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～平成 25 年度定時総会レポート～
⿃巣慶太（平１２理⼯）
5 ⽉ 29 ⽇（⽔）午後 6 時 30 分より、神⼾外国倶楽部にて、
平成 25 年度定時総会が開催されました。⼟井幹事⻑の開会宣⾔
で始まり、佐井会⻑の議事進⾏の下、提出された第１号議案〜第
４号議案はすべて原案通り承認可決されました。

そして、第３号議案において役員のサプライズ⼈事
が発表されました。
サプライズ⼈事につきましては次号に掲載いたします。
幹事会は、阪元清輝幹事、細⽥浩之幹事、⽇向達幹事が退任され、新たに城⼝隆幹事、中井透幹事、ミ
ュラー桃⼦幹事、萩原勇作幹事が就任されました。その他、⻑年お世話になりました⽷海恵津⼦さんが、
１２⽉をもって退任されます。それに伴い新しく“⻄川真由”さんが就任されました。

懇親会は、⼤澤副会⻑の乾杯の⾳頭で始まりました。美味しい料理に会話も弾み、更なる親睦を深めま
した。最後は、阪本副会⻑が締めの挨拶をされ、皆で若き⾎を⼤合唱して会は終了しました。

1

⾃分が印象に残ったのは、⾚⽻議員の⾏動⼒で

〜〜４⽉例会レポート〜〜

す。東⽇本⼤震災発⽣直後（3/23）に即現地⼊り
して宮古市⻑と会⾒し、現地対策本部⻑に就任さ

藤⽥亮介（平21政）

れてからも週 2 ⽇間は福島、3 ⽇間は東京で公務
をこなされています。今年 1 ⽉ 4 ⽇には⾃ら防護
服に⾝を包み福島原発 4 号機の中を視察されたと
か。⽒の座右の銘「真実は現場にあり」を貫抜き
通すその姿に⾃分は⾮常な感銘を受けました。

4 ⽉ 19 ⽇ 18：30 より、神港ビルにて 4 ⽉例会
が開催されました。
今回の例会は⾒事先の衆院選で政界に返り咲か
れた⾚⽻⼀嘉衆議院議員（昭 58 年政）をお招きし、
現在従事されている公務についての貴重なお話を

後半、⾚⽻議員にはアベノミクスの基本⽅針で

伺いました。⾃分が普段聞けないようなエピソー

ある「3 本の⽮」の具体的な説明と今後の⽇本経

ドが多く、興味深く聞き⼊っておりました。

済の⾒通しについてお話し頂きました。スーパー

最初に⾚⽻議員は原⼦⼒災害現地対策本部⻑とし

コンピューター「京」を神⼾に誘致する際の苦労

て尽⼒しておられる被災地の復興⽀援について、

話等、ご⾃⾝の経験談をユーモアを交えながら講

詳しくお話されました。

演頂き会場は和やかな雰囲気に包まれました。
まだ経験の浅い⾃分にとって、⾚⽻議員のお話の
内容/話し⽅も含め⼤変刺激になり卒業以来薄れ
ていた義塾への繋がりを再認識できた素晴らしい
経験となりました。⼤変ありがとうございました。

原発の安全なシャットダウン⽅法/汚染⽔漏れに
ついての対策/除染地域の⾒直し/賠償問題等々被
災地が抱える多くの問題について、⼀つ⼀つ懇切
丁寧に解説くださり、TV ニュースだけではわから
ない被災地の⽣の現状を知ることができました。
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稲蔭委員⻑は，ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝは運か偶然の発⾒によ
る場合も多く，ｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨとはその偶然の発⾒を

〜〜慶應⼤阪シティキャンパス〜〜

意味する，ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを実現するにはｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨを
⾼める必要がある，ｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨを⾼めるには，ｾﾚﾝ

堺充廣（昭53法）

ﾃﾞｨﾋﾟﾃｨに出会う機会を増加させる必要があり，

5 ⽉ 20 ⽇に開催され

① 環境を⼯夫すること

た慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ

② 場所を変えること

の開所式に，佐井会⻑

③

と出席して来ました。

でｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨに出会う機会

慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽは，

が増加するなど，と⾔われ，

これまでの⼤阪ﾘﾊﾞｰｻｲ

Google や Pixar などの実例

ﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽを発展させる

を上げて，どのようにｲﾉﾍﾞｰ

形でｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ⼤阪ﾅﾚｯ

ｼｮﾝが実現されてきたかに

ｼﾞﾋﾟｬﾋﾟﾀﾙ 10F に開設

ついてお話をされました。例えば，Pixar では，ﾄ

されたものです。

ｲﾚを 1F にしかおいておらず，全従業員が必ず 1F

開所式では，まず，井⽥良常任理事より，
①

に降りてくるため，社内で出会う機会が多く，種々

全ての⼈に開かれた慶應義塾の関⻄の拠点と

のｱｲﾃﾞｱが⽣まれてきたそうです。ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研

する。
②

⼈をうまく動かすこと。

究科の授業の様⼦も写真等を交えてご説明いただ

慶應義塾が積み重ねてきた研究成果を広く還

元し関⻄の地域や社会への学問による貢献をする。 きましたが，講義の場所を含め(ﾌﾟｰﾙでの授業が紹
介されました)，通常，我々が持っている講義のｲﾒ
③卒業⽣や在学⽣等の交流のニーズに対応し，⼈
ｰｼﾞとはかけ離れたもので，新鮮な感動を持ちまし

