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挨拶が待っているというサプライズも新幹事長の
ご愛嬌となりました。阪本副会長からは服従の誇
りを抱かせる三田の先輩たれ、そして後輩たちは
よく支えよとのお話をいただき、出席者全員の心
が一つになり今年度の更なる倶楽部の発展を確信
し、散会となりました。

（平 1 経）

平成 22 年 5 月 26 日（水）、北野の神戸外国倶楽
部において総勢 42 名が参集し平成 22 年度定時総
会が開催されました。森本幹事長の開会宣言で始
まった総会は、佐井会長が大
切にされている和気藹藹と
した雰囲気の中にも神戸慶
應倶楽部の歴史と伝統を感
じることのできる会の進行
となりました。佐井会長の議
事進行の下、提出された議案
はすべて原案通り承認可決
されました。今年度は特に倶
楽部ルームの使用規定について、会員相互の親睦
を目的としお互いの信頼に基づき運営していくと
いう、原点に回帰するための改正が盛り込まれま
した。また役員の改選も行われ、初の「平成卒幹
事長」河野新幹事長が誕生しました。
総会終了後の懇親会は河野新幹事長に司会をバ
トンタッチし大澤副会長の乾杯の発声でスタート
しました。徳丸副会長からは来年度神戸慶應倶楽
部主催で実施されます関西合同三田会への協力要
請があり各幹事の担当割り振りも行われました。
途中、退任される森本幹
事長へ佐井会長から記念品
が贈呈されましたが、お二
人の熱い握手と森本幹事長
の笑顔が印象的でした。記
念品のうちの一つは塾のポ
ロシャツで、慶早対抗ゴル
フの際、勝利を呼び込むた
めに必ず着用すると力強く挨拶されていました。
また、幹事長時代多くの思い出がある中、特に「80
周年記念パーティーが実は 86 周年だった事件」を
佐井会長の懐の深さと会員各位のご協力によりプ
ラスに転じることができたことが最も思い出深い
と語っておられました。
滞りなく終始和やかな進行となった懇親会でし
たが、若き血を歌った後に阪本副会長の締めのご
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『幹事長就任挨拶』

『会長就任挨拶』
佐井

裕正

河野

（昭 49 商）

この度、さる 5 月 26 日に神戸外
国倶楽部で行われました平成 22
年度定時総会におきまして、は
からずも 2 期目（任期 2 年）の
会長の職を仰せつかりました。
私と致しましては慣例に従い、
1 期 2 年でバトンタッチをと思
っておりましたが、特に若い会
員並びに幹事の方々から来年に
神戸ポートピアホテルで開催が予
定されている関西合同三田会を一緒にやろうとい
うお声に乗せられた結果であろうかと思います。
改めまして、その責務の重大さに身の引き締ま
る思いでありますと同時に、どこかの国の総理の
支持率が急落し、退任を余儀なくされている事を
思えば、望外の幸せでもあります。さて過ぎ去っ
たこの 2 年間は、森本泰暢幹事長と出席した慶應
義塾創立 150 周年式典や、東京・大阪・福岡で行
われました福澤諭吉展、またそれに伴ういくつも
の行事で大変充実したものでした。
そのどれもが私にとって忘れられない貴重な思
い出となっております。
同時に、内外とも多忙なこの時期に立派に責務
を果たされた森本幹事長には心より感謝申し上げ
たいと思います。
一方、我が倶楽部においては 2009 年 9 月 2 日に
行われました創立 86 周年記念例会が一番のハイラ
イトでした。
当初は創立 80 周年だと思っておりました所、昭
和 10 年 11 月 3 日に発行された「神戸慶應倶楽部
時報」により、沿革の概略全てが明らかとなりま
した。
ここにこの「時報」の表紙に掲載されている福
澤先生の「同窓の辞」を皆様方にご披露させて頂
き、私の就任挨拶とさせて頂きます。
皆様方におかれましては、今後ともさらなるご
指導、ご鞭撻を頂きたく、心よりお願い申し上げ
る次第であります。
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忠友

