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神戸慶応倶楽部９０周年
記念例会開催

幹事⻑

⼟井正孝（昭 63 商）

今年９０周年を迎える当倶楽部では、８⽉３⽇（⼟）１１時から記念例会をホテルオークラ神⼾にて開
催いたします。皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
当⽇は、記念講演を『⼤仁⽇本サッカー協会会⻑』にお願いしています。⼤仁会⻑は神⼾の本⼭中学・
神⼾⾼校を経て慶應義塾⼤学をご卒業されている、まさに神⼾ご出⾝の塾員です。来年２０１４年にはＷ
杯ブラジル⼤会も開催されます。Ｗ杯に向けた⽇本代表の裏話などが聞けるかもしれません。是⾮、お楽
しみに。
また、講演会の後は、ホテルオークラの美味しい⾷事をお得な会費でお楽しみいただこうと考えていま
す。８⽉３⽇は「みなとこうべ海上花⽕⼤会」の⽇にあたります。例会終了後は神⼾の街で花⽕をお楽し
みいただくのも⼀興かと思います。詳細は別途ご連絡いたしますが、今から予定の確保をお願いします。

神⼾慶應倶楽部９０周年記念例会
講

演：⼤仁邦彌⽒

⽇本サッカー協会会⻑

⽇

時：２０１３年８⽉３⽇（⼟）１１時〜

場

所：ホテルオークラ神⼾
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慕っている彼の⼼根に⽬頭が熱くなりました。

〜〜新年例会レポート〜〜

最後に、いまの学⽣達に伝えたいこと。
「挨拶を
すること」、「話をするとき相⼿の⽬を⾒ること」、
「ものを⼤切にすること」、「嘘をつかないこと」
の 4 点だそうです。この⼼がけから信頼関係が⽣
まれると仰いました。現実にはいまの学⽣は効率
や効果ばかりを追求します。蹴球部も同様で、
「厳
しい練習」は影を潜めていました。それを元に戻
すことが⾃分の 113 年⽬の戦いであったと話を締
めくくりました。彼がどれだけ学⽣と本気で向き
合い戦ったか、関係者は知っています。そして昨

康乗克之（昭58商）

夏、久⽅ぶりに「地獄の⼭中湖合宿」が復活した

2013 年の新年例会は、1 ⽉ 14 ⽇の⼣刻にポー

ことも。⽥中監督、感動的なお話をありがとうご

トピアホテルで開催されました。ゲストスピーカ

ざいました。

ーは慶應義塾⼤学体育会蹴球部監督の⽥中真⼀⽒
です。全国⼤学ラグビー選⼿権を戦い終えたばか
りの現役監督の熱い講演に、40 名を超えるメンバ
ーは⼤いに盛り上がりました。
⼤学卒業後の数年間神⼾製鋼に在籍した⽥中⽒
にとって神⼾は第⼆の故郷。スピーチはキックオ
フ直後から全開状態でした。
本⽇のテーマは「我かく戦えり、慶應ラグビー
113 年⽬の挑戦」とタイトルされていますが、⾔
い換えれば「学⽣スポーツは、慶應ラグビーとは」
という問いかけでもあったわけです。
⽥中⽒は、学⽣スポーツを「教育の場」と⾔い
切りました。そして慶應の原点である体育会の精
神に触れられ、
「練習を通じて不可能を可能にする
ことの体験」、「フェアプレーの精神」そして「友
（我々の⼼にあるよきものは友によって繁る）」と
いう 3 つの⾔葉を紹介されたのです。
慶應ラグビーに対する思いは誰にも負けないほ
ど強いものです。英国⼈ EB クラーク⽒とともに⽇
本にラグビーを伝えた⽥中銀之助⽒は彼の曽祖⽗。
銀之助翁をそしてラグビーフットボールを⼼から
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〜〜３⽉例会レポート〜〜
細⽥浩之（昭58政）
3 ⽉ 15 ⽇（⾦）18
時半より、神⼾北野に
ある 100 年以上の歴史
を持つ洋館中華料理店
「東天閣」にて、毎年
恒例の 3 ⽉例会が開催されました
（参加者 35 名）。
⼟井幹事⻑の司会のもと、佐井会⻑のご挨拶によ
りはじまりました。
今年度も、東天閣オーナーであります中神先輩
には、多⼤なるご配慮を頂き、佐井会⻑のご挨拶
を受けて、神⼾慶應倶
楽部例会へのメニュ
ーには、インフレは存
在しないとの⼒強い
発⾔をいただきまし
た。
（拍⼿喝采！）

