンドウイスキーと呼

犬と泊まる ホテル・ペロはまなこ を開業したの

ばれ、雑穀から工業的に大量生産される癖の無い

でした。ペンションが愛犬同伴可としてあちこちに

ウイスキーと、大麦麦芽からほぼ手作りで生産さ

存在しはじめていますが、このプチホテルは、全室

れる個性豊かなモルトウイスキー数種類を一定比

にウォシュレット、洗い場つきのバス、高い天井に

率にて混合し、飲み易くしたウイスキーで世界的

ウッディーな内装です。床はワンちゃんがすべらな

にも圧倒的なシェアを誇っています。ここで混ぜ

い様にクッションフロアーにしております。

られるモルトウイスキーがまさに地酒、百数十の

初年度は赤字でしたが、減価償却費以内の赤字で

蒸留所が味を競い合い、同じスコッチとは思えな

した。2 年目は償却後に少々の黒字となりホッとし

いほど多種多様な味となり、これがスコッチの最

ています。まだ稼働率は 40%程なので平日はガラ

大の魅力となっているのです。スコットランド西

ガラですが、正月、ゴールデンウィーク、夏休み、

端の小さな島で 200 年も前から作られ、強烈な個

そして土曜日は満室近くになります。

性がありチャールズ皇太子も愛飲している「ラフ

神戸から車で三ヶ日インターまで 4 時間、そこ

ロイグ」、北部で生産され、その味の華麗さからス

から 20〜30 分でホテルに着きます。目の前は海で

コッチのロールスロイスと賞賛される「マッカラ

遠く東には富士山が見え、夏の土日にはあちこちで

ン」等は神戸のバーであれば、まずどこでも飲む

花火が上がります。ドッグランとドッグプールもあ

事が出来ます。

ります。

「スコッチの水割り」ではなく、「マッカランの水

この 4 月から 10 月 11 日まで「浜名湖花博」が

割り」と一度注文してみてください。保証は致し

開催されています。この機会にぜひ会員の皆さまの

ませんが、それだけで同席しているパートナーや

お越しを心よりお待ちしています。1 泊２食でお一

お店の方から一目置かれる存在になるかも？しれ

人様 9,000 円よりと並みの価格に設定しておりま

ません。

す。なお割引券を特別に用意しますので申し出てく
ださい。誌面をお借りして宣伝させていただきまし
た。

（ペロとはスペイン語で犬のことです。）

URL：http://www.perro-h.com/
E-mail：webmaster@perro-h.com

≪幹事団より≫
バスツアーについてのアンケートにご協力あ

『スコッチウイスキーをご存知ですか？』
坂本 憲一郎 （平 6 環）

りがとうございました。
会員の皆さまからの貴重なご意見を検討課題と
して、ご満足いただける企画を立てて行きたいと

「スコッチウイスキー」私がこの言葉に取り憑か

考えています。どんな些細なことでも結構です。

れてもう 15 年程になるでしょうか。家の棚や押入

これからもご意見ご要望をお聞かせくださいま

れは数百本のウイスキー達に占領され、私自身ス

すようよろしくお願いします。
3

イーゼル会

た。上達の第一歩は、何事によらず、好きになる
ことだそうですから、腕前の如何を問わず、たく

≪今月の絵≫

さんの皆様に、同好会に、参加していただけるこ
とを願っています。

ゴルフ同好会
長谷川

登喜 （昭 46 文）

6 月 11 日、神戸慶應倶楽部と関西婦人三田会と
の合同コンペがロイヤルパインズゴルフクラブに
於いて開催されました。
当日は台風の影響で朝から生憎の雨。皆、雨合
羽を着込んでスタートしました。９ホールを終え

井上

光 （昭 35 法）

てクラブハウスに戻ると男性軍はもう止めようと
言うご意見。ところが女性軍は、台風も雨もなん
のその。もうどうせ濡れちゃってるんだから最後
までやりましょうと意気盛んで、とうとう男性軍

囲碁同好会
浅沼

清之（昭 36 経）

6 月 20 日午後 1 時から、ヤンマー宝塚保養所に
おいて、慶應理工学部同窓会関西支部囲碁の会と、
神戸慶應倶楽部囲碁同好会の、交流会が開催され
ました。この企画は、昨年の秋に、初めて実施さ
れ、今回が第二回目となりますが、8 名が参加し、
お互いの棋力を競い合いました。当倶楽部からは、

