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〜8 月例会報告〜〜
≪ビアパーティ≫
芦原

直哉 （昭 50 経）

8 月度の例会が 8 月 23 日(土)にホテルオーク
ラのビアガーデンで開催されました。
今年は過去に例を見ない猛暑ですが、台風の
後ということもあり漸く秋の気配が見えかけた
夜でした。夕方 6 時 30 分のガーデンはビールを

が望まれる当倶楽部で、三木さんにはぜひこの
楽しい雰囲気を若い人に教えていただき、会に

楽しむには最適のとても心地よい状態でした。

お誘いいただきたいと思います。
楽しい時間はあっと言う間に過ぎ、市居先輩
の締めの言葉でお開きとなりました。
恒例の若き血を歌うことができなかったのが
少し残念でございました。このまま帰るが惜し
いという諸兄は二次会に繰りだしたのでした。
新しい幹事の皆様の素晴らしい企画をありが
とうございました。（出席者は 25 名でした。）

アテネオリンピックは日本選手のメダルラッシ
ュに沸いておりますが、会場では、何と大型ス
クリーンでオリンピックを中継しているのです。
オリンピックを観るために例会を欠席された方
がおられるとしたら残念です。
さて、例会はビアガーデンということもあり、

五代

五代会長の挨拶で始まり、後はオリンピックの
中継を観る暇もなく懇親の輪がテーブルのここ

友和 （昭 37 商）

『秋桜』と書くコスモス、可愛いい花やと思い
ませんか？コスモス畑と言われるくらいワーと

かしこに広がりました。

咲いてるのもキレイやし、道端に 2〜3 本咲い

盛り上がったところで、新入会員の六拝（ろく

てるのもいじらしいなぁ。季節の花が折々に咲

はい）英彦さん（昭 44 法）と三木和歌子さん

く日本って、ほんまええ国やなあ！人の心も花
みたいにしたいなあ！

（平 13 文）の挨拶がありました。若い方の入会
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﹃ノ ス タ ル ジ ー

年の春 ︑神戸 慶應倶楽部 の会にお
いて︑福井元幹事長のお 世話で大手前
学園大学院の 松村昌家教授の﹁福澤諭
吉と 年のロンドン﹂の講演があっ
た︒第二回万博の為ロンドン滞 在 中の
幕末使節団の 一人︑福澤先生の見聞日
記を中心に︑ 万博や視聴覚障害者教育
の学校︑兵器製造工場︑ 特に当時 よう
やく完成した テームズ川 の地底を 通る
トンネル難 工 事のお話はとても興味深
かった︒又開通式の日の 地底まで 続く
立派な階段に 溢れる貴顕淑女や行 列に
並ぶサムライ 達のイ ラ ス トにも心 惹か
れた︒
旬日の後に英国南部の 旅を控えてい
た私は︑是非 その大工事 の現場を 見に
訪れたいと講 演後の教授 から詳細 を伺
った︒
旅は大学街 の鐘の音と 朝の散歩 ︑コ
ッツウォルズ の花や跳ね る鱒︒自 然の
好きな友人は ︑高倍率の ルーペで 小虫
や名もない花 の芯を覗い て見せてくれ
た︒チャーチル首相の生 まれたブレナ
ム宮殿では︑ 途方もない 広さと大貴族
の歴史に圧倒され︑かの国の階級制度

人 ・ 旅 ・ 本 ︵ 三 ︶﹄

150

の 根 の深 さに 今 更 思い 当た る こ と
数々︒いやア凄かった︒
ドーヴァー近 くのカンタベリー 大寺
院では百 年 戦 争の華︑黒太子の鎧 姿の
石像棺に思い がけぬご対 面︒感激 のあ
まり︑額ずいたまま立ち 上がれなかっ
たが︑いつの 間にか居なくなった 友人
は裏の小川でアヒルと遊んでいた︒
その近くの リース城も 美しく広 々と
した敷地に池 や森︒こ こ の散策は 夢の
ようであった ︒城主の趣 味なのか 犬の
首輪の古いコレクション にはちょっと
たじろいだ︒
ロンドン塔 は二人の王 子やジェーン
グレイ姫の陰 惨な歴史も 観光客の 多さ
に少し幻滅︒この場所に近い︑あの
年前のト ン ネ ルを是非見 たいという私
に︑友人は そ の代わり明 日は蝋 人 形の
館よ︑と条件 を出した︒ あの見世物小
屋？と思ったけれど︑ここは妥協 して
ＯＫ︒松 村 教 授に教わったとおり ︑イ
ースト・ロンドン線に乗 って︑テーム
ズ 川 を は さ む 駅 ︑ Wappingと
Rotherhitheへ︒当時の荷 馬 車の 通行
には充分な高さのトンネルだったので