（平 1 商）

先般開催されました平成 22 年度
定例総会にて、森本前幹事長の後を
受け幹事長を拝命致しました。87
年の歴史を誇る我が神戸慶應倶楽
部の伝統を汚さぬよう、微力ではあ
りますが誠心誠意務めさせていた
だく所存です。佐井会長はじめ副会長、会計監査、
評議員の皆様、そして会員の皆様のご指導のもと、
総勢 23 名の強力な幹事会メンバーとともに倶楽部
を運営してまいりますのでどうぞ宜しくお願い申
し上げます。
さて今年度ですが、喫緊のテーマ及び課題は大
きく 2 点です。一つ目は来年 11 月、当倶楽部が主
幹事となり神戸にて開催される「関西合同三田会」
の準備です。徳丸副会長を委員長とする実行委員
会が間もなく始動しますが、多くの幹事会メンバ
ーも実行委員を兼務し準備に取り組んでまいりま
す。関西合同三田会神戸開催を成功に導くために
当倶楽部会員の皆様には有形無形のご協力をお願
い申し上げます。
二つ目は会員増強活動です。数年前より当倶楽
部は財政改善を行い、諸先輩方の多大なご努力の
結果、現在まで大変良好な水準にて推移してまい
りました。しかしながら会員数が微減傾向となり
中長期的には再び財政が悪化する懸念があります。
そこで「参加したくなる例会」企画を一層強化し、
会員の皆様にお納めいただく年会費、例会費に見
合う価値のご提供に努め、その上で新規会員の獲
得を強化してまいります。また例会プログラムに
関しまして、会員の皆様よりご要望、ご紹介など
積極的にご意見をお寄せいただきましたら幸いで
す。
これら大きなテーマに取り組みつつ、神戸の慶
應倶楽部らしくスマートに楽しく塾員相互の親睦
を深めていただける会になりますよう努めてまい
りますので、皆様におかれましてはお一人お一人
が主役としてご参加いただきますことを心よりお
願い申し上げます。さらに、一人でも多くの新入
会員獲得にご尽力下さいますようお願い申し上げ
ます。
私自身まだ若輩でございます。また几帳面な性
格でもありませんので至らぬ点が多々あるかと思
います。どうぞ社中の心でご容赦いただきますよ
うお願い申し上げます。
末筆になりますが森本前幹事長、2 年間大変お疲
れ様でした。引続き倶楽部運営へのご指導方宜し
くお願い申し上げます。

講演会後の質疑応答では、乳製品全般について
沢山の質問が出席者の中から出されました。
“牛乳
と母乳では赤ちゃんにとってどちらが好ましい
か？”の質問に対しては、
“母乳に勝るもの無し！”
と回答されました。
最後に森本幹事長が“明治ヨーグルトを毎日購
入して健康になりましょう！”との挨拶で閉会と
なりました。

『幹事長退任挨拶』
森本

泰暢（昭 60 法）

伝統ある神戸慶應倶楽部の幹事長を拝命してか
ら、2 年が経過し退任することとなりました。
この 2 年間を振り返りますと、慶應義塾創立 150
年事業が盛大に行われ、特に 2008 年 11 月 8 日の
日吉における記念式典は天皇皇后両陛下のご臨席
を賜り、慶應義塾の栄えある歴史の瞬間に立ち会
えたことは、誠に光栄なことでした。
また神戸慶應倶楽部 80 周年（86 周年）記念パー
ティーが開催できたことも、貴重な体験でありま
した。記念すべき年の幹事長の大役を果たせたの
も、会員各位、会長、副会長、会計監査、顧問、
評議員、副幹事長、幹事、事務局のお陰だと、心
より深く感謝いたしております。
次年度は満を持して、平成元年卒業の河野忠友
さんが幹事長に就任されます。期待の若手幹事長
でありますので、私同様宜しくお願いいたします。
神戸慶應倶楽部のますますの隆盛を祈念し、退任
の挨拶とさせていただきます。

～～慶早ゴルフコンペレポート～～
森本

4 月 6 日（火）慶早ゴルフコンペが廣野ゴルフ倶
楽部にて開催されました。
神戸早稲田倶楽部より 12 名の参加をいただき、
当倶楽部からは 9 名が参加し、桜満開という絶好
のコンディションのなか、プレーと懇親会で大い
に盛り上がりました。
対抗競技は各倶楽部の上位 7 名によるネット合
計で競われ、神戸早稲田倶楽部が勝利致しました。
勝利チームの早稲田には佐井会長寄贈のワインが
12 本贈られました。
個人戦では優勝が早稲田の西村勝弘さん、2 位が
慶應 野田敬二さん、3 位早稲田 田中信夫さんと
いう結果でした。秋は早稲田主催で 9 月 8 日（水）
に神戸ゴルフ倶楽部で対抗戦が開催されます。
皆様の参加をお待ちしております。
出席者は以下の通りです。

