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浸っているという程に素晴ら
しい時を過ごすことが出来まし
た。
その後いよいよ歓談に入りま
す。上島顧問の乾杯、中内会員
からドンペリ（ちなみに私はこ
れも初体験）が寄贈され、ホテ
ルの一流の料理と一流のお酒を
嗜む中、どのテーブルからも絶え間なく笑い声が
聞こえ、全員で創立 86 周年を祝うことが出来まし
た。
最後に、恒例の若き血の合唱とエールが送られ、
写真撮影の後、閉会となりました。
また皆様とお会いするのを楽しみにさせていただ
きます。

～～神戸慶應倶楽部 80(86)周年
記念パーティーﾚﾎﾟｰﾄ～～
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政和（平 17 経）

9 月 2 日（水）、神
戸ポートピアホテル
にて神戸慶應倶楽部
80 周年記念パーティ
ーが開催されました。
はじめに、佐井会長よ
り挨拶があり、その中
で三田会創立の経緯、続いて神戸慶應倶楽部の沿
革についての説明がありました。すると、解説が
中ほどまで進んだ頃でしょうか、なんと、神戸慶
應倶楽部は実は大正 12 年に設立されていた・・・
つまり「本当は 86 周年」というサプライズがあり
ました。同時に横断幕の「80」も「86」に上塗り
されてしまう
というパフォ
ーマンス？ま
で用意してあ
り、会に出席さ
れた一同の大
きな拍手と歓声にホール
が包まれました。
続いて、森本幹事長よ
り、「三田会に関する古
い資料があれば当倶楽部
まで一報を」、というア
ナウンス、10 月 25 日の関西合同三田会についての
案内があった後、当日のメインイベント、祇園の
舞妓さんによる「祝舞」、「春日三番叟」が披露
されました。サプライズからの盛り上がりが一変、
静寂の中で進めら
れる舞の壮大さに
ただ見入るばかり
でした。私自身も初
体験であったこと
もあり、極めて印象
強く、未だに余韻に

≪神戸慶應倶楽部沿革の概略≫
大正１２年９月（１９２３年）
神戸慶應倶楽部と言う名称の会が生まれた。こ
れは主として大正１０年以後の若い塾員で組織
されていた。
昭和５年７月 （１９３０年）
神戸三田会と合同して新たに神戸三田倶楽部と
いうものが設立されて、神戸慶應倶楽部なる名
称が一時消滅した。
昭和６年２月 （１９３１年）
神戸三田倶楽部を改めて、名称が再び神戸慶應
倶楽部となる。
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～～関西合同三田会 2009 in 奈良～～
（最後のほうに、本概略の根拠となる、昭和 10 年
11 月 3 日発行の「神戸慶應倶楽部時報」の写しを
掲載いたします。）

齋藤

10 月 25 日、平城遷都 1300 年を来年に迎える奈
良の地で 2009 年の関西合同三田会が開かれました。
式典は清家塾長、服部慶應連合三田会会長をご
来賓にお迎えし、奈良市市制施行 100 周年を記念
して、1999 年 2 月に杮落としとなった「なら 100
年会館」で行われました。ハーモニーホールとも
呼ばれる中ホー
ルにて、
「まつぼ
っくり少年少女
合唱団」の素晴
らしい歌声が響
き渡る中始まり、
次いで奈良三田
会会長でもあり、帯解寺（おびとけでら）のご住
職でもある倉本会長様、並びに関西合同三田会の
銭高会長様にご挨拶を頂きました。
倉本会長様からは、関西合同三田会が 7 年ぶり
に奈良で開催されたことのお喜びと、先日より正
倉院展が開催されており、本年は天皇陛下即位 20
年でもあり、立派なものが展示されているとのこ
と等、秋ならではの奈良観光の要所をお話しいた
だきました。銭高会長様からは清家塾長が、過去・
現在・未来で塾の今後を考えておられると、清家
塾長の元、今後の塾の益々の発展のご期待を述べ
ておられました。また、先日渡米されたときにお
会いになった、米国初の女性最高裁判所判事の過
去・現在・未来を追って、米国が抱える問題に関
し、初心を忘れないという趣旨（であったと理解
しております）の大変興味深いお話もお聞かせい
ただきました。
オープニング
に可 愛い歌声 を
聴か せてくれ た
合唱団は 1982 年
に結成され、大和
の山 村に残る 童
謡を 発掘しそ の
普及活動に取り組んでいる合唱団で、過去にはニ
ューヨークの国連本部に出演し、ユニセフ記念行
事では皇太子殿下御臨席のもと出演もされていま
す。
次いで来賓からの祝辞として、慶應連合三田会
の服部会長よりお話頂きました。私は知らなかっ
たのですが、現在、慶應連合三田会に登録し、実
際に活動・交流している三田会は世界で 800 を超
えているとのこと。もちろん地域によって会員数
の多いものもあれば、ドバイの三田会のように 10
人前後のものをあるとのこと。そして昨年の共立
薬科大学との合併のお話になり、本年度に第 1 回

