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〜〜９⽉例会レポート〜〜

った」と 2006 年秋の六⼤学優勝までの道のりが

「野球⼈・⻤嶋⼀司」

語られました。「早稲⽥というライバルがいて、
慶應が切磋琢磨する。早稲⽥が慶應を育て、慶應
が早稲⽥を育てる」伝統的な両校の理想的なライ

橋本敦⼦（平１⽂）

バル関係を物語る⼀⾯でした。

９⽉２１⽇１８時３０分より神港ビル７Ｆにお

その中で⼩泉信三元塾⻑の名⾔「スポーツがも

いて、⻤嶋⼀司⽒にスピーチをいただきました。

つ３つの宝〜〜練習によって不可能を可能にすると

⻤嶋⽒は、慶應

いう体験／フェアプレーの精神／友〜〜」や、
「Hard

義塾⼤学野球部

Fighter

監督を経て、Ｎ

Good

Looser〜〜スポーツは絶対に負

けるときがくる。どんな負け⽅をするか、そのと

ＨＫの⾼校野球

き真価を問われる〜〜」など、⾼校野球解説者と

解説者として活

いう⽴場から常にスポーツの教育的意義を考えて

躍中です。

おられる⻤嶋⽒だからこそのスポーツを超えたい

冒頭は今夏の甲⼦園の振り返り。春夏連続優勝

くつものキーワードがありました。「⻤嶋⽒の解

を果たした⼤阪桐蔭の藤浪投⼿（阪神⼊団）は、

説を聞きながら甲⼦園を⾒たい」来春の甲⼦園が

⾼校⽣活最⾼のピッチングをみせ、「甲⼦園のマ

待ち遠しくなる講演会でした。

ウンドにたったらきっとすごいピッチングをす
る」と試合前から注⽬していた無名の投⼿、桐光
学園の松井投⼿は、予告通り「甲⼦園の⼀試合奪
三振記録を塗り替える」偉業を成し遂げました。
⼀⽅、今年のロンドン五輪では、なでしこジャ
パン佐々⽊監督の「引き分けでいい」発⾔や、中
国・韓国のバトミントンの無気⼒試合がありまし
た。フェアプレイが問われたロンドン五輪の話題
から慶應義塾野球部の歴史、慶應と宿敵早稲⽥と
の校⾵の違いなどへ話は続きます。
いち早くスポーツ推薦を導⼊した早稲⽥⼤学野
球部、スポーツ推薦を導⼊せず塾員たる資格を優
先する慶應義塾野球部。だからこそ「ここで野球
がしたい⼀⼼で⼊塾した部員たちのモチベーショ
ンは⾼く、⼀丸となって強敵早稲⽥に向かってい
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いたら⼆⼈の⼈⽣はどう変わっていただろうかと
語り合ったとか。かくして 24 歳の貞⼀⽒は「茶会

〜〜１０⽉例会レポート〜〜

記」
（松平不昧著）に出会います。茶懐⽯が取り⼊

「祖⽗湯⽊貞⼀と神⼾／ワインと⽇本料理」

れていた⽇本の季節、旬という「⾵情」をもっと
⾃分の料理に取り⼊れ、料理の品格を⾼めて⾏こ
うと決⼼します。迷いは消え、男⼦⼀⽣の仕事と

⼩池剛（平１経）

して「世界の名物

⽇本料理」の体現者になると

いう⽅向性が決まった瞬間でした。貞⼀⽒は朝は
フルーツサンドと紅茶を好んで⾷する神⼾っぽい
ハイカラな⼀⾯があったといい、数々の新しい料
理のアイデアを形にしていくにあたって、その進
取の気⾵が⼤いに発揮されたとのこと。さて、
「吉
兆」の名がはじめて登場するのは昭和 5 年。貞⼀
⽒が所帯を持ったのと前後して⼤阪の新町に「御

