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き続いてご協力お願いいたします。新会員のご紹介

2007 年度総会が 5 月 29 日（火）御影「ザ・ガー

や，同好会の新設や新しい企画、BRB への寄稿など

デン・オリエンタル蘇州園」にて開催されました。

積極的にご協力をいただき、よりいっそう皆様にと

提出された議案は、すべて原案どおり承認されま

って楽しい素晴らしい倶楽部にしていきたいと思い

した。詳細は後日お知らせします。

ます。

総会に引き続いての懇親会は、村尾新幹事長の司

また慶應義塾の 150 周年記念の寄付につきまして

会で進められ、徳丸幹事長退任の挨拶、花束贈呈、

はご協力いただいた会員にはお礼申し上げます。若

阪本副会長の乾杯と、いつもながらの和気藹々のう

干目標に届いていませんので引き続きよろしくお願

ちに和やかに進められました。最後に福井副会長の

いします。

閉会の辞で、今後の倶楽部の目標の一つでもある親

村尾新幹事長の「就任挨拶」は、3 ページ目に掲

睦をより強固に無事新年度がスタートしました。

載しています。

『会長挨拶』
広瀬

「慶友三田会創立 40 周年記念大会」

努（昭 45 商）

会長をさせていただいてか

5 月 20 日に慶友三田会創立 40 周年が大阪の太閤

ら 1 年、役員の方々にお世話に

園で開催され、神戸慶應倶楽部からは関西合同三田

なり、また会員の皆様のご協力

会へ平成 15 年に加盟される際に尽力された上島顧問

で無事終えることできました。

と 2 名で出席させていただきました。

本当にありがとうございまし

安西塾長、服部慶應連合会会長、全国通信三田会

た。厚くお礼申し上げます。特

山岡会長、慶應義塾森常任理事はじめ関西の三田会

に徳丸幹事長は五代前会長の

の代表が出席されて盛大な会でした。

時から任期を延長して、忙しい中、重要な任務を継

通信での卒業総数は 12000 人を超える人数で大阪

続して運営していただき 3 年間にわたってお世話い

の慶友三田会も 300 名を超えています。今年の通信

ただいたことに感謝いたします。

の入学式では安西塾長が海外出張のなかケンブリッ

さて 1 年後に慶應義塾が 150 周年を迎える 2007

ジから夜中に日本の時刻に同時で講演されたという

年度は、村尾幹事長を中心に新体制で 2 年後に 80 周

力の入れ方で、慶應義塾の通信教育者に対する思い

年を迎える神戸慶應倶楽部をより慶應らしい伝統あ

が理解できました。通信は卒業するのが大変で 3％ぐ

る倶楽部をめざしてがんばりたいと思います。

らいというお話でしたがいろいろな方が多くいらっ
しゃることを感じる会でした。

総会で規約の改正などをご承認いただきましたが
全国でも数少ない倶楽部ルームの利用規定の改正を

記念誌をいただきましたので倶楽部においておき
ますので一読してください

行い大切に維持していきたいと思います。よりよい
倶楽部にしていくための改正とご理解いただき、引
1

経︶

私は︑一九五九年春に経済学部の三年生となり︑日

期もある︒また︑先生の戦前の学生運動での活動

長や︑東京都労働委員会事務局長に就任された時

達と交流する例は︑あまりないのではないかと思

で行ったのであるが︑教授夫人も参加して︑学生

う山小屋での合宿は︑私の時代は︑上高地や立山

清 之 ︵昭

吉から三田へ︑そして︑川田寿先生のゼミに入会する

ぶりや︑筋を曲げない信念を熟知していた革新陣

う︒ゼミの諸先輩︑後輩の皆様と︑今でも親しく

浅沼

ことになった︒このゼミを選択した理由は︑まず第一

営から︑茨城県知事選出馬を懇請され︑立候補し︑