～～慶早ゴルフコンペレポート～～
森本

泰暢（昭 60 法）

9 月 9 日（水曜日） 慶早ゴルフコンペが神戸ゴル
フ倶楽部にて開催されました。
神戸早稲田倶楽部より木下会長をはじめ 7 名、当
倶楽部からはなんと、たったの 4 名の
参加でした。天候に恵まれゴルフ場からの眺めは
最高でしたが、成績は振るわず対抗競技は 39 スト
ローク差をつけられ、大敗しました。少人数では
ありましたが楽しくプレーができ、神戸早稲田倶
楽部との親睦が深まりました。
出席者は以下の通りです。
芳川 玲子・田嶋 紀雄・城根 誠・森本 泰暢
以上

～～神戸医療産業都市
慶応医工連携セミナーレポート～～
森本

洋邦（平 12 商）

泰暢（昭 60 法）

9 月 24 日 神戸医療産業都市 慶應医工連携セ
ミナーが神戸市で開催され、広瀬努前会長が出席
されました。主催者は慶應義塾大学研究推進セン
ター、 慶應義塾先端科学技術研究センター、共
催は神戸市で 慶應理工学部の４名の教授が 講
演され、研究内容の発表と 産学連携の PR をされ
ました。神戸でははじめての開催でしたが、出席
者は 100 名を超え、リバーサイドキャンパスから
もお手伝いで来られていました。
セミナーの後、交流会があり、神戸慶應倶楽部
と地元の企業の代表として広瀬前会長が挨拶され
ました。
神戸市では、ポートアイランドにおいて先端医
療技術の研究開発拠点を整備し、産学官連携によ
り、21 世紀の成長産業である医療関連産業の集積
を図る「神戸医療産業都市構想」を推進していま
す。
医学部、理工学部と神戸の理化学研究所が共同研
究の締結を結んでいますので、今後、神戸市と慶
應義塾で交流が進むと思います。
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目の卒業生が出ること。そして、共立大学のこれ
までの卒業生も塾員の一員としてお迎えすること
等のお話がありました。
私自身、母親が共立薬科大学の出身で、先日帰
省した折にもその話になり、母が私の大先輩にな
ったと話をしたところでした。
また福澤先生と関西のお話にもなり、大阪、京
都のお話に始まり、奈良にもご家族でいらっしゃ
ったことがあり、その際には東大寺の柱の穴もお
試しされたことがあるとのことでした。
塾長の記念講演では
「実学の精神に立ち返っ
て」という題目で、福澤
先生は大きな変化の時代
に、イデオロギーに囚わ
れず真の姿を理解するた
めに実学＝サイエンスを
用いて、問題に対処する考えをお持ちだったとの
お話を頂きました。変化の多い時代、従来の考え
方の延長で物事を理解するのは難しくなっており、
従って、自らの頭で考える必要があったとのこと
でした。塾長は常日頃から塾生に対し、自分の頭
で考えるための四つのプロセスに分けてお教えと
のこと。一つ目は考えるべき問題が何かを考える。
二つ目は原因が何であるかという仮説を作り、そ
の因果関係を見つける。三つ目は科学的手法で実
証することによって、客観的に誰でも納得できる
よう検証する。そして、四つ目に仮説が検証され
正しければ、それに基づき問題を解決するという
ものでした。
その後の懇親
会は場所を式典
会場から徒歩一
分のホテル日航
奈良に移し、町野
琴楼氏による篠
笛演奏とせんと
くんのお出迎えを受け、
「新婚さんいらっしゃい」
のプロデュースも手掛けられた昭和 58 年経卒の森
本茂樹先輩の司会のもと、総勢約 360 人参加で行
われました。
途中では現在関西フィルハーモニー管弦楽団の
首席指揮者を務められる藤岡幸夫先輩（昭 59 文）
から、今後同楽団主宰のコンサートに関し、チケ
ット代 1 割引のお話を頂きました。藤岡先輩は当
初、関西夫人三田会にも所属されている青戸先輩
が後援会を立上げ応援されたとのことで、神戸慶
應倶楽部にも所属されている藤岡さんを今後とも
応援よろしくお願い致します。
また、クイズ大会も催され、奈良にちなんだ質
問、福澤先生にちなんだ質問、そして平城遷都 1300
年にちなんだ質問などから、当選者 15 人を選出。
当倶楽部の佐井会長も当選され、豪華景品を受け
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取られていました。なお、即興の設問ではありま
したが、せんとくんのなかにはいっおられる方の
年齢の質問もあり、なんと 26 歳の麗しき乙女が頑
張っておられるとのことで、会場に和やかな雰囲
気が流れておりました。
大変な盛り上がりを見せ、親睦を深められた懇
親会も 15 時半には閉会を迎え、若き血と慶應賛歌
を円陣を組み、一同熱唱したところでお開きとな
りました。
来年は 11 月 21 日に滋賀にて初の開催となりま
す。みなさまも是非ご予定いただき、ご参加くだ
さい。

