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パラリンピック開催国の大変さを考えさせられ
ると同時に、精一杯やったギリシャに拍手を送り

雅彦 （昭 39 工）

たい思いがしました。
『パラリンピック』は欧米の先進国ではさか

10 月例会は 10 月 15 日（金）倶楽部ルームで

んにメディアが取りあげていたようですが、日

開催されました。

本では NHKが深夜にテレビ放映する程度でした。
日本選手のほとんどが自腹で練習しているのに

いつものように淡路屋さんの特注弁当に舌鼓
を打った後、昭和 54 年法学部卒（馬術部出身）
で、シドニーに続いてアテネでも『パラリンピ

対して欧米ではスポンサーがつき、その結果メ
ディアも積極的に放映しますし、パイロット（全

ック』馬術日本代表の監督として活躍された三

盲者などの伴走者）がついてゆけないほど優秀

木則夫会員から、私たちがめったに聞けない貴

な選手やプロの選手も生まれていると云います。
私も含め日本人全体の『パラリンピック』に対

重なオリンピック裏話をお聞きしました。
シドニー、アテネの各オリンピック会場の比
較、そしてシドニーで初めて正式種目になった

する認識の遅れを感じざるを得ませんでした。
義足、車椅子、その他競技に必要な補助器具

馬術を通して『パラリンピック』（＊）特有の課

の進歩はめざましくシドニーとアテネでは随分

題など、我々も考えさせられることの多いお話

と変わったそうですが、裕福な先進国や身体障
害者に親切な国とそうでない国との差が競技の

でした。

結果にまで影響し始めているとのこと、
『パラ
リンピック』はどんどん進展し、われわれの知
らないところで変化し続けているとの印象を強
くしました。
最後にデジタル･プロジェクターで見る両下
肢切断（グレードⅢ）や片腕・片足切断（グレ
ードⅡ）の選手がドレッサー（馬場馬術）に真
剣に挑む姿は印象的でした。
来る 11 月 13 日（土）神戸慶應倶楽部では三
木会員が主催する明石乗馬協会で体験乗馬会を
開催します。彼らの気迫に負けないように当会

アテネでは開会式も閉会式も満員の観客がス

員の皆さんも馬場馬術にチャレンジしてはいか

タジアムを埋め尽くしたそうですし、必ずしも

がでしょうか？

十分とは云えなかったとの話ですが、バス、道

（＊）
『パラリンピック』は Parallel Olympic（も

路、そして観光地パルテノンのアクロポリス丘

うひとつのオリンピック）の略で Paralysis（肉体

上まで車椅子への対応がなされていたと聞き、

の麻痺）とは関係ないとのことです。
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社中の心
シリーズ第 8 弾
（その 1）