１０⽉例会は神⼾吉兆の⼥将平野晴⼦⽒にお越

鯛茶処

しいただき「祖⽗・湯⽊貞⼀と神⼾／ワインと⽇

吉兆」というカウンターだけの店を出し

ました。初⽇こそお客はゼロだったそうですが、

本料理」と題してご講演いただきました。

⼤阪の⾷通が貞⼀⽒の腕と⾼い志を放って置くわ

吉兆のお弁当と美味しいワインの試飲付きとあ

けもなく、次第に評判になり⼤いに繁盛したそう

って⼤盛況。満席の中

です。開店時の借⼊⾦３，０００円（今のおよそ

和服姿の⼥将がしっと

３，０００万円）は３〜５年で完済したとのこと。

りと吉兆の創始者貞⼀

ところが、店の隆盛と平⾏して茶の湯にも没頭し

⽒の半⽣を語りました。

た貞⼀⽒はある⽇、完済した３，０００円と同額

湯⽊家はもともと廣

の茶碗を代⾦後払いで持って帰って来てしまいま

島藩の藩⼠の家柄でしたが、維新を境に廻船問屋

す。奥様は⽂句ひとつ⾔わずお⾦を⼯⾯し払って

に転⾝。関⻄⽅⾯にかきなどを運ぶうち船上で料

くれたそうです。⼤店を育て上げた貞⼀⽒の奥様

理を出すかき船を営むようになり、やがて神⼾の

の、肝の据わり⽅が如何様だったかというエピソ

花隈に「中現⻑（なかげんちょう）」の屋号で鰻と

ードだと思います。

かしわを出す料亭を構えました。最盛期はたくさ

ちなみに「吉兆」の「吉」は上部が「⼠」では

んの⼈を使い⼤変繁盛したそうです。そこの跡取

なく「⼟」と書くそうです。料理屋にさむらいは

り息⼦として⽣まれたのが貞⼀⽒。勉強ができた

相応しくないからとのこと。

ので上の学校に⾏きたいと⽗上に談判するもかな

その後、お店は曲折を経て「平野町」
「嵐⼭」
「⾼

わず、１５歳から⽗上の下で料理修⾏を始めます。

麗橋」
「東京」
「リーガロイヤルホテル」
「船場」そ

財⼒も⼈望もあった⽗上は関⻄⼀円から⼀流の料

して「神⼾」と店舗を広げていきます。貞⼀⽒の

理⼈を呼び集め貞⼀⽒の指導に当たらせます。そ

ＤＮＡは⼀男四⼥の⼦供たちに引き継がれました。

の甲斐あってメキメキと腕を上げた貞⼀⽒は２０

平成 5 年に三宮そごう店がオープンしたとき御年

歳の頃には⼀⼈前の料理⼈に育っていました。で

92 歳の貞⼀⽒はゆかりの地神⼾での開店を⼤い

も悩んでもいました。
「このまま⼈参などを相⼿に

に喜んだそうです。⼤きな仕事を成し遂げ、成功

⼀⽣この仕事をしていくのだろうか？」と。もん

の秘訣をたずねられた貞⼀⽒はこう答えたそうで

もんとして、かの魯⼭⼈に弟⼦⼊りしようと幾度

す。

か上京し⾨をたたくも留守で会えずじまい。後に

「ひとつは茶道に倣ったこと、もうひとつは夫婦

貞⼀⽒がそのことを魯⼭⼈に伝え、もし出会えて
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１名、の合計１２名が参加しました。

仲良くやってきたこと」

主な結果は次の通りです。
第１位－東⽥雅俊さん（早・法・昭和４５年卒）
アウト４１イン４６ハンデ２６ネット６１
第２位－下中幸雄さん（早・商・昭和５１年卒）
アウト３９イン３８ハンデ１４ネット６３
第３位－岡部信夫さん（早・政経・昭和４７年卒）
アウト４１イン４４ハンデ２２ネット６３
第９位－野⽥敬⼆（慶・経・昭和５８年卒）

