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謹 賀 新 年
『慶應義塾創立 150 年記念式典』
「新年挨拶」

福井

神戸慶應倶楽部会長
佐井 裕正（昭 49 商）
新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、ご健勝にて新年をお迎
えになられました事、心よりお慶び申し上げます。
昨年 11 月 8 日慶應義塾は創立 150 周年記念式典
を天皇皇后両陛下のご親臨を仰ぎ、
日吉キャンパス陸上競技場におい
て挙行致しました。
当日は生憎の小雨模様でしたが、
全国から約一万人の社中の方々が
参加され、終始なごやかなムードで
この記念すべき日を皆でお祝いを
する事ができました。
詳細につきましては、三田評論 12 月号に掲載さ
れておりますので、ご覧になって頂ければと思い
ます。
さて、今日、我国は未曾有の世界同時不況の中、
政府も頻繁に景気対策を打ち出してはいますが、
どれも充分とは言えません。しかしながら、私ど
も塾員は今こそ福澤先生のお教えに立ち戻り、福
澤精神を踏襲し、実践してこの困難に立ち向かっ
て行くべきであると考えます。
幸い我国には昨年のノーベル賞に代表されるよ
うに、すばらしい頭脳を持たれた方々が各方面で
ご活躍されております。
今の閉塞感を打開するには、このようなすばらし
い先生方の才能を生かして、経営のイノベーショ
ン、技術のイノベーションを促進していく他にな
く、それらを安易に国に頼る事なく自らイノベー
ションを推進していく事が必要なのではないでし
ょうか。
本年は何かと厳しい年になるかも知れませんが、
私ども神戸慶應倶楽部の会員の皆様方におかれま
しては、常に元気で楽しい会の運営を心掛けてお
りますので、今まで以上にご参加頂きたくお願い
を申し上げて新年のご挨拶とさせて頂きます。
1

有（昭 49 商）

11 月 8 日うす曇の天気の中、日吉のグランドに
8300 名がつどい、慶應義塾創立 150 年記念式典が
挙行された。入場は 11 時半、いつになくセキュリ
ティーチャックが厳しい。12 時より石坂浩二の司
会により式典前プログラムが開始。
三田、湘南
藤沢、大阪の
各中継地に陣
取ったオーケ
ストラ、吹奏
楽団の４元中
継による式典
ファンファー
レで幕があけた。午後１時より式典開始。安西祐
一郎塾長式辞に引き続き天皇皇后両陛下のご臨席
を仰ぎお言葉を賜った。このあたりで天空に薄日
が差してくる。そして国内、海外大学の学長をは
じめとする多くの来賓の方々から祝辞が述べられ
た。
続いて塾生代表 2 名による誓いの言葉が発表さ
れた。
そして慶應義塾塾歌を、
応援指導部のリードの元
に参加者全員が肩を組ん
で斉唱し、一気に会場の
ムードは最高潮に盛り上
がった。
天皇皇后両陛ご退席の
後、幼稚舎から大学院ま
での各学校の代表者が
「未来先導宣言」を発表。
大阪会場からは小川理子さんがピアノとメッセー
ジを披露した。
夜は場所を帝国ホテルに移し記念パーティーが
開催され、800 名ほどの塾関係者が集った。安西塾
長、福沢評議員会議長からそれぞれお礼の言葉が
述べられた後、塾旗入場。懇談の後終了時には若
き血を全員で斉唱した。

