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＝追悼＝
副幹事⻑

⽯崎雄三殿

我々の仲間である神⼾慶應倶楽部副幹事⻑ ⽯崎雄三殿（平９経）が、去る７⽉８⽇に享年４１歳にて
帰らぬ⼈となりました。堺充廣副会⻑の追悼の⾔葉を掲載いたします。

「先輩、飲みに⾏きましょうよ。」⼈懐っこい顔で話してくる⼤仏さんのような⼤きな顔が忘れられま
せん。⽯崎くんと初めて会ったのは、和⽥ホールで⽉⾒と⽇本酒の会を開催した時でしたので、もう１０
年ほどの付き合いになりますか。酔い潰れてしまったのに、次に会ったときには何事もなかったかのよう
な態度で親しげに話してくる性格に⼤笑いしたものでした。そんな⼤らかな性格の反⾯、繊細なところも
持ちあわせており、結構、周りに気を使っていました。いわゆるイジられキャラで、先輩に可愛がられる
性格でした。倶楽部の活動にも熱⼼に取り組んでくれ、こまめに下働きをしてくれていましたので、たち
まちのうちに幹事団には⽋かせない⼈物になっていました。
その⼀⽅で、クラブ活動の⽅も活発でした。ゴルフをやらないためナイトクラブ専⾨でしたが。⻄宮の
名⼠と⾃認しており、⻄宮近辺の事情に詳しかったため、以前は、彼の紹介で、皆で夙川や芦屋の店をハ
シゴしたものです。
「遷都くん」と⾃称し、
「さかなくん」の替え歌をマジメに熱唱する。いつも楽しい酒
でした。
そんな彼が突然いなくなってしまったなんて、未だに信じられません。「先輩、今何処にいますか」と
今⽇も電話がかかってきそうで・・・。今年の総会で会ったのが最後になってしまいましたが、以前にも
増して酔い⽅が激しくなった様⼦でしたので、少し⼼配していたのですが。本当に残念です。ご冥福を⼼
よりお祈りします。