後半はワインの試飲と解説。⽩２銘柄、⾚２銘柄

アウト４４イン４２ハンデ１７ネット６９

を飲み⽐べながら⼥将に楽しく解説していただき
ました。ワイングラスが進むほどに皆さん饒⾆に

１５番ホール辺りで、⼤阪⽅⾯の上空が怪しく

そして声が⼤きくなり・・・、⼩⽣の席は後ろの
⽅だったのですが正直⼥将の解説は途切れ途切れ、
ちゃんとレポートできないことをお詫びします。

なってきて、最終組がホールアウトすると、１０
数分後には神⼾ゴルフ倶楽部近辺も激しい雷⾬に
⾒舞われました。雷⾬を横⽬に⾒ながら、表彰式

フランス料理は⼀本調⼦でゴールに向かって駆け

と懇親会が開催されました。神⼾早稲⽥倶楽部の

上がる構成。対して⽇本料理は上げては下げるの

東⽥会⻑から「早稲⽥と慶應が共に切磋琢磨して、

緩急が幾たびか⼊っている。だからワインはどっ

より⾼いレベルのゴルフを⽬指しましょう！」と

ちに何が合ってるのかが聞き取れない。しかと聞

あいさつがありました。そして「来年９⽉上旬の

き取った⽅、今度教えてください！

神⼾ゴルフ倶楽部でのコンペには万障繰り合わせ

ところで現在の「神⼾吉兆」といえば⼩⽣の事

の上、より多くの慶應ＯＢの⽅々にご参加いただ

務所のビル（明海ビル）の地下⼀階。普段はちょ

きたい。
」と締めくくられました。

っと敷居が⾼く数回しかお邪魔したことがないの
ですが、今回のように、お料理⼀品⼀品に⾄る先
⼈の⼈⽣をかけた⼤河ドラマを⽬の当たりにする
と、あらためて「神⼾吉兆」の暖簾をくぐり、ワ
クワクした気持ち箸を進めてみたいと思うもので
すよね。ご同意いただける⾯倒⾒のいい三⽥の諸
先輩⽅、吉兆のビルの 4 階に⼩⽣がいることを思
い出していただいて、お昼時に携帯を鳴らしてい
ただければ幸いに存じます。

〜〜第４８回慶早ゴルフコンペ〜〜
「＠神⼾ゴルフ倶楽部」
野⽥敬⼆（昭 58 経）
平成２４年９⽉２４⽇（⾦）
、神⼾ゴルフ倶楽部
（ＰＡＲ６１）にて開催されました（最⾼気温２
５℃、曇りホールアウト１０数分後、雷⾬）
。
慶應ＯＢの参加者１名、早稲⽥ＯＢの参加者１
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「余震

そして中間層がいなくなる」
（ロバート・

Ｂ・ライシュ著 東洋経済新報社）
「さっさと不況を終わらせろ」
（ポール・クルーグ
マン著

【イーゼル会】

早川書房）

「世界の９９％を貧困にする経済」（ジョセフ・
Ｅ・ステグリッツ

徳間書店）

「ザ・クオンツ世界経済を破壊した天才達」
（スコ
ット・パタースン

⾓川書店）

「戦後史の正体」（孫崎亭著 創元社）
「⽇本の領⼟問題―北⽅四島、⽵島、尖閣諸島」
（保坂正康

東郷和彦著 ⾓川ワンテーマ２１）

２部でのお酒の消費量は⽇本酒３本（⼤澤弘⼀
副会⻑製造の原酒極）にアサヒビール中⽸１０本
でした。
次回の読書会は、平成２４年１１⽉２１⽇（⽔）
１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル
Ⅱ３階）で、
「学問のすすめ」第１６編「⼿近く独
⽴を守る事」
「⼼事と働と相当すべきの論」から始
めます。２部の飲み会の割り勘代３０００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。会場は神⼾慶應倶楽部のある神港ビル（旧