お付き合い願えるのは︑ご夫妻の意図された︑交

一( 川
) 田寿先生ご夫妻のこと

に︑先生の学生選別の基準が︑様々な性格を持つ者を︑

混戦︑決戦投票の末︑僅差で次点に終わった経緯

ミの卒業生で構成される五百人を超える﹁川田会﹂

できるだけ幅広く受け入れたいと︑考えておられたこ
の数の多い学生と︑

流の場︑日吉山荘のお陰であると思っている︒ゼ

應ボーイと外部からの入学者︑

図を望んでおられた︑つまり︑異なるタイプの人間の

属系︑といった具合に︑できるだけ多様なタイプの縮

塾に設立された研究所﹁産業研究所﹂で︑藤林教

池争議の時代の中央労働委員会委員長 と) 親交が
あった関係で︑労働問題実証研究の目的で慶應義

っている︒

たる清家ゼミの卒業生も︑一部︑交流の輪に加わ

川田先生の指導を受けた島田ゼミや︑孫ゼミに当

となり︑余徳の輪を広げているように思われる︒

の交流は︑ご夫妻の人格や生き方が︑脈々と源流

交流が︑民主社会の必要条件であると考えておられた

授の右腕となって協力された︒藤林教授急逝 一( 九

して︑否定的な言辞も聞かされた記憶も無い︒ど

ことであった︒二番目の選択の理由は︑先生の日吉の

ゼミの勉強もさることながら︑私にとって何よ

んな話題にも耳を傾け︑後から意見を言われた姿

先生の生き方は﹁己を尊び人を愛す﹂という言

のテーマは自分の取り上げたい課題を自由に決めら

りも想い出深いのは︑先生ご夫妻の日吉山荘を訪

が目に浮かぶ︒
﹁己を尊び﹂という言葉は︑自らに

六一年 後) ︑このようなご縁から︑藤林ゼミの学生
が︑川田ゼミに割り振られたという歴史もある︒

れる︑ということであった︒入会の前に︑先輩から︑

れる︑オープン・ハウス・デーであった︒先生と

厳しく︑自立︑自律︑自尊をもって行動するとい

自宅を︑学生達と卒業生の為に開放して︑オープン・

このような話を伺っていたこともあり︑躊躇なく川田

の談論風発の中から啓発され︑薫陶を受けると同

う︑先生の強い思いであったと理解している︒茨

葉で残されているが︑私達はご夫妻との対話の中

ゼミに入会させていただくことにした︒戦前のアメリ

時に︑アメリカで苦楽を共にされた奥様の︑お手

城県にある川田家の墓所には︑ご夫妻の墓碑があ

川田先生のように︑アメリカの労働問題の真髄

カ生活が長かった川田先生は労働問題を専攻され︑机

製のご馳走に毎回ありつけることが︑当時の下宿

ハウス・デーを設け︑交流の場を心がけておられたこ

上の学問ではなく︑企業活動の実証研究の裏付けを踏

学生にとっては︑大変有難く︑大きな楽しみの一

り︑
﹁川田寿 1905-1979
・川田定子 1909-1999
﹂
と刻まれ︑裏側に先生の経歴が書かれている︒奥

で︑人格や生き方について︑特段︑何か説教じみ

まえて︑労使関係を学ぶことを重視され︑学生達にも︑

つであった︒子供のいないご夫妻は︑私達学生を

様の納骨式の日に︑川田会として建立した石碑が

を︑自分の皮膚で体験した学者は︑日本では非常

実態調査の実践を求められた︒ペンシルバニア大学ウ

心 か ら 歓 迎 し て 下 さ り ︑ 寛 大 さ と 包 容力をもっ

あり︑
﹁己を尊び人を愛す﹂と記されている︒節目

とである︒三番目の理由は︑入会の為の試験がなく︑

ォートン・スクールで︑修士課程を修了︑ニューヨー

て︑ヒューマン・リレーションの大切さを教え︑

たことを言われた覚えはない︒学生達の意見に対

クを中心に労働運動を実践︑研究された経験を持って

の墓参には︑毎回︑多数の川田会会員が参列して

︵続く︶

実践されたのだと思う︒教室での授業を離れて行

に少ないという評価であったと認識している︒

一年であるが︑故・藤林敬三経済学部教授 三( 井三

もある︒慶應義塾の教職に就かれたのは︑一九五