堺充廣（昭 53 法）

1

〜〜６⽉例会レポート〜〜

〜〜７⽉家族例会レポート〜〜

「⾳楽家たちの素顔」

「＠ポートピアホテル」

⼭本裕補（平 16 ⽂）

宮⽥沙織（平 16 法）

６⽉２２⽇（⾦）１

７⽉２０⽇（⾦）１８時３０分より、ポートピ

８時３０分より、神港

アホテル南館４階「レヴァンテ」にて、家族例会

ビル７階において、
「⾳

が開催されました（34 名出席）。当⽇は、時折激

楽家たちの素顔」をテ

しさも増す⾬模様でしたが、例会が始まる頃には

ーマに関⻄フィルハー

あがり、窓の⽔滴が外の教会の灯りに照らされ、

モニー主席指揮者、藤

美しい⼣べとなりました。
普段は結婚披露宴で利⽤される会場であり、お

岡幸夫⽒にスピーチを

料理は味も趣向も素晴らしく、各テーブルとも、

して頂きました。

和やかに楽しくご歓談されていたことと思います。

指揮者になりたいと思い始めた⼩学校四年⽣の

⼦⽺のカレーが密かな⼈気のようでした。

頃から渡邉暁雄⽒に才能を⾒出されて内弟⼦とし
て学んだ時代、英国の BBC フィルハーモニックで

また、阪本副会⻑より関⻄合同三⽥会役員総会

デビューするまでの苦労話、更には⾳源を⽤いな

のご報告の後、浦上評議員ご夫妻の軽妙なやりと

がら指揮者によって⾳楽が変わることなどを講義

りによる司会のもと、オークションが開催されま

して頂きました。そして最後に英国留学中にイン

した。毎年ご提供頂いております、ポートピアホ

グリッド・ヘブラー⼥史と共演した際に得た⾮常

テルのスイートペア宿泊券は、無事（？）
、新婚の

に貴重な経験について聞かせて頂きました。それ

⼩松原会員ご夫妻のもとへ渡り、盛況のうちに終

は四⽇間のコンサートの最終⽇で、⽤意されたス

了いたしました。今回の売上は￥150,100 円、ご

テージがなんと古い映画館だったそうだ。ピアノ

協⼒頂きました皆様、ありがとうございました。
最後に、松尾副幹事⻑のエールのもと、全員で

のメンテナンスは最悪で、とても演奏に耐えられ

「若き⾎」を合唱し、散会となりました。

るような状態ではなかったが、ヘブラー⼥史はた
だ「ピアノと⼆⼈きりにしてほしい」とだけ⾔い、
本番が始まる前の⼆時間、そのピアノと向き合い、
楽器の癖を把握して、本番に臨み、⾒事に完璧な
演奏を披露したそうだ。藤岡⽒は思いつく限りの
称賛の⾔葉を彼⼥に向けたが、彼⼥はただひと⾔、
「Of course, I am professional」
とだけ⾔った。藤岡⽒はこの⾔葉をいつか⾃分も
⾔ってみたいそうだ。
藤岡⽒は現在の⽇本について、東京⼀極集中に
疑問を感じ、関⻄のためにという考えのもと、関
⻄フィルハーモニーの⾸席指揮者をされており、
楽団は⼤阪府や⼤阪市のサポートを受けずに⺠間
企業の後援のみで⾒事に⿊字運営がなされおり、
藤岡⽒の活動は⾳楽という分野において時代を先
取りしたものであると思いました。
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『関⻄合同三⽥会 2012 in 泉州』
後藤⼤悟（平 13 経）
９⽉２⽇、岸和⽥波切ホールで⾏われました泉州慶応倶楽部主催の関⻄合同三⽥会に出席しました。
当⽇は、神⼾・芦屋から芦屋三⽥会さんと三宮・芦屋から合同の貸切バスで会場のある岸和⽥波切ホール
に総勢約４０名の参加者で伺いました。

会場ではまず錢⾼会⻑のご挨拶から始まり、清家塾⻑のご講演(テーマ『買う事の出来ない価値』)があ
りました。塾⻑のご講演は、現在の慶應義塾での取り組みや先の塾⽣のオリンピックでの活躍の紹介に加
え、三⽥会のネットワークこそ買う事の出来ない価値と考え、良い⼤学イコール良い友⼈・先輩との出会
いと良い学⽣の連鎖を慶應義塾としてこれからも重視される事などの内容でした。

次に、NHK 連続テレビドラマ「カーネーション」に出演されていた⽥丸⿇紀さん・だんじり⽂化研究
科の井上馨⽒をまじえての岸和⽥のだんじり⽂化に関するトークショーへ移り、⽥丸さんや井上⽒からだ
んじり⽂化の説明と地元ならではの⽣の声を聞かせて頂きました。
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トークショーの後は、懇親会という事で場所を移し総勢約 300 名の関⻄各地からの参加者のもと⼩川
理⼦さんのジャズコンサートを交え、⽴⾷パーティーの形で和やかに会が⾏われました。

懇親会終了後、当⽇は岸和⽥だんじりの本番 2 週間前の試験引きの⽇という事もあり、会場周辺では⼤
規模な交通規制が敷かれるなか、各⼈思い思いの場所で本番さながらのだんじりを⾒る事が出来ました。
私⾃⾝も会終了後急いで現場に移動させて頂きましたので、地元の⽅にとっておきの場所を聞き出し、だ
んじりのやり回しをすぐそばで⾒物する機会を得る事が出来ました。特に、⼤⼯⽅というだんじりの上で
合図を取る⼈が転落するというハプニングにも出くわし、現場には救急⾞も登場する⼤騒ぎとなっていま
したが、だんじり当⽇の活気を肌で感じる事ができました。

次回の関⻄合同三⽥会は、和歌⼭で開催との事です。
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≪新⼊会のご挨拶≫
江崎