≪50 歳≫
木村

健（昭 57 法）

来月１２月に満５０歳になります。「人生 80
年」と言われる現代においては、50 歳とは、いち
通過点でしょうし、社会で元気溌剌とご活躍され
ている私の親の世代の大先輩や少し上の先輩の姿
と接する度に、いまだに自身の未熟さや、若輩者
であることを日々十分に認識しております。しか
し一方で、私は「人生 50 年」と言う言葉を聞き育

った世代ですし、「会社定年 55 歳」という時代に
社会人になった世代でもあり、また、時代背景は
違えど、今年の「NHK 大河ドラマ」を彩った織田信
長、上杉謙信、真田幸村は 49 歳で生涯を終えてい
る、といった観点からも、未熟者ながら、50 歳到
達には、やはり感慨を持たざるを得ません。
私の育った 50 年間での世の中の変化について、
折に触れて振り返った時に感じてきましたのは、
「ヒトが精神的に、肉体的に、そして特に容姿に
おいて飛躍的に若返った」ということです。思い
つくままにいくつかの例を挙げますと、アメリカ
の映画スター ゲイリー・クーパーが、1952 年製
作の名作西部劇「真昼の決闘」で老保安官を演じ
た時、彼の実年齢は 51 歳でした。人生の年輪が刻
まれた容貌や重厚な演技に、「成熟した大人の男」
という憧れを抱いたものですが、現在の私自身や、
同世代の者、また俳優たちを見渡しても、あのク
ーパーと、ほぼ同い年になったという風貌を持つ
者は見当たりません。
慶應義塾出身の大先輩である加山雄三（彼も
お若い！）が主演した若大将シリーズで、彼のお
婆ちゃん役を演じた飯田蝶子は、シリーズ第一作
出演時に 64 歳でした。可愛らしく、誰からも愛さ
れるお婆ちゃんを演じておりましたが、でも誰が
見ても、容姿はお婆ちゃんでした。現在、64 歳の
大女優といえば、吉永小百合です。テレビコマー
シャル等で毎日のように、お見かけしますが、彼
女がお婆ちゃんでしょうか・・・。コメントは不
要かと存じます。
コミックの世界でも、歴然とした例がありま
す。1983 年より掲載されました「課長 島耕作」
の主人公・島耕作 35 歳は、昨 2008 年春に 60 歳と
なり社長就任しました。まさに現代の 60 歳を画に
した、若々しいお洒落な風貌です。一方で、1946
年より掲載されました「サザエさん」に登場する
人物は、現在でもスタート時の年齢設定のままで
すが、サザエの父親の波平は、設定年齢 54 歳です。
約 60 余年前の 50 歳代の平均的な男性像が波平な
のです。島耕作 60 歳 磯野波平 54 歳・・・。
平均寿命が 50 年前と比較して、男女共に約 15
歳延びている日本では、特に若返りも進捗してい
ると感じます。体格の変化、医学の進歩、ライフ
スタイルの変化、化粧品の進歩、ファッションの
変化等々の数多くの要因に、多様な精神面の充足
も加味して、日本は世界中でも飛躍的な若返りを
している国であると思っております。これは大変
喜ばしい事であり、私どもの世代でも、まだまだ
明るい未来を想像しますが、さて、そう浮かれて
いて良いのでしょうか？日本人が世界中で、世界
一と誇ってきた「人間力」まで、若返り進捗して
しまっているのでは・・・と、大いに気になって
いる部分も心に置きつつ、50 歳を迎えようと思っ
ております。
（文中 敬称略）
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ＫＫＪＣ
≪神戸ジャズストリート≫