36

先輩に︑話し合いや面接をさせたこと︑そして︑卒論

成績にそれ程拘らない学生︑体育会系と文連系︑無所

A

とであった︒地方出身者と都会出身者︑根っからの慶

﹁ ゼミの想い出 ﹂

シリーズ14 弾
（その 1）

お ら れ ︑ 帰 国 後 ︑ 出 身 地 の 茨 城 地 方 労働委員会会

いる︒

2

社中の心

インドネシア語を話せない人が多いとのことです。

『幹事長就任挨拶』

バイクはバリ島の足といわれ日本製の 100cc のも
のが多く、一台に 2〜3 人乗っているのが普通で、ヘ

村尾

ルメットもかぶらず多いときには幼子を入れ 4 人も

憲一郎（昭 58 商）

乗っているのには驚きました。

本総会にて、徳丸前幹事長より
タスキを受け、新幹事長を拝命し

＜ブサキ寺院＞

ブサキ寺院はバリ島の三大寺院の

ました村尾憲一郎です。

一つで「母なる寺院」としてバリ・ヒンドゥー教の

幹事長とは倶楽部運営に関す

総本山として崇められています。お祭りに参加する

る執行責任者を意味しますが、私

人達は大人も子供も正装し、男性は神経を集中させ

に課されたテーマは、ただ一つ神戸慶應倶楽部の行

るという意味のベスタールという帽子をかぶり、カ

財政構造改革実行の旗振りです。私がイメージして

インという腰巻のようなものを身に着けています。

いる神戸慶應倶楽部は、単なる同窓会ではなく、
「陸

また女性はお供えを入れた籠や箱を頭に上手に載せ、

の王者」の名に恥じぬ慶應ガールズ＆ボーイズが、

シャキッと背筋を伸ばして歩いているのが印象的で

世代を超えて楽しく、スマートな上に、規律と目的

した。

も持ち合わせて集う、外見も中味もカッコいい倶楽

＜ケチャックダンス＞

部です。したがいまして、ＩＴなど時代の潮流も柔

舞踊で円陣を組んだ大勢の上半身裸の男性の「チャ

このダンスはバリ島の古典

軟に取り入れつつ、培われてきた倶楽部の「のれん」

ッ！チャッ！」という

を維持していくためには、どうするべきかを常に念

力強い掛け声の中でス

頭において言動していく所存です。もちろん、本総

トーリーが繰り広げら

会で承認頂いた倶楽部新規約に魂を吹き込むために

れるものです。実際は

は、幹事長の一人芝居で事足りるはずもなく、会員

暗くてよく見えない上

お一人お一人が、スタンドのゲストではなく、フィ

にストーリーはよくわ

ールドのプレーヤーとして、どのような活動・貢献

からなかったのが残念でしたが、長時間歌い続ける

を頂けるのか否かの結果に委ねられています。

声力と体力には感心しました。

幸い広瀬会長をはじめ、倶楽部運営に経験豊富な

＜ウブドの街の散策＞散策中に道端の店で水を買お

副会長、会計監査、評議員・幹事の皆様より、厳し

うと英語で話かけたところ、相手は上手な日本語で

くも温かいご指導とご協力を頂戴できますので、旗

対応してくれました。色々と話をしているうちに店

振り役としては、大変心強い限りです。会員におか

の主人は Agung Rei Kesumarata さんといい、民族

れましては、至らぬ点や無理を申し上げる場合もあ

舞踊の Tirtasari 楽団の団員で、公演のために東京、

るかもしれませんが、社中の心でご寛容頂き、任期

横浜、神戸に行ったことがあ

満了まで、ご支援をよろしくお願いいたします。

るとのことでした。今度の日

最後になりましたが、徳丸前幹事長 3 年間、本当

本公演での再会を約して別
れました。

にお疲れ様でした。

街を歩いていると野犬や
放し飼いの犬が沢山ウロウロしていて、また鶏も放
し飼いされ、車の往来す
る道を雌鶏がひよこを何羽も連れて歩いているのに
は驚きました。私達には見慣れない光景ですが、地