敦（昭５３商）

この度、縁あって、神⼾慶応倶楽部に⼊会させ
ていただくことになりました江崎です。

≪慶友三⽥会４５周年記念⼤会開催≫

現在、㈱アシックスに勤務しておりますが、た

⼟井正孝（昭６３商）

またま、
（社）神⼾経済同友会の代表幹事が当社社

去る６⽉１０⽇(⼟)⼤阪⼼斎橋の割烹湖⽉にて、 ⻑であることから、この 4 ⽉に神⼾経済同友会事
慶友三⽥会創⽴４５周年記念⼤会が盛⼤に開催さ

務局に出向したことがきっかけです。

れました。記念⼤会は、式典・講演会・祝賀会の

それはさておき、昭和５３年商学部の卒業です。

三部構成で⾏われました。

⼊学時は、江川問題で塾が揺れた？年であり、ま

記念式典では、永⽥進⼀慶友三⽥会前会⻑のご

た多摩川の近くに下宿していたので「岸辺のアル

挨拶にはじまり、錢⾼⼀善関⻄合同三⽥会会⻑・

バム」を⾒た年代でもあります。当時、⻑島監督

⻑⾕川守東京通信三⽥会会⻑の祝辞というかたち

（1 年か 2 年の時に引退試合があり、授業か⻑島

で進められました。

の引退試合かどちらが重要か友⼈と迷った記憶が

記念講演は、塾の通信教育部⻑をされている池

あります。
）も良く⾒かけましたが、巨⼈軍グラン

⽥幸弘経済学部教授から、
「⼤きな政府と⼩さな政

ドもひどい状態だったことを思い出します。⽥園

府〜経済思想のなかから〜」という演題で１時間

調布駅を利⽤していましたが、今は、地下駅にな

弱⾏われました。その講演では、今国会で議論さ

っていることには驚きました。数年前ですが、当

れている消費税や社会福祉のあり⽅についても独

時の喫茶店が残っていることに感激いたしました。

⾃のご⾒解を分かりやすくお話いただきました。

このごろ、年齢のせいか、学⽣時代が懐かしく

記念講演後は、皆で記念撮影を⾏い、祝賀会へと

思うようになり、⼩学校や⾼校の同窓会にも顔を

移りました。

出すようになりました。慶応倶楽部にも出来るだ

祝賀会は、新年度から永⽥前会⻑に代わり、新

け顔を出したい、特に飲み会には参加したいと思

会⻑になられた森本由美⼦会⻑のご挨拶の後、泉

っています。

州慶應倶楽部島⽥会⻑の乾杯のもと和やかにスタ
ートしました。祝賀会には現役の通信の学部⽣か

≪新⼊会のご挨拶≫

ら卒業⽣まで男⼥問わず幅広い年齢層の⽅が集ま

鈴⽊

り、会は和気藹々と賑やかな雰囲気の中⾏われま

聖也（平２４政）

初めまして、今年３⽉に法学部政治学科を卒業

した。アトラクションとして、カントリーミュー

した鈴⽊聖也です。⼤学時代は部活⼀筋で應援指

ジックの⽣演奏も⾏われ、時が経つのも忘れるほ

導部リーダー部に所属していました。春からは共

どの祝賀会でした。

同通信社神⼾⽀局の新⼈記者として市内の警察署

最後は、全員で若き⾎を合唱し、社中の絆の固

を⾛り回り、特ダネを追いかけています。毎⽇早

さを改めて確認出来た記念⼤会でした。

⼤スケート部出⾝の上司に怒られていますが、た
まに塾員の上司に飲みに連れて⾏かれては慰めら
れています。社中の絆の暖かさを⽇々実感してい
ます。

飲み会の締めに若き⾎を歌いたい時はど

うか私をお呼びください。社会⼈１年⽬のペーペ
ーですが、ご指導の程宜しくお願いします。
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【読書会】

≪新⼊会のご挨拶≫
岡

毅（平１６商）

≪神⼾慶應倶楽部読書会

第２２回≫

はじめまして。慶應義塾⼤学商学部商学科卒業
の岡 毅(おか つよし)と申します。
⼤学時代は東京⼤⽥区で⼀⼈暮らしをしており
ました。サークルでは KISE という国際交流のサー
クルと陸上同好会に所属をしており、国際ボラン
ティアに参加したり、ホノルルフルマラソンにチ
ャレンジしたりと充実した⽇々を過ごしておりま
した。また、ゼミでは跡⽥直澄ゼミ(財政学)に所
属し、ゼミ教授とは今でも交流が続いております。
卒業をしてからは実家のある稲美町に戻り、す
っかり慶應義塾⼤学とは疎遠になってしまいまし
たが、この度、先輩⽅をはじめ皆様と慶應義塾⼤