歳にして︶﹄

に変わり易く︑午後は雷が危険︑しかし梅雨期にな
れば昼からでも大丈夫という事だった︒私は決心し

﹃私 の選んだ道︵

私は︑色々の言葉の中で︑道という言葉が好きだ︒
目を閉じて思いやる時︑行先の見えない︑それで

た︒そして天気予報 の梅雨明け宣 言を一日千秋の思い

隆 ︵昭 二十 八 経 ︶

いて夢の様なものを感じるローマへの道︑シルクロ

で待った︒

森

ードの道︑歴史街道︑熊野古道︑どれ一つとっても
私は七十歳になった時︑健康管理という事もあっ
て︑六甲山の魚屋道︑表六甲から裏六甲︑有馬へ通

い︑前進基地を有峰口の国民宿舎に移し一人旅を決

が明けない︒ 月 日の天気予報 では︑ 日は全国
的に晴れマークだった︒すかさず富山迄の切符を買

今年は西日本は好天が続いたが︑北陸は中々梅雨

じる道を最初に選んだ︒友人に誘われて芦屋から歩

行した︒

同じ思いだ︒

き始めた︒二時間も歩くとばててしまいリュックを
担いで歩けなかった︒それでも友人に引っ張りあげ

て一時間で一の越山荘着昼食︒午後も快晴︑思い切
って五色ヶ原山荘目指して出発︒右に立山カルデラ

一日目の朝快晴︑室堂迄バスで行き︑登山開始し

しっかりしているし目印はある︒しかし︑北アルプ

県の観光課︑山岳警備隊︑山岳ガイドに相談︒道は

私を掻き立てた︒今年を逃しては二度と行けない︒
歩ける中に一度は行きたいと思う気持ちから︑富山

三泊から四泊はしなければ行けません ︒﹂この言葉が

高ですよ︒だが︑道は険しく私の足では山小屋で︑

ら薬師岳へ抜ける縦走路です︒途中の五色ヶ原は最

呂まであり 快適そのもの天国の楽園だった︒︵続く︶

ているという花の園︑それにこの山荘には立派な風

を色とりどりの高山植物がこの時とばかり咲き乱れ

六時間半の山歩きだった︒五色ヶ原は山の中の平地
で雪渓が残り︑それが解けて池塘となり︑その囲り

をひたすら 歩き︑四時半過 ぎに五色ヶ原山荘に到着︒

えたという有名な峠で︑ここから一時間今度は上り

て岩の間を縫って歩くという道だ︒ザラ峠︵ 2,348m
︶
は戦国時代︑佐々成政が富山から信州へ難渋して越

ｍの下りでロープを使い︑梯子を下り︑両手も使っ

ひたすら歩いた︒獅子ヶ岳からザラ峠への道は崖

られて︑頂上に立つ時に味わう達成感︑爽快感これ
は忘れることは出来ない︒それ以来山にのめり込ん

年卒同窓会の時︑山にのめり込んだ友

の絶壁︑左に黒部湖を見下し︑竜王岳︑鬼ヶ岳︑獅

今年冬の

でいった︒誘われては付いて行く︑何時の間にか日

22

子ヶ岳等︑山と山の間のアップダウンを繰り返し︑

20

本の百名山を目指して登っていた︒

7

スは山が大きいから体力が要る︒その上天気が非常

人に︑今まで登った山で高山植物の一番綺麗な所は
と尋ねたら︑即座に﹁それは︑北アルプス︑立山か

４００
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〜初企画「バスツアー」レポート〜

に梅地先生の指導で、写生されていました。

≪忠臣蔵・赤穂バスツアーに参加して≫
井上 祥 （昭 56 法）

一方、青戸先輩はじめ９名は、赤穂御崎先端
の赤穂温泉銀波荘にて瀬戸内の味覚を堪能し、
「若返りの湯」や「よみがえりの湯」として知

秋五代会長、徳丸幹事長はじめご家族の方も

の旅行シーズンたけなわの 10 月 30 日に、

られる温泉で瀬戸
内の島々を見なが

含め 28 名の方々と初めての企画、「忠臣蔵のふ

らご入浴にお買い
物に楽しまれてい

るさと赤穂ツアー」に参加してまいりました。
当日はイーゼル会のスケッチ旅行も兼ねてお

らっしゃいました。

り、参加すれば必ず晴れるメンバーの神通力？

再び全員合流し、

も今回は叶わず、雨天の中の出発となりました。
往路の車中では差し入れのビールや昔懐かし

復路の貸切バスの
車中では、ビンゴ
ゲームやカラオケに時間が経過するのがこんな

のお菓子に明石を過ぎた頃には皆さんのお顔も
明石のたこも負けるくらい真っ赤になり、バス

にも早いのかという盛り上がりでした。

ガイドの面代（めんだい）嬢とのやりとりに大

雨降って地固まるという諺の通り、バスの車

笑いで大変盛り上がり、あっという間に赤穂に
到着いたしました。

中では会員の親睦がさらに深まるのを感じまし
た。
10 時間近く皆さんと時間を共有し、私も神戸
に住んで丸１年、なんだか旅行中は先輩方が親
であり兄姉の様に思えたのは錯覚でしょうか？

