月刊 BRB

神戸慶應倶楽部

2005 年 8 月号

BLUE RED BLUE
〜〜７月例会報告〜〜
高橋

2005 年 8 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

泊して有名な「外湯巡り」してみるというのはいか
がでしょうか。

洋三 (昭 42 商)

なお、神戸からの参加
恒例のサマー家族例会が十五番館で開催されまし

者には、日帰り、宿泊、

た。会場の十五番館は旧居留地に残る神戸の貴重な

いずれの場合もバスが用

文化遺産、今回も、前田会員のお世話になりました。

意されます。もちろん 車

五代会長 から１１月１２日に城崎

内はフリードリンク、旅

の超有名旅館「西村屋ホテル招月

の楽しさが満喫できるこ

庭」で行われる関西合同三田会の紹

とでしょう。
さて、家族例会はウッ

介がありましたが、特に、宿泊組が
翌朝訪問する大乗寺（応挙寺）の障

チーこと内山会員の軽妙な言葉に乗せられたり、だ

壁画は一見の価値があるとのお話

まされて（？）大爆笑、大盛況。お買い得なお楽し

でした。ご住職が会長の親しいお知

み袋も無事に完売して、最後は「若き血」の大合唱
でお開きとなりました。

り合とかで、円山応挙と弟子達の描いた１６５面の
障壁画や十一面観音が織りなす立体的な曼荼羅世界
を体感できる良い機会となりそうです。
ちなみに 、フ ェノ ロサ が絶 賛し た円山応挙
（1733-1795）は自然の写生に専念したり、西の遠
近法等の手法を取り入れて独自の画風を確立させた
丸山派の創始者ですが、大乗寺の密蔵上人が京都で
苦学していた応挙の才能を見込んで学資を援助した
のが縁となり、客殿建設に当たって依頼を受けると
恩返しで一門の弟子と共に障壁画を描いたそうです。
但馬三田会

