月刊 BRB

神戸慶應倶楽部

2005 年 3 月号

BLUE RED BLUE
〜〜2 月例会報告〜〜
宮本

2005 年 3 月 1 日発行
発行人：徳丸 公義
発行所：神戸市中央区海岸通 8
神港ビルヂング 5 階 509
TEL：078− 393− 0050
FAX： 078− 393− 0051
（FAX 番号が新設になっています。）
E-Mail：kobekeio@dream.ocn.ne.jp
URL：http://www.kobekeio.org/
編 集：堀 友子・八巻 晤郎

ピーチがあり、いかなる内容のテーマにも他の

恭延 （昭 62 経）

会員の方から鋭い質問や問題提起などが活発に

2 月例会が、24 日倶楽部ルームにて開催され
ました。外は冷たい雨でしたが、20 余名ほどの

なされるところは、さすが見識高い塾員の皆さ

会員の方が集まり、ルーム内は季節を先取りし
た春の陽気を感じさせる和やかな雰囲気に包ま

あっという間に楽しいときが過ぎ、まだスピ
ーチしたい方ということでさっと手を上げられ、

れておりました。

塾生の息子さんのお話をされたのは浦上さんで、

この会を楽しみにされている方は、開会の随
分前から来られていたようで、既にかなりの賑

その弁をふるうお姿は 10年前とちっとも変わら

わいのなか、お知らせしたいことがあって 10 年
近く振りに出席させていただいた私は、淡路屋

最後にこの誌面をお借りしてお知らせしたか
ったことを記します。私の携わる神戸都心商業

さんの豪華な三段弁当を見て、一足早い花見の

青年協議会と商工会議所主催で、3 月 16 日(水)

席かと錯覚したほどでした。
（寺本さん
おいしく頂きました。）

に塾名誉教授の 村田昭治先生の講演会があり

んだと感銘致しました。

ぬ光景でありました。

大変

ます。今回はオープンでご参加頂けますのでご

定刻になり、五代会長のご挨拶・お知らせの
なかで、塾高の 45 年ぶり選抜高校野球出場応援

案内させていただきました。私のゼミの指導教
授でもあり、盛会にしたいと思いますので、ぜ

依頼のお話があり、続いて住友さんより同じく

ひご参加ください。どうぞ宜しくお願いします。

45 年ぶりバスケットボール部の全国優勝のご紹
介など現役の活躍からスポーツの話題でひとし

詳細は次の通りです。

きり盛り上がりました。

日時：平成 17 年 3 月 16 日(水)14：00〜16：00
場所：神戸市産業振興センター3 階ホール
（神戸市中央区東川崎町１−８−４）
テーマ：輝く未来の姿を求めて「顧客ディライト」
講師：慶應義塾大学

名誉教授

村田

昭治氏

定員：200０名（定員になり次第締切）
参加費：神戸商工会議所会員は無料
（一般は 2,000 円

当日受付で頂戴します。）

問合先：神戸商工会議所中央支部
（TEL.078‑367‑3838 FAX.078‑371‑3370）

今回は講演の予定が無かったことから、久々
にご参加の会員の方から順に近況報告などのス
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シリーズ第 9 弾
（その 2）

咸臨丸での渡米以来︑一八六二年
に︑幕府が先 に締結した 欧米五ヶ 国と
の通商条約の 改正交渉のために︑ 欧州
に派遣した使節団に随員 として参 加さ
れ︑さらに︑ 一八六七年 に幕府の 軍艦
受取委員の随 員として再度訪米されま
した︒このような機会に 先生は欧米先
進諸国の制度 ︑文物の視 察︑調査 に当
たられ︑わが 国の政治︑ 文化︑社 会に
係わるシ ス テ ムの近代化 について 考察
を加えられたのです︒
このように ︑わが国が 鎖国から 開国
に向って進む 中で︑一八六七年に 大政
奉還が行な わ れ︑一八七一年に明治政
府が成立しました︒その 翌一八七二年
に福澤先生は ﹁学問のす ヽめ﹂を 刊行
され︑明 治 政 府の進めようとしている
国政の方 向に対し 警告を 出されまし
た︒先生三十八歳の時です︒
その第一は︑このまま進めば︑わが国
は民権軽視︑官僚支配の国になる︒第
二は︑外国の影響や脅威にさらされ︑
外国の侵略を受けかねないというもの

