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される大学を目指していることを力説されまし
た。

剛資 （昭 39 工）

やっと秋の気配を肌に感ずる 11 月 14 日の日

塾長の講演からは①教育の充実（スポーツに

曜日、平安神宮に近い「みやこめっせ」にて開
催されました。

よる感動教育含め）②研究成果を高めかつ国際
レベルへ③社会貢献（医療、ベンチャー）④大
学経営の安定、について期するところがよく伝

まず受付を済ませると、茶席が
用意され武者小路千家

わってきました。

官休庵

家元のお手前でお茶をいただく

今年のキーワードは 2008 年に迎える「創立

趣向で、茶席には福澤先生の書が
掛けられ、書の意に思い巡らし和

150 周年」・
「記念事業などよろしくご支援を」

やかな歓談の輪ができていまし

というメッセージが込められていました。
そして待望の懇親会に移り、祇園「一力」の

た。式典までの時間を利用し、私

舞妓さんから「菱岩」、「三友居」の京弁当をそ

どもは紅葉が色づき始めた南禅

れぞれ受け取り着席、さっそく芸妓、舞妓さん

寺を散策し秋の風情を楽しみま
した。

による京舞の華やかな舞台が始まりました。京
都の風情が会場をつつむなか、お酒と共に京弁
当、鰊そば、寿司などおいしくいただきました。

式典は安西塾長、服部会長、主催者代表およ
び７倶楽部、７三田会の 14 代表が壇上に揃い、
11 時半より始まりました。
さっそく挨拶、祝辞が始まり銭高会長、服部
会長から、主に福澤先生が 1858 年慶應義塾を開

宴がたけなわになるにつれ、舞妓、芸妓さん
が席を廻り記念撮影と交流が始まり、和やかな
秋の一日を楽しく過ごすことができました。
最後に我らが五代会
長と西村但馬三田会会
長より来年の関西合同
くまでの歩みとその志、そして義塾の関西との

三田会は、城崎温泉西

深い関わりを興味深くお聞かせいただきました。
安西塾長の記念講演では慶應義塾が現在日本

村屋を会場に開催する
ことを宣言し閉会とな
りました。

でトップを行く教育機関であると確信をしてい

【写真提供：西出晶子（昭 48 法）会員】

ること、創立 150 年をもって国際レベルで評価
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﹃私の選んだ道︵

二日目の朝は︑五時に朝食︑地図の上では
六時間半の行程︒二本分の水を持って︑六時
に出発︑鳶山を目指した︒背後に剣岳︑立山︑
前方には目指す薬師岳︑黒部左手前方には五
郎岳︑水晶岳︑その奥に槍ヶ岳の尖峰が覗い
ている︒真横には黒部ダム︑その向いに針の
木岳が聳えている ︒その後はるか彼方に五龍
岳︑鹿島槍ヶ岳が見える︒雲一点もない快晴
の素晴しい景色を満喫しながら ︑アップダウ
ンを繰返し越中沢岳︑スゴの頭へと向った︒
余りに圧倒される景色に 見とれてのんびり
越中沢岳で昼食をとった 時には︑既に六時間
経過︑水も残り少なくペットボトル 一本とい
う状態に︒これは急がねばと スゴの頭へと向
ったが︑そこからの下りが全くの難所で︑こ
のスゴの頭という名前は 余りにも凄い所と
いう意味で先人が付けた名前と私は思った︒
スゴの乗越︵鞍部︶に降り立った時には体は
火照るし喉は乾くし︑水はペットボトルに少
し残っているだけ ︒小屋迄地図の上ではまだ
四十分の登り︑これはとても 大変︑水を口に
含んでは四回に分けて喉 を潤すという今迄
経験した事のないやり方で︑やっとの思いで
小屋に辿り着いた︒な ん と九時間半の山歩