青戸

統 子 ︵昭 二十九文 ︶

あろうが︑ここを通る地下鉄はやむを
得ず天井が低い︒乗客は有色人種のみ︒
新聞紙やコーラの缶が停車の度に舞い
上がり異様な雰囲気︒相棒が妙に頼も
しくなった︒駅は当時の輝かしい光景
は面影も無く︑落書きとススの染み付
いた壁︒ロザーハイツの回廊のような
階段のみに当時の名残が少しあった︒
でもある種の達成感で満足であった︒
蝋人形の館 は行ってよかった︒ 人の
言う事も聞くものである ︒感心し て歩
くうちに昔見 た﹁美女ありき﹂の 映画
以来憧れのネルソン提督 に会っ た が︑
ローレンスオリビエとは 大違い︒ ハー
トは破れた︒ すべて実在 の人物の 中で
唯一﹁眠れる森の美女﹂が何故ここに？
と思ったら︑ 後に松 村 教 授から頂 いた
資料によると ︑これこそ フランス 革命
前の王宮で︑ 姪マダムタッソーに 技術
を教えた叔父自身の製作 によるル イ十
五世の寵姫︵ ヴェルサイユをマリーア
ントワネット と二分した 美女︶デュバ
リー夫人であった︒
蝋人形の館の 歴史は二百数十年を 逆上
る︒
︵つづく︶
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（その 3）
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社中の心