建学の精神﹃独立自尊﹄

一八五三年︑ペリーが米国大統領の国
書を携えて浦賀に入港して以来︑翌一八
五四年に日米和親条約︑一八五八年には
通商条約が締結され︑一八六〇年に日米
修好条約批准書交換のためわが国から
米国へ使節団が派遣されることになり
ました︒この使節団の警護と外航訓練を
兼ね︑軍艦咸臨丸が出航しましたが︑福
澤先生は咸臨丸の司令官の従者を志願
して乗組み︑渡米されたのです︒先生は
二十六歳で異国の地を踏まれたのです
が︑ここで先生の生い立ちと若き日のご
努力を振り返ってみますと︑一八三五年
誕生︑翌年父君を亡くされ︑豊前中津で
貧しい生活を余儀なくされました︒頭脳
明晰で勉学への意欲が強く︑二十歳の時
長崎で蘭学を学び︑翌年大阪の緒方洪庵
の適塾に進まれました︒その実力が認め
られ︑二十三歳で塾長を務められたので
すが︑藩命により二十四歳のとき上京さ
れ︑公務のかたわら藩屋敷の中で蘭学塾
を開かれました︒これが慶應義塾の始ま
りです︒

砂野

耕 一 ︵昭 二十 八 経 ︶

です︒つまり官僚支配の﹁大きな政府﹂
の国︑自国の安全保障を維持出来ない国
になるということなのです︒
さらに︑福澤先生は﹃わが国がこのよ
うな状態に陥るのを防ぐためには︑国民
の知識水準を上げなければならない︒そ
のためには︑人々が自ら進んで学問しよ
うという動機が必要である︒その動機と
は︑自分の家や自分の国を誰の世話にも
ならず︑誰からも侵されることのない家
や国にしたいという強い願望﹁独立の精
神﹂が必要であり︑自分の家や自分の国
を自ら尊いと思える家や国にしたいと
いう強い願望﹁自尊の精神﹂が必要であ
る﹄と述べられています︒
激動する二十一世紀の国際社会の中
で︑日本の将来を背負って立つ人材の育
成を﹁独立自尊﹂の精神に立ち返り︑考
えることが急務であると実感していま
す︒
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社中の心

≪慶應義塾高校甲子園へ！≫
青戸
9 年前、 塾

統子 （昭 29 文）

１月号塾員山脈で慶應義塾高校野

球部上田監督（Ｓ56 経）の記事を見ました。
就任 6 年目にして低迷していた野球部を 35 年ぶ
りに関東大会ベスト 8 に、そして神奈川県大会の
決勝へ、ここで勝てば甲子園と新聞は「中学時代
は塾通いの部員ばかり。偏差値 75 のＩＱ軍団！」