も押し切られ、しぶしぶ（？）午後のスタートと

林、宮田、安永、浅沼の 4 会員が出席し、安永会

なりました。少しの小康状態はあったものの最後

員が全勝の好成績を残す結果となりました。

はまさに土砂降りの中、全員無事ホールアウト。

自分の 棋力

優勝は大雨の中でもグロス 90 というすばらしい

を向上 させ

成績の五代会長。

た い の は、

そして、神戸倶楽部と KLA の団体戦は人数の関

囲碁愛好家

係で強力な助っ人を得た KLA が勝利をものにし

の共通 の願

ました。

い で す が、

この日は、すぐ近くでサントリーレディースが

他流試合で刺激を受けることが、少しでもレベル

開催され、宮里藍ちゃんを見に大勢のギャラリー

アップにつながるのではないかと、期待していま

がつめかけたそうですが、途中雨のため中止にな

す。

ったとか。私たちはプロでもやめてしまう大雨の
中で最後まで戦い抜いた！というヘンな充実感を

対戦終了後は、宝塚駅前の居酒屋で、囲碁談義

味わった満足の１日でした。

に花を咲かせ、和気藹々とした懇親会となりまし
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ＫＫＪＣ

ました。今回は何にしようかと悩みましたが、改

前田

剛資 （昭 39 工）

めて自己紹介をさせていただくことにしました。
私は昭和 52 年経済学部卒業です。第 118 期卒業

日本のジャズ発祥地、神戸で開かれたボーカル
コンテストで優勝した Yoshika

生に当たります。卒業後、今勤務している石川㈱

(北浪良佳さん)

という会社に入社し、約 15 年間東京で勤務をし、

を聴きに 22 日、急遽ライブハウス「ソネ」に集合。

住いは神奈川県の川崎市に構えておりました。兵

彼女は大阪音大でオペラを専攻後、５年前から

庫県南部大地震が起こるちょうど 1 年前に、会社

ジャズを始めた由。新人ながら個性があり、ルッ

の人事異動で、家族を引き連れ、神戸市須磨区に

クスも良く今後の活躍が楽しみなジャズシンガー

引っ越してきました。東京で地震の揺れには慣れ

です。この日の神戸新聞朝刊の「ひとサロン」と

ていましたが、まさかほんとに地震に出会うとは

いうコラムに写真入りで紹介されたこともあり、

びっくりするとともに、その際にさまざまな方々

彼女の「追っ

にお世話になったなと思い出します。その後、2

かけオジサ

年間東京、1 年間名古屋での単身赴任生活を経験

ン」も詰めか

し、今は垂水区に家族とともに住んでおります。

けステージ

なぜか、八巻さんとはスープの冷めない距離です。

はたいそう

そもそも、神戸慶應倶楽部のことを知ったのは

盛況でした。

3 年前のことでした。この年が、ちょうど大学卒

我々ＫＫＪＣはジャズ好きの早稲田 OB と一緒にス

業 25 年目にあたり、日吉で開催される卒業式に参

テージサイドに陣取り大いに盛り上がりました。

加するといった大イベントがありました。この卒

この中には Yoshika

さんの友人で慶應出身の團

業式への招待の数ヶ月前に、関西以西に在住で遠

裕子さんも参加してくれました。團さんは神戸で

方のため参加できない卒業生を対象に前夜祭が大

OL をしながら、ジャズボーカルを師事し勉強中。

阪で開催されました。これに参加して神戸に OB

声のすばらしい、これからが楽しみなジャズボー

会があることを知りました。ただ、その時はちょ

カリストです。ライブハウスのステージでも歌っ

うど名古屋に単身赴任したばかりでしたので会の

ています。皆さん応援をよろしく。

案内を取り寄せただけでしたが。
その約 2 年後、再び異動で神戸に戻り、仕事に
も慣れてきたころ、おそるおそる神港ビルの神戸
慶應倶楽部の事務所を訪問したのが今でも思い出
されます。いつからでも入会可能ですよと誘われ、
昨年の総会に出席したのが最初でした。その際、
たまたま同じテーブルで横に座っておられたのが
伊藤さん、鍛治川さんでなんと、両氏とも高校で

喜多村

晴雄会員より
山上

の先輩でもあり、暖かく周囲の先輩諸氏を紹介し

高弘 （昭 52 経）

てもらったことを思い出します。司会役の内山さ
んに勧められ壇上で自己紹介をしたことも思い出

≪改めましてよろしく!

