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～～2008 年度総会開催～～
『会長就任挨拶』

「2008 年度総会が 5 月 28 日（水）神戸外国倶楽部
にて開催された。出席者は 53 名。

佐井

裕正（昭 49 商）

本年度は会長改選の年度にあたり、新たに佐井裕

この度、平成 20 年度定時総

正会長、森本泰暢幹事長が選任され、その他提出さ

会に於きまして、会長に選出

れた議案はすべて原案どおり承認された。」

をしていただきました。

詳細は後日お知らせいたします。

伝統ある神戸慶應倶楽部の

総会に引き続いて懇親会に入り、森本新幹事長の

会長というその責務の重大さ

司会で、高橋副会長の乾杯の発声とともに今後の倶

に身の引き締まる思いです。

楽部の目標の一つでもある親睦をより強固にするも

が、それと同時に慶應義塾創

のとして新年度がスタートしました。

立 150 年という節目の年度に会長をさせて頂くと

神戸外国倶楽部特製の豪華料理と歓談に花が咲き、 いう事は大変に名誉な事であり、光栄に思ってお
いつもながらの和気藹々の雰囲気で和やかに進めら
ります。
れました。

さて、本年 11 月 8 日（土）には日吉キャンパス

最後に阪本副会長の閉会の辞と「若き血」合唱で、

にて塾員、塾生など社中の人々を中心に国内外の

今年度総会は無事終了しました。

来賓も迎え、１万人規模で創立 150 年記念式典が
行われます。
翌 11 月 9 日（日）には音楽コンサートなど、さま
ざまなイベントを予定している連合三田会大会が
開かれます。是非とも、当倶楽部からも多数の方々
のご列席をお願いしたいと思います。
また 150 周年記念事業募金につきましては、す
でに目標とする 1000 万円を超えておりまして、こ
の点につきましては、ご協力を賜わりました当倶
楽部会員の皆様方に厚くお礼申し上げる次第です。
さて、翻って我が神戸慶應倶楽部におきまして
は、広瀬前会長ならびに村尾前幹事長のご尽力で、
倶楽部規約の改定ならびに会員の入会退会に関し
ての規約と倶楽部ルーム使用規定等の整備がなさ
れました。残るは、神戸慶應倶楽部の倶楽部ルー
ムの維持ならびに次世代に引き継ぐ為のファンド
の充実であります。私は現在、皆様方にお願いし
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『会長退任挨拶』

ております神戸慶應倶楽部としての維持会費を何

広瀬

としても拡充していき、毎年の倶楽部の活動、運

努（昭 45 商）

営につきましては、会員各位の年会費及び各々の

5 月 3 日に「慶應大阪リバーサイドキャンパス」

会費でまかなっていくというプライマリーバラン

が開設され記念式典に出席させていただきました。

スの確立に全力を注ぐ所存であります。

安西祐一郎塾長から大阪設置の意義についてご挨

明治維新のあの激動の時代に福澤先生は独立国

拶があり、銭高一善関西合同三田会会長から誕生

家を作る為に、人材の育成が第一と考え、慶應義

記念碑の設置の苦労話や、朝日放送には土地の提

塾を設立されました。そしてさらに、時事新報、

供など大変お世話になっていることが披露されま

交詢社を設立されました。これが世に言う三大事

した。大阪は福澤諭吉が生まれた場所であり、適

業であります。その内、交詢社は知識交換世務諮

塾で学んだ地でもあります。明治時代に大阪慶應

詢の造語であり、すなわち社会の色々な職業の

義塾が開設していましたので再開といってもいい

人々が同じ業種の人達ばかりでなく、広く各界の

のかもわかりません。今後は、ビジネススクール

人々と例会で意見を交換し、同好会等を通して親

や大学院分室など各種セミナーや講座が展開され

睦を深める会として設立されたものです。

ていく予定で関西にとって大いに期待したいと思
います。

私ども神戸慶應倶楽部もこの精神に則り、規律
ある中にも楽しい、面白い、元気な会を目指して

6 月 7 日には堂島リバーフォーラムで「学問のす

運営をして行きたいと思っております。会員の皆

すめ 21」で「ニュースという知識」が開催されま

様方のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げる

すので、ぜひ参加されリバーサイドキャンパスや

次第です。

誕生記念碑を見学されたらいいと思います。
会長とし 2 年間やらせていただきましたが、出
来るだけ出席し、多くの方々との交流に努めると
ともに次の時代へ継承するための規約改定や組織

