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関西不動産三田会・神戸慶應倶楽部合同例会
玉田 和子（昭 46 文）

こと、②は仕事があること（それはお金のためと

1 月 12 日、西村屋三宮店において、合同例会が

いうより社会とコミットしていること）
、③は地域

開催されました。参加者は総勢 70 余名。

とコミットしていることだ」などという余談は面

神戸慶應倶楽部広瀬会長の「よく学び、よく遊

白く印象に残りました。

ぶことが大切。兵庫県も尼崎に 168 億円もの補助

最後に関西不動産三田会芦原代表世話人より謝

金を出し、松下電工を誘致した。トップが動いて

辞があり、第 1 部は終了しました。

企業誘致、まちづくりが進む時代。我々も良く勉

懇親会は松尾さんの司会で始まりました。関西

強し交流を深めよう。
」という挨拶に始まりました。 不動産三田会元会長和田さんの、
「元旦の日経新聞
続いて内山さんより、本日の講演者である加藤恵

の 1 面に、一人当たりの総資産は、日本が 18 万ド

正教授の紹介です。内山さんが登場されると、私

ル（約 2100 万円）
、アメリカが 14 万ドル、イギリ

たちはついつい「楽しいこと」を期待してしまい

スが 13 万ドルと出ていた。これから益々格差が生

ます。開口一番、アメリカのブッシュ大統領から

じるが負けずに頑張ろう。
」という音頭で乾杯。

の祝電（？）を披露されて一同大爆笑。そして、

お腹がぺこぺこの私たちは、心づくしの美味しい

加藤先生は、51 年卒の経済学博士で都市政策の権

カニ料理に舌鼓を打ちつつ、楽しい時間を過ごし

威。現在兵庫県立大学経済学部教授にして経済研

ました。恒例の『若き血』を歌ってお開きになっ

究所所長。毎夏イギリスの大学で教鞭を取られ、

たのは、午後 10 時半。温かいお心遣いを頂いた西

英国都市政策研究の大家でもある。学外において

村さん並びに西村屋従業員の皆さん、本当に夜遅

は、日本計画行政学会常務理事ほか各会の重責を

くまでお世話になりました。

担われ、国土交通省・経済産業省・兵庫県・神戸
市の顧問的存在で兵庫県名誉市民でもあることが

〜賀詞交歓会報告〜

ユーモアたっぷりに披露されました。

新年恒例の初顔合わせが、1 月 5 日に開催されま
した。27 名の会員が夕刻まで、和やかにお酒を酌
み交わしながらの話題てんこ盛りの会でした。
ゲストの宝塚慶應倶楽部元会長の三村亮平氏が
今なお健在のマジックをご披露される等、お正月
らしい華やかな楽しい年明けとなりました。

その後、いよいよ加藤先生
の講演です。演題は、
『都市政
策の経済学

人工減少時代の

まちづくりをどう進めるか』。
大変興味深い内容を、詳しい
図表を添えたり、大阪湾ベイ
エリアの課題などを事例にし
て、わかりやすくお話しくださいました。その中
でも、
「全国で出生率第 1 位は福井県で、地域の中
に神社がある所、安全・安心な地域は出生率が高
い」とか、
「世界中で『幸せとは何か』という人間
の満足度の研究が行われていて、①は健康である
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シリーズ13 弾
（その 1）

﹁緒方洪庵﹂に学ぶこと

昭和四十年一月十日︑福 澤諭吉先生の
誕生日︒三田山上演説館において︑わが
父︑浦上五六が︑記念講演を行った︒演
題は﹁適塾と福澤諭吉﹂︒講演料は︑五千
円︒父は︑それを私に渡しながら﹁これ
を︑慶應の受験代にしなさい︒学校に縁
のあるお金やから︑合格の可能性が高ま
るかもしれんで﹂と︑ほほえんだ︒
私は︑東京都立戸山高校の三年生︒塾
の 法 学 部 政 治 学 科 に熱 烈 に 憧 れ て い た ︒
父は︑毎日新聞東京本社の編集局長だっ
た︒
なぜ︑父が講演を行ったのか︒それは︑
緒方洪庵の研究家だったからである︒な
ぜ︑緒方洪庵の研究家だったのか︒時は︑
昭和三年五月十七日にさかのぼらなけれ
ばならない︒
場所は︑岡山県吉備郡足守町︵現・岡
山市足守︶の緒方洪庵生誕地︒岡山中心
街から北西二十キロ︒備中木下藩二万五
千石の陣屋町︒のどかな小さな町である︒
今︑まさに︑地元の医師会や有力者の手
で︑生誕地を記念する石碑の除幕式が始
まった︒