《例会報告記事中の写真について》

の西村会長は
するまでの城

例会時に撮影したスナップはこれらの他にもた
くさんあり、写っている方々には出来るだけ

崎町長 で西村

メールで送付するようしておりますが、メールを

屋の社長さん。

お持ちでない方または原紙から直接印刷を希望さ

豊岡市 と合併

名物「蟹」料理についても十分に吟味していただけ

れる方は倶楽部ルームで作業できますのでお越し

るそうなので、楽しみにして下さい。

下されば印刷作業のお手伝いを致します。（作業
希望日を前もって事務局に連絡願います。）

城崎といえば関西を代表する名泉、この機会に一
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社中の心

藤

が慶応びいきだったこともある ︒高校は下関

たいにコピー機でもあれば︑随分楽だった

にはノートを借りて一夜漬けをした︒今み

だけ︑格好つけていうと 社会勉強に精を出

入学して︑まともに授業に出たのは︑一学期

ったなあ﹂というのが最後で︑今も耳を離れ
ない︒心に残る友人だった︒

前に︑下関から電話が入り﹁あの頃は楽しか

とに３０才前に早世した︒亡くなる１週間位

素晴らしい人間性をもっていたが︑残念なこ

﹁これは︑デカンショ節で覚えるのだ﹂と

ま ほ し き こ と な り﹂先 人の知 恵は 凄い ︒

ところがである︒﹁何事にも先達はあら

倒だ︒英語ならすべて THE
で済むのに︑
性とか数とか格で変化する︒

よう︒やってみると覚えるのもなかなか面

きちんとネー﹂︒よし︑これをきちんとし

けはどうぞ単位を ･･･
﹂そんなことで折れ
る先生ではなかったが︑﹁定冠詞ぐらいは

田

克

雄 ︵昭三十七商︶

ヨーイヨーイ・デッカンショ♪♪

﹃ デ カ ン シ ョ 節﹄

で同じクラスに中部幸次郎君と云うのがい

のに︒ある時︑東京出身の奴が﹁おい︑ド

しかし︑試験には困った︒授業には出なく
とも︑雀荘には出席していたので ︑試験前

て︑２年後輩に弟の銀次郎君 がいた︒幸次郎

イツ語は大丈夫か﹂と聞く︒大丈夫な筈が
ないと答えると︑一緒に付き合えという︒

慶応へ進学しようと心に決めたのは ︑高２
の初め頃︒東京の空気を長く吸っていた母親

君は共に慶応に進学し︑彼はゴルフ部で活躍
した︒その後の銀次郎氏の活躍ぶりについて

と思ったら︑ドイツ語の先生の家だった︒

ジョニ赤を１本用意して︑どこへ行くのか

幸ちゃんは慶応のすぐ 裏の広い敷地に家

都会の子は︑要領が良いと感心した︒二人

は言うを俟たない︒
を建ててもらって ︑親戚のおばさんにお世話

す︒馬鹿げたことも山程あるが︑いろんな 出

いう︒やってみると ︑いっぺんで覚えたど
ころか︑今だに鼻歌で出てくる︒ドイツ語

で平身低頭 ︑今後の改心を誓って﹁今回だ

会いや経験すべてが︑自分を成長させてくれ
たと思う︒後悔もないし︑むしろ若い時は遊

で得たものは︑これだけかと思うと︑少々

になっていた︒別棟は麻雀専用で︑そこで天
丼をとってよく徹夜をしたものだ︒明るくて

ばなくてはと︑今でも思っている︒

胸が痛む︒

2

ＤＩＥ（ディ）

ＤＥＮ（デン）

ＤＥＲ（デア）

ＤＩＥ（ディ）

ＤＡＳ（ダス）

ＤＥＭ（デム）

ＤＥＳ（デス）

ＤＡＳ（ダス）

ヨイヨイ

ＤＥＲ（デア） ＤＥＳ（デス） ＤＥＭ（デム） ＤＥＮ（デン）
ＤＩＥ（ディ） ＤＥＲ（デア） ＤＥＲ（デア） ＤＩＥ（ディ）

♪♪

シリーズ10 弾
（その 1）

「これからの資源は、人々の潜在能力だ！」
浦上 忠文 （昭 44 政）

《お江戸へ戻って３ヶ月》
辰野 芳之（昭 42 経）

皆さまの熱い応援のお陰で、神戸市議生活も満

ご無沙汰しています。

１０年を迎えることが出来ました。先日の本会議

みなさんお元気でしょうか？

で勤続１０年の表彰を受けました。心より、感謝

神戸を離れ、お江戸へ戻って早や３ヶ月です。

申し上げます。

会報などお送りいただきありがとうございます。

１０年間市議を務めさせて頂いて、いちばん気
になることは、「世の中、なんでこんなに元気が無

おかげさまで、そちらの様子は何となく解ってい
るような気がしていますが、夕方の NHK などで

い人が多いんだ！」ということです。幼い頃から

神戸港モザイクが映ると 実になつかしく思うこ

の「あれしてはいけない。これしてはいけない」

のごろです。

「あなたには無理だ」というような条件づけに影

第二の故郷神戸から喧騒の街、東京へかえってき

響されてか、何事にも消極的、否定的、後ろ向き
の方が多すぎます。 私は、この２１世紀を切り

ました。しばらく離れている間に 東京は大きく
変わっていました。

開いていく世界の資源は、「個人ひとりひとりの

六本木、汐留、品川などなど あたらしい街が誕

潜在能力」だと考えています。それは、目には見

生し賑わっている。地下鉄大江戸線が走り、渋谷

えませんが、限りなく豊かに存在しています。

から横浜中華街が直結し、湘南新宿ラインで栃木

２１世紀の政治の大テーマは、「個人ひとりひ
とりの潜在能力」を引き出す役割です。この役割

〜横浜方面の直通が走るなど利便性は随分高まっ
ています。

は、世界の発展や平和に、数字で弾き出せないほ

関西に比べ経済の活力は相当あるように思われ

どの大きな貢献が出来るものではないでしょうか。

ます。ところが、ゆとりとか、うるおいとか、文

自分の豊かな潜在能力に気づいたとき、人は、

化とか、歴史とか、今ひとつ足りないように感じ

積極的、肯定的、前向きに行動し始めるものです。
そこで私は、一人ひとりの潜在能力を引き出すた

られてなりません。人がせかせか動きまわってい
るからなのでしょう。

めに、私塾「うらがみ大学」を創設しようと活動

新しい職場、泉州電業にもだいぶ慣れ、私もすっ

を始めています。手始めに、ケータイホームペー

かりお江戸人のペースになってしまいました。

ジで「今日のうらがみ大学」という、潜在能力を

いずれ大阪への出張もあるでしょう。其の折には

自由に発揮するために役立つミニ講義を、毎日発
信し始めました。

神戸へも足を伸ばしたいと考えています。
五代会長はじめ皆さんのご多幸をお祈りします。

お持ちの携帯電話に、後記の URL をご登録い
ただきますと、自動受信。毎日、
「うらがみ大学」
をご覧いただけます。毎日、内容を更新すること
は、厳しいものがありますが、神戸や日本の元気
のために、真剣に取り組んでまいります。塾社中
の皆さまには、ぜひ読んで頂いて、ご意見をお寄
せ下さいますようお願い申し上げます。
http://chiiki.ne.jp/uragami/
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囲碁同好会
＜女流プロの指導碁・第２弾！〜
水戸夕香里３段をお招きして〜＞
平田 晴彦 （昭 55 商）

