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塾高

あちらこちらで卒業式が開かれる 3 月 19 日 6 時

甲子園に散る！≫
近藤 正（昭 39 商）

半から、19 年度の締めくくりとなる例会が東天閣

3 月 26 日わが母校慶應義塾高校（以下塾高）が

で開かれました。あいにくのお天気でコートが必

選抜高校野球大会に出場するというので、関西塾

要な寒い日となりましたが、旧ビショップ邸の１

高会（塾高 OB 会）の面々で甲子園球場に応援に出

階には塾員が続々と集まって来ました。
（この建物

かけた。
今回は第 80 回目の記念大会で、全国で 36 校の

は新年会が開かれた「十五番館」に次ぐ神戸で 2

精鋭が出場する。塾高野球部は、春 7 回、夏 16 回

番目に古い異人館だそうです。
）

の甲子園出場を誇り、その歴史は輝かしい。

定刻を過ぎる頃には６テーブルすべてが埋まっ

1916 年（大正 5）夏の第 2 回大会に優勝したほか、

て活気にあふれ、広瀬会長のご挨拶で楽しい会の

1920 年（大正 9）に準優勝、また、ベスト 8 入り
は春夏各 2 回を数える伝統校である。今回のチー
ムも、昨秋関東大会で準優勝が高く評価され、セ
ンバツ出場を決めた。
始まりとなりました。今回は平成 6 年環境情報学

多少肌寒かったが青空のお天気のもと、1 塁側ア

部卒の是枝さんを新メンバーに、平成 13 年法学部

ルプス応援席に陣取るために、試合開始 2 時間前

卒で現在神戸において 10 ヶ月間の司法修習中でい

に集合した。全員がこの日のために、三色旗とペ

らっしゃる坂本さんをゲストにお迎えしました。

ンマークのついた特製ウィンドブレーカーを特注
しての張り切りようだ。
応援席には、東京から駆けつけた幼稚舎生徒を
はじめ塾関係者が続々と詰めかけ、三色旗の赤と
青で埋まり、大いにムードが盛り上がった。関西
婦人三田会の美女軍団も大勢で黄色い声援を送っ
てくれた。

例会のたびに新入会員の紹介があり、輪が広がっ
ていくのを感じ、神戸慶應倶楽部の力強さを感じ

12 時に試合開始。初戦の相手は、山口県の県立

ました。最後に「若き血」を

華陵高校で今回特別枠で出場したチームだった。

歌い、慶應と神戸に、そして

対戦前は組しやすしの感だったが、これが大間違

甲子園への出場が決まった

い・・・。

塾高に対してエールを送り、

試合経過は 1 回表華陵が 1 点を先行して、塾高が

閉会となりました。

追う形となり、その後塾高が再三再四チャンスを
作りながらも決定打が出なかった。特に 4 回はあ
と 20 センチでホームランになる当りや、5 回は華

当日のスナップ写真を倶楽部に掲示しています。

陵ライトの好返球で本塁で憤死するなどほんとに

ご希望の方にはプリントまたはメール添付送信します。
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惜しいチャンスを何度も逃した。

セプト、つまり「ファッション」と「グルメ」の

「塾歌」「若き血」「三色旗の下に」などで懸命に

ハイブリッドスタイルが出現してきています。ご

応援したが、残念ながら結局 1 対 0 で惜敗した。

存知スーパーブランド「ドルチェ・アンド・ガッ

今のチームはエース田村（力道山の孫）を軸に安

バーナ」は「GOLD」を、
「ロベルトカヴァリ」は「カ

定した投手陣と爆発力を備えた打撃陣を擁し、更

ヴァリカフェ」を、「ブルガリ」はホテルを開設、

に精進したら夏の大会の優勝も夢ではない。

そのメインダイニングなどが今ミラノで最もハイ

“夏に待ってるよ！塾高野球部！”