さて，講演は，本年 4 月よりスタートした特定
保健指導（いわゆる「メタボ検診」
）について，生
活習慣病に関する歴史的経緯，
「健康」の定義の変
化，高齢者の増加等による医療費負担増の問題等
の背景論をからめた解説をいただき，また，世界
の食糧事情等についてもお話がありました。
これらのお話が興味深いものであったことはも
ちろんですが，出席者の質問が集中したのは，日
常の食生活に関する話題になったときでした。
各出席者からは，
何を食べればいいの
か，野菜・果物と肉・
魚類のバランス，食
事の順序，生で食べ
ることと火を通して
食べることとの比較，
この商品は本当に体にいいのか等，日ごろから気
になっていたであろうことについて，マシンガン
のような勢いで質問がなされましたが，渡邊さん
は，疑問点を整理した上，的確かつ迅速に，各質
問に回答されていました。本報告で貴重な質疑応
答を逐一ご紹介することはできませんが，個人的
には，食事の少し前に果物を摂取すると胃腸の働
きが良くなる，と伺ったことが特に印象的であり，
その後，我が家では，果物の消費量が増加してい
ます。
質問が止まる気配すら見えない中，あっという
間に惜しくも終了の時間となり，渡邊さんから出
席者にご持参の果物がプレゼントされ，散会とな
りました。

会場には佐治信忠（サントリー）
、塩谷立（文部
大臣）、茂木友三郎（キッコーマン）
、椎名武雄（日
本 IBM)さらに俳優の加山雄三など各界の錚々たる
面々が顔を見せてお
られた。
150 年にわたる慶
應義塾社中のその底
力と団結力の強靭さ
を見せつけられた 1
日だった。

～～11 月例会レポート～～
手塚

祥平（平 14 法）

秋らしい天気が続く中，11 月 12 日午後 6 時半よ
り，倶楽部ルームにて例会が開催されました（出
席者 21 名）
。
冒頭，佐井会長より，開会のご挨拶とともに，
11 月 8 日に開催されたばかりの創立 150 年記念式
典についてのご報告がありました。
次いで，本年神戸慶應倶楽部に入会された講師
の渡邊留美さん（平成 10 年環境情報学部ご卒業）
から，『野菜を通して見る，マイライフスタイル
～旬を楽しんで、脱メタボ～』と題しての講演が
ありました。
渡邊さんは，電子カルテシス
テムの構築に関するお仕事の
傍ら，日本ベジタブル＆フルー
ツマイスター協会認定の「野菜
ソムリエ」（正式には「ベジタ
ブル＆フルーツマイスター」。
野菜だけでなく果物について
も豊富な知識等が要求されま
す。
）の資格を取得され，野菜と果物の魅力をわか
りやすく伝え，豊かな食シーンの実現に貢献する
という活動をされています。ちなみに，
「野菜ソム
リエ」の資格には 3 つの段階があり，最上位の「シ
ニア・ベジタブル＆フルーツマイスター」は，日
本で 20 数人しか取得者がいない難関だそうです。
渡邊さんが倶楽部ルームに到着された際，重そ
うなキャリーケースをお持ちだったことから，出
席者一同は，出張先から直行されたのかと思いま
したが，実は，例会のために高知県の農家から取
り寄せたという大きな水晶文旦や新高梨等の珍し
い果物が所狭しと詰まっていました。
講演の冒頭で，さっそく水晶文旦が出席者に振
る舞われ，一同，あっさりしつつ甘い味わいを堪
能しました。水晶文旦は，青色の状態で完熟する
もので，以前は黄色く着色したものが好まれてい
たものの，最近では青いまま出荷されるようにな
っており，
「青の水晶」とも呼ばれているそうです。