若杉

清輝（昭 38 商）

10 月 10 日（土）
絶好の秋晴れの下、
今回 28 回目を迎え
た神戸ジャズストリ
ートが開催されまし
た。今年もジャズ発
祥の街、神戸北野町界隈は大賑わいとなりました。
ＫＫＪＣメンバーは世話役・近藤さん（39 年卒
）の呼び掛けで三宮北側広場に集合し、11 時から
のパレードに参加しました。国際色豊かな鼓笛隊
を先頭にしたパレードは途中から参加するバンド
も加え、沿道を埋めるファンの熱気に包まれて賑
やかにそして華やかに進み、われわれも一緒に北
野坂を練り歩きました。昼食は井上さん（35 年）
贔屓の北野坂「栄ゐ田」で美味しく且つ出来上が
り気味に済ませた
後、それぞれお目当
てのライブ会場に
向かいました。私は
神戸外国倶楽部に
陣取って、鍋島直昶
、北村英治両大先輩
、秋満義孝、大塚善章、Ｂブーレン、花岡詠二、
細川綾子さんなどのライブを満喫しました。また
塩谷さん（36 年）の昔馴染み・秋沢一さんのライ
ブもありました。ＫＫＪＣ夜の部はそれまで各会
場に分かれていたメンバーが「ソネ」に結集し、
鍋島直昶カルテットと人気の北荘佳子さんの素晴
らしいヴォーカルを楽しみ、一杯やりながら盛り
上がりました。
午後 8 時から大場知之さん（ＫＫＪＣ 46 年）
のＢＡＳＩＮ
ＳＴＲＥＥＴ
での「発表会？
」に我々応援団
も駆け付けま
した。高橋俊男
さん（ピアノ）
トリオと店のオーナーでギタリストの川崎さんを
バックにした大場さんの堂々のライブに全員やん
ややんやの大喝采でした。特別参加した團裕子さ
ん、宮本美代子さん、中田由紀さんの熱唱も会に
花を添えました。こうして夜更けまでジャズ漬け
の一日を大いに楽しみました。

追記：9 日（金）新神戸クラウンプラザホテルで
の前夜祭でもＫＫＪＣからの参加者は 2 テーブル
に及びました。

展示期間；
開催時間；

KKJC ジャズ忘年会のお誘い

場所；
電話；

KKJC では本年最後のイベントとして、下記の通
り「ジャズ忘年会」を開催します。鍋島先輩(ヴィ
ブラフォン)、小川理子さん(ピアノ・ヴォーカル)
などお招きして、楽しく行いたいと思いますので、
メンバー以外の方も是非お出かけください。