例会の最後には、阪本副会⻑からのご挨拶をい

神⼾慶應倶楽部例会限りスペシャルメニューの

ただき、新⼊会員で、応援指導部出⾝の鈴⽊聖也

内容をご紹介しますと、
【伊勢エビ付き前菜盛り合

（平 24・政）のエールの下、肩組ながら、若き⾎

わせ・海鮮⼊りふかひれスープ・海⽼の⼆種盛り

の合唱でお開きとなりました。あっという間に 2

（チリソース・マヨネーズ）
・揚げ物⼆種盛り（蟹

時間以上が経過しましたが、早くも来年 3 ⽉の例

春捲・鮑）・⽜⾁の醤油煮込み（饅頭付き）・東天

会が楽しみになってきました。

閣名物⼭東焼⿃・ジャージャー麺・鳴⾨⾦時芋の

最後になりましたが、毎年のことではあります

飴炊き・季節のプリン（フルーツ添え）】といった

が、中神先輩はじめ、東天閣の皆様には⼤変お世

9 品でしたが、何れの料理も流⽯！東天閣ならで

話になりました。感謝の意を表して、3 ⽉例会の

はの美味しい料理であり、ビール・紹興酒ととも

レポートを終わります。

に、⼤いに堪能することができました。
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Ⅱ３階）で、「学問のすすめ」初編から始めます。
また、福沢先⽣の他の著書「⽂明の概略」の巻乃
１第１章にも取組みます。「学問のすすめ」（岩波

【イーゼル会】

⽂庫）、
「⽂明の概略」
（岩波⽂庫）を持って気軽に
≪今⽉の絵≫

おいでください。飲み会代３０００円もお忘れな
きよう。会場は神港ビル（旧居留地８番）の⻄隣
（東京海上）の更に⻄隣（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、お酒とさかなの準
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