～～クリスマス家族例会レポート～～
永島 政和（平 17 経）
12 月 6 日、クリスマス家族例会が神戸ポートピ
アホテル、エメラルドの間にて開催されました（参
加者 会員 40 名 家族 13 名）
。
阪本副会長からの 150 周年記念式典および神戸
慶應倶楽部の今年の活動報告を含めた挨拶で会が
始まりました。
神戸ポートピア
ホテルの美味美食
に舌鼓を打つ中、ジ
ャズライブ（出演：
團裕子、
高橋俊男、嶋仲
潤）、オークション
（司会：浦上忠文会員、同夫人）と続きます。神
戸の地に相応しい格調高い音色と、浦上ご夫妻の
一糸乱れぬ呼吸でのハイテンションな司会が印象
的でした。
私、永島（えいじま）は今年夏に鳥取から神戸
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に赴任し、9 月に当倶楽部に入会したばかりでクリ
スマス例会は初参加でした。まだまだ初のご挨拶
をさせて頂く方も多く、また、オークションで自
分が出品した品はきちんと落札されるのか？など
と考えながら、和やかな会の進行とは裏腹に、終
始一人で緊張していました。
余談ではありますが、
私は山陰の名物、松葉
ガニを出品したのです
が、このいわゆる「ナ
マモノ」の出品にあた
っては相当に悩みまし
た。なにせ初参加、相
場も勝手も分からない中で、
「何を出せば良いのだ
ろう？初参加だし恥ずかし
いものは出せないし…」等
と考え、紆余曲折の結果、
「やはり地元、山陰のモノ
でいこう。この時期なら…」
ということに。早速馴染み
の松葉ガニセンターの社長さんに賞味期限につい
て相談しました。冷蔵すれば何日かは問題ないと
のこと、ついでに値段も交渉。
当日便で到着したカニは幸いにも 15,000 円で落
札して頂き、本当にホッと胸を撫で下ろしました。
落札して頂いた善塔先輩、名司会の浦上先輩には
本当に感謝しております。
オークションでの売上金額は 212,000 円と大盛
況となりました。
最後は、全員で若き血を熱唱してお開きとなり
ました。多くの諸先輩方との触れ合いを通じ、改
めて自分の中にあった「義塾愛」を確認出来た最
良の一夜となりました。

≪あいたい兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ≫
中内 仁（平 1 商）
新年明けましておめでとうございます
兵庫県は本年 4 月～6 月ＪＲグループとタイアッ
プして「あいたい兵庫デスティネーションキャン
ペーン」で全国から観光客の誘致を図ります。デ
スティネーションとは、目的地という意味ですが、
日本全国から観光のため兵庫県を訪れていただこ
う、そのためには県下の各観光地やバスやタクシ
ーそして宿泊施設が連携してお迎えしようという
企画です。30 年前の第 1 回は和歌山県で１９７８
年１１月に企画・実施され、その後山口県で開催
された時のキャッチフレーズ“おいでませ山口へ”
は一世を風靡し、集客観光の一大キャンペーンと
して多くの旅行者を集めたことは皆様ご存知のと
おりです。兵庫県での実施は 30 年での歴史で初め
てです。昨年秋に集客観光施設の有志で、話題に
なりました丹波竜(草食恐竜)の化石展示施設や丹
波・篠山城跡、また姫路城やハリウッド映画「ラ
ストサムライ」のロケ地である書写山 園教寺等
を二度に分けて訪問しました。近くに住みながら
初めて訪れるところも多く、今回の体験で知らな
い、あるいは知られていない面白いところが、ま
だまだたくさんあることがわかりました。
「あいたい兵庫デスティネーションキャンペー
ン」を機会に私たち自身も再度、兵庫県の魅力を
再発見し、訪ねて下さる多くの方々にその楽し
さ・面白さをお伝えすることは、とてもよいこと
と考えております。旅行者の皆様と地域の方々と
の交流が今後の兵庫・神戸へのリピーター作りに
繋がっていくことを心から期待しています。今回
のキャンペーンを通じて集積される地域や集客観
光に携わるもの同士のネッワークは兵庫県の財産
になります。
神戸慶応倶楽部の皆様方におかれましても、是非
この機会に県外のご友人、お知り合いの方々へご
来神、ご来県をお声掛けいただければ幸いです。
本年も引き続きご支援ご指導賜りますよう何卒宜
しくお願い致します。

