BRB

2011 年 6 月号

神戸慶應倶楽部

BLUE RED BLUE

2011 年 6 月 1 日発行
発行人：河野 忠友
発行所：〒650-0024 神戸市中央区
海岸通 8 神港ビルヂング 509

TEL：078－393－0050
FAX：078－393－0051
E-Mail：kobekeio@dream.ocn.ne.jp
URL ：http://www.kobekeio.org/
編集人：齋藤 洋邦、宮田 沙織

のご紹介、関西合同三田会の各実行委員会からの
ご報告があり、さらに、河野幹事長から当日のご
指名で、青嶋義晴会員（関西電力株式会社神戸支
宮田 沙織（平 16 政）
社長・昭 52 工卒）からお話を頂きました。日本に
おける電力事業の歴史、原発の原子炉の方式の違
5 月 25 日（水）午後 6
い、先般浜岡原子力発電所の運転停止による影響
時 30 分より、旧居留地の
について、実はよく知られていない太陽光発電の
オリエンタルホテルにて、 仕組み等、思いがけず、貴重なお話を伺うことが
平成 23 年度定時総会及び
できました。
懇親会が開催されました。
当日の出席者は 48 名、当倶楽部の新年度がスタ
梅雨入り前の爽やかな一
ートいたしました。
日の終わりに、倶楽部の
益々の発展を祈りつつ、
更なる親睦を深めました。
総会は、規約により佐
井会長が議長となり、提
出された 5 つの議案は、すべて原案通り承認され
ました。今回特筆すべきは、3 点です。まず、先の
東日本大震災被災地に対し、皆様からの募金に御
寄附を加えた計 100 万円を義捐金として、来月、
会長ならびに幹事長が、東北連合三田会・仙台三
田会会長 藤崎様に目録をお渡しに行かれるご予
定とのことです。次
に、関西合同三田会
に向けた体制強化の
ため、規約の改定が
ありました。これに
より、会長の任期が
現行の「2 期 4 年まで」から「4 期 8 年まで」に、
また、幹事の人数が「25 名以内」から「30 名以内」
にそれぞれ変更されました。さらに、関西合同三
田会につき特別会計を設けて準備が進められてい
る旨、及び引き続き登録口数の増加が呼びかけら
れました。
また、4 月 1 日時点における会員数のご報告があ
りました。計 264 名、うち正会員 215 名、女性会
員 37 名、地方会員 12 名であり、前年同時期に比
べて 4 名増加とのことです。
懇親会は、大澤副会長の乾杯の音
頭で始まりました。見た目にもおし
ゃれな美味しいお料理に、会話も弾
みました。途中、新任幹事を含めた
幹事のご紹介、当日ご出席の新会員

～～平成 23 年度定時総会レポート～～
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玉会員の歯医者「Natural Smile」はなんと、年
中無休で診察も昼休みなしで朝の 10 時から夜の 8
時迄行ってらっしゃるそうです。
講演後の質問タイムには質問の嵐！中には、
「児
玉先生とお近づきになりたい！」と仰られる方も
いらっしゃいました。確かにそう思わせる内容の
お話に、10 年超ぶりの定期検診に私も通おうかな、
と考えています。（電話：0798-65-1971 Web：
http://www.naturalsmile.jp）
次いでは最近話題のスマートフォンをテーマに
「ケータイを超えた未来へ」と題し、ピカピカの
新卒後輩を含むアシスタント 2 名を従えた日向会
員からの講演でした。日向会員曰く、
「スマートフ
ォンはもはや携帯電話ではない。
電話機能の付いた、超小型携帯 PC
である」
。スマートフォン歴 9 ヶ月
の私も、まったくもって同感です。
スマートフォン販売当初はＡｐｐ
ｌｅ製のｉ－Ｐｈｏｎｅ（アイフ
ォン）が圧倒的なシェアを確立していましたが、
ドコモを含む複数社が巻き返しを図っているａｎ
ｄｒｏｉｄ製のスマートフォンがどんどんと勢力
を伸ばし、今年中には 5 人に 1 人がスマートフォ
ンを所有しているだろうという状況だそうです。
ところで皆さん、アイフォンが出た当初新聞の片
隅にこんなニュースがあったのをご存知ですか？
ドアチャイムで良く知られる日本のメーカー「ア
イホン」社とＡｐｐｌｅ社で商標の使用に関して
和解！確かに、アイホンはかなりの老舗です。ち
なみにアイホン社の英語表記はＡＩＰＨＯＮＥで
す。
日向会員からのスマートフォンに関する可能性
と今後に関するお話を頂いた後は、お待ちかねの
実演会。電話サイズの端末と
タブレット型と呼ばれる少し
大きめの端末、合計 10 数台で
皆さんお試しされていました。
やはり、こういう技術系のお
話は聞くよりやってみる方が
分かりやすいのか、皆さんワ
イワイと楽しそうにスマートフォンと触れ合って
おられました。
閉会にあたり阪本副会長からは、今回の例会は
会員から有益な情報をご提供いただき、会員相互
の交流という目的を大変良く達成できた、とのお
言葉を頂戴しました。誠にその通りであり、今後
もこのような例会を続けていけられるよう、会員
一人一人の力の結集に期待されるところです。

