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修一 （昭 39 年商）

マジシャンは塚本、八巻、角谷氏それぞれの得
意技を披露、特筆すべきはわずか半年に満たな

6 月の例会は、24 日（金）に倶楽部ルームで

い八巻氏の堂々たる演技、ネタはわかりません

村田
開催された。

でしたがショーの演技者には上着が必携だとい

今回の講師は和田憲昌前会長、演題は 上場
の裏話 とのことで上場を目指す諸兄諸姉が総

うことを発見した梅雨の夕べでした。

勢 31 名集った。まずは不動産業界の現状説明，
都心の価値ある土
地は 2〜3 割の価格
上昇は当たり前。そ
れも一瞬のうちに
成約になる段階ま
で過熱してきてい
る。
因みに阪神間の優良な遊休地はまったくないそ
うです。

≪関西合同三田会のご案内≫
11 月 12 日（土）

このような取引を可能にしている金融メカニズ
ムの説明を聞くにつれバブルの再来の感を強く

城崎温泉「西村屋ホテル招月庭」で開催され

する。大量の不動産を所有する会員の皆様ここ

ます。詳しくはご案内チラシをご覧ください。

で喜んではいけません。取引の対象となるのは
あくまで価値ある物件だけ、賃貸住宅所有者の

なお、神戸慶應倶楽部では翌 13 日（日）バス

方には駅から 4 分以上の物件は早急に処分すべ

旅行を企画しています。皆さんの参加･協力をお
願いします。詳細は別添のご案内をご覧くださ

しとのアドバイスがありました。

い。

多岐にわたる不動産業界ならではの話題もさ

バス･宿泊その他の準備がありますので、同封

ることながら、バブル後倒産の危機に直面され
たとき半年間熟慮を重ね会社の必要性を確信し

（添付）の申込票にて 7 月末日までに必ずお返
事をお願いします。

決意されたこと、そしてそのとき力になったのが

不動産三田会の設立に携わり代表世話人を引き

社中の心

受けられたことだそうです。

は休みます。

数々の危機を乗り越えジャスダック市場に上
場を果たされただけに、迫力の有るスピーチで
来月号から、藤田克雄会員（昭 37 商）の文

した。

章を連載します。お楽しみに。

質疑応答の後、例会 2回目のマジックショー、
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上島

康男 （昭 33 法）

レーバーのマスタードを選ぶというのは、結構
新鮮で楽しい。

会員の皆様、5 月の総会には福井有君の大手
前学園理事長就任披露パーティと重なり（私、

重いのを承知で、各方面へのお土産と自宅用に

同学園理事）欠席しましたが、ご盛会であった

と、気になったフレーバー5 種類ほど 20 瓶ばか

と承りご同慶の至りです。

り購入して帰国し、その後早速それらのマスタ

さて、6 月 1 日慶應連合三田会の 2005 年度定

ードを使って料理してみた。
※クルミのマスタード

時常議員会が帝国ホテルに於いて開催され、常
議員に再選されましたので、2005 年 4 月より 2

火を加えると、クルミの香りが立ち上ってくる。

年間引き続き務めます。尚、当日の総会には関