≪バリ島旅行記≫その 2
古武

元の人達はあまり気にしていない様子でした。

由紀子（昭 40 文）

＜お金＞

1 万円を両替すると 71 万ルピアになり、

バリ島の人口は 265 万人、常夏の国で 10 月から 3

お金持ちになった気分です。反面 1500 ルピアの水を

月は雨季、4 月から 9 月は乾季で、7,8,9 月は一番過

買った時 2000 ルピアを払ってもお釣りをくれませ

ごしやすい時期だそうです。言語はインドネシア語

ん。小銭が無いらしいのです。500 ルピアの価値は 7

が共通語で、バリ島ではバリ語が話され、年配者は

円程度なのですが、気分的には沢山損したような気
3

になってしまいます。

る影が、あたかも大蛇（ククルカーン）がはってい

＜おわりに＞この旅行のお世話をしてくださった池

るように見えるのだ。この幻想的な光景は、1000 年

田さん、前田さん、ご一緒した皆さんにお礼を申し

以上時が過ぎた今もなお、正確に機能し続けている

上げます。

というから驚きだった。この日のために全世界から

Terimakasia Banyak(ありがとうございました)
そして Sampai

観光客が押しかけ、ピラミッドを見守る中で、大蛇

jumpa lagi（さようなら）バリ島

が動き出した時には大歓声が上がった。
今回の旅で往年の女子大生との再会も期待したが、
当然ながら手がかりも掴める筈もなく、はかない夢

≪センチメンタル・ジャーニー（中米の旅）≫
近藤 正（昭 39 商）

と終わった。しかし、43 年ぶりに再会して、老醜を
さらすよりも、ほろ苦い思い出として胸にしまって
おいた方がよいのであろう。

昭和 39 年大学を卒業する直前、潮田江次団長（福
澤諭吉先生の孫、元塾長）以下約 150 名の団員（ほ
とんど塾 4 年生）による「慶應義塾大学中米親善訪
アテマラ、
メキシコの 3 カ国を歴訪した。
木村太郎(ニ