エンドなスペースとして人気です。肝心のテイス

本年が、慶應義塾 150 年という記念すべき年だか

トですがどちらも美味しく頂け、ブランドのステ

ら・・・。

イタスを感じます。さらに夜な夜な集うのが「チ
ョイ悪系オヤジ」と「メチャ綺麗系シニョーラ」。

青戸統子（昭 29 文）

彼ら「艶男（アデオス）
」と「艶女（アデージョ）」

3・4 日もかけて私が作った

のファッショナブルな装いを楽しむのもファッシ

横断幕は、球場の係りから

ョン系リストランテの特徴でしょう。次はどのブ

止められて、泣く泣く引っ

ランドが新しいコンセプトでスポットを打ち出し

込めました。

てくるか、今から楽しみです。

（だから負けたのよ！）
幻の写真です。（撮影者：藤井文明氏に感謝）

≪ミラノ

グルメ事情≫
河野

忠友（平 1 商）

左：ドルチェ アンド ガッバーナ「GOLD」のエントランス。とてもお洒落！

「生きるために食べる」か「食べるために生き

右：「カヴァリカフェ」 何とブランドイメージ同様 ソファまで豹柄！！！

るか」
、ミラノを訪れる度に悩むところです。つい
先月も 1 週間ミラノに滞在しましたがメタボ再発
の恐れを心配しながらも結局食べてしまいました。
ミラノといえば世界のファッション情報発信地
ですし、イタリア各地の料理店が集まるグルメの

≪地域発 WASEDA125 フェステイバル≫
広瀬 努（昭 45 商）
3 月 1 日、早稲田 125 周年の記念行事のコンサー

街でもあります。実はイタリアにイタリア料理は

トに出席させていただきました。昨年 10 月 21 日に

存在せず、敢えて何料理と言えば「トスカーナ料

125 周年記念式典が行われ、慶應義塾の安西塾長も来

理」
「ロンバルディア料理」
「シシリア料理」
「サル

賓で挨拶されました。地域の記念事業として神戸で

ディニア料理」という風にそれぞれの風土の異な

もサッカーの岡田武史監督を招いて 10 月 6 日に講演

る地方別に分類されることが一般的です。

会を実施し、今回の催しは早稲田大学総長のご令室

一昔前、ミラノで話題のグルメスポットといえ

である白井朝氏のバイオリンと、グリークラブ出身

ばミシュランの３つ星を獲得した「アイモ・エ・

の世界的オペラ歌手の岡村喬夫氏、さらに早稲田大

ナディア」や、ジョルジョアルマーニ氏が自らの

学交響楽団の協力を得た「WASEDA125 フェステイ

複合店舗に誘致した「NOBU」。更にそれ以前は「ジ

バル」が松方ホールで開催されました。77 歳とは思

ャンニーノ」
「アルフィオ」といったイタリアらし

えない岡村さんのすばらしい歌声とトークには感心

いリストランテが有名でした。

しました。白井さんのバイオリンと現役学生の交響

ところが最近異変が起きています。新しいコン

楽団もすばらしいものでした。最後にグリークラブ
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出身の白井総長とともに早稲田の校歌を久しぶりに

きるようにと望みは高く持っていたい。アンパン

歌い楽しい時間をすごしました。

マン・犬・ネコ・新幹線・・・見分けがつくよう
に頑張りたい。

ＰＣ同好会
≪最近ＰＣ事情≫
市川
イーゼル会

義人（昭 57 経）

ここ 1 年の私の PC ライフのトピックは年末にデ
スクトップ 5 台のマザーボード内部部品をのべ 60

≪今月の絵≫

個位交換したことくらいです。部品はマザーボー
ドの基板上電源部の「電解コンデンサ」です。5
台のうち、4 台は私の自作、1 台は中古で購入した
IBM のデスクトップです。1 台（自作）は起動不可
（BIOS 画面が出てすぐに再起動を繰り返す）でし
たが、交換後無事起動しました。これは 6 年前に
購入しました。起動したものの OS の Win2000 は潰
れていたので上書きインストールしました。デー
タは殆ど無事でほっとしました。元の環境で復元

