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～～1 月例会レポート～～
「初めてのお遍路さん」

神戸慶應倶楽部幹事長
森本 泰暢（昭 60 法）

森本

1 月 11 日（日）に大阪慶應義塾跡記念碑の除幕

泰暢（昭 60 法）

野田敬二会員に『はじめてのお
遍路さん』という題目でお話を
していただきました。野田さん
は高校時代に陸上競技部に所属
し、マラソンは 10 年ほど前か
ら趣味で始められました。ハー
フマラソン、フルマラソン、そ
して平成 14 年には 100km ウル
トラマラソンを完走し、以降
100km ウルトラマラソン 23 回挑戦し、20 回制限
時間内に完走という、並々ならぬマラソン歴の持
ち主です。
平成 19 年 11 月、四万十川 100km ウルトラマ
ラソンに参加後、お遍路さんを目撃し、平成 19 年
12 月 24 日、マラソンお遍路さん開始。延べ日数
21 日で 1200km 完走（平成 20 年 9 月 12 日・結願）
されました。

式・披露式が催されました。
大阪慶應義塾は、1873（明治 6）年 11 月から
1875（同 8）年 6 月の間、大阪の北浜町二丁目の
小寺篤兵衛屋敷内（現在の大阪市中央区北浜二丁
目）に開設されていました。このたび、現在の土
地所有者である小寺良和氏のご厚意により、敷地
内に「大阪慶應義塾跡記念碑」が建立されました。
除幕式は、安西祐一郎塾長からの謝辞の後、安
西塾長、服部禮次郎慶應連合三田会会長、 小寺良
和小寺興産株式会社代表取締役、同令夫人小寺幸
子氏、錢高一善関西合同三田会会長・大阪慶應倶
楽部会長、塩川正十郎慶應義塾名誉評議員により
除幕、130 年余りの時を経て、大阪での慶應義塾
の原点として、また慶應義塾 150 年の歴史の中で

重要な一歩となる記念碑のお披露目となりました。 １ 四国遍路の巡り方と予算、日数
神戸慶應倶楽部からは佐井裕正会長、上島康男
・巡拝バス 予算：約 40 万円 日数：約 10 日
・ﾀｸｼｰ巡拝 予算：約 55 万円 日数：約 5 日
顧問、森本幹事長が出席いたしました。
・ﾏｲｶｰ巡拝 予算：約 30 万円 日数：約 7 日
・歩き巡拝 予算：約 50 万円 日数：約 60 日
２
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服装と用品
・菅笠 滋賀県長浜市、昭和堂で購入(1500 円)
・納札 京都市 東寺で購入
（1 束 200 枚 105 円）
・数珠 第一番札所 霊山寺で購入（2625 円）
・納経帳 第一番札所 霊山寺で購入(1575 円)
・靴 兵庫県加古川市ＪＲ加古川駅南東 100m、
ウインドアップ 2 万円、一足 500km が限界
・中敷 スーパーフィート 15000 円使用
・サングラス アートスポーツ御徒町店で購入
・使い捨てカイロ（貼る用、貼らない用）
・ヘッドライト（電球切れを起こさないタイプ

460m）。
・多分、真珠の養殖場と推定しますが、宇和海
の眺めが素晴らしい。
④ 36 番札所・青龍寺の高知市拠り 6.1km 地点
の塚地峠（つかじとうげ）。
・第 35 番札所・清滝寺～第 36 番札所・青龍寺
の 13.9km のうち 7.8km 地点。
目印としては、
清滝寺から約 6Ｋ地点に中華料理・楼蘭があり、
そこから約 300m で県道から右へ山道に入る。
塚地坂トンネルの上。
・標高 190m 地点からの青龍寺を含む半島の眺
めが素晴らしい。
・砂利道は 3km 弱にすぎず、初心者向き。
⑤ 山峠
・別格第 17 番札所・神野寺～別格第 15 番札所・
箸蔵寺への約 40km の道。
・満濃池の水源に該当するため、空海さんが歩
いたのは確実（但し野田説）。
・へんろみち保存協力会編の四国遍路ひとり歩
き同行二人（地図編）には掲載がない。
・5 年に一人ぐらいしか歩きお遍路さんは東山峠
では見かけないらしい。