歳にして︶二﹄

いで一時間かけて 2,926
ｍの薬師岳の頂上
に立つ事が出来た︒霧が濃くなって来る︒

側の間は二ｍ位︑全く凄い所でやっとの思

一つ越えて今度は右側が又崖で︑左側と右

を歩く︒しかも左側が崖で上り詰めたら岩

ばと︑最後の薬師岳の頂上を目指したが︑
これが又全くの悪路で︑岩の間や瓦礫の上

という間に霧が出て来た︒またまた急がね

北薬師岳︵ 2,900m
︶に着いた時には︑既
に六時間経過︑昼食をとっていたら︑あっ

唯ひたすら 登った︒十分歩いたら息を整え
る︒その度に︑色とりどりの花に見とれる︒

トル四本に︑リュック がずっしりと重いが

日 水が足 りなかったので今日 はペ ッ ト ボ

からは︑中々きついよとの事︒それに︑昨

三日目は悠々薬師岳を目指す︒地図の上で
は︑六時間の行程という事だが︑小屋の人

が︑これも学生時代にワンダーフォーゲル で

プスの雷のスケールの大きさに驚かされた︒
かくして日々山登り に励んでいる昨 今だ

ら六時迄鳴 りっぱなし︒停電はするし ︑アル

き風呂に入っていたらまた雷︑なんと三時か

六時間で下山出来嬉しかった︒バスで宿へ着

し︑急ぎ十 の道を駆け下りた︒
折立バス停には地図に書 いてあるのと同じ

かしこの霧では︑午後は 雷雨になると確信

に出会う︒この道はよく整備されていた︒し

花が一斉に咲いている︒この厳しい気候︑高
山の岩場の中での共生に感動を覚える︒

霧の中︑お花畑の群落を分けて歩く︒夫々の

食をすまし 五時に下山を開始︒今日は朝から

いう事で薬師岳頂上を目指したが︑私は︑朝

ごさだった︒
四日目朝四時︑大半の人がご来光を拝むと

隆 ︵昭 二十 八 経 ︶

今度は︑雷に気をつけねばと 休む間もなく

学んだ基礎をもう一度思 い出し乍ら五十年

森

瓦礫の道をドンドン下って︑山荘に︒今日

の空白の後に選んだ私の道﹃大冒険﹄である︒

日曜日は︑下山道で沢山の人が登って来るの

も九時間半歩いた︒その日は土曜日だった

︵終わり︶

い大きな音がした︒これは雷︑しかも小屋

夕食終えて汗臭いままで 寝る︒その中物凄

の で小屋 は超 満 員︑一 枚の布 団で 二 人 寝
る︒水は雨水しかないので一切使えない︒

７３
の横に落ちたので ︑花火の大爆発の様なす

雄大 な ア ル プ ス の パ ノ ラ マ を見 る よ う な
スペクタクル︒気分爽やかに読 ませていただ
きました︒これからもお 元気で 次なる 冒険に
チ ャ レ ン ジし て く だ さ い ︒
︵編 集 部︶
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シリーズ第 8 弾
（その 2）