ツンとするマスタード特有の辛味はほとんどな

西不動産三田会からとして芦原直哉君が、又 5

い。いろんな料理に使ったが、一番気に入った

年前まで神戸慶應倶楽部に在籍されていた金田

のは、ハンバーグのソースとして使ったとき。
焼き汁にマスタードと生クリームとキノコの類

政也君が 4 月に新設された東久留米三田会の幹
事長として出席しておられました。又お久し振

をあわせたらクルミの風味と肉汁でまろやかな

りに瀬戸雄三様にもお目にかかれました。

味のソースになって、いつもとはちょっと違う

この度の塾長選では安西祐一郎塾長が再選さ

ハンバーグになってくれた。

れましたが、常任理事が大巾に改選され、4 年

※3 種のハーブのマスタード
エメラルドグリーンの色がとてもきれい。さっ

間お世話になり皆様にもなじみ深かった田中俊
郎君が退任され、三田会担当常任理事として森

ぱりしているので、舌平目をムニエルにして、

征一君が選任されましたので、ご挨拶しておき

焼き汁にマスタードを合わせて緑のソースを作

ました。以上ご報告まで。

り、温野菜と共にお皿に散らすと見た目にも美
しかった。
※カシスのマスタード

≪ディジョンマスタードの楽しみ≫
畑 斗茂美 （平 5 経）

鮮やかなローズ色。優しい色合いとは逆に、強
い辛味をもつ。冬場に豚や牛の塊り肉を買って

昨夏、欧州を旅行したとき、フランスのディ

きて、ワインと人参・セロリ・パセリなどの香

ジョンをまわった。パリから TGV で約２時間程
度南下するブルゴーニュ地方の中心都市である。

味野菜と合わせて煮込み、ただこのマスタード
を添えて食べたら色も味もよいアクセントにな

中心都市といっても小規模な街で、一日あれば

ってくれた。

街をほぼ概観できる。

・・・と、フランスからはるばる来日したマス

ブルゴーニュ地方の都市なので、ワインが美味

タード達は、重い思いをして持って帰ってきた

しいのは当然として、ディジョンはマスタード
も有名である。日本でも少し高級なマーケット

だけのことはある活躍ぶりで、我が家の食卓を
大いに盛り上げてくれた。おかげで毎夜の飲酒

などでよく売られている MAILLE（マイユ）とい

量が増えてしまったのはいうまでもないが。

うマスタードのメーカは創業 1720年と老舗らし
い。本店がディジョン中心街にある。
もしもディジョンを訪問される機会があったら、
是非このマイユ本店に立ち寄られることをお勧

≪ホームカミングデイ≫
徳丸 由里 （昭 55 文）

めする。マスタードといえば、いわゆる練りマ

今年 3 月、卒業 25 周年を迎える塾員として大

スタードか、粒入りマスタードくらいしか知ら

学の卒業式に参列しました。

なかったが、ハーゲンダッツやサーティーワン

前日の夕方、夫と 2 人の息子と愛犬に留守を

のアイスクリームを選ぶように、各種フレーバ
ーのマスタードが並んでいる中から、好きなフ

頼んで 1 人新幹線に乗り、その日は新横浜のホ
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テルに宿泊。こんなことは結婚以来はじめてで、