1600 円）
・写経用紙、写経用筆ペン
・四国遍路ひとり歩き同行二人 地図編
（へんろみち保存協力会編、宮崎建樹 2500 円）
・マスク、ワセリン、バンドエイド、うがい薬、
ムヒ、テッシュ
（昭文社発行 四国八十八ヶ所めぐり
1260 円 Ｐ24 参照）

３．季節ごとの歩き方、注意事項
冬の歩き方
① 冬の熱中症対策。気温１５度以上
② 冬の寒さ対策。ハットヘッドウエア、ウイン
ドブレーカー、マスク等の有効使用
夏の歩き方
① 夏の寒さ対策。汗とクーラー。室内と室外の
気温差に注意。
② 夏の暑さ対策。瀬戸内海沿岸は昼１時から夕
方７時まで“ベタナギ”あり。
秋の歩き方
① 日没が早い。昼 3 時には宿に入ること。3 時
以降マスク着用。
② 参拝者が多い。
春の歩き方
① 花粉症対策。
４．空海さんの史跡ベスト 5
① 金山出石寺
（きんざんしゅっせきじ、別格第７番札所）
・冬場の午前中、伊予大洲市を流れる肱川の影
響で標高 300m 辺りまで深い霧に覆われる。
夏場は昔からの遍路道は刈り込みがなされて
いないようです。歩き遍路道の標識が極端に
少ない。標高 812ｍからの景色は標高 3000m
の山に匹敵する眺め。
・四国の遍路道の中でも一番遭難しやすい場所。
ＪＲ伊予大洲駅から 15km
② 尾大師（跡）
・愛媛県と高知県の県境の松尾峠（標高 300ｍ）
・第 39 番札所・延光寺～第 40 番札所・観自在
寺の 25.8km のうちの 12.6km 地点。
・旧街道のため伊予国と土佐国のそれぞれの麓
に旧関所跡あり。
・宿毛湾の眺めが素晴らしい。
③ 水大師
・第 40 番札所・観自在寺～第 41 番札所・龍光
寺の 50.2km のうちの 14.1km 地点（標高

～～3 月例会レポート～～
郷田

誠紀（平 6 商）

平成 20 年度行事の締めくくりとなる例会が、3
月 18 日水曜日、午後 6 時半から東天閣本店で開か
れました。3 月に入り、一雨ごとに寒さが緩み春め
いてきているのを実感していましたが、この日は
まさに春を思わせる陽気なお天気で、33 名の方が
例会に出席されました。
東天閣本店は、明治 27 年にドイツ人 F.ビショッ
フ氏の邸宅として、イギリス人の建築家ガリバー
氏が手がけた木造・瓦葺の西洋館を昭和 20 年に大
連の一流料理店のコックだった先代が引き継ぎオ
ープンさせた由緒ある中国王宮料理店で、ここで
の例会を毎年楽しみにされている会員が多いこと
は皆様もご存じの通りだと思います。恥ずかしな
がら、私は、東天閣本店を訪れるのは初めてで、
この日を楽しみにしておりましたが、噂に違わぬ、
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由緒ある雰囲気にドキドキしつつ、入店しました。
この東天閣の社長である中神安邦先輩(昭 39 文)
は慶應義塾體育會蹴球部の正装である黒黄のネク
タイで我々を迎えられました。定刻までに、全て
のテーブルが殆ど埋まり、佐井会長のご挨拶で例
会が幕を開け、しばらくしたところで中神安邦先
輩の歓迎のご挨拶がありました。
そして、森本幹事長のご挨拶で、今年は神戸慶
應倶楽部の 80 周年にあたる記念すべき年であり、
9 月 2 日にポートピアホテルで、80 周年記念パー
ティーが開催されることが発表されました。祇園
より、舞妓さんをお呼びし、祝舞が披露されると
のことで、幹事長のお話の間、期待感から来るざ
わめきが場内に溢れていました。
その後は、フカヒレスープ、カニと貝柱、北京
ダック、スペアリブ等の料理を堪能しながら、皆
様、歓談を楽しまれていました。塾高甲子園出場
や 80 周年記念パーティー等話題が尽きることは
なく各テーブルとも、大いに盛り上がっていまし
た。
神戸慶應倶楽部顧問の黄耀庭先輩(昭 29 経)の締
めのご挨拶で閉会となりました。新しく始まる神
戸慶應倶楽部平成 21 年度(舞妓さん？)への期待に
胸が高まりつつ、家路につきましたが、記念すべ
き 80 周年となる 21 年度は、より積極的に神戸慶
應倶楽部の行事に参加させていただきます。