き︑へとへとになってしまった︒

km

社中の心

えない狙いもあるという。新札には見る角度に
よって模様が変わる「ホログラム」など、偽札

≪新札一万円に福澤先生の肖像画登場！≫
塚本 明久（平 9 総合）

を見抜くための極秘の「特徴」も仕込まれてい
る。この日本のハイテク技術の優秀さを福澤先

20 年ぶりにデザインを一新した新紙幣が１日、

生がお知りになれば、きっと驚かれるだろう。

発行された。福澤諭吉先生が引き続き新一万札の
顔となった。

新札発行にあたり、肖像画のゆかりある慶應
義塾に無償で記番号「Ａ000002Ａ」のいわゆる 2
号券、
「Ａ000001Ｂ」券が福澤先生の故郷である

ゴルフ同好会

大分県中津市に寄贈された。ちなみに新札 1 号

豊夫 （昭 37 政）

券は日本銀行貨幣博物館に収容され、記番号の

黒田

若い紙幣は肖像画の人物や裏面の図柄にゆかり
ある団体や場所に寄贈される。3 号券が裏面の鳳

11 月 6 日(土)、ゴルフ同好会主催のコンペが神
戸ロイヤルパインズゴルフクラブで開催されまし

凰像がある京都・平等院に寄贈された。

た。快晴に恵まれ、半袖の人もいるくらいのとて
も暖かい陽気で、五代会長、森

今回の新札発行は、偽造防止が基本的な目的

隆元会長はじめ、

だが、長期政権下で発行されるケースが目立っ

15 名のマスターズが参加、女性陣は芳川さん、横

ており、「新紙幣を出せるのは強い政権の証し」
という見方もできそうだ。

田さんのお二人が花を添え、４組でプレーを満喫

財務省によると、戦後の本格的な新紙幣発行

栄えある優

は今回を含めて 5 回。初回は幣原内閣だが、2

勝は芦原さ

回目は吉田内閣、４種類の新紙幣が順次発行さ

んでＧ78 の

れた 3 回目は岸、池田、佐藤の３内閣にまたが
り、４回目は中曽根内閣だった。特徴的なのは

好スコア、準

戦後の長期政権上位６位までが顔をそろえたこ

さんでＧ88、

とだ。各政権にとって新紙幣にかける思いは強

ニヤピン 2

い。2000 円札の発行を決めた小渕内閣でも「沖

個と絶好調のお二人でした。全体でバーディー４

縄サミットに向け、沖縄を思う熱意の表れだっ
た」とされている。小泉純一郎首相は 11 月１日

個、パーは数知れずといういずれ劣らぬ熟練の士

新紙幣効果について「景気が堅調に回復すれば

和やかな雰囲気の懇親会では近藤幹事の心配り

しました。

優勝は芳川

ばかりで、ハイレベルな大会となりました。
で全員に賞があり、とても幸せな気分で帰宅しま

いいなと思っている」と発表している。

した。次回もみんなで参加し、大いに楽しみまし

今回の福澤先生新札続投の真相は諸説報道さ

ょう。

れているが、全く新しい肖像画を描く手間を省
き、新札の発行を急ぐのが主旨だとされる。
１万円札は 64 億 7000 万枚（今年 9 月末）と、

乗馬愛好会

お札の流通枚数全体の 52％を占め、印刷に最も

八巻

時間がかかる。実際に１万円は、３種類の新札

晤郎（昭 40 経）

で最も早い 2003 年７月に印刷を開始した。今回
の新札は、発表から発行までの期間が 2 年 3 か

11 月 13 日、アテネパラリンピック馬術競技日
本代表監督を務めた三木則男会員（昭 54 法）が

月で、３種類とも肖像を一新した前回の 3 年 4

主宰する明石乗馬協会で久しぶりの体験乗馬会

か月を１年以上短縮した。急ぐ背景には、偽札

を開いた。前夜の雨で馬場はやや重状態ながら

の増加に歯止めがかからない事情に加え、偽造

空模様は良、風も微風、コンディションとして

をもくろむ人に、なるべく事前の準備期間を与

はまずますの中でスタート。
3

っていたのであるが、 パソコンに『TV・ビデオキ
ャプチャー』なるものを外付けすれば簡単にこれ
らを編集して小さな CD に落とせる とあるパソコ
ン専門雑誌に載っていたので、ついつい、何時も
のことながらこの『キャプチャー』を衝動買いし
てしまった。さっそく胸を躍らせながら付属ソフ
トを私のノートパソコンにインストールしてみる
と、説明書通りにテレビはよく写った。ところが
録画は何度トライしてもなかなかうまく行かない。
画面はあたかも幻燈写真を次々見るように『コマ
飛び』が生じ、音声も不連続で何を喋っているの
かさっぱり聞き取れないではないか･･･。
あわててメーカーのサーヴィスセンターに問い合
わせ、云われるままに何度も付属ソフトを入れ直
しては条件を変えてみたのであるがいっこうに良
くならない。一ヶ月ほど悪戦苦闘したがとうとう
テレビも写らなくなってしまったので、遂にＰＣ
同好会に持ち込んで我がハードの神様こと市川さ
んの診断を仰ぐことになった。
結果はノートパソコンの調子もおかしくなって
いて、どうやら Windows XP の大切なソフトも働い
ていないと云う。仕方なく Windows XP を１からイ
ンストールし直して再度試みたところ、テレビは
映ったが相変わらず『コマ飛び』は直らなかった。
途方にくれて『キャプチャー』を買った店に行っ
て相談してみたところ、何故か快く 新品と取り
替えましょう と云ってくれた。店員の話では、
『キャプチャー』やパソコンを壊してしまったの
は、小生が最近取り付けたウィルスバスター（ パ
ソコンの問題を見つけて修復する という Norton
の System Works ）が怪しいという。『コマ飛び』
もテレビを録画する際に画面を１コマ、１コマ、
この Norton のシステムがスキャニングしているか
らではないか･･･と云う。なるほどインターネット
配線と Norton のシステムを必ず切り離すようにし
てからは、テレビを録画することが可能になって
当初の目的は果たすことができた。
ところが次に新しい問題が発生した。説明書には
「約 6 時間の録画が可能」と書かれているのであ
るが、小生のノートパソコンではすぐにハードデ
ィスク（記録媒体、以下 HDD）の容量がいっぱいに
なってパンクしてしまうのだ。特に高品位の画像
に設定するとテレビの２時間番組でなんと HDD の
15GB 以上も使われることが分った。そこで次回（12
月）の PC 同好会では市川さんに小生のノートパソ
コンの HDD を 40GB から 80GB に交換して頂くこと
に決めた。
前回の BRB で村尾さんが紹介された HDD 内蔵のデ
ジタルレコーダーの「最新モデル」は、同時に二