改めてイーゼル会を紹介しますと、当倶楽部ル
ームにおいて原則毎月第 2、第 4 木曜日の 18 時～
21 時に水彩画を描いており、時には写生会も行っ
ています。
イーゼル会で初めて絵を習う会員も交え梅地画
伯のご指導の下、毎回和気藹々と楽しい時間を過
ごしております。
ご興味のある方は神戸慶應倶楽部事務局にご連
絡願います。
前田剛資

日時：12 月 12 日(土) 14：30～17：30
場所：レッド＆ブルー(レストラン)
TEL06-6346-2221
大阪市福島区 1-1-12 堂島ﾘﾊﾞｰﾌｫｰﾗﾑ 2F
（慶應大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽと同じビル）
会費：5,000 円
参加ご希望の方は、11 月末日までに近藤までご
連絡ください。
ＫＫＪＣ世話人 近藤 正
090-8446-9382
(ludy007@kcc.zaq.ne.jp)

読書会
≪神戸慶應倶楽部読書会≫
第 6 回目の読書会が 9 月 25 日（金）に行われま
した。始まってから丁度 1 年になりましたが、先
般発起人の一人である堀友子さんを喪ったことは
残念なことでした。
「学問のすすめ」第 12 編（演
説の法を勧るの説、人の品行は高尚ならざるべか
らざるの論）まで進みました。輪読のあとは最近
の経済問題・政治問題を酒の肴にして遅くまで盛
りあがりました。6 回目の参加者は、堀切、浅沼、
藤井、古渕、六拝、左川、福野、阪本、池田、宍
戸、野田、野田夫人の 12 名であり、このメンバー
は 5 回目に引き続き全員出席です。政権も交代し
政治においても経済においても価値観の見直しが
問われているいま福沢先生が遠く明治 7 年に指摘
されていることは指針となります。
次回は 11 月 17 日（火）18：30 から、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 13 編（怨望の人間に害あるを論ず）から
始めます。同書輪読の後は、時事放談を楽しみな
がらの飲み会になります。（飲み会の割り勘は
3,000 円程度です）
「学問のすすめ」
（岩波文庫）を持って気軽におい
でください。但し、お酒とつまみの準備がありま
すので、前回の出席者以外の方は阪本まで事前に
ご連絡頂ければ幸いです。

イーゼル会
≪今月の絵≫

池田

11 月 19 日（木）～24 日（火）
、
11：00～18：00
（最終日のみ 16 時まで）
三宮 「ギャラリー ほりかわ」
078-332-4877

雅彦（昭 39 工）
読書会世話役

今年１１月イーゼル会ではグループ展を以下の
通り開催いたします。
これまで会員一同展示作品の製作に励んできま
したので、一度グループ展を覗いていただければ
幸いです。
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阪本豊起