「10 月 29 日の役員会の協議・報告事項」
幹事長 徳丸 公義 （昭 54 商）
10 月 29 日開催の役員会にて以下の事項を報告

雨で播磨灘にぼんやり浮かぶ島影を車中から

及び協議しましたのでお知らせします。

眺めながら、浅野匠頭、大石内蔵助以下四十七

１. 月次例会

義士を合祀して創建された大石神社を饅頭屋さ

これまでの月次例会の出席者数の状況報告と

んのオモシロオカシイ案内人のガイドで参拝し、

今後も同様にクラブルームを活用する方針を継

赤穂城址を見学し、はるか江戸時代の忠臣蔵の
ロマンに思いをはせました。

続することを確認した。なお、講師はこれまで
どおり当倶楽部の方を中心に塾員の方にお願い

全員で記念撮影をした後は、イーゼル会の皆さ

する予定。

んは、雨天のため当初の予定とはスケッチ場所

２. 来年の関西合同三田会の開催

を変更し、広間にて淡路屋さんの三段重ねお弁

兵庫県下の慶応倶楽部・三田会の役員との 2

当にビールにとこ
のまま出発まで宴

回の打ち合わせ及び関西合同三田会幹事会で検
討の結果、2005 年の関西合同三田会を但馬三田

会が続くのかと思

会主幹で城之崎温泉の西村屋において開催する

われるくらいでし

こととなった。開催日は 11 月 12 日（土）であ

た。しかし、さす

り、当日は当倶楽部からの業務の応援を予定し

が、イーゼル会の
方は昼食が終了す

ている。出席者は 150 人から 200 人を見込んで
いる。遠方のため別途料金にて宿泊の手配も行

ると同時に、瀬戸内海の眺望や秋の木々を真剣
3

イーゼル会

う予定。なお、神戸からバスにて参加会員の足
を確保する予定である。

≪今月の絵≫

３．年末家族例会
年末家族例会を神戸ポートピアホテルの菊水
の間にて 12 月 18 日（土）の 5 時半から開催す
る予定。なお、アトラクションは、今後もう少
し検討することとした。会場がやや手狭なため
立食形式とする。
４．この秋の関西合同三田会
今年の関西合同三田会は、京都の「みやこめ
っせ」で 11 月 14 日（日）に開催されるが、神
戸からの参加予定者が現在 26 名のため、手分け