西脇

できるのは大変ありがたいです。あと 4 台は修理

良一（昭 30 法）

前も動作しましたが、それぞれ立ち上がりが妙に
遅くなっていたり、画面が暗かったりしていたも

≪お絵かき≫

のです。交換した後の一番の改善点は画面が明る

友子（昭 43 商）

くなったことです。それと立ち上がる時間も速く

ある日、もうすぐ 2 歳になる孫が「オバァちゃ

なりました。電解コンデンサの交換は趣味のオー

ん、アンパンマン描いて！」と紙とペンを持って

ディオで 30 数年前からしていますが、PC は初めて

きた。さぁ、困ってしまった。頭の中でイメージ

でした。PC はスルーホール基盤で面倒で触る気に

が出てこない？？？

なりませんでした。

堀

「ワンワン描いて、ネコちゃん、豚さん！」と次々

今回、起動しないのは困るので一念発起、年末

注文を出してきた。アンパンは丸に目鼻をつけた

の休みにトライしました。交換には道具と忍耐が

ら違う！と言われ・・・犬もネコも豚もどれも丸

必要です。とりあえずうまくいきましたが交換の

に耳をつけただけ。ましてや、新幹線なんて言わ

方法等詳しいことはネットで「マザーボード

れては、もうお手上げ状態。

解コンデンサ交換」で検索すればたくさん出てき

電

そう言えば、はるか昔（？）母が歌いながら鳥

ます。オーディオ用と同じく PC 用コンデンサも高

に餌をあげている絵を描いてくれたことがあった

級品から低級品までピンキリで、国産の一流メー

っけ・・・つい思い出して懐かしく思った。
（その

カー製の PC にはおしなべて国産の良品が使われて

母はまだ 93 歳で健在であるが・・余談）

いると思います。安物のコンデンサが使われるこ

それなら私もと、思い切ってイーゼル会の教室

とが多いのは自作用の低価格マザーボードです。

を覗いてみた。とにかく描いてみなさいと言われ

今回交換に使用した部品代はコンデンサを数種類

て、ん十年ぶりに手にする絵筆と絵の具、チュー

まとめ買いしたので 1 万円ほどかかりました。沢

リップを写生して色をつけたが一応花には見える

山購入したので物によっては百個以上残っていま

とお世辞を言われた。先生のご指導を受ければ何

す。１個あたり 50～100 円くらいでしょうか。

とか形は作れるのではなかろうかと錯覚、入会す

今回電解コンデンサを交換したことで PC の寿命は

ることにした。この誌面の「今月の絵」に登場で

随分延びたと思っています。
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OS については私用も仕事も XpPro と 2000 が主で