『幹事長就任挨拶』
森本

づくりを意識して行ってきたつもりです。また 150

泰暢（昭 60 法）

周年記念募金は担当の阪本副会長と会員の方々の

村尾前幹事長の後を受け、

ご支援のおかげで目標の数字を達成することがで

大役を仰せつかりました昭和

きました。

60 年法学部法律学科卒業の

徳丸前幹事長、村尾幹事長、BRB 編集の堀副幹事

森本泰暢と申します。今まで

長、事務局の糸海さんにはご苦労をおかけしお世

は春の慶早ゴルフコンペの幹

話になりました。副会長、幹事はじめ役員の方々

事役を主にしていただけの幹

そして会員の皆様にはご協力いただきましたこと

事でしたが、今後は伝統ある神戸慶應倶楽部の幹

を厚くお礼申し上げます。自前の倶楽部ルームと

事長として微力ながら精一杯努めさせていただき

BRB や同好会、月例会などが神戸慶應倶楽部の特徴

ます。

で三田会の中でも注目されている倶楽部だと思い

「本倶楽部は神戸市およびその近郊在住の慶應義

ます。

塾員相互の親睦を図り、連絡

強固にすることを

2008 年度はダンデイーな佐井新会長と森本新幹

目的とする」と規約の第 2 条にあります。この目

事長を中心に皆様のご支援で倶楽部を維持してい

的を達成すべく、特に親睦に関する事業、そして

き、よりいっそう素晴らしい楽しい倶楽部になる

文化・教養・健康に関する事業に力を注いでいく

ことを願っています。本当にありがとうございま

所存ですので、皆様の暖かいご協力とご指導のほ

した。

ど、宜しくお願いいたします。

参照（慶應義塾メールマガジン 5 月号より転載）
慶應大阪リバーサイドキャンパスが、大阪大学病
院跡地再開発地域ほたるまち（大阪市福島区）に開
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設され、5 月 3 日午前 10 時から、同キャンパスの開
設記念式典が、約 80 名が出席して行われました。
冒頭、安西祐一郎慶應義塾長から、再び大阪の地
に義塾のキャンパスが設置されたことは、慶應義塾

≪イタリア聖地巡礼の旅(2)≫
浅沼 清之(昭 36 経)

にとりましてもたいへん意義深いことです、との挨
拶があり 、その後、来賓の塩川正十郎東洋大学総長、
錢高一善関西合同三田会会長、塚本邦彦大阪芸術大

サン・ピエトロ大聖堂は、いうまでもなく、荘厳

学理事長の皆様から祝辞をいただきました。続いて

なるカトリックの総本山。聖ペテロの墓の上に建て

テープカットが行われ、新しいキャンパスの門出を

られた 4 世紀のバジリカが始まりである。16 世紀に

祝いました。

再建着工、ラファエッロ、ミケランジェロ等が再建
に取り組み、17 世紀に完成した。ヴァチカン宮殿美

大阪は慶應義塾の創設者・福澤諭吉ゆかりの地で
す。大阪は福澤諭吉が生まれた場所であり、また福

術館は、歴代の法皇が集めた美術が中心である。

澤が青年期に適塾で学んだ地でもあります。 慶應義

システィーナ礼拝堂は、法皇の公的礼拝堂であり、

塾としては、明治 6 年 11 月から同 8 年 6 月の間、大

法皇選挙の会場でもある。天井の壁画はフレスコ画

阪慶應義塾を開設していました。なお、ほたるまち

で、正面に、ミケランジェロの「最後の審判」
、天井

には「福澤諭吉誕生地記念碑」が設置されています。

に「アダムの創造」
「原罪と楽園追放」
「ノアの洪水」

今後は、慶應大阪リバーサイドキャンパスにおい

等が画かれている。壁画は、左右に、キリスト伝、

て各種セミナーや講座等を徐々に展開していく予定

モーゼ伝を主題にしている。

です。

サンカリスト・カタコンベを訪問したが、地下 5 層、
長さ 20 キロ、10 万人を葬る墓地であり、3 世紀の法
皇の墓、サンタ・チェチーリアの墓、等がある。
また、3 世紀のフレスコ画で飾る「秘跡の間」等が見