≫

されます。その後、毎月開催される月例会で、先

先月の総会で突然副幹事長を仰せつかり、どう

輩諸氏の有意義な講演を聞く機会に恵まれ、また

して僕なの？と戸惑っている山上です。

初めて参加する会場も多く、貴重な経験をつませ

昨年の今頃、神戸慶應倶楽部に入会したばかり

てもらったと思っています。

の新参者です。同好会は近藤さん率いるゴルフお

五代会長、徳丸幹事長を助ける幹事の一員とし

よびジャズ、市川さん率いるパソコンに参加して

て、未熟者ですが精一杯やらせていただきたいと

おります。BRB の記事では今まで、ゴルフ同好会、

思っておりますので、会員のみなさま、よろしく

パソコン同好会での活動について書かせてもらい

お願いいたします。
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〜7 月度家族例会のご案内〜

〜〜今後の例会予定〜〜

≪サマーパーティ＆オークション≫

8 月 20 日 （金）納涼ビールパーティ

日 時 ：7 月 31 日(土)
17 時 よ り 受 付 開 始

9 月 17 日 （金）9 月度例会
10 月 15 日 （金）10 月度例会
10 月 17 日 （日）2004 年慶應連合三田会大会（日吉
11 月 14 日 （日）関西合同三田会（京都）

18 時 よ り 開 宴

会場：神戸ポートピアホテル

南館地下 1 階〔エメラルドの間〕
Tel：078−302−1111

12 月 18 日 （土）家族例会忘年会
1 月 5 日 （水）賀詞交歓会
1 月 10 日 （日）170 回福澤諭吉先生誕生記念祝賀会

http://www.portopia.co.jp/
会 費 ：男性会員：8,000 円
女性会員・平 7 年卒以降会員：6,000 円
ご家族：6,000 円（小学生以下は無料）

1 月 21 日 （金）１月度例会
2 月 24 日 （木）2 月度例会
3 月 24 日 （木）3 月度例会

恒例の ウッチーワンマンショー（？） を開
催します。今回も楽しい趣向で楽しませてくれ
ることでしょう。ご期待ください！
ご家族お揃いで夏休みの一日を美味しいお料
理と楽しいパーティで満喫してください。
倶楽部財源確保のため、当日は皆様からたく
さんの品物のご提供と、お買い上げの方もよろ
しくお願いします。
また当日欠席の方、大きな物、重い物を出さ
れる方はホテル宛てに送っていただければあり
がたいです。送料につきましては、勝手ながら
各自ご負担願います。

詳細につきましては、ＢＲＢ・メールマガジン
等でお知らせしますので、毎月ご確認ください。

≪連合三田会大会に行こう！≫
今年も 10 月 17 日（日）
日吉にて行なわれます。
上島康男 顧問から大会券をご寄贈いただい
ております。参加予定の方には差し上げますの
で、事務局に申し出てください。

〜〜事務局よりお願い〜〜
◎2005 年度関西合同三田会名簿に変更ある方は
７月末までにご返送下さい。
◎広告掲載希望の方も事務局宛にご返送下さい。
多数の掲載お待ちしております。

送付先
〒650‑0046 神戸市中央区湊島中町 6−10−1
神戸ポートピアホテル 南館クローク気付
7/31 神戸慶應倶楽部届

皆さまの投稿を大歓迎します。
「BRB」についてのご意見、ご感想もお聞かせ
ください。
堀 友子
八巻晤郎

Tel：078−302−1111

編集後記
〇気を許して心からリラックス︑リフ

レッシュできる場所︑安心して語り合

える仲間とのふれあい︑神戸慶應倶楽

部はそんなオアシスでありたいと常に
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願っています︒ここに来れば︑癒され
るからと言って欲しいものです ︒
︵ほ︶

記念講演「小泉改革は、どこまできたか」
講師：慶應義塾大学名誉教授 加藤 寛氏

〇海・山開き︑梅雨明け︒夏本番は参

︵晤︶

部（Tel：06-6202-0516）にお申込みください。
（締め切りは 7 月 13 日）

院選で幕開け︒改革が進む一方で国の

会費：平 6 卒以前の会員 9,000 円
平 7 卒以降の会員 6,000 円
出席ご希望の方は、事務局または大阪慶應倶楽

借金は七百兆円を突破︑国内総生産 Ｇ(
ＮＰ の)一・四倍に近い︒どうやって返
すの？ 年金︑イラク︑北朝鮮など重

日時：7 月 20 日（火）18：30 より
会場：リーガロイヤルホテル
2 階「山楽の間」

要 問 題 山 積で 一 票 の重 さ は ま す ま す

『第 74 回大阪慶應倶楽部創立記念祝賀会』

大︒自分の意思を表すためにも必ず投

票所に足を運びたいもの︒

〜 大 阪 慶 應 倶 楽 部 か ら の お 誘い〜