ぐらい体調が悪かろうが、行く。這ってでも行く。
朝、具合が悪くても、練習が終わるころにはすっか
り元気になっていたりする。それだけ楽しいという
ことだ。
合唱の一番の魅力は、大勢の人間が同じイメージ
を持ってひとつの世界を表現するということだろ
う。もちろんハーモニーの美しさは必須だが、それ
は曲を表現する手段だ。
例えば“茜色の空”という歌詞があったとする。
これを、朝焼けと思って歌う人もいれば夕焼けと思
って歌う人もいる、というのでは話にならない。詩
全体から想像して、朝焼けなのか夕焼けなのか全員
がイメージを統一しなければいけない。ここが、ソ
ロで歌うのと大きく違う点だろう。ソロは、自分な
りの自由な解釈で歌えばいいのだから。学生の合唱
団などは練習時間がたっぷりあるので、皆で話し合
って曲を解釈したりするが、大人の場合は時間の制
約もあり、多くは指揮者に解釈が委ねられる。以前、
三好達治氏作詩の「甃（いし）の上」という曲を歌
った。「あわれ花びら流れ、おみなごしめやかに語
らい歩み・・・」というこの曲を、指揮者は「私の
中では、谷崎潤一郎の『細雪』のメージです。
」と
解釈した。すると私たち団員の脳裏には、桜散る中
をしずしずと歩く美しい四姉妹の姿がくっきりと
浮かび上がり、その世界を表現すべく、日々練習に
励むのである。
この年になると、仲間と一緒に何かを造りあげる、
という歓びは貴重だ。声帯は、人体の中で最も老化
しにくい器官だそうである。せめて歌声だけでも、
いつまでも若々しくありたいと思う。

≪歩いて巡礼すべき聖地への旅≫
手塚

祥平（平 14 法）

スペイン北西部・ガリシア地方に，サンティア
ゴ・デ・コンポステーラ（長いので以下「サンテ
ィアゴ」と略記します。
）という町があります。サ
ンティアゴには，聖ヤコブの遺骸が埋葬されたと
いわれており，ローマ・エルサレムと並ぶカトリ
ック教徒の巡礼地として，世界中から年間数万人
に上る巡礼者が訪れています。
≪♪うたたま♪≫
私はカトリック教徒ではないのですが，学生時
徳丸 由里（昭 55 文）
代から強くこの町に魅かれており，少し前に訪問
することができましたので，巡礼のこと，この町
「歌うことが好き！」という人でも、合唱となる
のことなどをご紹介したいと思います。
と「ちょっとね～。
」と思う向きが多いかもしれな
旅番組等でも紹介されていますので，ご存じの
い。多少マニアックなイメージがあるのだろう。と
方も多いかもしれませんが，古くから，フランス
は言え、佐渡裕さん率いる年末恒例の「一万人の第
からスペイン北部を横断してサンティアゴに至る
九」でも、歌い手が足りないという話は聞いたこと
巡礼の道が整備されており（一部のルートは世界
がないから、愛好者が多いのも事実だろう。かく言
遺産に登録されています。）
，ピレネー山脈のあた
う私もこの十数年、地域の合唱団に身を置いている。 りから 800~900km の道のりを徒歩で（！）目指
練習は週一回。台風で警報が出ていようが、少し
す巡礼者が多いようです。
3

てきました（笑）。
スペインのツアーといいますと，サンティアゴ
が組み込まれたものはあまり見かけませんが，大
聖堂を中心として，他の観光地では味わえないよ
うな雰囲気がありますし，海産物中心の料理やガ
リシアワインも日本人の口に合いやすいかと思い
ますので，一度巡礼（訪問）されてみてはいかが
でしょうか。