︵その一︶

慶應義塾塾長林毅陸氏︑京都帝大総長荒
木寅三郎氏︑緒方洪庵の子孫の方々が参
列︒それを眺めているわが父︑浦上五六
は二十歳︒足守に生ま れ︑岡山一中︑六
高理乙を経て︑東北帝大文学部の学生だ
った︒
塾長が挨拶を述べた︒
﹁洪庵の顕彰は︑生誕地に記念碑を立て
るだけでは︑不十分である︒もっと︑日
本的な規模で顕彰されるべきである︒洪
庵は︑天下の偉人である﹂
塾長の言葉を聞いて︑父は驚いた︒驚
いたと共にすまなさを覚えた︒
﹁洪庵は︑そんなに偉い人だったのか︒
天下の偉人︑緒方洪庵が︑世間ではそれ
ほどまでに思われていない︒それは郷土
の後輩として︑申しわけないではないか︒
せめて伝記を書いたら洪庵の名が世に広
く知れ渡るのではないか﹂と︑ひそかに
決意したのだった︒
昭和八年︑父は︑大阪毎日新聞に入社︒
整理部記者を務めながら︑伝記の構想を
練った︒文献を集め︑洪庵の孫︑ひ孫の

浦 上

A

忠 文

︵昭

政︶

方たちの話を聞き︑諭吉をはじめとする適
塾書生たちの練成の日々に思いを巡らせ
ながら︑少しずつ筆を進めた︒
昭和十八年十二月十五日︒この日は︑今
も残っている適塾を︑大阪市中央区北浜三
丁目に︑洪庵が移して百年の記念日だっ
た︒
﹁もう大阪は︑日本は︑無くなるかも知れ
ない︒だけど︑またいつの日か日本再建に
立ち上がる青年たちのために︑適塾のこと
を︑洪庵の思いを︑諭吉の熱情を書き残し
て置かなければ﹂
︒ 厳しい戦火の中で報道
を続けながら︑使命感に筆は勢いを増し
た︒
昭和十九年九月二十日︒﹁適塾の人々﹂
という 五版︑三百頁を超える労作が遂
に出版された︒初版三千部︒定価三円五拾
銭︒
あの除幕式から︑十六年︒七月にはサイ
パン島︑八月にはグアム島が玉砕した秋の
ことだった︒
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︵続く︶
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社中の心