妙泉
（池⽥

雅彦

【ＫＫＪＣ】

佳代
昭３９⼯

≪KKJC 活動報告≫

姉上）

3 ⽉ 24 ⽇桜が満開の東京から戻りましたが、夙
川の桜もやっと咲き始めというところでしょうか。

【読書会】
≪神⼾慶應倶楽部読書会

阪本豊起

さて、3 ⽉は塾出⾝者のライブが 2 件開催され、

第２５回≫

会員の皆様も多数お越しになり、お酒を飲みなが

第２５回⽬の学問のすすめ読書会が３⽉１９⽇

ら⼤いにジャズを楽しみました。

（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

3 ⽉ 17 ⽇は三ノ宮の Basin Street で藤村⿇紀

参加者は、堀切、浅沼、福野、阪本、古淵、宍⼾、

さんのヴォーカルを満喫し、24 ⽇は酒⼼館で⾏わ

藤井、野⽥、鈴⽊、六拝、善搭、それに初参加の

れた⼩川理⼦さんのピアノとヴォーカルに、20 名

上原の１２名でした。

の皆様が酔いしれ、⼤いに盛り上がりました。4
⽉はテナーサックスの巨匠、⼭⼝真⽂さんとオリ

この⽇の「学問のすすめ」は第１６編「⼿近く

ジナルメンバーのライブ（4 ⽉ 19 ⽇

独⽴を守る事」
「⼼事と働と相当すべきの論」及び

ミスターケ

リーズ）やＫＫＪC 会員のジャズライブ

最終編である第１７編「⼈望論」を輪読しました。

（4 ⽉

また、アベノミクスの象徴である⿊⽥⽇銀総裁の
就任が２⽇後に予定されていることから、堀切先

7 ⽇ ⼤場知之 Basin Street）
、

（4 ⽉ 17 ⽇

團裕⼦

Basin Street）
、

（4 ⽉ 23 ⽇

中⻄直⾏

ニューサントリー５）
、

輩から、「アメリカは⽇本経済の復活を知ってい

（4 ⽉ 28 ⽇ 宮本美代⼦ レフトアローン）、

る」
（浜⽥宏⼀イエール⼤学名誉教授著、講談社）

が開催され、4 ⽉も会員にとっては⼤変忙しくな
るジャズ⽉間となります。このほか 4 ⽉ 23 ⽇は

の講評を伺いました。社会科学の分野で国⺠を巻

ゴルフ好きのメンバーと宝塚ゴルフ倶楽部でゴル

き込んだ壮⼤な実験が始められたようです。

フコンペを⾏い、表彰式と⾒学会を兼ねて⾼級⽼

次回の読書会は、平成２５年５⽉２２⽇（⽔）

⼈施設のサンシティー宝塚で会⾷会の予定です。

１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル

ＫＫＪＣ世話役
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⼤場知之

焼き⿂を作ったりすると、PM2.5 はおよそ 200 と
か 500 とかいう量まで急激に増えます。しかし、

児⽟先⽣の健康講座

増えたからと⾔って死ぬことはありません。北京
の⼤気汚染は、⽇本⼤使館の情報によると、およ

＜＜⻭とお⼝の健康＃６

そ 700、⽶国⼤使館の情報では 800 を超えた⽇も

PM2.5 北京からの⼤気と東海道⼭陽新幹線

あったようです。中国の PM2.5 は、窒素酸化物や

どっちが汚染している？＞＞
児⽟秀樹

硫化物などの発がん性物質が含まれる危険な

平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

PM2.5 なのです。

神⼾慶應倶楽部のみなさん、こんにちは。今回

ちなみに、⽇本の基準はつい 2009 年まで 150

は PM2.5 についてです。

（古い基準）とかなり⽢いものでした。WHO の指

神⼾市によると、3 ⽉ 5 ⽇に中国より⾶来した

針では 25 です。⽇本は遅れていると指摘され続け

と思われる PM2.5 の値が 60μg/m3（以下単位を

ていました。現在は⽶国と同じ 35 で、世界からす

省略します）近くを観測し⽇本の環境基準を⼤き

るとまだ⽢いといえます。

く超えたと発表されました。このためマスクの販

さて、私たち兵庫県⺠の乗る東海道⼭陽新幹線

売量が増えているとの報道もあり、マスクをして

は PM2.5 で汚染されているというのはご存知です

外出されている⽅も多いのではないでしょうか？

か？東海道⼭陽新幹線は全席禁煙です。しかし、

最近話題の PM2.5 ですが、今回初めて知ったと

東北上越⻑野秋⽥⼭形新幹線は全⾯禁煙です。全

いう⽅がほとんどではないでしょうか？実はこの

席禁煙と全⾯禁煙の違いはご存知ですか？

PM2.5 については、医師や⻭科医師でも知らない

産業医科⼤学の⼤和教授の研究によると、東海

先⽣がほとんどなのです。なぜ、⻭科医師の児⽟

道⼭陽新幹線は喫煙ルームがあるために、本来禁

がこの PM2.5 について以前から問題視していた

煙⾞両であるはずの客室やデッキでも、およそ 60

かというと、在宅⻭科の患者さんが、COPD や肺

から 100 を超えています。⽇本の環境基準をはる

炎でお亡くなりになる⽅が多かったという事情が

かに超える値でとても危険です。さらに喫煙室に

あるからです。

⾄っては 450 をはるかに超えています。これは喫

この PM2.5 とは、直径が 2.5μm 以下の超微粒

煙者本⼈にとっても⽶国基準で緊急事態であるこ

⼦を意味しますので、すべての PM2.5 に害がある

とを意味します。さらに喫煙ルームを掃除する労

というものではありません。問題なのは、PM2.5

働者に⾄ってはさらに悲惨な状況が予測されます。

物質に発がん性物質などが含まれている場合が問
題であるということです。
PM2.5 が 10 増えると、
全死亡率が６％増えると⾔われています。なぜ、
危険かというと、本来私たちの体は、体に異物が
⼊ると咳をしたりクシャミなどをして体から排出
します。しかし、PM2.5 は髪の⽑の 1/40 とあま
りにも⼩さいので、⼈体は体から排出することが
できないのです。
例えば、⽇常でもキッチンでフライを揚げたり、
6