巡礼者は，サンティアゴ巡礼のシンボルである
ホタテ貝を荷物にぶら下げ，各所に設置されたホ
タテ貝を目印にした標識をたよりに巡礼の道を進
みます。巡礼の道沿いには，巡礼者用に格安また
は無償でベッドを提供する施設があり，利用した
巡礼者は，そこを通過した証しとして，巡礼手帳
にスタンプを押してもらいます。そして，サンテ
ィアゴに到着し，集めたスタンプによって，サン
ティアゴまで徒歩で 100km 以上，または，自転車
で 200km 以上走破した事実を証明すると，巡礼証
明書が発行されます。
私は，サンティアゴまでの往復の飛行機（スペ
イン国内線）と，大聖堂の正面にある，王立病院
を改装したパラドールを自分で予約し，意気揚々
とサンティアゴに乗り込んだのですが，夕刻到着
したサンティアゴは冷たい雨に包まれており，し
かも，スーツケースがなぜか搭乗機に積まれてお
らず，到着が遅かったため着替えの服を買うこと
もできず，巡礼の苦難を省いたことに天からお叱
りを受けてしまいました。
サンティアゴの町は空港から車で 20~30 分ほど
のところにあるのですが，大聖堂周辺の旧市街は
一般車両が進入できないため，鐘の音と人々の声
だけがする，とても静かなところです。旧市街で
は，日本人を含め，アジア系の旅行者はあまり見
かけず，楽しそうに歩いている欧米系の観光客と，
髪が伸びて靴もぼろぼろになった状態で，ベンチ
や階段で，ホタテ貝をぶら下げた荷物と杖を置い
て一息ついている，一見して長い距離を歩いて来
たとわかる巡礼者が多かったように思います。
大聖堂では，巡礼者のためのミサが毎日行われ
ており，私もミサの最中に大聖堂の中に入りまし
た。大聖堂の外観も中の雰囲気も，西欧の大都市
にある大聖堂のようなきらびやかなものではあり
ませんが，敬虔な巡礼者が静かに信仰を深めるこ
とができるような，とても厳かな雰囲気がありま
した。聖堂の中には，ようやく目的地に到着した
感動を噛みしめて涙している巡礼者がたくさんい
て，また，それまでは懺悔室というと空室の状態
しか見たことがなかったのですが，多くの懺悔室
の中から懺悔の声がしており，驚きの連続でした。
ミサの中では，天井から太いロープで吊り下げ
られた，銀色の大きな香炉が，大聖堂の端から端
まで振り子のように振られ，聖なる香りが聖堂全
体に振りまかれるという一コマがあり，その様子
を座って観ていたときには，的確に表現すること
は難しいですが，魂を揺さぶられるような，けれ
ども何か癒されるような，そんな感覚を覚えまし
た。
そのような荘厳な雰囲気に満ちている空間でし
たので，カトリック教徒でない一旅行者の身で，
聖堂内の奥まで拝観することを躊躇したこともあ
りましたが，結局，拝観可能なところはすべて観

ＫＫＪＣ
≪♪ＫＫＪＣジャズ忘年会♪≫
近藤 正（昭 39 商）
数年前にジャズ同好会として発足したＫＫＪＣ
（神戸慶應ジャズクラブ）は、当初は数名のジャ
ズ愛好の同志が、ささやかに集まって、ジャズを
聴きながら飲んだり、食べたりしておりましたが、
現在では類が類を呼んで 40 名を越えるメンバー
になりました。日本のジャズは神戸からはじまっ
たと言われますが、北野坂辺りには、気の利いた
ライブハウスがたくさんあり、神戸はジャズを楽
しむには最高の街です。
メンバー間には、メーリングリストによる情報交
換ができるので、格好なライブがあれば、そのネ
ットワークを利用して、仲間が集まって楽しんで
います。最近では、3 月 8 日に神戸酒心館におい
ての、ヨー・キムラ・トリオ（小川理子さん出演）
による「アメリカン・クラシック・ジャズ・コン
サート」に参加して大いに楽しみました。
コンサートの後の懇親会では、リコちゃんも参加
して、蔵出しの新酒を味わいながらジャズ談義に
花が咲きました。
また、3 月 28 日には宝塚で「本格的ジャズを楽し
む会」を企画開催し、関西一流ミュージシアンに
よるすばらしい演奏を楽しみました。参加者はメ
ンバーと家族、友人など約 40 名で、淡路屋のお弁
当と持ち寄りのワインでアットホームな懇親会と
なりました。
今後の予定は、10 月初旬に恒例の「神戸ジャズス
トリート」に参加して、ＫＫＪＣ特製の「三色旗
帽子」をかぶってパレードに参加します。
10 月下旬には、昨年同様浜松へ遠征して、泊りが
けでジャズと観光を楽しむ予定です。
そのほかいろいろ活動しておりますので、ジャズ
がお好きで入会ご希望の方は
近藤までご連絡ください。
（会費は不用です。
）
ＫＫＪＣ世話人 近藤 正
(ludy007@kcc.zaq.ne.jp)