～～4 月例会レポート～～
野田

泰暢（昭 60 法）

敬二（昭 58 経）

日時：平成 22 年 4 月 20 日（火）
、18:30 ～20:00
場所：神港ビル１階会議室
講師：阪本清輝会員（2009 年 12 月入会、明治乳業
株式会社 関西支社兵庫支店長）
内容：“健康と食品”
24 名の参加者が集まって講演会が開催されまし
た。身近な健康食品としての
乳製品（牛乳・チーズ・ヨー
グルト）について、まず概説
されました。牛乳については、
人によっては腹が痛くなる
場合があること、チーズにつ
いては塩分との関係で摂取
しすぎに注意が必要なこと、
の２点を指摘されました。話
題の中心のヨーグルトについては、明治乳業㈱が
製造している“LG21”と“R-1”の 2 つの製品をご
持参の上、説明されました。
後 者 の “ 1073R-1 乳 酸 菌 ” の 正 式 名 称 は
Lactobacillus Bulgaricus(ラクトバチルブルガリ
クス)OLL1073R-1。薬事法上との関係で説明はかな
り制限された範囲内のみに留まっていました。し
かしながら、新型インフルエンザが流行中の昨今、
人間の免疫機能と“1073R-1 乳酸菌”との関係が脚
光を浴びる日がそう遠い将来ではないと確信しま
した。

佐井裕正
宮崎和郎
野田敬二

芳川玲子
多木良晴
城根 誠

鍛治川

田嶋紀雄
城口 隆
森本泰暢

清司（昭 48 経）

昭和48年経済学部卒業の鍛治川です。昭和44年3
月に18年間暮らした神戸を離れ塾に入学し、約30
年間東京に住み、震災後の平成8年社長に就任の為、
神戸に戻って参りました。一応神戸市内に居を構
えておりますが、国内に6工場・タイに2工場ある
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た。終了後の先生の講評での一喜一憂はこれ又毎
度の事。今回の最優秀作品賞は西脇先輩、久し振
りの登場ながら力強い色彩で先生のおほめの言葉
をかっさらって行かれました。
川原でのピクニックスタイルの昼食時にはご無
沙汰会員の芳川さんもひやかしに来てくださいま
したが、何しろ良い子の遠足スタイルでしたので
缶ビールの用意もなく申し訳ござらぬ事でありま
した。
イーゼル会では年 2 回の写生会の他、毎月 2 回
クラブルームで水彩画を楽しんでいます。花や果
物、魚等いろいろなモチーフに向かって筆を動か
す事も勿論ですが、筆を動かしながらの政治・経
済からゴルフ、食べ物に至る三田会らしい会話が
又絶品の味わいです。
一度のぞいてみたい方は是非井上光先輩か天木
までご一報下さい。

為、神戸に居るのは月のうち半分程度です。私以
外に妻・長男・次男が塾で学んでおり、愛塾精神
溢れる一家であり、又公私共親しくさせて戴いて
いる佐井君が会長をされているのですから、例会
にもっと出席したいのですがタイミングがなかな
か合わず幽霊会員的な存在に最近はなってしまっ
ております。（内緒ですが佐井会長が塾高時代の
慶應女子高のガールフレンドが私の妻の友人だっ
たので、佐井君は私より先に妻と知り合っていた
のです）現在は冠婚葬祭・パーティー・ゴルフ参
加が主な仕事で今年還暦を迎え、昨年長男が卒業
して10年経ち我社に入社しましたのであと数年で
会長になり残りの人生を妻と共に楽しみたいなと
最近は思っております。昨日慶應大学野球部が11
シーズンぶりに六大学で早稲田を破ったとの事で
美酒を味わいました。フレー・フレーKEIO!

イーゼル会世話人

読書会
≪神戸慶應倶楽部読書会

明

第 10 回≫

第 10 回目の読書会が 6 月 3 日（木）に行われま
した。参加者は、堀切、浅沼、藤井、古渕、六拝、
左川、福野、阪本、野田、鈴木、宍戸、古武の 12
名でした。まず学問のすすめを紐解く第１部では
堀切さんの学問のすすめの「抄」版に従って、第 6
編から第 8 編まで味わいました。第 2 部の飲み会
では誰かが話題を提供して、その話題について参
加者で議論をしようということになり、まず堀切
さんから「一身にして 2 生を経る（福沢諭吉）
」と
題し話題の提供がありました。大東亜戦争の前後
で二分された日本で「一身にして 2 生を経た」ご
自身の体験をダブらせながらこれまでの日本につ
いて分析され、日本の今後の姿について大胆な予
測がなされました。阪本がオランダの旅から帰っ
てきたこともあり、ベルギーとオランダのビール
を飲みながら意見を出し合いました。
次回は平成 22 年 7 月 21 日（木）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 9 編から始めます。2 部の飲み会の
割り勘代 3,000 円と「学問のすすめ」
（岩波文庫）
を持って気軽においでください。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。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≫