『幹事長退任挨拶』

られる。カタコンベは、初期キリスト教時代に、迫

村尾

憲一郎（昭 58 商）

害された信徒達の地下墓地であった。
ナヴォーナ広場地区にあるパンテオンは、紀元前 27

昨年の総会で幹事長を拝命してから、早１年が

－25 に建造され、完全なローマ建築である。ラファ

過ぎ、役員の定例改選期を迎えることとなりまし

エッロ、エマヌエーレ 2 世の墓がある。

た。振り返りますと、就任のご挨拶にて目標に掲

そのほかに、ローマでは、サンパウロ・フォーリレ

げました神戸慶應倶楽部行財政改革のため、試行

ムーラ教会、トレフォンターネ教会等を訪問して、

錯誤しながら駆け抜けた１年であったように思い

巡礼日程を終えた。同行していただいた神父の一人

ます。会員各位はもとより、会長・副会長・会計

が、イタリア人で現地事情に詳しく、日本語で解説

監査・顧問・評議員・副幹事長・幹事のみなさま

していただけたのは、誠に幸運であった。

による叱咤激励があればこそ、この大役を無事全
うできたものと心より感謝しております。特に幹
事会のみなさまには、副幹事長時代より物心両面
にわたるご支援を頂き、慶應社中ならばこその友
情に重ねてお礼申し上げます。次年度は、満を持
して森本泰暢さんが、幹事長に就任されます。小
職も微力ながら、引き続き副幹事長職の一員とし
て縁の下を支える所存ですので、私同様よろしく
お願い申し上げます。神戸慶應倶楽部のますます
の隆盛を祈念し、退任のご挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。
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≪アイルランドのリンクスコース≫
菊田 義正（昭 42 商）

が、体力、気力あるうちに再度チャレンジしたい

4 年前、スコットランドのセントアンドリュース

人が「次回はいつか？」と聞かなかったのが心配

もの。しかし前回、是非又行きたいと言った他の 3

GC、カーヌステイ GC 等 8 ヶ所のリンクスコースで

である。

プレイした時の感激が忘れられず、去年夏、同じ
友人 3 人と今度はアイルランドのリンクスコース

≪後部座席シートベルトは大切です≫

にチャレンジした。アイルランドは北海道とほぼ

（中学生投げ出され死亡）の教訓

同じ大きさで、ゴルフ場は 408 ヶ所。そのうち海

高田 育明（昭 51 医）
平成 20 年 6 月から後部座席シートベルトの装着
が義務化（減点１点）されます。
義務化直前の 5 月 3 日、後部座席シートベルトを
していれば防げたかもしれない交通事故（死亡事
故）が身近の神戸淡路鳴門道で起こりました。
母親の運転する乗用車が高速道路の側壁に衝突し、
次いで中央分離帯に衝突し、その弾みで後部座席
に乗っていた娘二人が反対車線に投げ出されまし
た。娘一人は頭部を強打し間もなく死亡、もう一
人は病院で手当を受けており、運転者の母親は軽
傷！運転者の母親にとっては受け入れ難い無惨な
結末となってしまいました！！
もし、後部座席シートベルトを装着していれば、
このような不幸な結末にならなかったでしょう。
後部座席シートベルト装着の義務化は有用で、必
要なことと認識しました。
＜実験データー＞
1）高速道路で車外に放出された死者の割合
運転席 17.2％、助手席 26.7％、
◎後部座席 41.3％ と運転席の 2 倍以上の高い
確率で車外に放出されて死亡している。
2）ダミー人形の衝突実験で、シートベルトをして
いない後部座席のダミーは前席のシートを背もた
れごと押し潰し、運転者あるいは助手席乗員は背
もたれとエアバッグに強く挟み込まれ、重傷を負
うことが示された。
交通事故は怖いですね。