第２２回⽬の学問のすすめ読書会が６⽉１２⽇

学を通じたつながりを持ちたい思い神⼾慶應倶楽

（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

部に⼊会させて頂きました。神⼾慶応倶楽部のイ

参加者は、堀切、浅沼、六拝、福野、阪本、古淵、

ベントには出来る限り参加して少しでも貢献でき

古武、宍⼾、藤井、池⽥、野⽥の１１名でした。

ればと思っております。

まず読書会も４年を迎え、学問のすすめも３巡し

今後ともどうぞご指導ご鞭撻を賜りますようよ

たことから今後の読書会の進め⽅について意⾒の

ろしくお願い申し上げます。

交換をしました。
読めば読むほど含蓄があるので更に学問のすす
めを読み続けたいという意⾒が多かったようです
が、１編から１７編までの編ごとにテーマがある
のでその各編のテーマごとに参加者で議論を深め
ていきたいという意⾒も出されました。
⽇本⼈があまり得⼿としないテーマに的を絞っ

【イーゼル会】

た冷静な議論の実践の場に活⽤できれば会の存在
≪今⽉の絵≫

意義も⼤きいと思います。
この⽇の「学問のすすめ」は、第１０編「学問
の旨を⼆様に記して中津の旧友に贈る⽂の続き」、
第１１編「名分を以って偽君⼦を⽣じるの議」の
２編を輪読しました。
⼆部でのお酒の消費量は⽇本酒３本（⼤澤弘⼀
副会⻑製造のしぼりたて蔵出し原酒徳若２本が⾮
常に好評、それに福寿の清盛の海が１本）アサヒ
ビール中⽸１０本でした。