≪我が家先祖の「西玉水」について≫
石崎 雄三（平 9 経）

〔追記〕当日用意されたビール、ならびにウーロ
ン茶はアサヒビール様より協賛いただいたことを
ここにご報告させていただきます。
（事務局）

先日、我が家の倉庫を掃除しておりますと、今
は他の方に譲りましたが、父方の祖母の実家が経
営しておりました鯨料理の「料亭 西玉水」の食
器や色紙などの資料が出てまいりました。西玉水
とは、明治 18 年に大阪の新町にて創業した元祖・
鯨料理専門店です。現在は、昭和 35 年に島之内に
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移転しており、4 代目当主の乾誠治さんが経営され
ております。
牛肉が貴重だったその昔、庶民の食卓にのぼる
肉は硬く臭みのある鯨肉だったそうです。
そこで、私の先祖である創業者石崎宗太郎が鯨肉
を美味しく食べられるよう「はりはり鍋」や「狩
場焼」を考案したそうです。狩場焼とは、醤油と
みりんと山椒のたれに漬けたものを焼いた照り焼
きのようなもので、その名の由来は、明治天皇が
京都で狩りをされたときにお召し上がりになり
「これは狩場で食べたほうが似合う」と称賛され
たことから名づけられたということです。
倉庫から出てきたものには、菊のご紋がついて
いる漆器やお盆、皇族の方や海軍大将がこられた
と思われる写真や色紙などが出てきました。西玉
水の看板でもある鯨が潮を吹いた大きな画も出て
まいりました。
鯨料理にはあまり良い思い出がないと言う方も
いらっしゃるとは思いますが、元祖鯨料理を食べ
に一度行かれてはいかがでしょうか。

♪ジャズ好き人間

集合♪

ＫＫＪＣ（神戸慶應ジャズ倶楽部）では、三色
旗とペンのマークが入った特注の帽子を作成しま
した。
ご希望の方は 1 月 10 日までに、別紙「申込書」
に商品名、サイズ、金額、お名前、送付先を記入
してご注文ください。
（メールの方には本誌最後に
添付、郵送の方には同封にて郵送いたします）

イーゼル会
≪イーゼル会忘年会≫
前田 剛資（昭 39 工）
12 月 13 日、14 時より恒例の年末行事である「ク
ロッキー」を倶楽部ルームで行い、会員が交代で
モデルになりそれぞれ 10 分で描きあげるデッサ
ンの練習からスタート、そしてルミナリエを横目
で見ながら阪急六甲に場所を移し 18 時から忘年
会を開催した。今回は講師梅地先生が急に体調を
崩され参加できなくなり残念なスタートとなった
が、食事が進むにつれて五代師範代を囲み、来年
11 月 19 日三宮ギャラリ「ほりかわ」で開催予定
のグループ展に向けた作品製作、春、秋の写生会、
そして楽しい話に花を咲かせ例年にも劣らず大い
に盛りあがった。特に写生会は春、秋 2 回である
が来年は一泊旅行も計画することになり、ますま
す楽しいイーゼル会となりそうである。そして最
後はいつものあの場所で芸達者揃いのカラオケ大
会となり、これがなければイーゼル会の年は越せ
ないとばかり夜が更けるまで声を嗄らすほどの熱
演のなか、2008 年のイーゼル会を締めくくりまし
た。なお、当会に関心のある方はどうぞ気軽に声
をかけて頂ければと思っています。

ＫＫＪＣ
≪♪ＫＫＪＣジャズ忘年会♪≫
近藤 正（昭 39 商）
12 月 13 日、暮も押し詰まった土曜日の昼下が
り、ＫＫＪＣのジャズ忘年会が三宮「サテンドー
ル」にて開催されました。
メンバーと家族・お友達 50 名とゲストに鍋島直
昶先輩（ビブラフォン）
、小川理子さん（ピアノ・
ボーカル）、澤崎さん（ドラム）、嶋仲さん（ベー
ス）のオール塾カルテットをお迎えして、すばら
しいジャズ演奏を聴きながらの楽しい集いとなり
ました。当倶楽部の佐井会長もお出でいただきま
した。
鍋嶋さんは 82 歳とは思えないお元気さで熱演
していただき、また、超多忙の中、駆けつけてく
れたリコちゃんは、ますます冴えるストライドピ
アノと歌を堪能させてくれました。
年の瀬を控え
て、大いに飲ん
で、食べて、ス
イングして、最
後は、大声で「若
き血」を歌って
散会しました。
本年も大いに
スイングしまし
ょう！

≪今月の絵≫

志原

照造（昭 38 政）

イーゼル会では、来年秋に第 3 回グループ展の
開催を予定しています。
新会員も募集中です。第 2・4 木曜に例会をして
いますので、一度覗いてみてください。
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ＰＣ同好会
≪ＰＣエコ？