4

イーゼル会

読書会
≪神戸慶應倶楽部読書会のおしらせ≫

≪今月の絵≫

井上

3 月 6 日の読書会は阪本豊起副会長の事務所
（建
隆ビルⅡ3 階）で行なわれ、「学問のすすめ」第 6
編（国法の貴きを論ず）第 7 編（国民の職分を論
ず）の 2 編を輪読しました。そのあと「百年に一
度の経済危機に遭遇」した原因について堀切さん
のお話を伺いながらワインを楽しみました。次回
は 5 月 29 日（金）18：30 からです。会場は阪本
豊起副会長の事務所（建隆ビルⅡ3 階）で、「学問
のすすめ」第 8 編から始めます。ワインも準備し
ておきます。
会場は神戸慶應倶楽部のある神港ビル（旧居留
地 8 番）の西隣（東京海上）の更に西隣（6 番）
の全面ガラスの建隆ビルⅡの 3 階です。商船三井
ビルの東隣です。18：30 以降は正面玄関が閉まる
ので地下通用口からお入りください。
「学問のすす
め」（岩波文庫）を持って気軽においでください。

翠

イーゼル会では、今年秋に第 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。

囲碁同好会
≪活動報告と今後の予定≫
菊田

ゴルフ同好会
≪親睦合同コンペのご案内≫
渡辺 義博（昭 58 商）

義正（昭 42 商）

1 月 9 日（金）
通常例会 参加者 9 名で打ち初め
1 月 12 日（月）
第 5 回ﾔﾝﾏｰ囲碁愛好会との懇親会
場所 ヤンマー宝塚保養所・宝塚せいれい荘
慶應、ヤンマー共に 10 名の参加者で、18 勝
12 敗で慶應の勝利となった。
2 月 6 日（金）
13：00～通常例会 12 名の参加者
18：00～ 新年会
場所 「せーむ・ せーむ」
酒を嗜みながら恒例の連碁
2 月 28 日（金）
韓国・延世大学と慶應大学との囲碁交流戦
去年、第 1 回を三田キャンパスで、今年の第 2
回目をソウルの延世大学キャンパスで囲碁の
国際交流が行われた。
両大学共、学生 3 人、OB7 人が交流戦に参加。
2 回戦、計 20 局行った結果、慶應の 8 勝 12
敗であった。又、交流戦とは別に親睦戦も行
われ、慶應は OB ら 8 名が参加した。
尚、関西からは菊田が交流戦に 7 将で参加。1
勝 1 敗と健闘。
3 月 6 日（金）
13：00～ 通常例会 参加者 9 人
18：00～ 水戸夕香里 3 段プロの指導碁
対局者 五代、安永、増井、平田、丸山、菊田
珍しく、
増井・菊田の 2 人が快勝。
囲碁同好会世話役
菊田義正

５月２２日（金） タイガースゴルフ倶楽部で、
ＫＬＡ，芦屋三田会、神戸慶應倶楽部の親睦合同
コンペを企画しております。
2009 年 5 月 22 日（金）
タイガースゴルフ倶楽部
〒673-1324 兵庫県加東市新定 275-144
Tel 0795-46-0111
ﾌﾟﾚｲ代 14,800 円 （キャディ付き）
集合
9：20～
スタートはアウト、09：58 から 6 組
締切
4 月 19 日まで