≪今⽉の絵≫

居留地８番）の⻄隣（東京海上）の更に⻄隣（６

村⽥修⼀（昭３９商）

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、お酒とさかなの準備がありますので、前回の

【読書会】

出席者以外の⽅は阪本まで事前にご連絡頂ければ

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２４回≫

幸いです。
読書会世話役

第２４回⽬の学問のすすめ読書会が９⽉２８⽇
（⾦）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。
参加者は、堀切、浅沼、福野、阪本、古淵、宍⼾、
藤井、野⽥、鈴⽊の９名でした。
この⽇の「学問のすすめ」は、第１４編「⼼事
の棚卸」「世話の字の義」、第１５編「事物を疑て
取捨を断ずる事」の２編を輪読しました。なかな
か難しい２編です。
堀切先輩から以下の推薦がありました。いずれ
も経済・政治の旬のテーマを扱っています。読書
の秋に如何でしょうか。
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阪本豊起

「性格は顔に出る」これは昔から⾔われている

児⽟先⽣の健康講座

ことです。怒りっぽい性格の⼈は、いつも眉間に
シワを⼊れているので、皺眉筋(シュウビキン)と
いう眉間にシワを⼊れる筋⾁が発達しています。

＜＜⻭とお⼝の健康＃５

つまりテレビの悪役の⽅は、⽇ごろから皺眉筋を

１０歳若く写真に写るスマイルトレーニング＞＞
児⽟秀樹

鍛えているために、悪役っぽい顔になってしまう

平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

のです。逆に性格の優しい⽅は、⽬じりが下がる
筋⾁が発達しているのです。

神⼾慶應倶楽部のみなさん、こんにちは。今回
は若さについての話題です。
かつて秦の始皇帝は、不⽼⻑寿の秘薬を⼿に⼊
れるために、遥か彼⽅の⽇本の和歌⼭にまで海を
渡って使いを出したといわれています。不⽼⻑寿
は遥か昔からの永遠のテーマともいえます。
多くの⼥性はお化粧をして美しく着飾っていま
す。10 歳若く写真に写るためにはお肌をお化粧で
着飾ってそれでおしまいなのでしょうか？