という望外の大健闘となりました。
もちろん、指導碁ですから、勝ち負けを言って
も仕方が無いのですが、でもやはり勝てば嬉しい
ものですし、ましてやそれがプロの先生であれば

囲碁同好会では、毎月第一金曜日に倶楽部ルー

一層の励みになります。
水戸夕香里３段には、対局後１局１局ていねいに

ムにて例会を開催していますが、去る７月１日は、

解説していただき、とても楽しく有意義な時間を

日本棋院・関西総本部所属の水戸夕香里３段をお

過ごさせていただきました。本当にありがとうご

招きして指導碁を打っていただきました。女流プ

ざいました。

ロによる指導碁は、昨年１２月の芦田磯子６段に
続いて２度目になります。

え〜と、これを読まれてちょっと興味を持たれた
あ・な・た

水戸夕香里３段は、五代会長とは１５年来のご親

一度囲碁同好会に遊びに来てみませんか？

交がおありとのことで、今回はそのご縁でお願い

楽しいですよ♪〜

した次第ですが、美人で、優雅で、お人柄もすば

ただいま会員募集中！

初心者大歓迎です！！

らしく、兵庫県出身のとても素敵な女流プロです。

ゴルフ同好会
｢懇親ゴルフ大会のご案内｣（
予告）
秋の懇親ゴルフ大会を下記の通り予定しておりま
す。来月号に詳細をご連絡しますので、奮ってご
参加ください。
記
日

時：９月２９日（木）

8:35 スタート

場

所：芦屋カンツリー倶楽部
TEL．0797‑38‑3350

さて、当日の指導碁は３面打ち×２回でした。
３面打ちというのは、プロ１人に対して我々指導

費 用：謝恩デーで割安になっています。
世話人：近藤 正

を受ける側３人が３面の碁盤を使って同時に対局
していただくという、指導碁ならではの打ち方で

マジック同好会

す。これを２回行うので対局者は計６名。浅沼清

２月の同好会発足から、半年もたたないうちに、

之氏、安永利啓氏、林邦一氏、平田の囲碁同好会
メンバ−４名に加え、囲碁交流のある宝塚慶應倶

先月の例会でマジック同好会メンバーのミニ発表
会（手品披露）をさせていただきました。

楽部・植村裕氏と、理工学部ＯＢ会・長崎俊夫氏

会員の皆様に、それぞれの個性ある演技を披露さ

の２名が参加されました。

せていただき、拍手や応援のお言葉もいただきあ

まず先陣として、浅沼氏、安永氏、植村氏の

りがとうございました。

３氏が、それぞれのハンディで対局に臨んだとこ
ろ、な、なんと植村氏がプロに中押し勝ちの快挙！

本同好会は、偶数月に一回ですが、８月だけはお
休みになっています。

続いて長崎氏、林氏、平田が対局に臨み、これも

次回の同好会は、10 月 28 日（金）18：30〜です。

長崎氏と平田が勝たせていただき、結局３勝３敗

なお、ミニ発表会は、来年の賀詞交換会に予定し
ております。
世話人：塚本
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明久

セス。しかしまた「該当」なく、ため息が漏れる。

イーゼル会

「では・・・」と「欲しいもの」を求めて検索が
≪今月の絵≫

続く・・。 大いに盛り上がった会が終わって紅
一点だった糸海さん、「どうして男の人達て、ああ
なんでしょう。」と。 会員のパソコンのスキルに
は大きな幅がありそうですが、初心者にも親切に
対応して戴き、「IT 時代必須」の知識が得られる
楽しい集いです 。