⽶国基準では緊急事態という状況です。

＊表は㎎単位なので、μg 単位に換算すると、お
よそ 100 倍してみてください。また、喫煙室の評

そして以外なのは、完全分煙しているファース

価基準とは現在の環境省基準とは異なる古い基準

トフード店の禁煙席でも 32 もあるという事実で

です。

す。これは喫煙ルームからの汚染の漏れによるそ

東海道⼭陽新幹線の最新型の N700 系の⾞両に

うです。WHO は、このようなデータから屋内は完

は 4 か所まんべんなく喫煙ルームがある全席禁煙

全禁煙以外を認めていません。ちなみに分煙を推

⾞両です。ですから、⾚ちゃんを連れたママが実

進しているのは世界でも⽇本だけという特殊な状

家の東京に新幹線で帰る時に、⾚ちゃんのために

況です。

禁煙⾞両で予約したつもりが、隣に喫煙者が座っ
た場合、喫煙ルームから帰ってきたあと、肺から
無⾊の発がん性物質が
出てきますので、40 分
前後受動喫煙にさらさ
れます。名古屋くらいま
でいけそうですかね。

私たちは、遠く中国から⾶んでくる PM2.5 を⼼
配するのではなく、⾝近な喫煙室や分煙や喫煙可
のレストランや職場、家庭の⽅を⼼配すべきでは
ないでしょうか？特に今後、レストランを経営す
る雇⽤主や職場管理者にとって、従業員から受動
喫煙訴訟を起こされるリスクが⾼いという点をお
伝えしたいと思います。
最後にみなさんにお願いしたいことがあります。

さらに、⽶国の環境保護局の PM2.5 の基準かみ

喫煙者が悪いのではありません。悪いのはタバコ

てみましょう。タクシーの中で喫煙するとおよそ

なのです。喫煙者は実は⼀番の被害者なのです。

1000 を超えるという値です。ドライブ中にご主⼈

本⼈は病気になり、家族や職場で受動喫煙を発⽣

がタバコを吸うとこうなりますよね。奥様や⼦供

させてしまっているのです。ぜひ、喫煙者を助け

の受動喫煙は⽶国基準では緊急事態という分類に

てあげてください。

なります。州によっては、⼦どものいる⾞内で喫
煙すると児童虐待で逮捕されるという州もあるく

私たち⽇本⼈は、何を⼼配すべきか間違ってい

らいです。居酒屋に⾄っては 568 です。特に居酒

ませんでしょうか？

屋の労働者は、若い⼥性が多いので、⾚ちゃんを
産む前の⼥性の職場環境としては⾮常に危険で、
7

〜〜４⽉例会のお知らせ〜〜
⽇ 時：２０１３年４⽉１９⽇（⾦）１８時受付
場 所：神港ビル
会 費：３０００円

〜〜評議委員会のお知らせ〜〜
⽇ 時：２０１３年４⽉１９⽇（⾦）２０時開始
場 所：神港ビル

〜〜５⽉慶早ゴルフコンペ〜〜
⽇ 時：２０１３年５⽉１７⽇（⾦）
場 所：廣野ゴルフ倶楽部

〜〜平成 25 年度定時総会〜〜
⽇ 時：２０１３年５⽉２９⽇（⽔）
場 所：神⼾外国倶楽部

〜神⼾慶應倶楽部９０周年記念例会〜
講 演：⼤仁邦彌⽒

⽇本サッカー協会会⻑

⽇ 時：２０１３年８⽉３⽇（⼟）１１時〜
場 所：ホテルオークラ

編集後記
○今年は、神戸慶應倶
楽部９０周年です。
８月に記念例会が開
催されます。皆さん奮
ってご参加ください。
伝統ある神戸慶應倶
楽部を皆さんで盛り
上げていきましょう。
あわせて、ＢＲＢも
盛り上げていきまし
ょう。よろしくお願い
します。

（鳥巣慶太）
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