～～4 月例会レポート～～
齋藤

洋邦（平 12 商）

肌寒い春の雨上がりの 4 月 22 日、神港ビルにて
4 月例会が開催されました。今回の例会は会員スピ
ーチとして、医療法人ナチュラルスマイル代表の
児玉秀樹会員（平 22 経院）と、NTT ドコモ神戸支
店長の日向 達会員（昭 60 法）による、豪華 2 本
立てとなりました。どちらからも大変興味深いお
話とあってか、43 人の参加者を迎えた会場は活気
と熱気にあふれてお
りました。
冒頭に佐井会長か
らのご挨拶を頂き、児
玉会員からは「顧客本
位の地域密着医療サ
ービス」と題した講演
を頂きました。児玉会
員は、当初、通常の歯科医師として勤務されてい
ましたが、漫然とした医院運営に疑問をもたれ、
歯科医療専門家だけでなく、マネジメントの視点
をもつべく、慶應ビジネススクールで経営学を学
び、西宮北口で実践し、医院の拡張が必要になる
程大成功を収めてらっしゃいます。配られた資料
に御写りのシュッとした感じの写真と、目の前に
いらっしゃる児玉会員のギャップもまあまあ驚き
でしたが、お話の中で最初に注意を奪われたのが
「口の中が渇くと、カビが生えてくる」というこ
と。被災地で十分な水分補給ができない環境で、
心配される事態です。では、このカビがどのよう
な悪さをするのか。一番わかりやすいのが、肺炎
を引き起こすとのことです。高齢者や要介護者等
にも多い死因の肺炎の原因は口内の乾燥があると
のことでした。
口内環境と健康にまつわる話以外にも大変興味
深いお話もありました。それは「歯医者の実態」。
歯医者の数は、なんとコンビニよりも多いんです。
その歯医者の 8 割は家族経営で平均的な月商は
300 万円程。ちなみに一番売上の多い部門は「耳鼻
科」。次いで「小児科」だそうです。確かに歯医者
さんは多いな～とは感じていましたが、その実態
はあまり儲かっていないようです。
児玉会員のモットー
は「病気を治す名医で
はなく、病気にさせな
い名医になりたい」
。私
もそうですが、歯医者
にはみんな悪くなって
から来る、とのことで
す。定期的な健診は確かに面倒ですが、実際のと
ころ、悪くなってから歯医者に行く方が「お金が
かかる」んだそう。そんなモットーをお持ちの児
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総合司会は式典に引き続き子守 康範会員（昭 60
商 長田高校卒。毎日放送の月曜～金曜の朝 5 時
～8 時『朝からてんコモリ』大人気放送中！身長
197cm）。アシスタントとしてテレビや雑誌、そし
てラジオでも大活躍。モデル兼ＤＪで日印ハーフ
のＲＥＮＡさん（神戸市出身 身長 170cm）の二人
の長身コンビで明るく元気よくパーティーを進行
してもらいます。
食事はポートピアホテルの一流シェフが腕によ
りをかけて、港神戸らしい料理の数々を出して頂
き、ドリンクはビール、ワイン、灘の清酒等々で
おもてなし。
“スイーツ・パラダイス”と致しまして、ユー
ハイムの河本 英雄会員（平 11 経営修）にご協力
をお願いして、神戸スイーツを楽しんで頂こうと
思います。
食事の合間には、神戸ゆかりの地でもあるジャ
ズを、神戸で活躍されているヴォーカリストに歌
って頂き、耳からも大いに楽しんで頂こうと考え
ております。
メイン・ゲストと致しましては、指揮者の佐渡
裕様が提唱されて、兵庫県立芸術文化センターを
拠点に活動されている“スーパーキッズ・オーケ
ストラ”が演奏をしてくれることとなっておりま
す。
抽選会もスムーズに行い、来て頂いた皆様に大
いに満足して来てよかったなと思って頂けるパー
ティーにすべく、木村委員長以下、総勢 13 名の幹
事メンバーが一生懸命に頑張っております。皆様
にもお力添えを賜りまして、大成功へとお導き頂
けますよう、
宜しくお願い申し上げます。