に変わったお箸を作っているのではなく、そのネ
ーミングや売り方にちょっとした工夫や特徴があ
囲碁同好会
る。例えば、1 本が五角形の箸、一膳で十角、すな
≪活動報告と今後の予定≫
わち当確箸、また、1 本の箸に紅白の五本線を入れ
菊田 義正（昭 42 商）
て一膳で十線、すなわち当選箸、売り方も「顧客
○第一回リーグ戦
満足」ではなく「顧客感動」などなどである。
平成 20 年 8 月から平成 21 年 7 月まで長い 1 年間
その団長が、「ありがとうございます。」を言わ
に亘り熱い戦いが繰り広げられましたが、林邦一
ない運動をしていると。
「ありがとうございます。」
氏が１４勝 1 敗の好成績で見事に優勝。
「ありがとうございました。」は商売にとって最も
尚、2 位は浅沼清之氏、3 位は大沼克臣氏。
頻繁に使わなければならない言葉なのにと思った
ところ、思いがけない答えが。
「ありがとうござい
○囲碁懇親会＜有馬温泉＞
ます。
」は、とても便利なフレーズであるため、ど
9 月 28 日～29 日 兵衛向陽閣 1 泊
んな場合でもこの一言で済ましてしまうことがあ
9 名参加去年同様、関西棋院の大御所、宮本直毅
る。だから「ありがとうございます。
」に代わる言
9 段プロをお招きし指導碁と宴会。
葉あるいは付け加える言葉をお客様にかけようと
プロの世界を垣間見、その上大盤解説等大変勉強
いう運動であると。団長のお店では、例えば、鈴
になりました。
又、スイス方式による大会は増井萬喜雄氏が優勝。 とひょうたんの「商売繁盛箸」を買った人に「こ
のお箸は鈴とひょうたんでお客様が鈴なりになる
美味しい酒と料理 温泉 囲碁・・・・・幸せで
という縁起のいい箸です。明日から商売大繁盛で
した。
す。おめでとうございます。」というふうに。
「ありがとうございます。
」だけでは伝わらない
＜お知らせ＞
こちらの気持ちを言葉にして伝える。言われたほ
・特別例会 11 月 6 日（金）
うも得した気分になり幸せになる言葉。商売のた
水戸夕香里 3 段プロの指導碁があります。
めだけではなく、色々な場面でちょっと試したく
なる講演内容だった。さすが、やはり応援団長。
・通常例会
これまで毎月第一金曜日でしたが、この 9 月より
第三土曜日に変更になりました。
尚、第二回リーグ戦（平成 20 年 9 月～平成 21 年
～事務局よりお願い～
8 月）が スタートを切りました。
◆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
囲碁同好会世話役
菊田義正
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。

～～今後の行事予定～～
11 月 6 日
11 月 11 日
11 月 17 日
11 月 19 日～
12 月 5 日
12 月 12 日
1 月 29 日

≪商売繁盛応援団団長≫
土井

正孝（昭 63 商）

先日、ある業界の小売業者の方を対象にした講
演会へ出席する機会に恵まれた。主催者は、昨今
の景気状況を皆に何とか跳ね返してもらいたいと
考えたのであろう。講師は、有限会社商売繁盛応
援団団長。なかなか思い切ったネーミングの方で
ある。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないが、
団長は、福井県小浜市でお箸を販売し、たった１
店舗の販売にもかかわらず、年間数億円の売上を
あげ、全国繁盛店 14 店舗の 1 つに紹介されたこと
もある会社の社長さんである。団長は、3Ｔ（お客
様に「得になる」
「為になる」
「楽しい」）を心得と
し、アイデア商品をいくつも生み出している。別

囲碁特別例会
11 月例会
読書会
ｲｰｾﾞﾙ会展示
ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ
KKJC 忘年会
1 月例会

神港ﾋﾞﾙ１F A
健隆ﾋﾞﾙ II 3F
ｷﾞｬﾗﾘｰほりかわ
ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ
ﾚｯﾄﾞ&ﾌﾞﾙｰ
神港ﾋﾞﾙ１F A

～～11 月例会のご案内～～
日時：2009 年 11 月 11 日（水）18：00 より
場所：神港ビルヂング 1 階 会議室
会費：3,000 円
講演：「コンサルティングビジネスの抱える
いくつかのジレンマ」
講演者：アクセンチュア㈱ 最高顧問 村山 徹氏
◇出欠の締切りは 11 月 6 日（金）です。
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日時：2008 年 12 月 5 日（土）受付 18：00～
場所：神戸ポートピアホテル
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。

編集後記

○先の市長選では，民主党支援を受
けた矢田さんが３選目を果たされた
が，旧来型選挙への反発もあってか，
有権者のほぼ７分の１の信任を得る
にとどまった。今後，如何に「協働
と参画」の市政運営を実現するのか
注目したい 。
（
）
〇 先日 初 め て関 西 合同 三田 会 に参 加
してまいりました。驚い たのは駅 周
辺コンビニで煙草が販売されていな
い事。最近駅近辺での禁煙運動が盛
ん で すが 、 販 売 し て い な け れ ば 吸 う
こともできませんね。流石です。（洋）

～クリスマス家族例会のお知らせ～

Y

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。
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

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本倶楽部会員を倶楽部維持会会員としています。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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