また、顔には、朝の顔と⼣⽅の顔に違いがある

化粧

ことはご存知ですか？⼣⽅になると、顔⾯表情筋

品の多くは、お肌、つまり⽪膚に注⽬しています。

が疲れてきます。そうすると重⼒に負けて、下に

例えば、⼥性向けの化粧品の CM などを⾒ていて

下がっていきます。つまり疲れた顔、いわゆる⽼

も、美⽩、ハリ、うるおい、弾⼒、ベビー肌、マ

けた顔になっていきます。

イナス 5 歳肌、脱乾燥肌など多くのキャッチコピ

つまり、10 歳若く写真に写るためには、お肌の

ーがあふれています。お肌に必要なのは、ハリで

スキンケアだけではだめで、表情筋のトレーニン

しょうか？うるおいでしょうか？それとも SK－

グつまり筋トレが必要ということがお分かりいた

Ⅱ？ドモホルンリンクル？などの化粧品でしょう

だけたでしょうか？

か？いったい何が必要なのでしょうか？

さて、筋トレの⽅法ですが、⽂章で書くと分か

それは、⽪膚そのものも⼤切ですが、実は、お

りにくいので、⼀つだけお教えいたします。ネッ

肌の下に隠れている筋⾁がとても重要な働きをし

トで検索していただいても⾊々な⽅法がでていま

ているのです。

す。最近話題になっている「お笑い芸⼈のシルク

お顔の下には顔⾯表情筋という⼩さな筋⾁が⾛

さんの顔⾯表情筋の筋トレ」がとてもいいですの

⾏しています。しかもそれが、浅層、深層と何重

で検索してみてください。または、次回児⽟にお

にも重なっており、およそ 30 近くもの筋⾁がある

会いいただいたときに直接お聞きください。実習

といわれています。この顔⾯表情筋は、表情を形

法をお教えいたします。

作る⼤切な機能を担っています。そしてこの顔⾯

それでは、代表例として、顔⾯表情筋の筋トレ

表情筋があるというのは、⼆⾜歩⾏と同じくらい、

のひとつ、スマイルトレーニングをご紹介いたし

他の哺乳類とは違う、⼈類の⼤きな特徴だそうで

ます。この⽅法は審美⻭科で⾏うのもですが、ま

す。⼈類は、他の哺乳類と違い、⼤昔から⾔葉や

ず、鏡と割り箸を⽤意してください。そして鏡の

表情で細かいコミュニケーションを取ってきまし

前に座り、にっこり笑ってください。その際、⼝

た。ネズミには表情はありません。このコミュニ

⾓（唇の端）が左右均等に上がっているかを確認

ケーションこそが⼈類に⾔語をもたらした⽣みの

してみてください（ポイントです！！）
。割り箸を

親だといわれています。ですから⼈類だけが、顔

唇と平⾏にすて確かめると分かりやすいです。ほ

⾯表情筋が発達しているのです。

とんどの⼈の場合、どちらかが上がっていません。
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この⼝⾓は笑顔作りに重要な顔⾯表情筋がつな
がっています。それは、ほお⾻とつながる⼤頬⾻
筋と⼩頬⾻筋、そして⼝⾓挙筋などです。これら
の筋⾁を鍛えることで、笑顔が美しくなります！
鏡を⾒ながらおよそ 10 秒間、筋⾁を引っ張って笑
顔を出し続けてください。10 秒後に⼒を抜きます。
結構疲れますよ！！この時、わずかに左右の⼩⾅
⻭が⾒えると、とても素晴らしい笑顔になります。