～～春の慶早ゴルフコンペ～～
森本

泰暢（昭 60 法）

4 月 19 日（火曜日）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 10 名の参加をいただき、
当倶楽部からも 10 名が参加し、４月とは思えない
寒さと、後半の雨に悩まされてのプレーとなりま
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、神戸慶應倶楽部が 70 ストロークスの
大差をつけて勝利致しました。勝利チームの慶應
には佐井会長寄贈のワインが全てのメンバーに贈
られ、早稲田にもお情けで 3 本贈られました。
個人戦でも慶應が圧倒し、優勝が森隆さん、
2 位 堺充廣さん、3 位 佐井会長となり、早稲田
の最上位者が 8 位という結果となりました。
秋は早稲田主催で 9 月 9 日（金）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。
佐井裕正
芳川玲子
野田敬二

森 隆
堺 充廣
森本泰暢

五代友和
阪元清輝

田嶋紀雄
池田吉孝
以上。

～～関西合同三田会に向けて～～
ご存じの通り、今年の関西合同三田会は 8 年ぶりに神
戸が開催の地となります。日程は 10 月 23 日（金）。神
戸らしい会を開催し、大盛況に収めるべく、各委員長か
ら総会の場でご報告がありました。総会にお越しいただ
けなかった方にも実行委員会の取組をご紹介させてい
ただきます。

式典担当委員長

土井

正孝（昭 63 商）

式典につきまして、現時点での概要をご報告さ
せて頂きます。
（昭 60 商）
会場は既にご連絡の通り神戸ポートピアホテル。
当日は午前 10 時受付開始、10 時 30 分開場、11 時
テーマは“そして神戸は今”
式典開始を予定しております。
阪神淡路大震災を経験し、復興
式典は塾歌斉唱で始まり、佐井神戸慶應倶楽部
を遂げてきた神戸から東北へ何かのお役に立てれ
会長・錢高関西合同三田会会長・服部連合三田会
ばというおもてなしの気持ちを持ちつつ、自粛ム
会長、そして、まだ予定ではありますが、井戸兵
ードではなく、我々から復興を目指して、明るさ
庫県知事にもご出席頂きご挨拶を頂く予定にして
と元気あふれる会にしていこうと考えております。 います。その後、皆が楽しみにしている清家塾長
ポートピアホテルの大輪田という神戸きっての
にご挨拶と基調講演をお願いしています。
会場にて、慶應らしい知性と品性を兼ね備えて、
また、当日は特別ゲストとして、文学部をご卒
港神戸らしいスタイリッシュでおしゃれでファッ
業された女優の紺野美沙子さんにもお越しいただ
ショナブルなパーティーへ皆様をお招きしていき
く予定にしています。紺野さんについては、もう
たいと考えております。
ご説明する必要はないと思いますが、現在、ＮＨ
懇親会担当副委員長

松尾

茂樹

3

アビブが、行程の概略である。
イスラエルは、海抜下 400 米にある死海を中心
にして。北はヨルダン川からガリラヤ湖を経由し
てシリアまで。死海から南に向かっては、紅海に
通じるエイラットまで、深い溝のような地形が続
いている。現在はこの溝地帯が国境であり、東は
ヨルダン領となっている。

Ｋ教育テレビ「ギフト～Ｅ名言の世界」にご出演
されたり、1998 年国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）
親善大使に任命され、パキスタンやタンザニヤな
どの開発途上国を訪問し、ＵＮＤＰの活動を広く
伝える活動をされるなど多方面でご活躍されてい
ます。紺野さんには、震災を経験した神戸で、震
災の年に関連したお話などをしていただこうかと
色々と検討しているところです。内容につきまし
ては、当日を楽しみにしていてください。
前回のＢＲＢにも書かせていただきましたが、
式典は神戸に来てくださる方々の誘導・受付等も
あり、一人でも多くの皆さまの力をお借りしない
と出来ません。一人でも多くの皆さまにご参加い
ただくとともに、皆さまのご支援・ご協力をお願
い致します。