さないのが賢明と思います（自戒）
。
最近ここで買った PC 用スピーカー399 円也は音
量を上げるとクリップして失敗でした。まさに安
物買いのなんとかです。見かけはよいのですが・・。
PC パーツの値段は日々変わります。探すだけで
結構な時間がたってびっくりすることもあります。
デスクトップも先日 1,000 円でヤフオクで落と
したものを手を入れて使っています。信じられな
いくらい安価でちゃんとしたものが手に入ること
もあります。ヤフオクはやめられません。手元の
パーツを活用すればお金もあまりかけないでほん
とに楽しめます。少しディープな世界もあります
がそれもまた楽しです。
今後、PC 同好会で時間を見てジャンク PC の復
活会（実演）でも開ければと思います。

中古ＰＣの復活・再利用≫
藤井 文明（昭 39 工）
市川 義人（昭 57 経）

最近中古のノート PC を続けて 3 台ヤフオクで落
札しました。
下は 7,700 円から上は 16,500 円です。結局、す
べて使える用になりましたが心情的には 1 勝 1 敗 1
分というところです。
1 負け PC は使えるはずのバッテリーは全く使
えず、液晶も黄色くて暗かった IBM の R40e（13,500
円は高い！）
、1 分けは同じく IBM の X30（7,700
円。そんなもの）で最初 OS インストールに失敗し
ましたが 2 回目は成功して安定しています。1 勝は
IBM の T30（16,500 円。普通）でこれはほんとに程
度がよいものでした。
この文書も T30 で書いています。ちなみに R40e
以外はハードディスクやメモリーも付属しないも
のでした。
中古屋で聞くとラップトップのバッテリーは殆
ど寿命が来ているものばかりのようです。予備の
為、中古市場で 2 万円程で購入したダイナブック
の Satellite2210 もやはりバッテリーが完全に寿
命切れでした。新品のバッテリーはこの本体より
値段が高いくらいなので再生をしてくれる会社を
探して見事に使えるようになりました。またイン
ターネット回線に繋ぐ雌プラグが駄目になってい
たので、カードスロットに LAN カードを入れたと
ころこれも上手くいって、予備機として使えるよ
うになり喜んでいます。
メモリーを増設した IBM Aptiva はいまだに時々
古い資料を見る時に使っています。これは W98 で
すがインターネットもメールも十分に使えます。
画面はブラウン管ですがきれいに写るので捨てら
れません。ただロータスなのと CD スロットが読み
出しだけなのが使いづらいところです。
ご参考までに PC パーツを買うときに最近よく使
うお店です。３回使いましたがトラブルはなかっ
たです。＜株式会社ＧＥＮＯ(ジェノ)
http://www.geno-web.jp/MainMenu.html>
ただ、ここが何でも安いかというと、そうでも
ないのでネットで比較しています。今日見ていま
したら 5 インチの DVD-RW が 1,980 円というのは魅
力的です。ネットで買う場合、一番気になるのは
送料です。送料込みで計算すると結構な額になる
こともあって、梅田近辺のショップで買うことも
よくあります。ネットバンクでの送金となると結
構面倒ですし。
なお、安い DVD ドライブでは読めない種類の DVD
があるようです。前述の 1,980 円のものはよくわ
かりませんが、あまりに安価のものは注意したほ
うがよさそうです。DVD ドライブは 4 千円－5 千円
くらいが相場ですからかけ離れたものには手を出