これ以外にも、印象深い絵画がありました。

これをスマイルラインといって、審美⻭科ではこ

ルーベンス「聖⺟被昇天

こを重視します。この筋トレを 1 ⽇に 3 回繰り返

（下絵）
」。こちらはアン

してください。

トワープ聖⺟⼤聖堂に描

これを⽇々、繰り返してしていただくと、お友

かれた絵の下絵です。フ

達との⾷事会や、商談などの時、写真を取る⼀瞬

ランダースの⽝でネロが

に笑顔が出せるようになります。⼀度試してみて

⾒たあの絵です。

ください。

フランス・ハルス「笑う
少年」。
「笑いの画家」と
呼ばれるフランス・ハル

BRB 放送局（不定期連載）
＜＜＃１

スの作品です。中世以来、
⼈前で笑うことは「はした
ない」とされていたため、

とり散歩

１６世紀まで「笑い」はほ

マウリッツハイス美術館展に⾏く＞＞
ＢＲＢ編集⻑

とんど描かれなかったそ

⿃巣慶太（平１2 理⼯）

うです。こちらは１７世紀
の作品です。

第１回の BRB 放送局は、ＢＲＢ編集⻑の私が、

レンブラント「笑う男」。
「光

神⼾市⽴博物館の「マウリッツハイス美術館展」

の画家」レンブラントの作

に⾏ってきましたので、その模様をご紹介します。

品です。おじさんが陽気に

17 世紀のオランダ・フランドル絵画の世界的コ

笑っています。レンブラン

レクションで知られるマウリッツハイス美術館か

トは、顔の表情を通じて「情

ら約５０点が展⽰されています。今、マウリッツ

動」
、つまり⼈物の様々な感

ハイス美術館が⼤規模増築⼯事のため、これだけ

情のあり⽅を描く名⼈と⾔

の名画の数々が来⽇できたそうです。

われています。この他に、

⼀歩⾜を踏み⼊れると、そこは真っ暗な会場。

⾃画像も展⽰されています。

その会場内で絵画ごとに光が当てられ、複数の名
画が荘厳に浮かびあがっています。その中を３０

今回の「マウリッツハイス美術館展」はとても

分〜1 時間かけてゆっくりと歩きながら、名画に

素晴らしく、歴史的名画の数々を⼀堂に⾒ること

ひたります。

ができます。おすすめです！。機会がある⽅はぜ

私が印象深かった作品として、まずはやはり

ひ⾜を運んでください。なお、⼣⽅１６時頃に⾏

フェルメール「真珠の⽿飾りの少⼥」です。漆⿊

けば、並ばず⽐較的ゆっくりと鑑賞できます。
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institutio
n/museum/tokuten/2012_03mauritshuis.html

の背景に浮かび上がる１⼈の少⼥が本当に印象的
でした。
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〜〜イベントのご紹介〜〜

〜〜今後の⾏事予定〜〜

「『福翁⾃伝』を多⾓的に読む」

11 ⽉例会は休会です。
12 ⽉ 8 ⽇(⼟) ｸﾘｽﾏｽ家族例会
１⽉ 10 ⽇(⽊) 福澤先⽣誕⽣記念祝賀会

１０⽉１３⽇、「『福翁⾃伝』を多⾓的に読む」

１⽉ 23 ⽇(⽔) 新年例会

という講座が慶應⼤阪リバーサイドキャンパスで
開講しました。この講座は、福澤研究センターの

〜〜ｸﾘｽﾏｽ家族例会のお知らせ〜〜

所員・客員所員が、それぞれの関⼼に基づいて
『福翁⾃伝』の特定の部分を取り上げ、そこに書

⽇時：2012 年 12 ⽉ 8 ⽇（⼟）

かれていること、さらに書かれていないことから、

18 時〜受付／１８時３０分〜開始

本書がどのように読めるかを受講者の⽅たちと⼀

場所：神⼾銀⾏倶楽部

緒に考えていことするものです。

会費：メンバー 8,000 円／ビジター 9,000 円

本講座の第３回において神⼾慶應倶楽部曽野洋
会員が講師をされます。時間の許す⽅は是⾮、本
講座にご参加下さい。

5,000 円

家族（⼩学⽣未満）

無料

ーです。

よろしくお願い致します！！

テーマ：福澤諭吉と教育ベンチャー

普段、⾏事に出席できない⽅、遠隔地の⽅も本

時：２０１２年１２⽉１５⽇（⼟）

誌⾯に登場していただけます。奮ってご参加くだ

員：６０名

○ 朝 晩 冷え 込 ん で 参 り
ま し た が 、 如何 お 過 ご
しで しょ う か 。 年 賀葉
書が売り出されるな
ど、早くも気忙しくな
りが ちで すが、心 に余
裕を 持 って 過 ごせ れば
と思います。
来月８日は家族例会
です。年の終わりに、
皆 様 で 良い 時 間 を 過 ご
しましょう。
（宮田沙織）

定

さい。皆さんの投稿お待ちしています。

受講料：３０００円（税込み）
複数講座を申し込むと割引があります
その他詳細は、Web でご確認いただくか、電話
（０６－６４５０－１０３０＜平⽇９時３０分〜
１７時３０分＞）にてお問合せ願います。
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編集後記

１４時〜１６時（開場１３時）
所：慶應⼤阪リバーサイドキャンパス

（前例：宿泊チケ

ット、お酒、家電、ＤＶＤなど。）

－

場

恒例のオークションを開催致します。

皆様、オークション商品をお⼀⼈⼀点以上ご提供

福澤研究センター客員所員）

⽇

家族（⼩中学⽣）

いひと時をお過ごしいただく会員交流のパーティ

（四天王寺⼤学教育学部教授

⻄洋流の⼀⼿販売

8,000 円

ご家族もご⼀緒に、神⼾ルミナリエの夜に楽し

講 師：曽野洋会員

－

家族（⾼校⽣以上）