『 水 に つ い て』（其の二）
上島 康男 （昭 33 法）

出来る。最近紅茶一辺倒だった英国でコーヒー
を好む人が増え、又緑茶、烏龍茶の中国でも GDP

水は雨や雪が岩石や地下の岩盤などに浸透し

が一人当り 1000ドルを超えたので今後コーヒー

て伝わって流れていく間に岩などに含まれてい

が急速に普及するものと期待している。

る鉱物を溶かし込む。そして長い時間をかけて

日本の水は軟水が多いが、我が社では水道水

涌き水として噴き出してくる。水は地中の鉱物
が溶けて含まれるミネラル（カルシウムやマグ

を使用するお店には必ず浄水器の設置を条件と
している。水の衛生上、水道水には消毒用の塩

シウム）によって軟水と硬水に分けられる。

素の投入量が多く、カルキ抜きをしないとコー

水の硬度とは、水に含まれるカルシウムイオ

ヒー、紅茶の抽出には適さないからだ。

ンとマグネシウムイオンの量を炭酸カルシウム

最近日本人は飲料類は緑茶まで缶や紙パック

に換算した数値で、
日本では軟水は 100ppm 以下、
硬水は 200ppm 以上とされているが、各国でそれ

やボトル詰の加工品を飲んでいる。水も天然水
のボトル詰めの水を買う人も多くなった。日本

ぞれ独自の数値を定めている。

産出の水は殆ど軟水と見てよいが、輸入されて

日本の地下水は地下に留まっている期間が短

いる水は必ず硬度表示を見て 100 以下のものを

く地中のミネラル分の影響が少ないため軟水が

購入されることを奨める。

多い。逆にヨーロッパなどの大陸の水は石灰岩
が多い上に地下の滞留期間が長いためにミネラ

日本で美味しい天然水が飲めないのは残念の
限りだ。しかし水があるだけでも幸だ。干ばつ

ルが溶けすぎてしまい硬水が多い。ヨーロッパ

で苦しむ多くの国があることを思うと雨に恵ま

では硬度 200〜300 以上という水もあるほどで、

れていることを感謝しなければならない。

軟水に慣れている日本人が飲むとお腹を壊して

神戸の水はと云うと、戦前は西宮の宮水でも

下痢をすることがある。これはアフリカや東南
アジア他の後進国のように水が汚いからではな

知られているように神戸の六甲山系の地下水は
豊富でミネラルも多く、良質で寄港する外国船

く水の硬度の問題。従って水質の悪い国や硬水

も神戸で飲料用の水を積み込んだ。赤道近くを

の国ではボトル（但し硬度 100 以下）の水を飲

航行しても水が腐らないと重宝された。しかる

むことにつきる。ただし、ヨーロッパでもスイ

に人口も増加、使用量も膨大となり、現在は神

スやイギリスの水はおおむね大丈夫だ。
この水の違いは料理にも反映されている。ヨ

戸では常に水不足で悩まされ、呑吐ダムなど作
っているが間に合わない。水はタダではない。

ーロッパのように料理にはあまり向いていない

大切にしよう。

硬水の国の、例えばフランス料理では水を使う
よりも、蒸すとか、油で炒めたり、牛乳やワイ

『東京・雑感』

ンを加えて煮たりすることが多く、軟水の国の、
例えば日本料理では古くから水を使った煮物・

松岡

汁物・茹で物といった料理が多い。

美佳 （昭 60 文）

8 月上旬、運良く土日連続休暇がとれ、5 年ぶ

又ヨーロッパでは硬水使用でもまぁまぁ飲め

りに上京した。「関東ミニ文校」合宿に参加する

る濃いコーヒーやカフェ・オレ等が飲まれてい

ためだ。「大阪文学学校」の現役生、OB、OG が対

るが、軟水のイギリスでは紅茶の方が根強い人
気を誇っている。紅茶は葉に含まれたタンニン

象で、19 歳から 74 歳までの老若男女、経歴も多
様な 32 名が全国から集まった。

をお湯に溶かして香りを楽しむ飲み物だから軟

会場は、JR 上野駅北、上野動物園すぐそばの

水がよい。フランス・ドイツなどの硬水で入れ

ホテルで、敷地内に「森? 外居住の跡」があり、

ると紅茶の微妙な美味しさが味わえない。コー

庭園の一角に「? 外『舞姫』の碑」が建つ。

ヒーも軟水の方が断然美味しいコーヒーが抽出

? 外はこの地で「舞姫」「うたかたの記」等を発
3

ＰＣ同好会

表した。
到着後、ジャンルごとに 10 名前後のグループ
に分かれ、提出した各自の作品について合評会

市川

義人 （昭 57 経）

が始まった。鋭く、忌憚のない、だが適評の合

パソコンは生活の一部になりつつありますが、

い間に、次々と登場する古代から現代までの文

インターネットの働きが大きいですね。

人達やその作品、植物名の由来、ラッキョウの

通信業界の熾烈な戦いの中で特に Yahoo と K-opt

漬け方、S 氏の文芸賞受賞の報告、メジャー文芸
誌の最新刊に作品が掲載されたＭ氏の喜びの宣

の動きが目に付きます。うちは K-opt ですが、9

伝、はては「プレイボーイ」の定義まで･･･。

円以上安くなります。また固定番号が変わらない

私達のグループ担当のＨ先生は、中でも圧倒

で IP 電話にできます。近畿 2 府４県にかけても 3

的な存在感を放っていた。現役の作家で、某文

分 7.77 円。NTT の固定料金も不要ですし、キャ

芸協会理事、文学賞等の審査員も務めておられ
るが、引き付けられたのは肩書きではなく、そ

ッチホン等の料金も NTT より安いです。

の壮絶で奇天烈な人生、桁外れの博識とユーモ

ものです。これらを利用すれば年間数万円節約も

アのセンス、眼力である。

可能かと思います。

月から光ケーブルのインターネット月額料金が千

悩んでます。余計な支出はできるだけ削減したい

次のサイトを参考にしてください。

夜の宴会は、「舞姫」が執筆された「舞姫の間」
で、昼間の心地よい疲れを抱きながら、お酒を
酌み交わした。時は明治 23 年にタイムワープし

http://bbpromo.yahoo.co.jp/index_price.html

たまま、夜は静かに更けていった。

phone_top.html

http://www.k-opti.com/subwin/option/voip/eonet

＜最近の例会の様子は？＞
PC はどんどん進化しています。
メカに強い方は自分でバージョンアップしたり、
旧い機械の頭脳を入れ替えたり、捨てようと思っ
ていた機械が再生できたりとか様々です。
大人のおもちゃ としては飽きることが無いよ

イーゼル会

うです。
一度、例会を覗いて見てください。原則として

≪今月の絵≫

第 2 金曜日にやっています。
携帯電話のフル活用を教わったり、あぁなるほ
ど！と感心することしきりです。

（堀

友子）

ゴルフ同好会
〜〜懇親ゴルフコンペのご案内〜〜
絶好のゴルフシーズンを迎えました。
下記の通り懇親ゴルフコンペを開催いたします。
老いも若きも、男も女も、上手い人も下手な

黒田

豊夫 （昭 37 政）

人も･･･、秋の一日楽しく白球を追いましょう。
今回はお勤めの方も参加しやすいように、土
4

曜日に行います。スケジュール調整のうえ奮っ

たのが実感であります。若い頃に「家」を建て

てご参加ください。

てしまった(もちろん借金です)のを若干後悔し

○11 月 6 日（土） 9:00 集合（スタート 9：38）
○神戸ロイヤルパインズゴルフ倶楽部

ております。
私が神戸に着任してから 1 年が経過いたしま

（神戸三田インターより３分）

したが、この 1 年を振り返ってみて感じる点が

Tel：078‑986‑5151

二つあります。一つは、都会と田舎では「時間」

参加ご希望の方は、事務局または近藤宛てに

の流れがずいぶんと違うこと。もう一つは、神

10 月 16 日（土）までにお申込みください。参加
者には、追って詳細をご連絡します。

戸の社長さん方が何事にも積極的にチャレンジ
しておられるその姿勢です。「神戸」発の全国銘

世話人：近藤

正

柄が多いのもこのあたりに起因しているのかも
知れません。
ということで、公私とも楽しい都会生活を満
喫しており、銀行員生活 25 年の中で今が一番充
実していると感じております。
未熟者ではありますが、会員の皆さん、今後と
もよろしくお願いいたします。
尚、私は「松江観光大使」という仕事も委嘱