我々の相手をしてくれるのは大智号と連山号、
共に 10年近く初心者を乗せて乗馬の楽しさを味
あわせ、明石乗馬協会のファン作りに貢献する
大ベテラン馬
である。騎乗
中は三木監督
から直々の指
導があり、見
学中は馬術部
OB・大阪慶應
倶楽部会員 で
今回特別参加された柳 廣治先輩（昭 32 卒）や
三瀬世話人から即席の馬術講義を拝聴、あっと
いう間の二時間であった。騎乗がすめば大智と
連山とはすっかり仲良し気分で持参の人参を食
べさせようと出す掌にもためらいがなくなり、
「また次、頼むでｴ」という具合。
騎乗のあとはお楽しみ BBQ ランチ。インストラ
クターの方々が焼き上げる神戸牛や三瀬世話人
が自ら栽培した特大椎茸やシシトウに舌鼓を打
ちながら馬術談義あれこれなど話や歌に大いに
盛り上がり、次回は来春、桜の下で開催するこ
とにしてお開きとなった。
三木会員が主宰する明石乗馬協会のホームペー
ジはhttp://www.ara.fm/

です。

囲碁同好会
12 月 2 日、
『芦田磯子女流プロ６段 』をお招
きして「特別例会」を行ないます。
レポートは次号に掲載します。ご期待ください。

（世話人：林

邦一）

〜囲碁から出た言葉、熟語〜
大局面・定石・布石・捨石・一目置く・岡目
八目・白黒をつける・死活問題等々、一般社会、
普段の話にもよく使われる言葉が多いですね。
ボケ防止のためにも今から始めませんか？
（師範代：五代

友和）

PC 同好会
池田

雅彦 （昭 39 工）

子供が小さいころに撮った８ミリやビデオ、そ
れにテレビから録画したテープが一杯たまって困
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つのテレビ番組の録画（W 録画）ができ、録画時間
も長く（HDD250GB 仕様で約 440 時間）、しかも 1
時間番組の録画を約１分で CD‑R にダビングしてし
まう。
パソコンの場合、高画質・高圧縮の録画は CPU（車
のエンジンのようなもの）のパワーに負担がかか
るので、上記の「HDD 内蔵デジタルレコーダーと同
じような高機能を持たせるには特別な仕様が必要
だ」ということも今回の一連の試みで明白になっ
た。本来の目的である「莫大な量の録画テープの
編集と CD 化」までには、まだまだ時間がかかりそ
うであるが、今後も根気よく（楽しみながら）検
討してみたいと思っている。

小西

康博会員より
六拝 英彦 （昭 44 法・阪埜）
（昭 46 経・川田）

≪自己紹介≫
昨年入会した芦屋三田会員のビジターとして、
東天閣に続きホテルオ−クラでの例会に出席、
ゼミの先輩や同じ学部の後輩、高校も同じ方々
との楽しい出会いに「いつかまたビジターで」
と思っていました所、指名され自己紹介した後、
五代会長から「私も川崎重工に勤務していた。

理解できた方はプロです！（ワカラン？）

今後も出席するように。
」とのお言葉を貰い入会
させて戴くことにしました。オークラで会った

ぜひＰＣ同好会のメンバーに！

法学部後輩の二人の優れた弁護士には、早速抱

イーゼル会

えている近隣との裁判についてお世話になって

≪今月の絵≫

います。4 年前の秋、初めて訪れたニューヨーク
に着いた夜、偶然塾長出席の NY 三田会があり出
席、そして芦屋三田会から神戸へ、また過日の
赤穂へのバス旅行にも参加しました。名前が珍
しくよく尋ねられますが「六拝（ろくはい）
」姓
の出身地は西宮です。が、父母共に養子・養女
で、父は神戸（住吉）
、母は芦屋の出で、実は父
方の祖母の実家が赤穂浪士の末裔です。バス旅
行が雨で、行けなかった四十七士の墓のある花