前田

天木

剛資（昭 39 工）

≪初夏の写生会レポート≫
イーゼル会恒例の初夏の写生会は会員 11 名が参
加してゴールデンウィーク明けの 5 月 8 日に開催
されました。少し気になっていたお天気も文句な
しの快晴、
「幹事の日頃の心掛けのおかげ」との話
が出てこなかったのがいささかケシカラヌ事だと
思いましたが・・・。写生の場所はこれ又幹事の
手抜き振りがミエミエの芦屋川河畔、何しろ毎日
のようにウロウロしているあたりですから。それ
でも日頃のクラブルームでのレッスンの成果を発
揮すべくそれぞれが川から眺めた六甲山の山並み
や川沿いのカトリック教会等々を相手に奮戦。ま
あそれなりに画伯気分を楽しんだ一日でありまし

読書会世話役
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阪本豊起

～～今後の行事予定～～
6月
7月
7月
9月
9月
10 月

≪この 2 年間を振り返って≫
永島

政和（平 17 経）

私が神戸に赴任して早 2 年が過ぎようとしてい
ます。僭越ながら自分の現況、思い出話をさせて
頂きたいと思います。
現在、私は田舎に本店のある某地方銀行の神戸
支店に勤務しております。当初、経済学部であっ
た私は銀行に就職するに際して、どうせ銀行に就
職するなら地方で地に足をつけた仕事を、地域に
貢献できる仕事をしたい、という月並みな志望動
機でいわゆる U ターンを選択しました。
もともと外向きな性格という訳でもなく、日々
を平穏に過ごしたいというのも頭にありました。
我々のような地方銀行員にはよくあるパターンの
ようです（笑）
。
ただサラリーマンの常ではありますが、安易な
考えはすぐに転勤により覆されてしまいました。
それは誰一人として知人、友人がいないとも言え
る神戸への転勤。まさに生き方を変える転機が訪
れました。
まずは神戸を知り、神戸に馴染むにはどうした
ら良いか、ただひたすらに考える毎日が続きまし
た。今までの私の職業観念からすると、そこまで
前向きに考え活動することは（目下不必要という
こともありましたし）、考えの及ばないところでも
ありました。日々悩み、苦悶する毎日があったこ
とは記憶に新しく思います。
そんな折、青天の霹靂のごとく、ふとしたこと
から本倶楽部に入会する機会を頂きました。多く
の先輩や後輩と知り合う事ができ、大いに励み心
の拠り所になると共に様々な勉強させて頂くこと
が出来ました。改めて自分一人で生きているので
はないということを痛感しました。
大学卒業当時、私はそこまでへの「愛」を持っ
ておりませんでした。ただ、社会に出て私なりの
荒波の中に立たされた時、改めて自分が持ってい
た母校への愛に気付くとともに今はひたすら感謝
する毎日です。
今後は、私の後輩も多く当倶楽部に入会してく
ることと思います。その時には先輩から引き継い
だものを、伝えていけるようにしたいと考えます。

17 日
21 日
23 日
2日
8日
8日

6 月例会
健隆ﾋﾞﾙⅡ
ｻﾏｰﾊﾟｰﾃｨｰ
9 月例会
慶早ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ
例会

神港ﾋﾞﾙ１F A
KKC 読書会
神戸銀行倶楽部
神港ﾋﾞﾙ１F A
神戸ｺﾞﾙﾌ倶楽部
未定

～～6 月例会のご案内～～
日時：2010 年 6 月 17 日（木）18：00 より受付
場所：神港ビル 1 階会議室
講師：都倉武之氏
（慶応義塾福澤研究ｾﾝﾀｰ専任講師）
内容：「福澤諭吉と関西」
会費：3,000 円（夕食・飲み物含）

～～サマーパーティーのご案内～～
日時：2010 年 7 月 23 日（金）18：00 より受付
場所：神戸銀行倶楽部
電話：078-331-2766
会費： 会員 9,000 円
会員家族（高校生以上） 9,000 円
会員家族（小中学生） 5,000 円
会員家族（小学生未満） 2,000 円
ビジター
10,000 円
恒例のオークションを行います。必ずお一人様一
品以上のご出品をお願い致します。

～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。
◆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。
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。

5

編集後記

○歴史あるＢＲＢの編集にあたっ
て、今回は若手幹事のお力によって
無事発行することができました。折
しも、平成生まれの幹事長も誕生。
中堅どころも頑張らなくては、と痛
感した今日この頃です。（Ｋ）
〇 神 戸 開 催 の関 西 合 同 三 田 会を 担 う
体制 が ス ター ト し まし た。私も 微 力
ながら幹事団の一 員として会を盛り
上 げ、 ま た 神 戸 慶 應倶 楽 部 の 更 な る
飛躍の一 助となれるよう努力いたし
ます。先輩の皆様お一 人お一 人のお
力添え、宜しくお願い致します。（洋）

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