日時
場所
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ル市場では、50 万円くらいの値打ちのあるイラン
紙幣に両替が出来ました。それからは、思いがけ
ず贅沢三昧の滞在ができ、最後は、テヘラン発パ
リ行きの航空チケットを買ったのですが、残金を
使い切れずイスラム・モスクに寄付して出国しま
した。その時の、強烈な印象から、その後ずっと
≪1 月例会に初参加した感想≫
国内外旅中毒に感染することとなりました。
左川 健三（昭 45 工）
現在の旅のテーマは、①全世界の独立国（約 190
カ国）を全て行き尽くすこと。②東アジアの、古
昨年 2 月末、山口県防府市から縁あって神戸市
代から中世までの歴史的遺跡を訪ねること。③海
に引越して来ました。昨年の秋の関西合同三田会
外に散らばる日本人の痕跡を見つけること。主に、
に出席して、そこで神戸慶應倶楽部をしり、さっ
この三点に関わる所を訪れています。
そく入会の手続きを致しました。
①の全世界訪問は、現在、あと 70 カ国程度を残
1 月例会に初めて参加して、野田さんの”初めて
していますので、一年 3～4 カ国程度訪れれば、20
のお遍路さん”の講演を歴史的な趣のある神港ビ
年程度で達成できると考えています。しかし、80
ルの５階にある神戸慶應倶楽部室の中で聞かせて
カ国を超えた頃から、通常の観光に適した国は訪
頂きました。佐井会長を始め 18 名出席され、初め
れてしまい、旅行することが、かなり困難である
てとは思われない和やかな雰囲気の中で、美味し
国しか残っておらず、その困難さも醍醐味となっ
いお弁当を食べながら野田さんの話はまたとても
てきました。今後は、まず、アフリカのマラウィ、
情熱的でした。
モザンビーク、次いで、南米のガイアナ、スリナ
山口県の防府にも三田会がありますが、年に 1
ムを訪ねてみたいと計画中ですが、かなり、問題
度の例会があるくらいであとは特に活発な活動は
の多い地域のようで、計画段階から、ワクワク、
ありませんでした。ここ神戸では、ジャズ、ゴル
ドキドキです。
フ、囲碁、読書会などの同好会や隔月に例会も開
②の東アジアの古代史中世史に関わる旅ですが、
かれ、このような多才な会員によるお話があり、
この地域を 80 回程度旅していますが、数千年来の
その充実振りに驚いております。
古代交流を夢想していると、本当に楽しくなりま
私は工学部時代、男声合唱団に所属し、国立音
す。例えば、中国雲南省で出土したテン王金印は、
楽大学と混声合唱もしていた関係で現在の妻と知
博多で出土した金印と酷似していました。漢帝国
り合い、音楽と自然と旅行に興味を持っておりま
からみて、雲南も倭国も同じような繋がりだった
す。そのどれも神戸は兼ね備えた素晴しい所で大
のでしょうか。韓国光州市にある日本式前方後円
変気に入っております。四国八十八箇所巡りも妻
墳などは、百済と古代倭が不可分の関係であった
と二人で歩いて、何回か何十回に分けて完歩出来
ことを如実に語っています。北朝鮮平安南道の数
たらと思っています。素晴しい多くの仲間とこの
多くの古墳に残る高句麗壁画は、高松塚古墳との
倶楽部を通して巡り会えた幸せを感じた一日でし
共通性に驚嘆しました。韓国公州市で出土した百
た。これからもよろしくお願い致します。
済武寧王の棺は、紀州熊野産でした。また、時代
は中世ですが、韓国慶尚南道を中心に数十残る倭
城（秀吉の朝鮮出兵の際日本軍が築城したもの）
の壮麗さをみると、秀吉の気まぐれではなく本気
≪旅熱中症≫
で朝鮮に侵攻しようとした気迫を感じました。
寺本 督（昭 61 経修）
③の日本人の痕跡は、主に、明治以降、所謂大
東亜共栄圏に日本人が残した有形無形のものを見
私は、国内外を問わず、物見遊山の旅に熱中し
たり感じたりする旅です。これらは、現地で保存
ています。国内では、主な所は行き尽くし、今は
がなされないという事情で、早く行かないと雲散
人口数十人程度の離島をターゲットにしています。
霧消していく性質の物です。日本語については、
また、海外では、先日、コロンビア、エクアドル
ニューギニア、インドネシアのセレベス島、台湾
を訪ね、合計 124 カ国を訪れたことになりました。
の孤島の蘭嶼などで、かなりはっきりと残ってい
旅中毒のきっかけは、学生時代の 1980 年頃、イ
ました。蘭嶼のタオ族などは、日本語の会話だけ
ンドのデリーから、バスに乗って、パキスタン経
ではなく、ローマ字表記の日本語が定着していま
由、イスラム革命直後のイランに旅したことに始
した。例えば教会は「TENSYUDO」と、表記し
まります。イラン国境で、すれ違ったドイツ人か
てあったりするのです。日本の建築物は、中国吉
ら、イランでは闇レートと、公定レートの差が数
林省長春に残る関東軍司令部を代表格に、北は樺
十倍あるので、ドルを隠して持ち込むよう勧めら
太、南はジャワ、東はマーシャル諸島、西はビル
れました。靴下に、ほんの 200 ドルくらいを隠し
マまで無数の建築群が残っていますが、リストを
て、持ち込みましたが、なんと、テヘランの闇ド
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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