のアイドル 團

何とも言えない開放感を味わいました。翌朝は

生会が開かれました。

友人 2人と日吉駅で待ち合わせをしていました。
駅はすっかり変わってしまっている上に、もの

お馴染みの鍋島直昶先輩のライブハウス「ミ
ッドナイトサン」にメンバー17人が集いました。

すごい人。卒業生とその保護者に加えて 25 周年

まず、お祝いのケーキにローソクが灯され、鍋

の塾員達が同時刻に降り立つのですから、無理

島先輩やプロのミュージシャンによる「ハッピ

もありません。こんな人ごみの中で友人に会え

ーバースデー」の演奏と大合唱のあと、團さん

るかしら、とすっかり不安になる私。すると不
意に、何やら見憶えのあるようなないようなオ

自身によりローソクが吹き消され、それから楽
しいライブ＆パーティが始まりました。

ジさんが、「よっ、久しぶり！ムツオも来てるよ。

裕子さんの楽しい、豪華なお誕

まず、プロのボーカリストによりセッション

またあとでねー。
」と声をかけてきました。 え

が始まり、続いて本日の主役團

裕子さんによ

っ、この人誰？それに『ムツオ』って？ 頭の

るボーカルが披露されました。

中は混乱を極めましたが、とりあえず「う、う
ん。
」と引きつりながらも精一杯の笑顔を返しま

「オールオブミー」など、甘い、素晴らしい歌
声でみんなうっとり。大感激でした。

した。何とか友人たちと落ち合い、人込みに押

当日はセッションデーだったので、お友達の

されながら幾度かの信号待ちをして横断歩道を

男性や女性のボーカリストの皆さんが得意の曲

渡ると、そこにはやっとあの懐かしい銀杏並木。

を披露され、又、メンバーの吉田さんがサック

ここからは昔のままでした。学生の頃は 1 度も
上がったことのない 2 階席から見渡す記念館。

スで飛び入
り参加され

ここで体育のマット運動をしたものです。席を

るなど、す

埋め尽くす卒業生達を見ていると、あれから 25

ごく楽しい

年も経ってしまったのか、と改めて感慨が・・・・。

雰囲気に満

その卒業生に負けじと塾歌を熱唱する顔・顔・
顔。あの滾る（たぎる）ような若き血がちょっ

たされまし
た。プロの

とドロドロになっても、髪がすっかり薄くなっ

ミュージシ

ても、みんなの顔はそれぞれの人生を精一杯生

ャンの方々も続々集まって来られ、それぞれの

きてきた誇りで輝いているように、私には見え

パフォーマンスで後半もすごい盛り上がりを見

ました。式が終わると二幸食堂でパーティがあ
り、ここで、さきほど声をかけてくれた彼とム

せました。

ツオ君は、私が所属していた「卒業アルバム委

に愛され、このような楽しいお誕生会になった

員会」の仲間であったことが判明しました。
（月

のだと本当に嬉しく、そして楽しい気持になり

日が経つって、ほんとにオソロシイ･･･。）これ

ました。團さんが今後もお元気で、素晴らしい

から 25 周年を迎える皆さん、ホームカミングデ
イには是非とも参加されることをお勧めします。

ボーカリストとしてご活躍されるようお祈りし
ています。

團

裕子さんの可愛らしい、素直な人柄が皆

必ずや、懐かしい再会と新しい発見があること
でしょう。

ゴルフ同好会
≪お泊り「赤白」ゴルフコンペ≫
芳川 玲子 （昭 41 文）
6 月の 3 日と 4 日、「白組」神戸慶應倶楽部か

ＫＫＪＣ

ら 7 名、「赤組」婦人三田会からも 7 名が兵庫県

黒田

豊夫（昭 37 政）

赤穂郡の「青木功 GC」に集結。

6 月 6 日（月）の夜、神戸慶應ジャズクラブ

初日は「白組」五代会長がベストグロスのぶ
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っちぎり優勝。

しましたが、現在は、3 団体から会員が適宜参加
し、お互いに棋力を競い合っています。
今回は、参加者が理工学部 5 名、宝塚慶應倶楽
部 2 名、神戸慶應倶楽部 3 名、合計 10 名ですが、
神戸が 9 勝 1 敗(安永 4 勝 0 敗、浅沼 3 勝 0 敗、
林 2 勝 1 敗)という、好成績を残す結果となりま
した。囲碁愛好家は誰でも、自分の棋力を向上
させたいという意欲を持っていますが、他流試
合で、刺激を受けることが、レベルアップに繋
がるのではないかと期待しています。対戦終了

夕食の後、地元の酒屋で購入した店晒しの赤白

後は、宝塚駅前の居酒屋で、和気藹々とした懇

ワインで 2 次会。白は「匂いがおかしい」との

親会が開催され、囲碁談義に時の過ぎるのを忘

ことで廃棄。赤は「何とか飲めそう」
。K 会員提
供の「干しブドウ」を肴に侃侃諤諤のトークタ

れました。

イム。
午後 11 時、明日の必勝を胸に一同就寝。その晩、
2 名がゲーリー・プレイヤー。「赤」ワインの呪
いか。
翌日は、輝く太陽を時折黒雲が覆い隠す。午
後から嵐との予報。
前日優勝の五代会長は、ラウンドコーチとキャ
ディ役のハンディを負いながらまたもやベスト