｢水温む
砂漠に浮かぶ
死海かな｣

この時期にアラブ諸国が危険な政治情勢であっ
たため、多少の不安があったが、現地に入ってみ
るとどこをバスで通過しても、幸い殆ど危険を感
じることはなかった。日本から自衛隊が派遣され
ているゴラン高原を通過しても、国境は近いが極
めて平穏であった。イエス・キリストが誕生した
ベツレヘムの町は、エルサレムから比較的近いの
であるが、パレスチナ自治政府内となっており分
離防御壁がある。関門では銃を持ったアラビア人
兵士が入国検査を行う。バスで通過するには運転
手をアラブ人と交替し、アラブ人のガイドを同伴
することが入国の条件となっていた。キリストの
「降誕教会」はローマ帝国のコンスタンチヌス大
帝の母ヘレナが造らせて以来、キリスト教聖地で
あるが、ベツレヘムの町に入ると風景が変わり、
アラブの町であるということもありイスラム教徒
が多い。ここではやや緊張した。
1948 年国連決議を基にイスラエル国家が建国。
苦難を乗り越えて祖国に帰りたいと願うユダヤ人
移住者によって現在人口は 720 万となったが、異
なる民族的背景や文化を持ちながらイスラエルの
生活の中でお互いに調和し合ってきたのであろう。
アラブと異なり街並みは整然として豊かさを感じ
させる。

なお、実行委員会では関西合同三田会神戸開催を
記念して、
「慶應義塾ロゴマーク入りオリジナルポ
ーチ」を製作しております。森本会員のご協力に
より、廣野ゴルフ倶楽部でも販売されているポー
チに義塾のロゴを刺繍で入れております。

限定 200 個を製作して１つ\2,000 で販売致しま
す。ご希望の方は事務局までご連絡ください。お
渡しは 9 月頃を予定しております。皆様のお申し
込みお待ちしております！！

≪イスラエル聖地巡礼の旅≫
浅沼 清之（昭 36 経）
「エルサレム
3 月 1 日から 9 日まで、イスラエルを訪ねて春の
聖地巡礼の旅に出かけた。関空から韓国経由、イ
嘆きの壁に
スラエルのテルアビブ空港まで直行する。これが
日本とイスラエルを結ぶ最短ルートとなっている。
春の雨」
国内は専用バスで移動する。テルアビブ、シャロ
ンの野、カエサリア、ナザレ、カナ、タボル山、
ティベリア、マグダラ、カファルナウム、ガリラ
エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム
ヤ湖、フィリポ・カイサリア、ゴラン高原、サマ
教の聖地であり、キリスト教徒はエルサレムをイ
リア山地、ユダの荒地、死海、クムラン、マサダ、
エスが最後の時を過ごした場所として結びつけ、
ベツレヘム、エルサレム、エインカーレム、テル
ここでイエスは教えを説き捕えられ十字架に架け
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られ、そして復活したとする。エルサレムの聖墳
墓教会はキリスト教徒にとって最も神聖な聖堂で
あり、ビア・ドロローサ(イエスが磔にされるゴル
ゴダの丘へ十字架を背負って歩いた道)の最終地
点にある。4 世紀に建てられたがペルシャ軍に破壊
され、十字軍のエルサレム征服後再建されている。
現在イエスの墓と磔の場所は同じ屋根の下にある。
今回の巡礼で聖地を自らの足で踏み、風をすっ
て毎日ゆかりの教会でミサに与ってみると、これ
までなかなか馴染まなかった聖書の地名やカタカ
ナの人名に親しみを覚えるように感じられた。同
行のガイドが早大卒業後ヘブライ大学で学びイス
ラエル在住経験が長く、三浦朱門・曽野綾子と共
著の著作を出版しているイスラエル研究家でもあ
ったため、知的好奇心が大いに満たされたように
思われた。
帰国して 2 日目に大震災が発生したり、
2 週間後に滞在したエルサレムでテロの爆破によ
る死傷者 30 人の事件が起こったが、無事に予定通
り旅を終えたのは幸運であった。