前田

岳寺には、過日改めてお参りしてきました。何

茂登子さん （前田会員夫人）

となく「見えざる手」 に誘われているような心
地で、会の席に座らせて戴いています。

会長の
お詫び
五代

ＢＲＢ11 月号の小西康博会員の文章の中で、次
の箇所を訂正させていただきます。
「中部クラブハウス」→「中電クラブハウス」
「東山村甲南会」→「本山村甲南会」
小西会員には大変ご迷惑をおかけしました。
お詫び申し上げます。
（編集部）

友和 （昭 37 商）

◎作家の深田祐介さんが「台湾」の人々に会って
感じたことは 、「明治時代の日本人が日常的に
持っていた倫理的緊張感や質朴さ」が感じられ
るとのこと。今の日本人、いったいどうなって
るのかな？先々が本当に思いやられますね。
我々「大人」がしっかりしなくちゃ。

＝訃報＝

◎神戸の街ってどんな街？
それは「オシャレ」な街。

岡本

彰祐 会員（昭和 16 年医卒）

日本中見回しても「オシャレ」な街は神戸だけ！

11 月 1 日ご逝去されました。（享年 87 歳）

オシャレな東京、オシャレな札幌、オシャレな

岡本彰祐先生は、「社中の心」第１回目の執筆者

京都と言っても似合いませんよね。

でいらっしゃいました。ありし日のご遺徳を偲

「オシャレな神戸」を大切に守りたいものですね。

び慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 合掌
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〜〜年末家族例会のご案内〜〜

〜〜今後の行事予定〜〜

日時：12 月 18 日（土）17：30 より
会場：神戸ポートピアホテル
南館地下１階「サファイア」

1 月 5 日 （水）賀詞交歓会

1 月 10 日 （祝）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

（ご注意）先月のメルマガで菊水の間とお知ら
せしていましたが、変更になりました。
会費： 男性会員 8,000 円
女性及び卒後 10 年未満の会員
ビジターは男性 8,000 円
女性及び中学生以上の男女
小学生以下 無料

倶楽部ルーム

2 月 24 日 （木）2 月度例会
3 月 24 日 （木）3 月度例会

6,000 円

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。

6,000 円

華麗なる舞姫のフラメンコ
あっと驚く女性マジックショー
今年も オークション はじめ楽しい趣向を

〜新年賀詞交歓会にお集まりください〜
平成 17 年 1 月 5 日(水) 11：30〜17：00

企画しています。ご期待ください。
ご家族お揃いで、パーティにお出かけくださ
い。美味しいお料理も待っています。

＜倶楽部ルームにて＞
時間内にご自由にお集まりいただき、ご歓談く

倶楽部財源確保のため、当日は皆様からたくさ
んの品物の提供とお買い上げをよろしくお願いし
ます。

ださい。お酒と軽食をご用意しています。

「福澤諭吉先生誕生記念祝賀会」のご案内
別添の通り平成 17 年 1 月 10 日（月）に開

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

催されます。お誘い合わせの上奮ってご参加く
ださい。

負担願います。

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。

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
12/18 神戸慶應倶楽部届

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

Tel：078−302−1111
配達日指定：12 月 18 日午前中

〜〜事務局よりお知らせ〜〜

編集後記
〇倶楽部の周りには今年もルミ
ナリエの準備が︒もう一年経っ
たのかと時間の経過の速さを実
感させられます︒今年もいろん
なことがあり過ぎました ︒
︵ほ︶
〇森さんの立山・薬師岳縦走に

はびっくり︒ザラ峠やスゴの頭

をネット検索してあらためて感

嘆︒周到な準備があっての単独

︵晤︶
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行でしょうがその決断と行動は
われわれ後輩を大いに刺激しそ

うです︒

◎ 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。
◎ 「関西合同三田会 会員名簿」2005 年度版が
12 月上旬に発行されます。本年度年会費納入
済の会員様に配布いたします。
◎ 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。
◎ 年末年始は 28 日から 1 月４日までお休みさせ
ていただきます。急用の場合は幹事長または幹
事にご連絡ください。