岸沿いのリンクスはわずか 53 ヶ所であり、2 週間
で 9 ヶ所をレンタカーで周る企画である。目玉は
アイルランド屈指の難コース、バリーバニオン GC。
ヨーロッパ最西端の大西洋に切り立つ断崖上に位
置し、トム・ワトソンが「世界のゴルフ場の中で
最も美しく、タフで素晴らしいコースである」と
絶賛したという記事を読み是非行って見たいと思
っていた。このコースは超人気で 1 年前に予約で
一杯になるということもあり、早くからゴルフ場
ガイド、ホテルガイド、詳細な道路地図等の入手
及び情報収集の準備に入った。旅行代理店は一切
通さずインターネット、ファックスで直接申し込
むという正に手作りの旅行である。ゴルフ場はお
馴染みの全英オープンと同じ強風と深いラフとポ
ットバンカー。吹き荒れる偏西風でグリーン上の
ボールが動く時もある。ラフに入ると半分はロス
トボール。仮に見つかったところでサンドウェッ
ジでも中々脱出困難。バンカーも横に脱出。
「こん
なゴルフ場どこが面白いのか！」と怒る人が多い
らしい。ラフ、バンカーに入らなかった時の安堵
感。ボールを見つけた時の喜び。上手く？運良く
脱出出来た時の大きな喜び。色々な楽しみ方があ
るものだ。難攻不落なコースでもパーがたまに取
れる。その時の無上の幸せはとても言い尽くせな
い。日頃のスコアーよりラウンド 10 打以上叩く。
とても歯が立たない。それでもラウンドを終えた
ときの爽快感は格別。バリーバニオンの他、特に
ウォーターヴィル GC、トラリーGC、ユーロピアン
GC は風景の美しさ、コースの難しさ等印象的なコ
ースであった。100 年以上のゴルフの歴史を持つ国

囲碁同好会

のゴルフ場でタイガーウッズ他数々の有名プロと

〇5 月 2 日（金）1 時より通常例会

同じ空気を吸えたと思うだけでも至福。ユーロが

出席者：11 名 熱い戦いの後はいつもの通り、

最も高かったこともあり 1 ラウンド（キャデイ無

いつもの場所で反省会。

しでトローリー代を含む）平均 22,000 円とプレイ

「あ～どうして上達しないのか！」

代が日本より遥かに高かったのが想定外であった

＜お知らせ＞
○6 月 6 日(金）
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通常例会

○6 月 14 日(土）

須磨アルプスが望まれる。緑系の色は日本の伝統色

第 4 回ヤンマー囲碁愛好会との懇親会

だけでも 20 余色、新緑のグラデーションをどこまで

場所：ヤンマー宝塚保養所・宝塚せいれい荘

表現できるか、さあ挑戦開始！！
11:30、小雨が降り止まず霧が出て遠くの山々は見

○6 月 28 日(土）
第 2 回囲碁大会（神戸慶應倶楽部本因坊戦）

えなくなり、新緑がどんどん煙っていくなか、制作

場所：倶楽部ルーム

のピッチを上げて色を逃がさないように画帳のあち

競技方法：持ち点によるスイス方式

こちを緑、黄緑、深緑 etc で点描しておく。
12:00、淡路屋の特製弁当を楽しみながらそれぞれ

○ゴルフ親睦会の日にち変更
当初予定の 5 月 28 日(水）が 7 月 23 日（水）に

の進捗状況を話し合う。気温が下がり気味なので午

変更となりました。

後の仕上げを急ぎ 14:00 講評開始に決まる。

場所は変わらずタイガースゴルフクラブです。

14:00、梅地先生からは、全体的には新緑を良くと

世話人：菊田義正（昭 42 商）

らまえ色合いを楽しんでいるが、もう少しメリハリ
を付けた描写を心懸けたい、また技術的には向上し
ているので部分にとらわれず全体のバランスを取る
ようにして絵自体におもしろみを出すようにしたい

イーゼル会

等のご講評をいただき、雨に洗われた新緑を五感で

≪今月の絵≫

楽しんだ写生会は天候が下り坂ということもあり早
めに切り上げ家路につくこととなった。
会員募集中！ 第 1・3 木曜日に教室を開いています。
体験入学大歓迎です。世話人：前田 剛資（昭 39 工）