志原

照造 （昭 38・政）
≪目下、起業準備中≫
高橋 芳之助 （昭 45 経）

PC 同好会
〜Yahoo オークション余談〜
六拝 英彦 （昭 4４法）

高橋芳之助です。
今年 4 月より入会させて頂きました。

7 月例会が都合で開催がなかったこともあり、

昭和 45 年経済卒（41 年芦屋高校卒）でゼミは尾

未報告だった６月例会につき記します。６月１７

崎巌先生（計量経済）に学びました。

日（金）夕、倶楽部の部屋で寿司をビールでほう

昨年 10 月末に約 35 年勤務いたしました富士写真

ばりながら歓談の後、先生役の市川さん（昭和５
８年経済）の講義に傾聴する。今月は Yahoo オー

フィルムを早期退職し、現在、起業準備中であり
ます。（ＦＰ業務）

クションについての話。市川さんがオークション

この 6，7 月は西宮商工会議所主催の起業スクール

で購入したＩＢＭ Think Pad （ キーボード、バ

に通っておりました。

ッテリー、ＣＤ−ＲＯＭ共で

計３３，５００円

神戸慶応倶楽部７月例会には、初めて夫婦同伴で

と）を机上においての説明。 受講者は会員６名
と糸海さん。小生は、インターネットでの商品購

参加させていただき、2 次会は高橋洋三先輩と御
一緒させていただきました。

入未経験、感心しながら拝聴する。オークション

大変、楽しい思い出となりました。

にはクレジットカード番号で登録、参加出来る。

韓国ソウルには、平成 9 年より 15 年 6 月まで居住

実に色々な商品が出ており、企業が入れ替える旧

しており、そこでも韓国三田会（日本人、韓国人

パソコン、自転車（盗品もあると）、マンション、
土地・・・など、制限時間内で価格が競り上がっ

のＯＢ会）、ソウル三田会（日本人のＯＢ会）にも
参加させていただき、ゴルフ、旅行、飲み会と楽

ていく。Yahoo が手数料３％を取るが、商品の責

しくお付き合いさせていただきました。

任は取らず参加者自身が Risk を負う。市川さんの

今年 3 月末に実家の芦屋に帰り、母と家内と娘

「何か欲しいものは・・、色々なものがあります

の同居生活が始まりましたが、もう転勤すること

よ・・。」との声に、「コーヒーミルは、越乃寒梅
は、」などに続いて、某先輩、
「なら愛人は・・、」

はなく、のんびり、ゆっくり、楽しく 過ごした
いと考えております。そして、阪神間の慶応ＯＢ

「なら XX は・・、」「一寸入れてみてくれや」と。

の諸先輩方にいろいろお教えを受けながら、第 2

しかし、残念ながら「該当」なし。すると、国際

の生活設計をスタートしたこの頃です。

派でサービス精神旺盛な市川さん、「アメリカで

今後ともよろしくお願い申しあげます。

見てみます。
」と米国 Yahoo へ素早い手つきでアク
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≪秋の慶早ゴルフ対抗戦≫
日時：平成 17 年 9 月８日（木）10 時 30 分集合
場所：神戸ゴルフ倶楽部（六甲山頂）
会費：7,000 円
プレー終了後、松茸すき焼きパーティー
お問い合わせは、森本泰暢幹事

〜8 月度例会のご案内〜
≪納涼ビールパーティ≫
日 時 ：8 月 23 日(火)

18：30〜
会場：ホテルオークラ ビアガーデン
（雨天の場合はテラスレストラン）

〜〜今後の行事予定〜〜
9 月 20 日(火)
9 月例会
倶楽部ルーム
10 月 20 日(木) 10 月例会
倶楽部ルーム
11 月 12 日(土) 関西合同三田会 城崎

Tel：078−333-3500
会 費 ：5,500 円
夏は何たってビールです。潮の香りが涼しい
ビアガーデンで飲み干すビールの味はまた格
別。ジョッキを傾け友と語らう一夕は明日の
仕事の活力源。大いに飲み、語りましょう。

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。

会長の
夏休みで家族連れの旅行客も多い時期。新幹線
の車内アナウンスで「携帯電話はデッキでお願い
します」とアナウンスしているのに平気で大声を
出している連中が結構多いんです。
大人が襟を正さないと子供を叱れませんよねえ。

〜〜事務局よりお願い〜〜

《倶楽部ルームの夏休み》

◎ 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。
◎

８月２９日〜９月２日、夏期休暇のため閉室し
ます。急用の場合は幹事長または幹事にご連絡下
さい。
編集後記
〇浦上さんが﹁個人の潜在能力を引き

出し世の中を元気づける﹂ミニ講義を

ケータイで始める︒人は自分の潜在能

力に気づいたとき︑積極的︑肯定的に

行動し始めるからという︒建学の精神
﹁独立自尊 ﹂については砂野さんが﹁社
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中の心﹂で二回にわたり述べられた︒

堀 友子
八巻晤郎

国家社会の正しい発展は国民に元気が

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。

あってこそ成されるのだろう︒今年の

≪ 078− 393− 0051≫
お間違いの無いようにご注意ください。

夏休みは今一度︑福沢先生の著作を読
み直し︑﹁元気の出せる国造り﹂の先導

者たる気概を養いたいものです ︒
︵晤︶

FAX 番号が新設になっています。