工藤

されており、松江の諸施設の割引券を持ってお
ります。ご利用希望の方は申し付け下さい。

守会員より
青山

隆一 （昭 54 商）

対象施設：松江城、武家屋敷、小泉八雲記念館、

≪はじめまして≫

堀川遊覧船、松江フォーゲルパーク (花と鳥の楽園)

今回、リレーエッセイのお話を頂き、何にし
ようかと考えましたが、今回は自己紹介をさせ
ていただこうと思います。
私は、昭和 54 年に商学部を卒業し、山陰合同
銀行に入行しました。地元の米子から鳥取を経

高嶋

験し、中小企業診断士資格取得のために 1 年間

8 月 26 日『Ｍ８（エムエイト）
』が集英社より
出ました。よろしくお願いします。
基本的には「愛」と「友情」の物語です。
「愛する人よ！ かけがえのない街よ！
マグニチュード 8。2005 年 12 月Ｘ日、東京大
地震発生！
10 年前、神戸ですべてを失った者たちが今、
立ち上がる！
最新研究をもとに描かれる大地震シミュレー
シ ョ ン 巨 編 。」 （帯より）
またまた宣伝させていただきました！

東京で研修を受けたのち融資部に勤務。今はや
りの企業再生、リレバン、M&A などの分野の仕事
を約 13 年（間に支店勤務 3 年あり）経験したの
ち、広島、神戸と山陽側の支店勤務となりまし
た。今年で銀行員生活 25 年の節目を迎えており
ます。
そもそも私は山陰地方の出身でありますが、
神戸島根県人会会長、副会長が塾出身であるこ

哲夫 （昭 48 工）

ともあり、神戸慶應倶楽部を紹介していただき
ました。

濱口

若い頃の理想としては、若いうちは「都会」で
生活し、年をとったら「地元」がいいと思って

紳二郎 （昭 58 法）

バラの栽培が趣味です。誰か同好の方がおら
れれば幸いです。新人の自己 PR でした！

おりましたが、現実は全くの逆となっておりま
す。（単身赴任 2 ヵ店目）単身生活に慣れたこと
もありますが、年をとってからの「都会」とい

ひと言コメントをイベント確認票の通信欄に書

うのが、こんなに便利なものだとは思わなかっ

いてください。誌面で紹介します。（編集部）
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〜9 月度例会のご案内〜
日 時 ：9 月 17 日(金)

〜〜今後の行事予定〜〜

18：30〜

会場：倶楽部ルーム

10 月 15 日 （金）10 月度例会

会費：2000 円
当日は淡路屋（寺本勤会員経営）の特製弁当を
いただきながらのフリートーキングの予定です。
気楽にご参加ください。

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 ）
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

〜初企画

バスツアー

1 月 21 日 （金）１月度例会

決定！！〜

2 月 24 日 （木）2 月度例会
3 月 24 日 （木）3 月度例会

≪10 月 30 日（土）赤穂忠臣蔵ツアー≫
詳細は 10 月号でご案内いたします。
ご家族お揃いでご参加ください。

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。

新入会員紹介

皆さまどしどし原稿をお寄せください。
「BRB」についてのご意見、ご感想もお聞かせ
ください。
堀 友子
tomoko@1968.jukuin.keio.ac.jp
八巻晤郎
yamaki@1965.jukuin.keio.ac.jp
編集後記
〇連日のオリンピック観戦で寝不足気
味だった今年のとても熱〜い夏︑メダ
ルラッシュに沸き︑景気も上に向いて
くれたらいいですね︒参加することに
意義がある︒倶楽部行事にも積極的に
参加して︑会員相互の親交を深めたい
と思います︒
︵ほ︶
○オリンピックの興奮と感動がさめや
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らぬうちにやってきた台風十六号︑前

︵ 晤︶

◎住所・電話番号・メールアドレスの変更は、必
ず事務局にお知らせください。
◎ 9 月 13 日（月）14 日（火）は、勝手ながら休
ませていただきます。例会の出欠返事またはその
他のご用の会員様は、メールまたは Fax を入れて
おいてくださるようお願いします。 （事務局）

夜の満月のやさしさとうってかわった

お間違いの無いようにお願いします。

暴風雨が自然の脅威をまざまざと見せ

≪ 078−393−0051 ≫

つけてくれました︒今年は台風の当た
り年︑次々とやってきます︒大震災の

FAX 番号が新設されました。

経験を生かし︑謙虚に自然を見つめ災

害 を最小限 に止 め た い も の︒

〜〜事務局よりお知らせ〜〜