≪ヒンドゥーの結婚式に出席しました≫①
藤井 文明（昭 39 工）

ュースキャスター)や川口浩(俳優 故人)も一緒だっ

モーリシャスという国をご存知でしょうか？アフ

問団」に参加して、1 ケ月かけてエルサルバドル、グ

リカ大陸の東、インド洋上に浮かぶ小さな国です。

た。
当時はまだ海外旅行は珍しい時代で、治安も対日

地球儀でも世界地図でもポツンと点のように見える

感情も良好で、行く先々で歓迎を受けた。或る大学

香川県程の広さの国です。途中、経由地の中東の国

との交歓パーテイーで知り合った女子学生の自宅に

ドバイで乗り継ぎ 35 時間の長旅でした。なぜこんな

招待され、家族総出で歓待された。美しい混血の彼

国まで行ったかは、家内の姪がそこで結婚したから
です。この姪は中学のころから豪、英に住んで結局

女と再会を誓って別れ、帰国してからも数回文通を

外国人と一緒になることになり、相手の生地がモー

していたが、いつの間にか途絶えてしまった。

リシャスだったという訳です。インド系でロンドン

そんな思い出があり、数年前から当時常に行動を共

で生活している青年です。この土地でしゃべる言葉

にしていた親友の M 君と再度訪問しようと計画して

は我々が全く分からないクレオール語ですが、小学

いたが、この度ようやく実現の運びとなり、3 月中旬

校からフランス語、英語を教育されて小学生でも英、

から 2 週間 M 君と中米各国を旅行した。グアテマラ

仏語を自由にしゃべり、また街の中の案内や表示は

を振り出しに、ホンジュラス、ベリーズ、メキシコ

フランス語 90％、英語 10％くらいの割合でしたから

のマヤ文明の遺跡を探訪した。マヤ民族は、3 世紀頃

共通語はフランス語なのでしょう。日本を思い起こ

から次々と都市国家を建設し、巨大なピラミッド神

すものは自動車以外全くありません。日本人など見

殿などを築いたが、9 世紀に忽然と歴史上から姿を消

たこともないので、どこでも中国人かと言われまし

した。その謎は魅惑的だが、更に知的レベルの高さ

た。2006 年の日本人入国者数がわずか 3 人と報告さ

にも驚かされた。特に天体観測に優れ、精密な暦を

れています。しかし自動車については日本製のトヨ

持っていて、当時すでに 1 年を 365.24・・・日と現

タ、日産、ホンダなどの乗用車やいすず、日野など

代とほとんど変

のトラック、バスが大量に、それもかなりの割合で
中古車が輸入されて走っています。車検制度や定期

わらない数値を

点検制度がないのか、かなりの割合の車が黒い煙を

定めていた。

盛大に吐きつつ、ブレーキランプもヘッドライトも

それを象徴的に

片方切れたままで気にせず走っています。花嫁とそ

見たのが、今回

の両親を披露宴会場へ運ぶベンツもきれいに磨き上

の旅行のハイラ

げてありましたが黒煙を吐き、方向指示灯は切れて

イトであるチチ

しまっていて何とも様になりません。日本では見ら

ェン・イツアー

れない光景です。

（ユカタン半島北部）での「春分の日の奇跡」だっ

到着 1 日目。空港からホテルへ行く道の両側は見

た。巨大なピラミッドに太陽の傾きによって変化す

渡す限り砂糖きびの畑で、どこまでも続きます。遠
4

くに奇抜な形をした岩山が見えます。垂直を超えた

た。その中でもアウト 48 イン 39 グロス 87、新ペリ

断崖の山もあり、登山家なら意欲が湧きそうな形を

ア方式のハンデキャップ 13.2、ネット 73.8 で小林弘

しています。

一氏（昭 40）が優勝しました。ベストグロスは片岡

4 日間同国に滞在しましたが、すべて結婚式関係の

洋一氏（昭 43）が 82（アウト 39 イン 43）で獲得し

行事に費やされ、かつてマーク・トエインが「神が

ました。ブービー賞は、アウト 49 イン 45 グロス 94

モーリシャスを造り、それを真似て天国を造った。
」

ながらネットで 83.2 の堤政夫氏（昭 43）が獲得しま

と書いたすばらしい国の観光そっちのけで、前夜祭、

した。堤先輩のコメントでは、本人のゴルフ人生の

婚礼式典、披露宴、お返しの宴会が毎日続きました。

中でこんな悪い成績を取ったことがない、とのこと

まず初日の前夜祭は花婿の実家の自宅と自宅横の

でした。上位成績に食い込んだのは、当初の予想通

空き地にテントを張って屋根を作り、椅子を置いて

り女性陣で、2 位・芳川玲子さん（アウト 44 イン 44

来客を招き入れ、ヒンドゥーの司祭と助手の絶え間

グロス 88 ネット 74.8）、3 位廣川守さん（アウト 46

ないご詠歌の中で行われました。ここで気が付いた
のは花嫁がいないのです。これはしきたりで、前夜

イン 48 グロス 94 ネット 74.8）
の健闘が光りました。

祭に花嫁が顔を見せることはないとのことです。式

特に芳川さんは、ドラコン＋ニアピンも獲得され勝

は金ぴかの赤色のターバンの豪華な衣装をまとった

負強いところを見せつけました。

新郎に対し、やはり着飾った親戚の善男善女が壇上
に上がって順々に花婿の顔の前で手をぐるりと廻し、
次に水に浸したサフランの花を新郎の顔になで付け
てごしごしやるのです。司祭の前には護摩が焚かれ
ています。時々司祭が護摩の中にサフランやら線香
やらを投げ入れますから一種独特の香りが漂います。
花が顔中に付きますが新郎が自分の手でそれを払い
除けてはいけないようで、横にいる母親と妹がそれ