五代

ＫＫＪＣ
♪ジャズの好きな方大歓迎♪

友和（昭 37 商）

〇サマーパーティ

7/13（日）三宮「グレート･ブ

ルー」18 時から。メンバー結成の“サンセット 77”

≪小雨に煙ったしあわせの村≫
八巻 晤朗（昭 40 経）

が演奏します。ご期待ください！
〇秋のジャズ＆ゴルフツアー

5 月 24 日（土）、四、五日前から天気予報では週末

11/1～2（土・日）

は雨、それもかなりまとまった雨が降るとの予報が

今年は浜松に行きます。おなじみ鍋島直昶さん、

しきり。

小川理子さん参加で大いに楽しみます。

10:00、どんよりとした雲が広がるなか、雨と温度

ご興味ある方は連絡ください。

対策に怠りない服装をした会員 11 名と梅地先生がし

世話人：近藤

正（昭 39 商）

あわせの村の駐車場に集合、打合せもそこそこに園
内をロケハンするも空模様から芝生広場周辺の屋根
のある二カ所を確保、陣取ることとなった。芝生広

――訃報――
康博会員（昭 31 法）

場は周りをクスノキ、アカラシ、コナラ等の樹木で

小西

囲まれ、晴天の週末はイベントや家族連れ、子供達

5 月 21 日、ご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

のボール遊びなどで賑わうところ。開園してから 20

合掌

年を経て樹木も十分に生長しており、ちょうどクス
ノキの白緑色の小さな花が盛りで新緑をさらに明る

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

く華やかに彩っている。それら周辺樹林の上に南欧
風にデザインされた本館、リハビリテーション病院
等の高層階が姿を見せ、遠く高取山や横尾、鉄拐の
5

～7 月例会サマーパーティ（予告）～

～～６月例会のご案内～～
「慶應義塾常任理事

森

征一氏

講演」

日時：7 月 11 日（金）18：30～21：30
場所：神戸銀行倶楽部
住所：神戸市中央区江戸町９１－１
電話：078-331-2766
会費：8,000 円（予定）
（詳細は次号でお知らせします。）
内容
①慶應義塾創立 150 年記念イベント
「歩いて識る 150 年～中津から三田へ 1500ｋｍ」
当日はワンダーフォーゲル部が明石より神戸に到
着し、神戸慶應倶楽部との交流会となります。
②恒例のオークションを開催いたします。
必ずお一人一品以上の出品をお願いします。

日時：6 月 19 日（木）18：30～20：30
（受付 18：00～

）

場所：神戸ポートピアホテル
会費： 7,000 円（ビジターは 8,000 円）

塾より森

征一常任理事、大下亨治塾員センタ

ー部長が来神され、塾の近況、未来についてご講

演いただきます。
戸慶應倶楽部会員相集い、森征一常任理事を歓
迎したく存じますので、お誘いあわせのうえ多数
のご参加をお待ちしております。
◎ 出欠の締め切りは、6 月 11 日（水）です。
当日飛び込みで出席される方が見受けられますが、
慶應義塾ワンダーフォーゲル部三田会（ＫＷＶ）から、
食事数に影響がありますので、必ず事前にご連絡
7 月 13 日（日）“六甲山ワンデルング”のお誘いがき
をお願いいたします。
ております。別添の文書をご覧ください。

≪大阪慶應倶楽部からのご案内≫
「倶楽部創立記念祝賀会」7 月 17 日（木）
詳細は別添の文書をご覧ください。

◆本年度は関西合同三田会会員名簿作成の年です。
6 月中旬にお送りする確認書類を 7 月 15 日までに
FAX 返信お願い致します。
尚、広告掲載も募集しております。
◆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。

･
･
･
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編集後記

〇新緑が目に鮮やかに映る季節、
近隣諸国ではまたもや悲惨な災
害に見舞われるという不安な
日々。世の中いろんなことが起り
すぎます。もうすぐ梅雨に入ると
いうのに 。
〇会長幹事長が交替、幹事連も更
にパワーアップして益々の充実
が期待されます。この誌面も会員
相互の交流オアシスの一助にな
ればと願っています。
〇皆さまからの情報提供と投稿
をよろしくお願いします。 （ほ）

～～事務局よりお願い～～