〜福澤先生誕生記念祝賀会〜
六拝 英彦（昭 44 法）

帯・袴が許されるかもしれません。楽しみです。

新春 1 月 10 日、大阪リーガロイヤルホテルでの

嫁は嫁で着物の着付けを修行しておりましたが、

身も心も引き締まる思いです。

会に出席。壇上の三色旗を背に銭高関西合同三田

この春に師範を許されるところまで来たようです。

会会長の挨拶があり、引き続き安西塾長の講演が

次女は中学受験を終え、仁川学院中学での新しい

始まる。
「福澤先生は 1858 年に塾を創設され、
『官

生活が始まります。

ではなく民で』ということでやってこられた。塾

そして、長女。昨年仁川学院高校に入学したもの

創設 150 周年を来年に迎えるにあたり、先生の『夢

の、同時に病を得て長期入院。つらい薬に耐え、

と志』を『今』に 10 年計画で実現させていきたい。

手術に耐え、何とか今年の 4〜5 月には退院・復学

日吉キャンパスに大学院を開設し、三田の南校舎

が適う予定です。彼女にとって昨年は希望に満ち

と西校舎を建替えて縦割りでない総合的な新しい

た日々から絶望へと突き落とされた年だったわけ

学問の場とし、大阪の『福澤先生生誕の碑』の隣

ですが、入院生活の中で、絶望を克服し、自分の

に 2008 年に完成するビルに大学院を設けたい・
・。
」

病を受入れ、荒れる姿を親に見せることもなく、

3 年前、安西塾長の話を初めて聞き、我が同期の

辛抱の日々を送ってくれています。これは、相手

工学部卒に、かかる世界的な視野と展望を持ち、

の攻撃に対して真正面から押しつぶされず、とい

情熱をもって将来のビジョンを語る逸材がいたの

って逃げることもなく、相手の側面に入り身で入

かと驚いた。以来安西塾長の講演を聞くのが楽し

って相手を崩し、技を掛ける合気道の動きにも似

みになっている。

て、彼女は病気入院という修羅場においてその精
神・技を会得したようにも思えます。本当に退院

講演の後は、美味しい料理に、旧知の或いは新

と高校復学が待ち遠しい。

しい知己との歓談。そしてフィナーレの「若き血」

そんなこんなで、家族それぞれ新しいスタート

合唱。 今年もまた素晴らしい新年会であった。

を切ることになりました。
「獣身を成して、後に人心を養う。
」
まずは健康で生活できることの有り難さを噛みし
めながら、充実した一年にしたいと思っておりま
す。皆様のご健康も心よりお祈りいたします。