八巻

して参加者を勧誘することとした。

晤郎 （ 昭 40 経 ）

乗馬愛好会
≪体験乗馬会≫のご案内（再掲）
開催日時：11 月 13 日（土）
9：30 明石乗馬協会に集合、説明

ＫＫＪＣ
三木

12：00

和歌子 （平 13 文）

BBQ ランチ

10 月 9 日神戸ジャズストリートにあわせ、
KKJC と KKK 合同で懇親会が開催されました。

参加費

：

体験騎乗と BBQ
BBQ のみ

場所は北野坂ソネ。旧き良き時代からずっとそ

定員

：

体験乗馬

こにある老舗のライブハウスです。日が落ちた

申込〆切：

神戸。コース料理を頂きながらワインを傾け、

お問い合わせは、TEL または FAX で世話人ま

耳に心地よいジャズを感じ、穏やかに話す。
「ジャズはこう愉しむものだ」と私がずっと思

で、出席は三瀬まで連絡ください。
世話人：三 木 則 男

い描いてい

三瀬

5000 円
2000 円

10 名

11 月 5 日（金）

祥夫

た時間でし
た。
若輩者の

PC 同好会

私ですが、皆
様の輪に加

10月例会は倶楽部行事と重なったために流会

えていただ

になりました。しかし、メンバーの情報交換は

き、大人の仲間入りができたようで少し浮かれて

ML（メール通信）を通じて活発に行なわれてい

しまいました。いつの間にか帰る時間になってし
まい、後ろ髪をひかれる思いで店を後にしました

ます。PC は今の時代には欠かせないもの、又大
人のおもちゃとしても大変楽しいものです。

が…あの宴はどこまで続いていたのか気になると

次回は 11 月 12 日（金）の予定です。一度覗

ころです。次こそは最後まで！

いてみてください。
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（世話人：市川義人）

ゴルフ同好会
11 月 6 日（土）神戸ロイヤルパインズゴルフ
倶楽部でコンペを行ないます。

宮田

昌平会員より

今回参加されなかった方、次回はぜひご参加く

小西 康博 （昭 31 法）
≪私の履歴書のようなもの≫

ださい。開催予定は未定ですが、ゴルファーの

私は大阪生れの神戸育ち。岡本の「光の園」幼

皆さん、腕に関係なく仲間と楽しくラウンドい

稚園、本山第二国民学校、甲南中学、甲南高校の

たしましょう！

出身です。在学中、ラグビーに専念したが、中 3

（世話人：近藤

正）

の頃は選手不足の高校の試合に駆り出されていた。
塾では高 3 の時の左足膝に食らったセービング

囲碁同好会

がもとで靭帯がゆるんで大学の猛練習で水が溜ま
り、この慢性関節炎をだましだまし酷使するコツ

第１金曜日に倶楽部ルームで碁会所を開いて

を覚え二軍として一軍を苦しめ、全勝優勝した 4

います。気軽にお立ち寄りください。
初心者も大歓迎いたします。
（世話人：林

年生時代は指導に来た OB 連をして「どっちが一
軍だ」と云わしむる等、張り合いのある感動の最

邦一）

終学年であった。この仲間達のつながりは今なお
健在である。
中部電力時代は電柱や変圧器をエンヤコラと担

会長の

ぐ電工さん達とラグビーを楽しみ全国電力大会で
は各電力の地元へ転戦した。その間メンバー不足

友和 （昭 37 商）

の中電ボート部（伝統あり）に駆り出され、エイ

長者番付を見るたびにタメ息が出るけど、数百

トやナックルフォアを漕がされ全国社会人大会等

人の長者にインタビュー、アンケートをとった人

に 4〜5 年参加し、夏はボート冬はラグビー、夜は

がいる。いろんな要素があるけどチェックポイン

酒の若きサラリーマン時代であった。

五代

昭和 47 年、我々黒黄会（ラグビー）、漕艇倶楽

トは････
① 自分の大好きなことを仕事に選びましたか？

部（ボート）が中心となり東海三田体育会を発足

② 誠実で周りの人に信頼されていますか？

させ、この 10 月には第 26 回を中部クラブハウス

③ 自分は「運がいい」、「ツイてる」と思ってい

で 135 名が相集うた。毎回飲むわ、喰うわの大盛

ますか？

況である。
中電卒業後は 10 年余り他社にお世話になった

④ どんな危機も乗り越えられる自信があります
か？

が望郷の念止みがたく、3 年程前ポートアイラン

⑤ 30 人以上の人に応援されていると 感じます

ドに居を求め、全面的に引き上げて来たのは今年 5
月 25 日、奇しくも私の御生誕の日であり湊川神社

か？
⑥ 人生の師と呼べる人がいますか？

のお祭りの日、即ち楠正成公が湊川で討死をした

⑦ パートナー（配偶者）はあなたを心から応援

日であります。従って私、ガキの頃は「鳴呼忠臣

していますか？

楠子」の生まれ替わりではないかと謳われたもの

⑧ 子供には学校の勉強よりいろいろな経験をさ

でございます。現在まだ少々名古屋でお手伝いさ
せていただく仕事もあり月に 10 日程は訪名いた

せた方がいいと思いますか？
⑨ 10 年後のことを考えながら毎日を送っていま

しております。従って東海三田体育会、東海甲南

すか？

会顧問会とこちらでは、関西黒黄会、関西丸八会、

⑩ どんなに大きなことでも最後は自分が決断で

神戸甲南会、東山村甲南会と本倶楽部に入れてい

きますか？

ただいております。よろしくお引廻しの程お願い

ということらしい。皆さんはいかがですか？

いたします。
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〜関西合同三田会のご案内〜
会場：京都市勧業館

〜〜今後の行事予定〜〜

みやこめっせ
12 月 18日 （土）家 族 例 会 忘 年 会
1 月 5 日 （水）賀詞交歓会

〒606‑8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9‑1
TEL 075‑762‑2633 FAX 075‑751‑1622
http://www.miyakomesse.jp/

日時：11 月 14 日(日)
呈茶席 10：00〜13：00
武者小路千家 官休庵
式典

2 月 24 日 （木）2 月度例会
3 月 24 日 （木）3 月度例会

若宗匠）

11：30〜12：50

記念講演
懇親会
閉会

1 月 10 日 （日）170 回福澤諭吉先生誕生記念祝賀会
1 月 21 日 （金）１月度例会

受付 9：30 より
（家元

慶應義塾塾長

安西

（下記）

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。

祐一郎

13：00〜
15：00

会費：大人

10,000 円

子供（中学生以下） 5,000 円
幼児
無料

〜〜年末家族例会のご案内（予告）〜〜
12 月 18 日（土）17：30 より
会場は神戸ポートピアホテル

お申込みまだの方も、当日ご家族お揃いでお出
かけいただき、深まりいく秋の京都を存分に味
わってください。

今年もオークションはじめ楽しい趣向を企画
しています。ご家族お揃いで、パーティにお出
かけください。日にちを手帳にメモして、スケ
ジュールをあけておいてください。
またオークションの品物のご提供をよろしく

★11 月度例会は、この会に替えさせていた
だきます。倶楽部月次例会はありません。

お願いします。詳細は次号に掲載します。

〜〜事務局よりお願い〜〜

梅雨前から上陸開始

編集後記
〇深まり行く秋の気配が感じられる今日
この頃と言いたいのに︑台風やら地震と
かで災害に見舞われる事態︑十年前のこ
とを思い出しました︒紅葉も赤茶けて一
体どうなってるのでしょう？
︵ほ︶
〇十一月一日は年賀状の売出し日とか︑

もうはや年賀状！

した台風に地震まで加わった自然の脅威
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に列島が振り回されているうちに今年も

︵晤︶

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
八巻晤郎

あと二ヶ月︑早いもんですね︒
○雨に煙った赤穂御崎︑大石神社の見事

FAX 番号が新設になっています。
≪078−393−0051≫
お間違いの無いようにご注意ください。

な肥松の恵比寿様に大黒像︑ビンゴとカ

ラオケ︒バス旅行は楽し︒

◎メールアドレスを登録された方でメールマガジ
ンが届かない方は、一度倶楽部あてにテストメー
ルしてください。
◎2005 年度関西合同三田会 会員名簿は 12 月上
旬に発行されます。16 年度年会費納入済の会員様
に配布いたします。会費未納の会員様は、同封の
振込用紙にて至急お振込お願いいたします。
◎住所･電話番号･メールアドレスの変更がある場
合は、その都度必ず事務局にお知らせください。