け選ぶとしたら日吉寄宿舎で 4 年間過ごしたこと
です。慶應の 1 年から 4 年まで 60 名が文字通り寝
食を共にしながら日吉の丘で青春を謳歌できまし
た。寄宿舎というと厳しい規律を想像するかもし
れませんが、まったく逆で学生による自治運営で
自由を満喫できました。以前、塾の学生部から門
限がないのは問題である、と注文がついた時も、
おおよそ全員が帰っている午前 4 時と回答して、
事実上門限なしを維持したと聞かされました。私
は理工系であったので文系の先輩、同僚、後輩と
親しく付き合えたことが人格形成に大いに役立ち
ました。今でも頻繁に会っているのはこの時の仲
間達です。
私の場合、どうしても慶應に入りたい、と言う
訳ではありませんでした（笑）ただ、卒業して歳
月を重ねていくと慶應の良さが段々と分かってく
るから実に不思議な学校だと思っています。現在、
私の息子も慶應にお世話になっています。
しばらくは神戸にいると思いますから皆さんと
お会いできるのを楽しみにしています。

「異 文 化 の 聖 地 巡 礼 春 浅 し」

≪新入会のご挨拶≫
≪新入会のご挨拶≫

加藤
青嶋

正久（昭 54 政）

義晴（昭 52 工）
この度、神戸慶應倶楽部に入会させて頂きまし
た昭和 54 年法学部政治学科卒業の加藤正久です。
出身は名古屋市で、卒業後（株）竹中工務店に入
社して以来、関西在住 32 年となります。
高校時代には鉄道研究会に所属し、消えゆくＳ
Ｌを、カメラバッグを担いで追いかけておりまし
た。大学在学中は多田ゼミ、レギュレーションテ
ニスクラブに所属すると共に全国慶應学生会連盟
の活動にも参加し、三田祭実行委員会の役員も務
めました。昭和 52 年全慶連ステージのゲストとし
て、サザンオールスターズの大ブレークが読み切
れず、アイドル系の女性グループ（すぐに消えま
した）を呼んでしまったことが未だに後悔されま
す。
就職して初めて関西の地を踏んだ訳ですが、ス
タートは神戸市東灘区深江の研修寮でした。神戸
の街が大好きになり、週末にはよく同僚と三宮や
元町に繰り出したことが懐かしく思えます。現在
は大阪市内に住んでおりますが、阪神大震災時は
六甲アイランドに居住しており貴重な体験を致し
ました。趣味のゴルフはＡＢＣゴルフ倶楽部に所
属しＨＣは 15 です。大好きだった写真は、旅行や
出張時に小型のデジカメで街並みや建物の撮影を
楽しんでいます。
竹中工務店では一貫して営業を担当し、多くの
お客様と接して参りました。神戸慶應倶楽部の
方々を始め、多くの塾員の方には日頃大変お世話
になっております。少し会社のＰＲをさせて頂き

昭和 52 年に工学部電気工学科を卒業した青嶋と
申します。縁あって神戸慶應倶楽部に入会させて
頂きました。宜しくお願いします。
私は静岡で生まれ、ひょんなことで関西電力に入
社して以来、一貫して送電線や変電所といった電
力系統の技術畑を歩んできました。勤務地として
の神戸は初めてですが、15 年前の震災の際には、
神戸に入り浸りで復旧に携わりました。そのせい
か神戸は初めての勤務地とは思えない土地です。
私が勤務する神戸支店は旧居留地の一角にある加
納町にあります。震災後に建替えた折に無線鉄塔
を屋上に設けた結果、神戸で一番背の高い建物に
なり、神戸の素晴らしい夜景に少しばかり彩りを
添えています。
赴任してから司馬遼太郎氏「街道をゆく」
（神戸
編）を読み返しました。幕末に神戸港が開港する
あたりの記載になると、私がおります神戸支店あ
たりの話しが出てきます。当時の様子を京町の神
戸市立博物館で眺めることが出来ます。名もない
ようなちっぽけな明治国家日本が世界第 2 位の経
済大国に上りつめるまでの大パノラマを見るよう
でした。折角の機会ですから大いに神戸の歴史を
学ぼうかと思っています。
さて、私も 50 代半ばの歳となり時々人生を振り
返ってみることがあります。青春期に慶應で過ご
せたことは大変幸せだったと思っています。
慶應の思い出はたくさんありますが、ひとつだ
5

ますと、竹中工務店のルーツは名古屋で大工の棟
梁として創業し、1899 年神戸に進出して近代建築
を始めたのが会社創立元年です。兵庫県庁北東に
ある創立ゆかりの地には「竹中大工道具館」を設
立し、大工道具の保存・展示に併せて日本の建築
文化を紹介しており多くの方々に来場頂いており
ます。
このように、大変縁のある神戸で皆さまとの新
たなご縁を頂きたいと思っております。どうかよ
ろしくお願い致します。