コンペ終了後、懇親会と表彰式が和気藹々とした

を手や布で取ってやります。そんな行事が 1 時間半

雰囲気の中でとりおこなわれました。特に、八巻先

も続いた後に、肉なしの野菜のみのカレーライスを

輩のワンポイントゴルフレッスンには、参加者一同、

バナナの皮の上で頂きますが、手では食べられませ

感心するばかりでした。残念ながら最下位に終わっ

んのでスプーンを所望しました。お酒は用意されて
いなくて、缶ビールを頂きました。兄の世話をする

た山田英幸氏（近江）は次回再戦を強く希望されて

妹が絶世の美女に見えました。

いました。

（右写真）いろどり豊かなサ

最後になりましたが、このような強豪揃いの中で 4

リーを身にまとい、緑色の宝

位（アウト 48 イン 52 グロス 100 ネット 74.8）とい

石の額飾りをつけた姿はすば

う私の成績はゴルフ歴 3 年の中で初の快挙であるこ

らしい女性に見えました。こ

とを特筆させていただきます。

の日の参加者は 100 人くらいだったでしょうか。
（2 日目以降の話は次号でご紹介します。
）

ＫＫＪＣ
KKJC と KKK（慶應軽音楽鑑賞会）OB との合同企画
で毎年開催のジャズ・ゴルフツアーを、今年の秋も
昨年と同じ風光明媚な伊勢志摩で実施予定です。
例年通り鍋島直昶さん、小川理子さんはじめ関西
の一流ミュージシャンが参加します。

ゴルフ同好会

日程は 10/26〜28 の 2 泊 3 日で、ライブ 2 回、ゴ

野田

敬二（昭 58 経）

ルフまたは観光 1 回の予定です。（詳細未定）

5 月 8 日（火）、タイガースゴルフクラブにて「オ

興味のある方は、メンバーまたは世話人にお尋ね

ール慶應ジョイントゴルフコンペ」が行なわれまし

ください。

た。男性 17 人女性 4 人の 21 名が日頃の練習の甲斐
あって、快晴微風の下、好スコアが続出いたしまし
5

世話人：近藤

正（昭 39 商）

イーゼル会
≪グループ展めざし垂水漁港を描く≫
八巻 晤郎（昭 40 経）

から 12 名参加。総勢 24 名と賑やかな碁会となる。
1 人 3 局対戦した後、すき焼きパーティー。
第 2 回目ということで宴会も盛り上がり、次回を 6

5 月 26 日（土）
、降り続く雨に加え霧が出て大荒れ

月 22 日（金）に実施することに決定。

だった天候も前夜半にはおさまり早朝には朝日が射

○5 月 11 日（金）

し込む良い天気。午前 9：30 に JR 垂水駅に 13 名が

水戸夕香里プロを招き指導碁の特別例会。3 面打ち

集まった。駅から垂水漁港までは徒歩 5 分の距離。

を 2 回。対局者は 1 回目に浅沼、増井、平田各氏。

途中で車組の 3 名が合流し漁港の中心にある垂水水

2 回目は、安永、金刺各氏、及び菊田。善戦した人も

産会館へと向かった。垂水漁港といえばイカナゴく

いたが勝ちきった人はなし。いつもの通り講評で敗

ぎ煮発祥の地、3 月上旬のくぎ煮シーズンには街中が

因を聞き、納得。後、やはりいつもの通り、お酒で

イカナゴを煮る臭いでむせかえる。漁港横の関西一

反省会。

世話人：菊田

義正（昭 42 商）

といわれるアウトレットの人気も衰えず毎週末の車
の渋滞には地元民もうんざりの状態という。
さて写生ポイントも決まり、潮の香いっぱいの風
を受けながらそれぞれが描き始めた。
空模様は、雨の心配は全くないが中国からの黄砂が
上空を覆っているため薄曇りの感じで五月晴れには