囲碁同好会
≪活動報告と今後の予定≫
菊田

義正（昭 42 商）

11 月 21 日（金）
通常例会の後、水戸夕香里 3 段プロの指導碁
いつもの通り 3 面打ちを 2 回。大沼、安永、
金刺、増井、平田、菊田の 6 人がチャレンジ。
想定通り全員完敗。悔しくて「何もイエネー」
12 月 5 日（金）
通常例会
出席者 10 名
ﾙﾐﾅﾘｴで 100 円寄付し来年の継続を祈りつつ帰宅。
12 月 6 日（土）
オール早慶囲碁フェスタ
東京市ヶ谷の日本棋院で慶應創立 150 周年記念
行事として開催された。
両校合わせ総勢 330 名の囲碁愛好家が一堂に会
した。
関西慶應囲碁同好会からは山本、竹村、安永、
堤、菊田の 5 名が参加。対抗戦は
一回戦 慶應 84－早稲田 68
二回戦 慶應 88-早稲田 66
合計
慶應 172－早稲田 134
と慶應が圧勝し、創立 150 周年に花を添えた。
尚、平成 20 年 5 月に発足した「オール慶應
囲碁の会」の会員はすでに 200 名を超えたとの
ことでした。
＜お知らせ＞
○ 第 5 回ヤンマー囲碁愛好会との懇親会
日時 平成 21 年 1 月 12 日（月）
場所 ヤンマー宝塚保養所・宝塚せいれい荘
○韓国延世大学囲碁部対オール慶應囲碁の会
国際親善試合
平成 20 年 2 月に第 1 回の囲碁交流が三田キャン
パスで開催され、今回は第 2 回の交流というこ
とで、韓国延世大学キャンパスで行われます。
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旅行期間：平成 21 年 2 月 27 日（金）～
3 月 2 日（月） 4 日間
旅行代金
67,000 円
締め切り
平成 21 年 1 月 15 日（木）
お申し込み希望の方は菊田までご連絡ください！
世話役
菊田義正

≪野菜ソムリエ≫
渡邊

留美（平 10 環）

謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年 8 月
に入会させて頂きました、渡邊 留美と申します。
私は、環境情報学部の 5 期生として、慶應に入学
致しました。卒業後は東京で 7 年ほど勤め、4 年前
に転勤で関西へ参りました。
神戸は母の故郷でもあり、心がほっと落ち着く場
所でございます。
ところで、私は IT 関連の仕事に就いております
が、趣味の延長として「野菜ソムリエ」として活
動しております。入会後間もないにも関わらず、
昨年 11 月の例会では、野菜ソムリエとしてお話を
させて頂く機会を頂戴致しました。未熟な私では
ございましたが、皆様の温かいまなざしと、活発
な質問に盛り上げて頂き、無事、お話させて頂け
ましたこと、心より感謝申し上げております。例
会では、高知の水晶文旦をお召し上がり頂きなが
ら、メタボ健診の背景、
「健康」の定義など、少し
マクロな話題を交えて、野菜や果物の効能につい
青戸 統子（昭 29 文）
てお話をさせて頂きました。
「べにはな」と言う NY のレストランをご存知
老化を防ぐには、体を錆びたような状態にして
でしょうね。私が大学１年頃日本橋の裏通りにあ
しまう活性酸素から、細胞を守ることが大切です。
りました。戦前の焼け残りの二階家で、お客は１
この働きをするビタミンやミネラルを、野菜や果
階で待ち、ぎしぎしした階段を上るとロの字型の
物は豊富に含んでおります。さらに重要なのが、
厨房の中でコックさんが大きい帽子をかぶって、 「五感に美味しい」
「脳に美味しい」という効能で
時々バアッと炎を上げて。当時は珍しいパフォー
す。野菜ジュースもサプリメントも、手軽ではあ
マンスでした。父に連れられて行ったのですが、 りますが、それだけで「美味しいものを頂いて、
三輪車で遊んでいたのが後のロッキー青木でし
幸せ」という気持ちになることは少ないのではな
た。その後丸善の下に移り、NY へと。今日は何
いでしょうか。野菜や果物の色や香り、食感、音
度も通って盗んだその味を久し振りに作って懐
なども「美味しい」を構成する大きな要素と言え
かしかったので書きます。
るかと思います。また、
「噛む」ことは脳の細胞を
関西の豚肉は今一つですが、こうすると大丈夫。 活性化し、記憶力の向上にも繋がると言われてお
とんかつ用切り身に包丁の切れ目をいれ、塩コシ
ります。単独で万能の効果を持つ野菜や果物とい
ョー、酒をひたひたとつけて５分。メリケン粉を
うものは残念ながら存在致しませんが、だからこ
たっぷり表裏につけ過ぎるほどつけます。フライ
そ、組み合わせの妙と申しましょうか、旬の野菜
パンにオリーブ油を多めにひき、片面から焼いて
や果物の「美味しさ」が生まれるのではないかと
横に玉葱やしし唐などいれて、肉に焦げ目が付い
感じております。
たらひっくり返してすぐ、トマトケチャップをた
忘年会に続き、これからは新年会のシーズンと、
っぷり、ウスターソースはその１/３、醤油はほ
胃腸のお疲れが気になる季節かと存じます。かぶ、
んの少し、とお肉に直接かけてピッタリ蓋をして
大根、蓮根など、冬野菜は胃腸の調子を整える力
ウンととろ火に。（その前から同時進行でパスタ
を持つものが多いのが特徴。消化酵素の豊富なか
を茹でておきます）暫く放っておいて見たらソー
ぶや大根は、お漬物やサラダなど生で、そして、
スがとろとろになっていますから、パスタをワッ
葉も実に劣らず栄養が豊富ですので、ぜひ、煮浸
とまぜます。大皿にスパゲッティを盛り、その上
しなどで召し上がって頂ければと思います。
にポークソティを載せて、べにはなのポークソテ
野菜や果物について、何か疑問がございました
ィ・オン・スパゲッティ。
ら、どうぞお気軽にお声をおかけくださいませ。
なあんだって？当時は味もボリュームにもお
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
客はこれに随喜の涙を流したものでした。１階は
待ち人で一杯でした。アメリカ雄飛も当然だった
のです。
註：
「関西婦人三田会 HP に掲載したもの」
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～～1 月例会のご案内～～