“Echoes Of Spring”春の息吹やせせらぎを思わ

す。家人が遊びで Vista の Business のノートを使

せる、ときめきに満ちた曲

っていますが私はほとんど触らないので使い方も

から始まった。

仕組みもわかりません。正直言って Vista には全

理子ちゃんの素晴らしいピ

く興味はありません。これ以上、マイクロソフト

アノ演奏に加え、タイミン

の商売にお付き合いする気にはなれません。私が

グのいいボーカルが入り、

もう少し若くて PC を仕事で使わないのであれば

ライブは 1 部、2 部ともたい

Linux しか使わないと思います。

へんな盛り上がりだった。特に圧巻は彼女のボー

こんな状況で、ここ数年間ほとんど変わらない古

カル十八番の一つ、“セントルイスブルース”で、

色蒼然とした環境です。

みなの心に響いた。ライブの中で理子ちゃんがこ

今欲しいのはディスプレーで、目が悪いので今の

の春関西に転勤になることが発表され、会場はさ

17 インチを 19 インチ以上にしたいです。21 イン

らに盛り上った。またこのトリオは愉快な演奏で、

チ以上はまだまだ高いです。

みなを十分に楽しませてくれた。特に理子ちゃん

これからはテレビ、ビデオ、パソコン、オーディ

はますます円熟味を増した素晴らしい演奏で聴衆

オは一体化してくると思います。テレビと PC が一

を魅了した。多くの花束贈呈があり、楽しいライ

体になると、一日中つけっ放しの状態になると思

ブがあっという間に終了した。

うのですが、ただでさえ短い PC の寿命がもっと短

引続き、隣の「さかばやし」の 2 階を貸切り懇

くなるのではないかと思います。

親会が行われた。ここでも理子ちゃんを中心に和

PC にせよテレビにせよ電源部にはしっかりお金

やかに会が進み、一足早い、神戸での理子ちゃん

をかけて欲しいものです。電源部は外から見えな

の歓迎会となった。

いので手を抜いてもわかりません。

小川理子さんからのメンバーへのメッセージを

PS：ご希望の方がおられれば電解コンデンサーを

紹介しておこう。

お分けします。Sanyo の高級タイプです。

『４月から関西に戻り、全く新しい分野の仕事を担

容量は 2200μ/16V、1000μ/10V です。10 個くらい

当することになりました。これまでの経験を活かし

まででしたら無料です。3300μ/6V も重要（爆発し

て、仕事も、演奏も充実できればいいなと思ってお

ているのもこの型が多い）ですが、残念ながら手

ります。皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいた

持ちはありません。

します。小川理子』

内容の分かる方はかなりの通の方です。編集者に
は全く理解できません（涙）・・・ワカラン

囲碁同好会
◎３月７日（金）

ＫＫＪＣ
♪ＫＫＪＣ春の集い♪

通常例会

◎3 月 17 日（月）

黒田

出席者：11 名

カネボウ囲碁愛好会との懇親

会（打出囲碁クラブ） 慶応 7 名

豊夫（昭 37 政）

カネボウ 11 名

＜お知らせ＞

3 月 9 日(日)、神戸の酒心館で毎年恒例の小川理

①4 月例会：4 月 4 日（金）は夕方から水戸夕香里

子ちゃんの“ヨー・キムラ・トリオ”による春の

プロの指導碁が行われます。

ライブが催された。この日は運良く、快晴、温暖

②慶応囲碁部 OBOG 大阪会の 4 月例会：4 月 19 日

で開始直前には百数十名と、ホールは超満員とな

（土）は初の慶早懇親会が行われますので、皆で

った。

参加いたしましょう！

KKJC 今回の幹事は堀友子さんで、堀切民喜先輩

③ゴルフ懇親会

をはじめメンバー30 人超が鑑賞した。

日時：5 月 28 日（水）

場所：タイガースゴルフ倶楽部

颯爽と登場した理子ちゃん。オープニングは
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囲碁同好会初のゴルフです。奮って多数ご参加く

遺産に登録されてからでしょうか、観光客が飛躍的

ださい。

に増えているようで、数多くのホテル、レストラン
世話人：菊田義正（昭 42 商）

などが建設工事中でした。
市街地を抜けると、人々は高床式の粗末な木造住
宅で貧しい生活をしています。遺跡の近くでは、わ

ゴルフ同好会（再掲）

ずかな収入を得るために、いたいけな子供までが観

◎神戸慶應倶楽部・KLA ジョイントゴルフコンペ

光客を必死で追いかけて土産物売りをしている姿を

日時：4 月 11 日（金）9：45 スタート（7 組）

見ると、哀れさを感じずにはいられませんでした。

プレー費：14,000 円（ランチ付き・キャディ付き）

アンコールワットには悠久の古に思いをはせる緻

◎ 神戸慶應倶楽部ＧＷゴルフコンペ

密なリレーフも綺麗に当時のまま残っていて、王国

日時：5 月 5 日（月・休）9：10 スタート（4 組）

のドラマ（戦の場面が多い）を窺い知ることができ

プレー費：18,000 円（ランチ付き・キャディ付き）

ます。建物は、風化や内戦のために傷んでいて、足

両コンペともに

元が崩れていたり、石段が急傾斜になっていて少々

場所：タイガースゴルフ倶楽部
〒673-1324

兵庫県加東市新定

骨がおれるところもありましたが、日本や他の国々
275-144

の援助によって、遺跡保護や修復が進められていま

TEL：0795-46-0111

す。一度は訪れる価値の高いところだと思います。

参加費：3,000 円（ダブルペリア方式）
参加ご希望の方は、4/11 分は至急に、5/5 分は 4/18
までに世話人にお申込ください。
世話人：渡辺義博

故岡本彰祐氏を偲ぶ

（TEL：090-3464-6132 tyoszan@nifty.com ）

BRB「社中の心」の最初の執筆者（2002.7～10
月号）岡本彰祐氏（2004 年 11 月逝去）の共同研
究者でもある歌子夫人が、この度『岡本彰祐アン
ソロジー』という生前の氏の著作を編まれた本を
発刊されました。
「時代を超えた」科学の成果と方法論から「人