もとに徹底的に見て歩いています。しかし、年々
激減していくのが残念です。今まで、一番印象に
残っているのは、北朝鮮の開城で、早朝、当局の
監視の目をかいくぐり町を徘徊していたとき、
「昭
和 6 年竣工」と書かれた橋を見つけたときには、
感動しました。
まだまだ旅は、続きますが、一人旅も寂しく苦
しいので、ご一緒に、いかがでしょうか？

「BRB」
「社中の心」の第１回目の執筆者であら
れた故岡本彰祐先生の奥様で共同研究者でもある
岡本歌子先生が、この度、著書を出版されたとい
うお知らせをいただきました。
倶楽部ルームにも 1 冊用意する予定ですが、ご興
味のある方は、是非ご購入ください。

≪球春到来≫
溝口

省吾（平 10 商）

ワールドベースボールクラッシク／侍ジャパン
大いに盛り上がりました。熱戦に次ぐ熱戦。最後
はシナリオがあるの？と思わせるような劇的なイ
チローの勝ち越しヒット。延長戦で韓国を制して
の２連覇達成。日本が戦った全９戦のうち韓国戦
が５試合という組み合わせの偏り等大会自体に対
する諸々の疑問点を忘れ、日本中がクライマック
スに酔いしれた 2009 年 3 月 24 日。国別対抗戦に
よるナショナリズムの高揚、後のない戦いの緊迫
感、野球という競技のすばらしさを実感した日と
なりました。
多くの日本人と同じく私もその一人です。
しかし、この冊子をお読みになっている方々の
うち相当数が平日の午前中を日本中の大多数の野
球ファンとは少し異なった感情で過ごしたのでは
ないでしょうか。別の気になるものが、そのウラ
で行われていました。春のセンバツ高校野球です。
昨年の夏の大会に続き慶應高校が出場しました。
ワールドベースボールクラッシク決勝戦と同じ日
に初戦を迎えたのです。残念ながら健闘むなしく
開星高校に破れ姿を消しました。今大会は、セン
バツでは史上初の慶早揃っての出場でした。密か
に甲子園での応援合戦を楽しみにしていましたが、
実現に至らず残念です。
実は昨年の夏の甲子園、灼熱の中、学生時代共
に神宮で声を嗄らした妻と幼い子ども２人を連れ
て慶應高校の応援に行きました。卒業以来１1 年ぶ
りに耳にする応援ソングに、妻共々自然と声を出
すことができました。関西に暮らす身としては本
家神宮球場での六大学野球にはなかなか足を伸ば
すことができず、なんとも言えない懐かしい時間
を過ごしました。
今回も勝ち進み自身の休みと合う日に試合があ
れば是非応援に行きたいと思っていただけに残念
でした。また、夏に帰ってきてくれることを心待
ちにしています。球児の皆さんお疲れさまでした。
球児といえば、藤川球児選手が準決勝以降に登
板機会がなかったのが寂しい限りでした。
気持ちを切り替えて夏の高校野球までは真弓タイ
ガースを応援します。
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題名：「ある女性科学者の一世紀」
価格：2,000 円
1918 年生まれ、今も医学研究の夢を追う 90 歳の
著者が、 戦前・戦中・戦後を、生理学研究者と
して、母として懸 命に生きた軌跡を、旧稿を中
心に編んだ。東京下町での生いたちや戦時下の学
究生活、共稼ぎの子育てから専門研究の内容まで、
人間・岡本歌子が鮮明に浮かびあがる。
（ﾄﾞﾒｽ出版総合図書目録より）