≪門出の年≫
堀

≪スペインでのオペラ観劇≫
藤井

雅博（昭 54 経）

今年 50 歳を迎えます。「いそじ」であります。
何となく、
「イソジン」を思い浮かべてしまいます。

文明（昭 39 工）

昨年 12 月 15 日から 23 日まで、初めて訪れる国

うがいをしろ、もっと身を清めろ、という戒めで

スペインへ行ってきました。目的は塾員かつ神戸

しょうか。

慶應倶楽部会員でもあるオーケストラ指揮者の藤

半世紀、どうにかこうにか生きてきたわけです

岡幸夫（昭 59 文）が、同国北部にあるオビエドの

が、今年は私と家族にとって門出の年・節目の年

歌劇場にて行われたオペラを指揮する応援団とし

となるようです。

て行く事にしたものです。折角スペインへ行くの

まず、私。1 月 1 日付けで転職をし、中央三井信

でオビエドを主目的に、首都のマドリード、ロー

託銀行・塚口支店での仕事が始まりました。正月

マ時代の水道橋が残るセゴビア、巡礼の道への中

気分もどこへやら、1 月 4 日から東京で研修を受け、

継地で、旧レオ

今はお店で研修中ですが、2 月からは独り立ちして、

ン王国の首都レ

お客様の資産運用相談を始め遺言・不動産のご相

オン、建築の鬼

談等、第一線でまた頑張ります。応援、宜しくお

才ガウディーが

願いいたします。そして、夏か秋には稽古 3 年と

残した聖家族教

なった合気道で初段の審査を受け、50 歳にして黒

会があるバルセ
3

ロナを巡るツアーを組んで、実質 7 日間の旅を満

囲碁同好会は，今まで慶應社中でその活動の輪を

喫してきました。関空から出発したのは、井上夫

広げてきましたが、今回は慶應理工学部 OB 会の丸

妻、古武夫妻、村田幸恵さん、萬野さんと藤井夫

山紘一先輩のご尽力により、外部の会との初めての

婦の 9 人で、東京出発組とマドリードで合流し、

本格的な交流会となりました。20 名を越える参加者

合計 17 名のこじんまりした中年の楽しい旅になり

でとても盛大な碁会となり、みなさん日頃の腕前を

ました。

発揮すべく、熱心に碁盤に向かわれていました。

12 月 18 日の夜にオペラを鑑賞しました。演目は

そして、碁会の後は、みんなでてっちり鍋を囲ん

ベンジャミン・ブリテン作曲の「ねじの回転」で、

で親しく酒を酌み交わしながら、またひとしきり囲

皆様はあらかじめ DVD で勉強されていたので理解

碁談義に花が咲き、新年としては申し分のない実に

が深まり、ほぼ 2 時間の上演があっと言う間に終

楽しい時間を満喫した次第です。

わってしまった感じでした。その後に歌劇場を出

囲碁同好会では，これからもいろいろな企画を実

たすぐのところにあるバール（軽食とお酒がある

施して活動の輪を広げていきます。

手軽な店）で、大成功であったオペラを喜び合う

ちょっと参加してみようかなと思われた

為、全員が打ち上げパーティーをして、ホテルに

た♪〜

帰ったのは夜中の 0 時頃でした。

て例会を開催していますので、ぜひ一度のぞきに来

オビエドはとてもきれいな町です。いつ家庭ご

あ・な・

毎月第１金曜日の夕方から倶楽部ルームに

てみてください！！

みを出しても毎日夜中の間にごみ収集してくれる

ただいま会員募集中！ 初心者大歓迎です！！

そうで、確かに石畳みの道路にごみ一つ落ちてい
ないとても感じのいい町でした。
再来年（2009 年）の 9 月には又同じ歌劇場で指

イーゼル会

揮する契約ができたとのことで、早くも又行こう
との気持ちになっています。

≪今月の絵≫

囲碁同好会
≪楽しい♪〜囲碁交流会！！≫
平田 晴彦（昭 55 商）
黒田 豊夫（昭 37 政）

まだ正月気分の抜けやらない、そして成人の日と
いうことで何やらオメデタイ雰囲気の 1 月 8 日に、
神戸慶應倶楽部、宝塚慶應倶楽部、慶應理工学部 OB
会、慶應囲碁部関西 OB 会、そしてヤンマーOB 囲碁

ＫＫＪＣ

「棋寿会」の有志による囲碁交流会が，ヤンマー宝

3 月 24 日（土）小川理子さん（塾工学部卒）

塚保養所にて開催されました。

が所属する「ヨー・キムラ・トリオ」ライブが灘
の酒蔵「酒心館」で行われます。メンバーお気に
入りのアイドルと共に、皆で盛り上がる予定です。
帽子やらライブやらと、今や倶楽部の中では一番
の元気印を自認している KKJC、皆さまもぜひ一度
体験してみてください。楽しいですよ！
詳細は、KKJC メンバーにお問い合わせください。
4