読書会
≪神戸慶應倶楽部読書会

イーゼル会
≪今月の絵≫

志原

第 16 回≫

「春の写生会」
4 月 29 日、ゴールデンウィーク初日のこの日は
快晴。
「誰の心掛けのおかげかな」と思いつつ六甲
アイランドへ。今回師範代五代先輩が写生会の場
所として選んで下さったのは、六甲アイランドに
ある小磯良平美術館の周辺。
日頃我々劣等生グループ（まあ一部には若干名
優等生もおられますが・・・）を指導頂いている
梅地先生は、正真正銘の小磯画伯のお弟子さん。
と言う事であれば、我々も「小磯先生の孫弟子だ」
等と鼻息あらく美術館周辺にイーゼルを並べた訳
であります。
連休という事もあるのでしょうが、流石に遠く
から美術館に来られる方も多く、
「三重県からきま
した。私たちも水彩を描きますので」と云われて
覗きに来られたご婦人等もおられ、いささかあせ
らされた一場面
も。
相変わらず四
方山話が尽きな
いランチタイム
をはさみ 3 時頃
迄爽やかな新緑を満喫し、その後恐怖の講師講評。
今回の最優秀作品賞はなんとほぼ一年間の休場明
けの西脇先輩。
「どこかで密かに修業を積んでこら
れたのか」等とのやっかみの声があったとかなか
ったとか。
まあかくして今年の
春場所も千秋楽となっ
た次第。
「水彩をやる人おられ
まへんかー。ご興味あ
る方はいつでもご一報
下さい。
」
イーゼル会世話人
天木 明

第 16 回目の学問のすすめ読書会が 5 月 17 日（火）
に阪本豊起副会長の事務所で行われました。参加
者は、浅沼、藤井、六拝、福野、阪本、野田、鈴
木、池田、古淵、善搭、宍戸の 11 名でした。リー
ダーの堀切さんは体調を崩され大事をとって欠席
でしたが、浅沼さんから「経済界、黒子たちの戦
歴・訪中団実現、秘書ら筋書き」と題する関西経
済界が 1972 年の日中国交正常化に先駆けて大型経
済ミッションの関西財界訪中団を派遣したときの
堀切さんの活躍を紹介した日経新聞（2011 年 4 月
14 日夕刊）が紹介されました。
また池田さんからは 3 月 16 日に清和会で講演さ
れた「知られざる大阪の歴史と文化」の紹介記事
が配られ、愛情をもって大阪への熱い思いが披露
されました。学問のすすめの輪読のほうも予定通
り 3 編と 4 編を輪読しました。
2 部でのお酒の消費量は日本酒 2 本（1 本は福野
さん差入の銘酒手取川）ワイン 3 本、ビール 18 本
でした。
次回は平成 23 年 7 月 21 日（木）18:30 から、阪
本副会長の事務所（建隆ビルⅡ3 階）で、
「学問の
すすめ」第 5 編「明治 7 年 1 月 1 日の詞」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、お酒と肴の準
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。
読書会世話役

照造（昭 38 政）

阪本豊起
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ＫＫＪＣ
≪堀 友子さんの思い出と世話人交代について≫
わが倶楽部の盟友 堀友子さんが亡くなってか
ら、早いもので約 2 年が経とうとしています。ラ
イブハウスに行くと、
「近藤さん スイングしまし
ょうよ！」と言って、メガネの奥で人懐っこく笑
って 手拍子していた姿が今でも忘れられません。
思い起こせば、8 年前に私が KKJC の世話人をお
引き受けしてから、堀さんとはジャズ
を通して、いろいろお付き合いをいただきました。
そんな中で、数々の思い出がありますが、特に、
彼女の提案で「帽子委員会」なる組織をつくり、
三色旗のかっこいい KKJC の帽子をつくったのが懐
かしい思い出です。今でもその帽子を愛用してい
ますが、その時の収益金が今の KKJC の資金の一部
になっています。
ゴルフもお好きで何度もご一緒しましたが、亡
くなる前でかなり体調が悪いのに、まったく他人
には見せなかった精神力の強さに頭が下がります。
またわが俱楽部機関誌「BRB」の編集長として大い
に活躍し、塾内にも神戸慶應倶楽部の名を高めて
くれました。
彼女はジャズをこよなく愛していたので、この
遺志をついで、KKJC のますますの発展を願う気持
です。
さて、長らく KKJC の世話人を務めてきましたが、
このたび格好の後任を得ましたので交代をさせて
いただきます。
後任は大場知之さん（S46 卒 政治）ですばらし
いジャズボーカリストでもあり、特にプレスリー
を歌わせたら天下一品です。今後は、彼がますま
す楽しいジャズ同好会にしていただけることと思
います。