～～今後の行事予定～～

日時：2009 年 1 月 30 日（金）18：30 より
場所：倶楽部ルーム（神港ビル 509 号室）
会費：3,000 円（弁当・飲料をご用意します）
講師：野田敬二さん（昭 58 経）
テーマ：「はじめてのお遍路さん！」
高校では陸上競技部に所属し、2000 年に初ハーフ
マラソン完走。
以後、フルマラソン完走後、100 キロウルトラマラ
ソン 23 回挑戦し、20 回制限時間内に完走。
四万十川 100 キロウルトラマラソンに参加したと
きにお遍路さんを目撃し、マラソンお遍路さんを
開始する。
2008 年 9 月には延べ日数 21 日で 1200 キロのマラ
ソンお遍路さんを完走する。
※出欠の締め切りは 1 月 23 日（金）です。

2009 年 1 月 10 日（土） 福澤先生誕生記念祝賀会
1 月 30 日（金） 新年例会
倶楽部ルーム
2月
例会はありません
3 月 18 日（水） 例会
東天閣
4月
例会
会場未定
4 月 3 日（金） 慶早ゴルフ 廣野ゴルフ倶楽部
詳細はその都度お知らせいたしますので、毎月
のメールマガジンでご確認ください。

●

～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、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。
◆12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）事務局は閉室
となります。
◆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。

2 月は例会はありません。

日時：2009 年 3 月 18 日（水）18：30 より
場所：東天閣
会費：9,000 円（会員）10,000 円（ビジター）
中神安邦会員にお世話を頂き、恒例の東天閣本店
で開催いたします。
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。
ＢＲＢ編集部 kobekeio@dream.ocn.ne.jp

K
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編集後記

〇日々の暗いマスコミ報道
を見聞きする度に、報道視
点の貧困さに苛立ちを覚え
ますが、これだけは言えま
す。 寒い冬のあとには、
）
暖かい春がくる。（
〇 新年明けましておめでと
う ご ざい ま す 。 今 年 の 干 支
は牛。兵庫県は神戸牛、但
馬牛の産地。牛のように
ゆ っ く り と、 そ し て し っ か
り と、 発 展 し て い く 良 い 年
で あ る こ と間 違 い な い で し
ょう（洋）

～～3 月例会のご案内～～