読書会世話役

槌橋眞美（昭４７法）
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阪本豊起

【読書会】

【ＫＫＪＣ】

≪神⼾慶應倶楽部読書会

第２３回≫

≪メンバー近況報告と今後の活動≫
残暑厳しき折皆さまにおかれましては如何お過

第２３回⽬の学問のすすめ読書会が７⽉３１⽇
（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

ごしでしょうか？特に⼥性陣が活躍したロンドン

参加者は、堀切、浅沼、六拝、福野、阪本、古淵、

オリンピックも終わり、また、夏の⾼校野球も⼤

古武、宍⼾、藤井、池⽥、野⽥、鈴⽊の１２名で

阪桐蔭の春夏 2 連覇と関⻄勢の活躍が⽬⽴った今

した。

年の夏でしたが、我々ＫＫＪC としては特にイベ

この⽇の「学問のすすめ」は第１２編「演説の

ントスケジュールは無く、会員のライブに参加し

法を勧むるの説」
「⼈の品⾏は⾼尚ならざるべから

たり、それぞれお好きなメンバーが出るライブを

ざるの論」
、第１３編「怨望の⼈間に害あるを論ず」

⾒に⾏ったり、オリンピック観戦で睡眠不⾜にな

の２編を輪読しました。１２編が１１５⾏（１⾏

りながらビールを飲みに出かけたり、という夏だ

４３⽂字）１３編が１２０⾏ほどですので平均し

ったように思われます。
その中でも皆さまにご紹介したいのは、私と樫

てひとりが２０⾏、８６０⽂字ほどを読んでいく

根さん宮本さん永⼭さん他のメンバーが参加した、

ことになります。
脳トレーニング（東北⼤学未来科学技術共同研

ハーバード⼤学現役⼤学⽣のジャズアカペラグル

究センターの川島隆太教授推奨）によると名作を

ープのコンサートはなかなか素晴らしいものでし

朗読することは脳の機能の衰えを防⽌する効果が

た。このグループは 2 年に⼀度海外コンサートを

⼤だということですので、読書会ではまず「学問

⾏っており、17 カ国での演奏活動を終えてから⼤

のすすめ」の朗読によって頭脳の働きを活発にし

阪でコンサートを⾏いましたが、とても⼤学⽣と

てから時事問題等に関して議論をし、そのあと疲

は思えないハーモニーとスィング感は、流⽯本場

れた頭をおいしい酒で癒し、良い眠りに就くとい

のジャズを思わせるものでした。司会者からのイ

うわけです。

ンタビューで練習はいつどの位やるのかという質

⼆部でのお酒の消費量は⽇本酒２本（⼤澤弘⼀

問に対して、⼤学の講義終了後⾃宅に帰り予習復

副会⻑製造の原酒極）ワイン１本（セヴィヨン⽩

習を⾏ってから、毎⽇夜集合して練習をしている

ペイドックＩＧＰ２００９年）それにアサヒビー

とのこと、⽇本の⼤学⽣とは違うなと感じた次第

ル中⽸１０本でした。

でした。

次回の読書会は、平成２４年９⽉２８⽇（⾦）
１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル

さて、話は変わりますが、ＫＫＪC の秋から年

Ⅱ３階）で、
「学問のすすめ」第１４編「⼼事の棚

末までのスケジュールが決まりましたので、ご紹

卸」
「世話の字の義」から始めます。２部の飲み会

介いたします。

の割り勘代３０００円と「学問のすすめ」
（岩波⽂

記

庫）を持って気軽においでください。会場は神⼾

１．
【慶應の⼤先輩で現役最⾼齢（86 歳）のビブ

慶應倶楽部のある神港ビル（旧居留地８番）の⻄

ラフォンプレーヤー、鍋島直昶さんを囲む会】

隣（東京海上）の更に⻄隣（６番）の全⾯ガラス

・⽇時

10 ⽉ 6 ⽇（⼟） 18 時〜

の建隆ビルⅡの３階です。商船三井ビルの東隣で

・場所

ソネ（北野坂のジャズライブハウス）

す。１８：３０以降は正⾯⽞関が閉まるので地下

・料⾦

1500 円＋飲⾷代は別途

通⽤⼝からお⼊りください。但し、お酒とさかな
の準備がありますので、前回の出席者以外の⽅は

２．
【ＫＫＪＣジャズ忘年会】

阪本まで事前にご連絡頂ければ幸いです。

・⽇時

読書会世話役

12 ⽉ 16 ⽇（⽇） 18 時または 18 時
30 分〜（検討中）

阪本豊起
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・場所
・料⾦

神⼾ベイシェラトンホテル１Ｆ

れなくなってしまったので、廃⽤していく訳です。

スポーツパブ「アリーナ」

宇宙⾶⾏⼠が地球に帰還すると、重⼒に負けて⽴

10,000 円（ライブ、⾷事、

てなくなってしまうのも同じです。このように転

フリードリンク）
・メンバー

倒による⾻折をきっかけとして、⼊院し、廃⽤症

鍋島直昶さん（vib）⼩川理⼦さん

候群をおこし、寝たきりになってしまうのです。

（pf&vo）嶋中潤さん（b）の塾員メンバーと関⻄

そういう恐い⾻折なのですが、そもそもなぜ⾼

屈指のトランペットプレーヤーの⽥中洋⼀さん

齢者は⾻折をしやすいのでしょうか？実は⾼齢者

（tp）と若⼿の橋本現輝さん（dr）を加えた豪華

の多く、特に⼥性の 8 割が⾻粗鬆症になっている

メンバーで素晴らしいジャズの演奏を⾏います。

と⾔われています。そういった⽅は年々増加して

また、会員の中でジャズボーカルを⾏っている

おり、無症状で気づいていない⽅も含めるとおよ

メンバーにも参加いただき、リラックスした会に

そ 1000 万⼈以上と⾔われています。

しようと思っております。

それでは⾻粗鬆症とはどういった病気なのでし

以上、年末までのイベントをご紹介しましたが、

ょうか。それは、⾻の仕組みを知る必要がありま

もし神⼾慶應倶楽部の皆さまで参加ご希望の⽅が

す。⾻は毎⽇作られ、そして、毎⽇壊されていま

いらっしゃいましたら、私(⼤場)の⽅へご連絡い

す。医学⽤語でいうと、⾻芽細胞が⾻を形成し、

ただければと思いますので、宜しくお願い致しま

破⾻細胞が⾻を吸収しています。それが毎⽇バラ

す。

ンスよく⾏われているため、⾻が⼀定の形をとど
めているのです。
ところが、ヒトは⾼齢化すると、⾻を作る⾻芽
細胞の働きが衰えてくるため、⾻がスカスカにな
って⾻折しやすくなってしまいます。これが、⾻