≪ドイツの春の風物詩≫
坂本

憲一郎（平 6 環）

皆さん、ドイツといえば何を思い浮かべます
か？ドイツと言えば何といっても、ビールとソー
セージでしょう。
毎年 9 月から 10 月にかけて、世界的に有名なビ
ールの祭典、オクトーバーフェストがミュンヘン
にて開催され、600 万杯以上のビール、30 万食以
上のソーセージが消費されます。
ただ、わざわざオクトーバーフェストに行かな
くても、ドイツではどんな小さな町でも、ビール
とソーセージにお目にかかれない場所はありませ
ん。では、ドイツ春の風物詩
といえば何でしょう？
ドイツ人やドイツに住んだ
ことがある方なら、必ず「シ
ュパーゲル(Spargel)」＝白ア
スパラガスと答える筈です。5
月の中旬から 6 月にかけて、
日本のアスパラとは全く違う、
大きいもので直径は 2～3 ㎝、
長さ 25 ㎝という巨大サイズの
白アスパラガスが、スーパー
の店頭に大量に並び、それを
ドイツ人が大量に買い込む姿
をあちこち目にすることが出来ます。
レストランでも必ずと言っていい程、春のメニ
ューにはアスパラガスが掲載されます。とにかく
国中がアスパラガス一色になるのです。家電売り
場では、アスパラ専用の縦長ボイル鍋なんてもの
も売っています。日本の秋の味覚、松茸と言いた
いところですが、イメージは兵庫県のいかなごに
近いかもしれません。実は日本でも毎年ドイツ大
使館や領事館主催のアスパラガスパーティが開催
KKJC では、ジャズツアー、神戸ジャズストリー
されており、贅沢にドイツから空輸されたアスパ
ト参加、鍋島先輩・リコちゃんライブなど企画し
ラガスを思う存分食べることが出来ます。
ておりますので、皆さまのご参加をお待ちしてお
本当にドイツ人はアスパラガスが好きなようで
ります。
ジャズ発祥の地 神戸で大いに楽しみましょう。 すね。皆さんも、機会があればぜひ食べてみて下
さい。大きさ、味、食感など、日本の白アスパラ
ガスとは全く違う、絶品のシュパーゲルが皆さん
KKJC 前世話人 近藤 正
の舌を魅了すること間違いありません。
※写真は私が日本に持ち帰ったアスパラガス。
横のペンと比較すると、如何に大きいかがわかり
ます。
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定です。親のありがたみは親元を離れるとよくわ
かると言いますが、妻のありがたみも、妻の元を
離れるとより強く実感することになるのかもしれ
ません。
上記のような次第で冬に私を今治に押し流した
東風が勢いを強め、7 月には遠く英国まで吹き流さ
れることになりました。様々な準備の都合もあり、
神戸で皆様にお目にかかることも困難になってし
まいました。重要な年に重要な役職を拝命しなが
ら、さしたるお手伝いもできず、大変申し訳ござ
いません。帰国後には微力ながら、少しでも皆様
のお役に立てるよう努力したいと思いますので、
今後とも変わらぬご指導を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