（慶應義塾ホームページより）

と大騒ぎ。残念ながら惜敗。しかし旧い精神主義

≪愛・地球博≫

の体罰、絶対服従を否定した監督のポリシーは感

藤井

動でした。全くの初心者部員達に栄養学・運動生

文明 （昭 39 工）

理学から体力をつけながら学年の上下関係無い打

3 月 25 日から半年間、愛知県の長久手町と瀬

撃中心の練習。野球強豪校とは違うのだから、勝

戸市にまたがる地帯で世界中から見学に来て頂

負より自由に野球を楽しめ！がそのうち力を発揮

く一大行事が始まります。

してきてこの成果を作れたのでした。旧い体質を
必要悪？とあきらめていた私は監督に極めて同

小生は実は万博開催地、瀬戸市の生まれでし
て、生まれ故郷で世界の博覧会が開催されるの

感！とのエールを送ったら、思いがけず丁寧なお

を目の当たりにして、感慨無量です。

礼状が！いつの日か甲子園での勇姿をお目にかけ

瀬戸と言えば瀬戸物とピンとくる人はむしろ

られますようとありました。

少数派で、瀬戸内海の方ですかと問い返された

今回 45 年ぶりに選抜甲子園出場のニュース。

ことがしばしばありましたが、もうこれで あ
あ万博の瀬戸ね と名前が定着してくれること

監督の思想と努力が報いられた事に嬉し涙でお
祝い状を出してしまいました。

翌日、監督から

を期待しています。人の集まる施設として、東

お礼の電話が。若き血が燃えました。

には東京ディズニーランド、西にはユニバーサ
ルスタジオジャパンにはさまれて、名古屋へ誘

◎ 塾高から次のようなご案内が来ております。
「甲子園球場での応援について（お願い）」

った客人に用事が終わったあとどこを案内すれ
ばいいか地元の者でも迷ってしまうのが常だっ

（前略・中略））関西の三田会の皆様にはアルプ

たのですが、これで一つの目玉が出来た訳です。

ススタンドに近く、応援団席と一体感の持てる

しかし万博は終わったら元通りにするのが建前、

1・3 塁特別自由席券を予め学校が購入し、確実

その後はどんな期待が持てるのかは私自身理解

に入場できる便宜を図るという対応をさせてい
ただきたいと存じます。（中略）甲子園のスタン

していません。
35 年前には丁度家内のお腹の中に次女がいて、

ドを三色旗で一杯にしたいと存じます。
（後略）

その後お前がお腹の中にいた時万博に行ったん

またホームページ http://www.hs.keio.ac.jp/に随

だよと言うと、その娘になぜ私が生まれてから

時情報を載せますので、ご覧いただければ幸い

行かなかったのと抗議されて、生まれてから行

です。

ったら終わってしまっていたよと言い返しても
中々納得しなかった思い出があります。その娘

わが神戸慶應倶楽部からも応援に駆けつけた

も今は一児の母親になっており、月日の経つの

いと思います。試合の日程は未定ですが、チケ

は本当に早いものだと痛感します。万博へ行か

ット（1 枚 1,200 円）購入ご希望の方は、3 月

れる時にはまず小生にもご一報下さい。出来る

11 日（金）
までに事務局にお申し込みください。

だけ便宜を図らせて頂きます。
3

囲碁同好会
≪新年会開催≫

ルとなっています。雰囲気としてはマジックの
ノウハウは私が、話術とマジックを織り交ぜて

さる 2 月 4 日、阪急六甲「せーむ・せーむ」と
いう店にて

ちょっと遅めの新年会

観衆を魅了させるノウハウは両先輩がという感

を開催しま

じで「半学半教」の精神でやっております。

した。

私も教える側にたっていたつもりでしたが、さ

店のママ心づくしの料理と美味しい酒をいた
だきつつ囲碁談議に花が咲きました。その中で五

すが、井上先輩・八巻先輩は、冗談混じりにお
話されながらマジックのネタを明かさず初心者

代会長より新しい提案が有り、女子プロ「水戸夕

とは思えないマジックを実演されました。

香里３段」に例会に来ていただき年１〜２回指導

私も倶楽部の会員として役に立てたことは本

を受ける事となりました。これを機に会員全員の
更 な る棋 力 向 上

当にうれしく感じました

を 目指 そうと 思 い ま す 。

＜決定事項＞
①同好会開催は当面２カ月に１回開催（偶数月
の金曜日）※次回は 4 月 22 日（金）18：30〜
②マジックネタは２ネタとし、材料費は（1500
〜2000 円）実費のみ徴収とし、世話人・塚本が
ネタ購入を行う。※なお、同好会で欠席された
方については、あらかじめ、前回欠席分の材料
を残しておき、次回参加時マジックを取得して
その後は恒例となった『連碁』（「3 人対 3 人」の

もらい、キャッチアップをはかり、会員全体の

ダブルスならぬトリプル戦）を夜が更けるまで楽

スキルの格差を設けないように努める。
③倶楽部ルームでの例会開催時には、テーブル

しみ、散会となりました。
世話人：林

邦一 （昭 41 経）

マジックとして、同好会会員でマジックの披露
希望者を募って実演する。
④同好会会計は、材料費実費（1500〜2000 円）

マジック同好会
≪マジック同好会スタート！≫
塚本 明久 （平 9 総合）

と弁当代（1000 円）をもってまかなう。※弁当
代については、
一人 1000 円徴収し、
（弁当代 800
円程度・飲料費 200 円程度）按分し、飲料費を
倶楽部に納入し、当日徴収した残額の繰越は行