≪東南アジアの旅≫

間の幸福」の科学に至るまでを、人間味あふれる

清家

伊佐雄（昭 44 工）

言葉で綴られた心に響く内容で埋まっている秀逸

2 月後半から 3 月始めにかけて、タイ、カンボジア、

の１編です。中には「社中の心」の 2 篇も掲載さ

ベトナムと世界遺産をめぐる旅行に行ってきました。

れています。ぜひご一読

文化遺産にふれる感動もありましたが、これらの国

をお奨めします。

の歴史、文化を知り、人々の日常生活を垣間見るこ

「岡本彰祐アンソロジ

とにもなり、まだまだ貧しい人々が多い現状を見て、

ー」（築地書館:2000 円）

恵まれている日本を思うと、人生観が少々変わって

なお、専門分野については、

きました。

次のホームページでご覧い

わけても、カンボジアは 30 年近い内戦と、大量虐

ただけます。

殺や餓死で、人口の 3 分の１がなくなりました。ま

http://www.hit-center.jp/contents/osirase2.php

た平和になって 15 年ほどたちましたが、いまだに地
普段、会の行事に出席できない方、遠隔地の方も誌
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

雷、不発弾が数多く残っています。戦争の傷跡は深
く、貧困層が多い国です。
そのカンボジアのアンコール遺跡観光は、シェム
リアップ（首都プノンペンから北西に 250km）が拠
点になりますが、アンコールワットが 1992 年に世界
5

◆出欠の締め切りは、4 月 18 日（金）です。当日

～～4 月例会のご案内～～

飛び込みで出席される方が見受けられますが、食

日時：4 月 25 日（金）18：30～20：00

事数に影響がありますので、必ず事前にご連絡を

（受付 18：00～）

お願いいたします。

場所：神港ビルヂング１階Ａ会議室
（エレベータホール横）
会費：3,000 円 （弁当・飲料をご用意します）

◆会長・副会長・会計監査・評議員・幹事長・副
幹事長各位は、別途ご案内の通り、例会終了解散
後、引き続いて平成 20 年度評議員会を開催します

平成 20 年度初となる 4 月例会では、以下の講演

ので、そのままＡ会議室にお残りください。

を予定しています。多数のご参加をお待ちしてい
ます。
講演：19：00～20：00

～～2008 年度総会のご案内～～

「企業不祥事を科学する（仮題）
」

5 月 28 日（水）

～不祥事発生のメカニズムを解明し、早期発見と

神戸外国倶楽部にて

（詳細は次号でお知らせします。）

未然防止の対策を考える～
講師：康乗 克之（やすのり かつゆき）氏
神戸慶應倶楽部会員（昭 58 商）

～～事務局よりお願い～～

講師プロフィール

◆例会等にご出席の会員様はお食事等の準備の都

1958 年（神戸市生まれ）

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。
◆4 月は年会費の振込月になっております。

1983 年慶應義塾大学商学部卒業
公認会計士第二次試験合格後、監査法人、リス
クコンサルティング会社を経て、2000 年 4 月国
際会計事務所である KPMG に入社、監査部門（現
あずさ監査法人）およびコンサルティング部門
（KPMG ビジネスアシュアランス）にて、監査、

自動引落しの会員様は 4 月 28 日（月）に会費の引落

調査、内部統制／内部監査、コンプライアンス
および組織改革等のアドバイザリー業務に従事。

します。

ラッグインマネジメント（FiM）を設立、2007
年には神戸オフィスを開設する。
2000 年より、NPO 法人日本災害医療支援機構
（JVMAT）理事。
2007 年より杏林大学医学部（救急医学）非常勤
講師。
2008 年より岡山大学医学部（産業医学）非常勤

･
･

講師（予定）
。
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編集後記

〇 桜 便 り も 楽 し み な 毎日 、 春
の陽射 しを受けてどこか に出
か け た く な る 季 節が また 巡 っ
てきました。一年は早いです。
〇インターネットでＢＲＢを
見たとメールをいただきまし
た。会員以外の塾員および一
般の方の目にも触れるように
なって、編集に携わっている
者としてはうれしい反面、緊
張感でいっぱいです。糸が切
れないようにどなたか助けて
くださればいいのですが
（ほ）

2006 年に KPMG を退社し、横浜市にて株式会社フ

しがございますので、口座及び残高の確認をお願い