≪マイホーム購入→単身赴任→単身留学≫
手塚 祥平（平 14 法）
神戸慶應倶楽部の皆様、ご無沙汰しております。
と申しますより、本年は関西合同三田会が神戸
にて開催される重要な年であり、私自身も倶楽部
の幹事職に加え同会実行委員を拝命しているにも
かかわらず、思うように諸会合に出席できない状
態が続いており、皆様には大変ご迷惑をおかけし
ております。本稿をもちまして、深くお詫びさせ
ていただくとともに、釈明を兼ねて近況のご報告
をさせていただきます。何卒皆様のご理解、ご容
赦を賜れればと願っております。
先ずは一昨年の春に長女（第一子）が生まれた
ところから。娘の成長に伴い当時の借家が手狭に
なったため、昨年春自宅を購入しました。以来家
事の量は増加したものの、車の運転に慣れ行動範
囲が拡大した妻と、屋内でも多少ながら走り回る
スペースを得て同じく行動範囲が拡大した娘（拡
大のせいか、生傷が絶えなくなりましたが…）と
ともに、それなりに順風満帆な家庭生活を送って
まいりました（その後の生活に不満があるわけで
はありません。念のため。）
。
ところが、勤務先（法律事務所）にて、昨年夏
より、愛媛県今治市に事務所（支店）を開設する
という構想が持ち上がったころから、少々風向き
が変わり始めました。今治事務所に誰が赴任する
か、という所内議論で「手塚が適任ではないか」
という話が持ち上がったのです。
「マイホームを購入した途端、転勤になる。
」と
いうのは巷ではよく耳にする話でしたが、弁護士
業界においては別の地域の法律事務所に移籍する
とか、別の地域で独立して法律事務所を開業する
というような自己の意思で行動を起こす場合でな
い限り「転勤」はまずありえない、と（私は）思
っていました。そんな妄想に反して手塚赴任論が
持ち上がったときには「まさか自分にあの話があ
てはまるとは…」と、驚天動地の心境でした（ち
ょっと大げさです。
）。
そして、
（敢えて一言でまとめますが，実際は紆
余曲折を経て）私が単身で今治に赴任することと
なり、本年 1 月より平日は今治で仕事をし土日は
神戸に帰る、という文字通りの単身赴任生活が始
まりました。今治では周囲にも単身赴任の方がお
られ、中には毎週家族の元へ帰ることが困難な方
もおられますが、私自身は今のところ真面目に帰
宅するようにしています。新幹線で飲むビール、
美味しいです。
そんな単身赴任生活が始まったのもつかの間、
今度は本年 7 月より 1 年強の予定で英国に留学す
ることになりました（！）
。最初に語学学校に通っ
た後大学院に進学し、海事法の勉強をさせていた
だきます。当面の間は留学中も単身生活となる予

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

～～今後の行事予定～～
6 月 17 日(金)
7 月 21 日(木)
7 月 22 日(金)
9 月 2 日(金)
9 月 9 日(金)

6 月例会
読書会
家族例会
9 月例会
慶早ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

神港ビル 1A
健隆ﾋﾞﾙⅡ3 階
ﾎﾃﾙﾄﾗｽﾃｨ神戸
未定
神戸 GC

～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、前々日からのキャン
セルにつきましては例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。

～～6 月例会のお知らせ～～
日時：2011 年 6 月 17 日（金）18 時より受付
場所：神港ビル 1 階 A 会議室
演題：「私たちが知っておくべきこと」
～東日本大震災被災地レポート～
講師：康乗 克之 会員（昭 58 商）
会費：3,000 円
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日時：2011 年 7 月 22 日（金）18 時より受付
場所：ホテルトラスティ神戸（予定）
終了予定：21:00
会費：未定
会員のご家族もご一緒になり、暑い夏の夜に楽し
いひと時をお過ごしいただく会員交流のパーティ
ーです。詳細が決まり次第、メールマガジンでご
連絡いたします。

16

関西合同三田会 in 神戸
実行委員会からのお願い

関西合同三田会が 10 月 23 日日曜日に、8 年ぶりに神戸で開催されます。神戸慶應倶楽部
では、昭和 55 年卒から若くは平成 19 年卒までの幹事団、総勢 28 名が本来業務を行う傍ら、
本会が成功するよう日夜努力しております。
そこで神戸慶應倶楽部の皆様にもご協力をお願い致します。
我々実行委員会としましては、是非とも会員の皆様の全員登録を達成したいと
考えております。
何卒ご協力・ご尽力賜りますようお願い致します。
◆登録は下記口座への入金をもって完了となります
振込先銀行：三井住友銀行神戸営業部 普通預金
口座番号：９５１２０９４
口座名義：関西合同三田会 会計 郷田誠紀（ゴウダセイキ）
参加費用：１０，０００円（小学生以下は無料）
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編集後記

○編集作業をさせていただくようになっ
て２年半。堀先輩が築かれたレベルを維持
するようにと必死に走ってきましたが、そ
う簡単ではないです。そんな私にも編集を
手伝ってくれる仲間ができました。平 卒
の宮田さんです。これで少しは楽できるか
な、と甘い考えとは裏腹に、２人分のクオ
リティーが求められるのか！？（洋）
○この度編集に加わることになりました
宮田沙織と申します。普段の生活ではまず
お話しする機会はないであろう諸先輩方
も、気さくに接してくださり、とても貴重
な場所だと感じております。微力ながらお
手伝いさせていただきたく思いますので、
宜しくお願い致します。（沙）

～～家族例会のお知らせ～～