～～4 月例会のご案内～～
日時：2009 年 4 月 21 日（火）18：30～20：00
（受付 18：00～）
場所：神港ビルヂング 1 階 会議室
会費：3,000 円（弁当・飲料をご用意します）
講師：慶應大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽ係主任
小崎 由紀子さん
ﾃｰﾏ：
「慶應大阪リバーサイドキャンパスについて」
※出欠の締め切りは 4 月 14 日（火）です。

～～評議員会開催のお知らせ～～
4 月例会終了後に引続いて評議員会を開催い
たします。

～～5 月総会のご案内～～
日時：2009 年 5 月 27 日（水）（受付 18：00～）
総会：18：30～19：00
懇親会：19：00～
場所：神戸外国倶楽部
会費：会員・会員家族\9,000
ﾋﾞｼﾞﾀｰ\10,000

～～6 月例会のご案内～～
日時：2009 年 6 月 18 日（木）18：30 より
場所：神港ビルヂング
会費：未定

～事務局よりお願い～
◆４月は年会費の振込月になっております。

自動引き落としの会員様は 4 月 27 日（月）に会費
の引き落としがございますので、口座残高の確認
をお願いします。
◆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。

4 月 3 日（金） 慶早ゴルフ
廣野ＧＣ
4 月 21 日（火）例会神港ビル
評議員会
神港ビル
5 月 22 日（金）親睦コンペ
ﾀｲｶﾞｰｽＧＣ
5 月 27 日（水）総会
外国倶楽部
5 月 29 日（金）読書会
建隆ビルⅡ
6 月 18 日（木）例会
神港ビル
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。

編集後記

〇暗い話題が多いなか、Ｗ
ＢＣで侍ジャパンがＶ２達
成。大きな感動と勇気をも
らうことが出来ました。政
治・経済の世界にも侍の登
場を待ち望んでいるのは私
だけでしょうか（Ｄ）
〇 選 抜 は残 念で し たが 、 侍
ジャパン見事やってくれま
した。二連敗後の三連勝。
日 本で の観 戦 時 間 が 夜 ６時
以 降 とか な ら 、 ５ ０ ６ 億円
と 言わ れ て い る経 済 効 果も
よりあっ たでしょう （ 洋）

～～今後の行事予定～～

神戸慶應倶楽部維持会加入のお願い
神戸慶應倶楽部維持会加入のお願い
神戸慶應倶楽部では、クラブ会計状態の維持安定を図るため維持会を設け、趣旨にご賛同いただける
神戸慶應倶楽部では、クラブ会計状態の維持安定を図るため維持会を設けています。
本倶楽部会員を倶楽部維持会会員としています。
そして、趣旨にご賛同いただける本倶楽部会員を倶楽部維持会会員としています。
会員の方には一口につき毎年度 1,000 円を拠出頂き、何口でもご加入いただくことが出来ます。
会員の方には一口につき毎年度 1,000 円を拠出頂き、何口でもご加入いただくことが出来ます。
趣旨ご理解いただき、是非、お一人でも多くの方の維持会へのご加入、口数の増加をお願い致します。
趣旨ご理解いただき、是非、お一人でも多くの方の維持会へのご加入、口数の増加をお願い致します。
尚、この神戸慶應倶楽部維持会は慶應義塾維持会とは異なりますことを申し添えいたします。
尚、この神戸慶應倶楽部維持会は慶應義塾維持会とは異なりますことを申し添えいたします。
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