2 月 18 日（金）雨天にも関わらず、無事 2 名

わない。

（井上先輩・八巻先輩＜角谷先輩は欠席＞）の
会員をもって、マジック同好会発会式を行うこ

以上のように決定いたしました。
より多くの会員のご参加をお待ちしています。

とができました
参加者の方も、すぐに紐とトランプのマジッ

乗馬愛好会
≪お花見乗馬会≫のご案内

ク（材料費 1500 円）ネタをマスターされ喜んで
帰っていただきました。
さて、同好会のスタイルですが、開始してか

明石の桜の名所、石ケ谷公園内の馬場で春う

ら、小生がマジックを披露。その後、個別にネ

ららの一日を乗馬とお花見、そして BBQ で楽し

タを伝授し、マジックにＴＲＹしていきます。

みませんか。桜は年々開花時期が早まっており

そして、マジックのマスター後は、お弁当を囲

昨年の経験から今年の公園の桜は３月末が見頃

んでマジックの裏話をして終わるようなスタイ

と思われます。公園内は桜に囲まれた多目的広
4

場になっておりお子様の遊び場としても最適、
また写生スポットとしても格好の場所です。
開催日時： 3 月 26 日 （土） 9：30 現地集合
場

≪未来からの留学生≫
石井 登志郎 （平 6 総合）

所：明石乗馬協会（明石市大久保町 112‑47）

（TEL

http://www.ara.fm/
参加費

を参照。）

12：00 桜の下で BBQ ランチ
： 体験騎乗と BBQ
5000 円
BBQ のみ

定員

私が卒業した総合政策学部のある湘南藤沢キ
ャンパス（ＳＦＣ）も開設 15 年が経過しました。
ＳＦＣに対してはこれまでにも色々な評価があ
りました。私の入学当初には期待値で評価が暴
騰、それが 5・6 年して一転、値崩れします。入
社 1・2 年で退職するものが多く、「ＳＦＣ卒業
生は社会に順応できない」などと言われます。
それが今となっては「ベンチャー志向」となり、
評価の乱高下も一段落したようです。
一方で、一期生の私たちが責任世代に入った
これからこそが、ＳＦＣの真価が問われると思
っています。
加藤寛・初代総合政策学部長は、 君たちは
「未来からの留学生」だ。未来は、何が起こる
か判らない。そうした中で、いかなる難問にも
くじけず、未来に希望をもって進める人材こそ
必要なのだ。過去の蓄積を授けるのではなく学
生に自ら問題を発見させ、その分析を行い、そ
の解決をデザインさせることがＳＦＣの教育で
ある。 とおっしゃっておられました。
そういえば、私が師事した教授は、私の問い
に明確な回答をしてくれませんでした。
「白で
すか？ 黒ですか？」現代教育の産物である私
は、答えがはっきりとしないとすっきりしませ
ん。しかし、「答えは自分で見つけなさい。何事
も、一生懸命考え、実行することこそが糧にな
るよ。」そう言われ、「哲学や禅問答やってんじ
ゃないよ。
」と同級生にぶちぶち言ったりしまし
た。しかし、今考えてみると、当時禅問答と揶
揄していたこのプロセスこそが、私を鍛えてく
れたのだと思います。
「未来からの留学生」であった私も、未来に
向けて歩み始めました。私が生まれた芦屋、生
活する西宮から、国の政治をリードしてみたい。
「未来創造産業」である政治は、ＳＦＣの理念
を形にするのに最適です。既に私の前には難問
奇問が山積していますが、大丈夫、私には神戸
慶應倶楽部の皆さんがついています！どうぞ今
後とも、よろしくお願いします！