≪近況ご報告≫

ほど遠く淡路島もなんだか霞んで今ひとつはっきり

宝田

しない。

大輔（平 11 経）

昨年末より神戸慶應倶楽部に参加させていただい

午前中は鉛筆デッサンがほとんどで色づけを始め

ております。よろしくお願いします。

る人が出はじめた頃に仕出し弁当が到着。
絵の進み具合を話し合いながらお造り、たこのマリ

大学時代は体育会空手部に所属し、そこでの活動

ネ、ベラの南蛮漬け、穴子飯等、垂水の魚で彩られ

が大きな割合を占める生活を送りました。特に貴重

た特製ランチを賞味、昼からのエネルギーを蓄える。

な仲間を得られたことと、メンタル面を鍛える重要

午後は色づけから仕上げにかかり 3 時過ぎに水産

性（パフォーマンスに精神面は大きく影響を与える

会館の 2 階に集まり描いた絵を並べて梅地先生にそ

こと）を学び、主に練習を通じ、精神面、体力面を

れぞれの絵に対し講評をいただいた。そして全体評

鍛えることが出来たことは大きな収穫だったと思い

として「力量は上がっており、グループ展に出せる

ます。ただ、社会人になってからは空手をしておら

作品も描けている。これで写生するときに絵の構成

ず、食べる量は変わらないので、体重は 13 キロ増加

をもう少し考えて、描く対象全体にアタリをつけて

しました。体重計ではかる体年齢は 45 歳を示し（実

から個々の描写にはいるようにすればさらに素晴ら

際は 31 歳です）、改善するように、週に一回フィッ

しいものになるでしょう。
」とのコメントを頂戴し写

トネスクラブに通っています。
さて、最近のご報告ですが、2 月末に結婚が決まり、

生会を終了した。

3 月より、灘で妻との新生活をスタートしています。

〔イーゼル会

第 2 回グループ展〕

一緒に料理したり、買い物をしたりと独身の時より

7 月 5 日（木）〜10 日（火）

忙しくなった気がしますが、楽しんでやっていこう

A.M.11:00 〜 P.M.6:00

と思っています。結婚して、これから先の生活のビ

三宮・ギャラリー「ほりかわ」

ジョン、目標をより明確にしていくことの重要性を
より強く感じるようになりました。まずは目標をよ
り明確にし、それを見据えて一歩ずつ進んでいきた

囲碁同好会

いと思います。

○4 月 22 日（日）
カネボウ囲碁愛好会との懇親会。場所は カネボ
ウ宝塚保養所。前回より参加者多く慶應囲碁同好会
6

≪今月の絵≫

〜〜６月度例会のご案内 〜〜
日時：6 月 21 日（木）

18：30〜

（受付開始 18：00 から）
場所：神戸外国倶楽部
〒650‑0002 神戸市中央区北野町 4‑15‑1
（TEL 078‑241‑2588）http://www.kobeclub.org/
トアロードを北へ行き、突き当たり手前左側
に入り口があります。
会費：会員・家族 8,000 円（男女一律）
ビジター

9,000 円（男女一律）

五代

友和（昭 37 商）

注 ：会場の都合により、先着 40 名までとします。
○
注 ：男性はジャケットを着用願います。
○

〜〜事務局よりお願い〜〜

締め切りは、6 月 14 日（木）です。

◎ 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、必ず事前に事務局までお
申し込みをお願いします。なお、当日のキャン
セルにつきましては会費全額を頂きますので
ご了承ください。
◎ 住所･電話番号･メールアドレスの変更がある
場合は、必ず事務局にお知らせください。
◎ 事務局在室の時間は、通常 11 時から午後 3 時
までです。倶楽部ルームにお越しの方は事前に
お電話をいただけるとありがたいです。

〜サマーパーティのお知らせ〜
日時：7 月 21 日（土）19 時から
会場：北野クラブ
http://www.kitanoclub.co.jp/
今年の夏の家族例会は、リニューアルされた北
野クラブで開催予定です。
美味しい料理と神戸の夜景、そして何よりも神戸
慶應倶楽部の名物 浦上オークション

がメイン

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

イベントです！
今からスケジュールを調整していただき、ご家
ークションの出品についても皆様のご協力をよろ
しくお願いします。
会費等の詳細については、7 月号でお知らせします。

年間スケジュールについては、後日「総会決議通
知書」とともにお送りします。
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編集後記
〇今年度の総会も無事
に終り︑神戸慶應倶楽部
も村尾新幹事長の改革
の旗振りのもとスター
トしました︒益々社中の
心が広く強く繋がるの
を期待してやみません︒
〇幹事団が若返り︑爽や
かな風が流れるように
なりました︒体力・気力
とも彼らに負けないよ
うに努力しないと︒ん〜
疲れますね・・・ ︵ほ︶

族おそろいでのご参加をお願いします。なお、オ