神戸慶應倶楽部の囲碁同好会は、毎月、第一

グロス。後を追う「赤組」芳川は、前の組の残
したクラブや日傘を拾いつつも懸命に頑張り

金曜日が例会日となっていますので、腕前の如
何を問わず奮ってご参加いただけることを、願

「93」、HD にも恵まれ栄光の優勝。

っています。

「白赤」両会長に優

7 月の例会には、
関西棋院女流プロ棋士の指導

勝させるなんざ〜出

碁が予定されています。

来すぎのストーリー。
「来年こそは団体優

PC 同好会

勝」と火花を散らす

八巻

心の内を読んだか、

晤郎 （昭 40 経）

驟雨と雷鳴の轟くな

おもしろくて有益と思われるメールマガジン

か、両会長は時速 50 ㌔で山陽道を帰還した。

を見つけました。
なるほど、そうか! 目からウロコのパソコン
基礎講座
http://www.magonote-sys.jp/mailmag/scale/

囲碁同好会
浅沼

清之 （昭和 36 経）

です。このホームページをあけるとメールマガジ

6 月 19 日(日)午後 1 時から、慶應理工学部同
窓会関西支部囲碁の会が幹事役を務め、神戸・

ンを申し込めます。ホームページにも説明されて
いますが、内容は：

宝塚両慶應倶楽部合同の囲碁懇親会が開催され

・メールの基礎と作法を身につける

ました。開催場所は、幹事のお世話で、ヤンマ

・ファイルとフォルダ、ドライブ、拡張子

ー宝塚保養所で定例化されています。当初は、

・画像の形式、その違い

理工学部と神戸慶應倶楽部の交流からスタート

・パソコンの時計、合ってますか
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・インターネットを安全に利用しよう

なくいましたが、今年３月の例会に初めて参加

・パソコンでキレイな文章を書くには

させて頂きました。最初は新入会員ということ

・転ばぬ先の杖、データのバックアップ

で、一人で月例会に参加させて頂くことに若干
の不安を感じながらも、大先輩の皆様がいらっ

・その文書、ほかのパソコンで読めますか
ひとつのテーマを 1 週間か 2 週間で説明します。

しゃる中、非常にアット･ホームな雰囲気で楽し

マガジン一回分は 5〜10 分で読み切れる程度の

い一時を過ごさせて頂きました。
今年で 45 歳という中年の域に入り、私にとっ

分量にする予定です。
ちょうど始まったところなのでわかりやすく入

て大きな転機の年となりました。そこで、新た
に三つのチャレンジ項目を掲げました。

れます。ホームページにはイラスト入りで説明が
あるのでメールだけでは分かりにくいところも

まず一つ目は、仕事スキルの幅を広げること

ホームページで理解できます。

にチャレンジ。ある知人からお誘いを頂き、15

参考にしてください。

年間勤務した㈱ＵＦＪ総合研究所を６月で退職
し、７月より、新たにエネサーブ㈱戦略開発室
に勤務することとなりました。コンサルタント

イーゼル会

としての立場を離れ、再度事業会社で勤務する
≪今月の絵≫

ことで、自分のキャリアの幅の拡大にトライ。
二つ目は、私の次女が弓道をやりたいという
話から、私も娘と一緒にやろうということで、
ともに弓道の道場に入門し、自らの精神の鍛錬
にチャレンジ。
三つ目は、喫煙者にとっては非常につらい環
境になってきていますが、一度トライして挫折
した禁煙プログラムに再度チャレンジ（禁酒は
無理ですが）。
三つのチャレンジを掲げましたのも、この度
の JR 尼崎電車脱線事故で、私と同じクラブで