078‑935‑8900）（送迎バス・地図等は

：

申込〆切：

体験乗馬

2000 円
10 名

3 月 18 日（金）

参加申込みは、世話人または事務局まで。
世話人： 三 瀬 祥 夫

イーゼル会
≪今月の絵≫

村田

修一 （昭 39 商）

会長の
◎ UFO って本当にいるらしいですよ。
小さいのはドッジボールの大きさ、大きいのは
葉巻のように細長くて長さが 30km もあるん
ですって。地球と違う銀河系から人類よりずっ
とずっと高度な生物が UFO を飛ばしてくるこ
とがほヾ確認されてるってことです。
◎ 宝くじでも当たらんやろか、と思っている人多

まだこのコーナーに登場されていない方、ご指名がなく

いでしょうね。お金が全てではないけど、あっ

ても、進んで輪にお入りください。二重三重の輪でより強

たら有り難いですからね。

固な社中の絆を繋いでいきたいと思います。（編集部）
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〜〜3 月度例会のご案内〜〜

〜〜慶早ゴルフ対抗戦のご案内〜〜

日時：3 月 24 日（木）18：00 より

日時： 2005 年 4 月 5 日（火） 集合 9：20
スタート：ＯＵＴ・ＩＮ共に 10：00
場所：廣野ゴルフ倶楽部
〒673‑0541 三木市志染町広野 7‑3
（TEL:0794‑85‑0123）
会費：6,000 円（パーティ代・賞品代）
プレー代、昼食代等（約 35,000 円）は
各自でお支払いください。
申込み締切り：3 月 22 日（火）事務局まで
担当幹事： 森本 泰暢 （昭 60 法）

（開始時間がいつもより早くなっています。）
会 場 ： 東天閣
神戸市中央区山本通 3? 14? 18
（ Tel：078-231-1351）
会費：8,000 円
女性及び平 6 卒以降の会員

6,000 円

中神安邦会員（昭 39 文）経営の「東天閣」の
中国王宮料理をお楽しみください。

〜〜今後の行事予定〜〜
4 月度例会
4 月 19 日（火） 倶楽部ルーム
2005 年度総会 5 月 30 日 （ 月 ） 場所未定
関西合同三田会 11 月 12 日（土）城崎「西村屋」
詳細につきましては、追ってお知らせいたし
ますので、ＢＲＢ・メールマガジン等で毎月ご
確認ください。2005 年度年間行事予定について
は次号でお知らせします。

〜〜（予

告）〜〜

◎ 6 月 3・4 日 ゴルフツアー（青木功ゴルフ
倶楽部）KLA ゴルフ同好会と共同企画
◎ 海 外 ツ ア ー （タイ 4〜5 日間）
11 月下旬予定

新入会員紹介

お願い

編集後記
〇梅は咲いたか桜はまだかいな〜♪

春はそこまで来ています︒神宮を思

い返しての三色旗と若き血︑母校の

球児たちが甲子園で活躍する姿︑想

高度成長期を迎えハ

像するだけでワクワクします︒︵ほ︶
〇大阪万博︑♪千九百七十年のこ〜

んにちは〜♪

ード未来を詰め込んだ博覧会でし

6

た︒あれから三十五年︑ソフト満載

︵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

のユビキタス社会と自然が共生でき
る夢をデザインする愛・地球博の開

見てみよう ︒

◎ 例会等にご出席の会員さまはお食事等の準
備の都合がありますので、事前に事務局まで
お申し込みをお願いします。なお、連絡なし
で当日欠席された場合はキャンセル料を頂
くことがございますのでご注意ください。
◎ 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。
◎ 会費未納の方は振込用紙を同封しておりま
すので至急お振り込みお願いします。
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。

幕です︒ぜひ訪れ︑五年後の世界を

神戸慶應倶楽部では、新潟地震被災地の義援
金箱を倶楽部ルームに設けています。同好会や
例会にお集まりの方の暖かい援助の気持ちをい
ただきたいと思います。10 年前を思い出し恩返
しできればと、皆さまのご理解ご協力を切にお
願いいたします。
（幹事長）
中越地震義援金振込先は次の通りです。
三井住友銀行神戸営業部（普通預金）
口座番号：1103257 名義：神戸慶應倶楽部

〜〜事務局よりお願い〜〜