慶應義塾創立 150 年記念事業募金について
会

≪入会ご挨拶≫

長 広瀬 努

副会長 阪本豊起

早川

元（昭 45 法）

幹事長 徳丸公義

はじめまして。早川 元と申します。

皆様には慶應義塾からご案内があったかと思い

小生、昭和 45 年に法学部・法律学科を卒業して

ますが、
2008 年に創立 150 年を迎える慶應義塾は、

37 年になりますが、定年を機に入会させていただ

新しい 4 つの大学院の創設や日吉記念館の建て替

くことになりました。

えを含む諸施設の構築など「21 世紀の国際社会を

私は趣味が多彩でありますので、これを紹介し

先導する人間を育む」大学を目指して各種記念事

たいと思います。20 代の頃からクラシック音楽に

業に取り組んでおります。
その総事業予算目標は 900 億円に上りますが、

興味を持ち、40 年間愛好してきましたが、作曲家

うち 250 億円は記念事業募金で賄う計画です。

の嗜好が変遷し今ではモーツァルトとショパンが
好きであります。休日の朝はモーツァルトのピア

神戸慶應倶楽部にも協力要請が参りましたので、

ノ曲やショパンの曲を聴くことから始まります。

当倶楽部としましても、積極的に協力をすること

聴くことも好きですが、愛好が高じて約 30 年前に

に致しました。
1 月中旬に会員の皆様のご協力を仰ぎたく、募集

大阪フィルハーモニー交響楽団専属の合唱団であ
る、大阪フィルハーモーニー合唱団に所属してお

要項を郵送させていただいております。

母校が誇りに思えることは幸せなことです。

りました。しかし、数十年前に大阪から神戸へ転
勤になり、練習に通えなくなって退団を余儀なく

神戸慶應倶楽部は古い伝統のある地域の慶應倶楽

されました。昨年いずみホールで、モーツァルト

部として慶應義塾からも期待されておりますし、

の「レクイエム」を聴き、再度ステージに立って、

なによりも塾員として慶應義塾の発展に少しでも

あの感動を味わいたいとの想いがムラムラと沸き、 貢献したいと思います。
昨年暮れ神戸フロイデ合唱団に入会させていただ

母校のますますの発展のため、皆様のご協力を

くことになり、今練習中です。順調に練習が進め

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ば、7 月には神戸の、9 月には大阪のさるコンサー
トホールのステージに上がることができます。
西元町にある、クラシック喫茶「アマデウス」
はよく行きます。ここは四六時中モーツァルトの
音楽が鳴っており、東京、大阪、九州、北陸から
もお客さんが通っています。
他には、テニスは 40 年間やっており今も現役で
す。慶應倶楽部の方とは何回かゲームをしたこと
があります。
あとは、昔のアメリカ、ヨーロッパ映画を観る
のが好きで、大倉山の神戸市立中央図書館へ行け
ば、無料で観ることができます。ここには 2 週間
に 1 回観に行っています。
というように、一般の方とは少し違う趣味を持
ち合わせていますので自己紹介させていただきま
した。

おめでたニュース
石井 登志郎さん（平 6 総）

このコーナー、は新しく入会された方の自己紹
介やご無沙汰会員の近況報告等を紹介する交流広
場です。（編集部）

昨年の 12 月 31 日に結婚されました。
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〜〜今後の行事予定〜〜

〜〜2 月度例会のお知らせ〜〜
にごり酒を楽しむ会
日時： 2 月 14 日（水） 18：30〜
場所：和田興産㈱ ＷＡＤＡホール

3 月 14 日（水） 3 月度例会

東天閣

◎詳細につきましては、BRB･メールマガジン等で
お知らせいたしますので、毎月ご確認ください。
◎同好会の日程につきましては、各世話人にお問

神戸市中央区栄町通 4‑2‑13

い合わせ下さい。

（神戸地下鉄海岸線 「みなと元町駅」下車）
会費： 男性７千円、女性６千円
お酒： 辰馬本家酒造さん、ヤヱガキ酒造さん、
万代大澤醸造さん

〜慶早ゴルフコンペについて〜

各協賛。

日時：2007 年 4 月 3 日（火曜日）

当倶楽部会計監査の大澤さんが、おいし
い

集合 9：20

スタート：OUT,IN ともに 10：00

にごり酒 を例会当日に向けて仕込

場所：広野ゴルフ倶楽部

んで頂いております。

〒673‑0541 三木市志染町広野 7‑3

食事：ポートピアホテルさんから、今回特別に料

TEL：0794‑85‑0123

理を届けて頂きます。

会費：6,000 円（パーティー代・賞品代）

お酒が弱い方、お酒が飲めない方も是非おいで

プレー代、昼食代等(約 35,000 円)は各自でお支払

下さい。バレンタインデーではありますが、皆様

い願います。

こぞってお集まり頂き、大いに楽しみましょう。

申込締切：3 月 20 日（火） 事務局まで

よろしければ、ご家族もどうぞ！

（担当幹事：森本泰暢）

（担当幹事：松尾・竹谷）

編集後記
〇真冬とは思えない気候が続き︑寒
がりの私にとっては過ごしやすく
て嬉しい限りです︒
この異常とも言える温暖化現象が
何かの前兆でない事を祈るのみで
す︒
〇毎月発行の会報誌も︑皆さまのご
協力のお陰で安穏と続いておりま
すが︑これに胡坐をかくことなくマ
ンネリを防ぐ意味でも若返りを図
りたいと考えています︒若い方︑ま
た眠っている会員の方の投稿を願
っています︒そしてサポートを心よ
り待っています︒
︵ほ︶

〜〜事務局よりお願い〜〜
◎ 例会等にご出席の会員様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、お申し込み後に連
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。
普段、会の行事に出席できない方も誌面に登場
して参加してください。皆さんの投稿をお待ちし
ています。
堀 友子 tomoko@1968.jukuin.keio.ac.jp
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