児⽟先⽣の健康講座
＜＜⻭とお⼝の健康＃4

粗鬆症です。特に⼥性の場合、⼥性ホルモンのエ
ストロゲンが閉経と共に急速に減少していきます。
このエストロゲンは⾻を作る⾻芽細胞の働きを⾼

⾻粗鬆症・関節リュウマ

める作⽤があるため、⼥性ホルモンの減少ととも

チの薬でアゴの⾻が腐る？＞＞
児⽟秀樹

に、⾻を作る作⽤が急速に低下し⾻粗鬆症になっ

平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

ていきます。
みなさん、⾻粗鬆症が寝たきり予防でとても重

神⼾慶應倶楽部のみなさん、こんにちは。

要なことはお分かりいただけましたか？それでは、

さて、みなさん⾼齢者が寝たきりになるきっか

⾻粗鬆症に画期的なお薬があることをお知らせい

けで最も多い原因は何だと思いますか？それは転

たします。それはビスフォスフォネート系のお薬

倒による⾻折です。特に⼤腿⾻や股関節の⾻折の

です。これは、⾻粗鬆症にはとても良いお薬で広

場合、⻑期にわたり⼊院が必要となったりします。

く使われています。この薬のおかげで多くの⽅が

その場合、廃⽤症候群というものが起こります。

寝たきりにならず元気にされています。しかし、

この廃⽤症候群というものは恐ろしいもので、

あまりにも多くの⽅に使⽤されていため、重⼤が

たった 1 か⽉⼊院しただけで、筋⾁の量が半分に

副作⽤が報告されるようになってきました。それ

なってしまう事さえあるそうです。そして、元の

が、⻭科治療において、⾻が腐るという副作⽤で

筋⾁量に戻そうとすると半年以上の時間がかかっ

す。しかも激痛でほとんど治りません。

てしまいます。若い⽅でも⼊院をご経験されたこ

はじめ、ビスフォスフォネートは⻭科治療、特

とがある⽅は、体が弱くなり⽴てなくなることを

に抜⻭の時だけに注意が必要と考えられてきまし

ご存じだと思います。廃⽤、つまり、筋⾁が使わ
8

た。しかしどうやら抜⻭だけではないようです。

〜〜今後の⾏事予定〜〜

現在、⻭科治療をしていなくても、⻭ぐきに⻭ブ
ラシなどで、ごくわずかなすり傷ができただけの
⽅が、⼀気に⾻が腐っていくという症例まで報告

９⽉１４⽇(⾦)

慶早ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

神⼾ GC

９⽉２１⽇(⾦)

９⽉例会

神港ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ

１０⽉例会

未定

１０⽉３１⽇(⽇)

されています。ですから、⻭科医院の問診に、
「⾻

〜〜９⽉例会のお知らせ〜〜

粗鬆症・リューマチのお薬を飲んでいますか？」

⽇時：2012 年９⽉ 2１⽇（⾦）18 時より受付

という質問があるのです。最近の⻭科医院の問診

場所：神港ビルヂング７階７２６

には、ほとんどこの質問が⼊っていますよね。あ

会費：３,０００円（お弁当付き）

れ？リューマチ？？？

講師：⻤嶋⼀司⽒

実は、リューマチ治療にもビスフォスフォネー

内容：慶應義塾⼤学野球部監督を歴任し、現在

トが使⽤されています。また、⾻に転移したがん

ＮＨＫの⾼校野球解説者等で活躍中です。

患者にも投与されています。しかも飲み薬だけで

甲⼦園の裏話などお話いただく予定です。

はありません。点滴もあります。ですから、患者

〜お詫びと訂正〜

さんが知らない間にビスフォスフォネートを投与
されている⽅はとても多くいらっしゃいます。

◆今⽉号より新企画をスタートする予定でしたが、

会員のみなさん。ぜひ⻭科医院に通う時には、

誌⾯の都合上掲載できませんでした。

医科の主治医の先⽣にビスフォスフォネートを投

◆６⽉号イーゼル会の絵画、作者前⽥茂登⼦様を

与されているかを聞いて、かかりつけの⻭科医に

昭和 38 年⼯卒の剛資⽒の夫⼈と記載しましたが、

それを伝えてくださいね。

正しくは昭和 39 年⼯卒です。
申し訳ございませんでした。

編集後記

○今年度からＢＲＢの
編集のお手伝いをさせ
ていただいております、
平成１５年経済学部卒
の天竹と申 し ます。
これからも、よりいっ
そうみなさんに楽しん
で頂けるようなＢＲＢ
にしていきたいと思い
ますので、よろしくお願
いします。

（天竹清裕 ）
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