出口

英雄 （昭 37 工）

大学生活４年間をともにした植木英也君が亡く
なられたことが私にとって大きなきっかけとな
りました。ニュースを見た瞬間まさかと思いま

各同好会の例会日その他についてのお問合せは、

したが、告別式に出席させて頂き、非常に悲し

各世話人および事務局にお問い合わせください。

い現実を目のあたりにしました。人生この先何
が起こるか分からない、自分にとって納得のい
く人生をと考え、思い切って新たな可能性にチ
ャレンジすることとしました。
最後になりましたが、植木英也君のご冥福を
お祈り申し上げます。

≪新たなるチャレンジ≫
山口 勝裕 （昭 59 経）

このコーナーは、普段会に出席できない方や
遠隔地の方、また新しく会に入られた会員の交

勤務先が大阪ということもあって、以前大阪
慶應倶楽部に入会しておりましたが、３年程前

流広場として活用していただくためのものです。

に退会し、私の大好きな神戸にあります神戸慶

この場から更なる交流の輪が広がれば、どん

應倶楽部に入会致しました。

なにか素晴らしいことでしょう。ご応募お待ち

入会したものの、月例会などに顔を出すこと

しています。
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（編集部）

〜〜家族例会のご案内〜〜

〜〜今後の行事予定〜〜
8 月 23 日(火)
9 月 20 日(火)
10 月 20 日(木)
11 月 12 日 (土 )
12 月 10 日(土)
1 月 5 日（木）
1 月 27 日(金)
2 月 16 日(木)
3 月 24 日(金)

≪サマーパーティ＆オークション≫
日時：7 月 23 日（土）18：30 より
場 所 ：十五番館
倶楽部ルームのある神港ビル向かい
会 費 ：5,000 円
恒例の夏の家族例会に、今回は久々に ウッ
チー こと内山景介会員が登場いたします。ど
のようなパフォーマンスを見せてくれるか、趣
向を凝らして参加者を楽しみませてくれること
請け合いです！ ご期待ください。
夏の一日ご家族お揃いで美味しいお料理とパ
ーティをお楽しみください。
また、倶楽部財源確保のため、当日は皆さま
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。
（当日欠席される方、また大きい品物、重いも
のを出される方は、事務局宛てに送っていただ
ければありがたいです。なお、勝手ながら送料
につきましてはご負担願います。）

8 月例会
場所未定
9 月例会
倶楽部ルーム
10 月例会
倶楽部ルーム
関西合同三田会 城崎
年末家族例会 場所未定
賀詞交歓会 倶楽部ルーム
1 月例会
倶楽部ルーム
2 月例会
倶楽部ルーム
3 月例会
東天閣予定

〜〜事務局よりお願い〜〜
◎ 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。

〜〜大阪慶應倶楽部からのお誘い〜〜
≪第 75 回大阪慶應倶楽部創立記念祝賀会≫

FAX 番号が新設になっています。

≪ 078− 393− 0051≫
お間違いのないようにご注意ください。
編集後記
〇今年の夏は干上っています︒去年の

今頃は大雨で大変でしたが︑このまま

で大丈夫なんでしょうか︒

時節柄というのはとても大事ですね︒

ちょっと不安です︒
︵ほ︶
〇七月︒祇園祭︑天神祭︑間には海の

記念日など暑い盛りのお祭り行事が続
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く日本の夏がはじまる︒今年は天候が

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

定まらず︑神戸は空梅雨模様のまま夏

︵晤︶

参加ご希望の方は、大阪慶應倶楽部事務局ま
で直接お申込みください。
TEL:06-6202-0516
FAX:06−6202−4185

入りしそう︒琵琶湖の降雨量も少ない
らしい︒省エネ︑節水︑節電等︑今年

の夏は暑そうだ︒

日時：7 月 15 日（金）18：30〜21：00
会場：都ホテル大阪 4 階「浪速の間」
大阪市天王寺区上本町 6‑1‑55
TEL:06−6773−1111
会費：平成 7 年卒以前の塾員 9,000 円
平成 8 年卒以降の塾員 6,000 円
記念講演：「近未来の予測」
講師：前財務大臣 塩川正十郎氏