と学びのﾈｯﾄﾜｰｸ拠点とする。

た。稲蔭委員⻑は，国際会議でﾌﾞﾗｳﾝ前ｲｷﾞﾘｽ⾸相

という慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ開設の趣旨についてご

が，教育の世界でｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝがなされていないこと

説明がありました。

は問題だとの話をされていたことを紹介されまし

続いて清家篤塾⻑よ

たが，ご説明いただいたﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科の授業

り，開所にあたっての

を⾒ると，慶應義塾では確実に教育ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの実

ご協⼒に対するお礼と

現に向けた取り組みがされているとの印象を持ち

今後の慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝ

ました。

ﾊﾟｽへの協⼒の依頼な

慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ

どを含めたご挨拶があ

には慶應義塾由来の

り，その後，⼤学院ﾒﾃﾞ

書類や写真等も展⽰

ｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科稲蔭正

されていますので，皆

彦委員⻑が「創造的ｲﾉ

さんも，是⾮ 1 度，⾒

ﾍﾞｰｼｮﾝを誘発するｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨ」の演題で記念講演

学等に⾏かれてみて

を⾏われました。

はいかがでしょうか。

⼤学院ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科は，ﾒﾃﾞｨｱ･ｲﾉﾍﾞｰﾀｰの
育成を⽬標とし，社会の貢献を⽬指している学科

ただ，ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ⼤阪は

ること，当初から⼤阪に拠点の 1 つを置いていた

慶應⼤阪ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽに⾏かれる際には，迷⼦になら

とのことで，多様な国からの留学⽣が 35%を占め， 敷地が広く，ﾋﾞﾙもｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰも多数あるため，
全ての講座で英語と⽇本語の講座が設けられてい

ないようお気をつけ下さい。

ことなど，科の特徴のご説明がありました。
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思った理由などを話させて頂きます。
昨年、久々に元塾⽣の友⼈たちと集まる機会が
あって、これも本当に久々でしたが若き⾎を⻫唱
したところ、「この歌って、こんなに良かったっ
け？」と素直に感動しました。そして、最近では、

≪新⼊会のご挨拶≫
⼭本俊⼀（昭６３政）

「⾃分が塾⽣だったことは⾃分の⼈⽣の原点の⼀

昭和６３年法学部政治学科中退の⼭本俊⼀と申

つであって、このことは、もっと⼤事にしたほう

します。この度、⼟井幹事⻑のご紹介を賜り、伝

がいいんじゃないか？」なんて、この年になって

統有る神⼾慶應倶楽部への⼊会をご承認頂きまし

から愛塾精神が芽⽣えてきたところでした。
こんな気持ちの変化もあって、最近では、機会

て、誠に有難く光栄に存じます。
神⼾⽣れの神⼾育ちですが、慶應義塾志⽊⾼等

があったら、「⾃分は塾出⾝者なんだ。」と少しで

学校への⼊学以来、慶應義塾には７年間お世話に

も実感できそうな場所としてＯＢ会に⼊会してみ

なりました。特に、志⽊⾼ 3 年間の寮⽣活と蹴球

たいなと思っていたところ、今回、幸運にも、仕

部での過酷な？経験は、私の思春期の⼈間形成に

事で河野様とお知り合いになれたことをきっかけ

多⼤なる影響を与え、今でも当時の仲間との⼼の

に、⼊会することができた次第です。神⼾慶応倶

繋がりは深く、⼀⽣の宝であります。その後、⼤

楽部の会員の皆様におかれましては、今後とも、

学に 4 年間籍を置きましたが、甚だ遺憾ながら卒

ご指導、ご鞭撻の宜しくお願い申しあげます。

業までは⾄らず、地元神⼾に戻りましてからは、
家業である有限会社⼭本商店及び有限会社⼭本ビ

≪新⼊会のご挨拶≫

ルを継承して現在に⾄ります。

藤⽥亮介（平 21 政）

微⼒ではございますが、神⼾慶應倶楽部の発展

はじめまして、この度

に尽⼒させて頂きたいと存じますので、皆様⽅の

神⼾慶應倶楽部へ⼊会

ご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願い申し上

させていただきました。

げます。

平成 21 年政治学科卒
藤⽥亮介と申します。
出⾝は播州⻄脇で⾼校まではたいへんのどかな環

≪新⼊会のご挨拶≫

境で育ちました。そのおかげか上京してしばらく

福⽥知明（平３商）

都会暮らしに慣れず苦労したことを覚えています。

平成３年に商学部を卒業しました福⽥知明（ふ

⼤学時代は代々⽊にある兵庫県学⽣寮【尚志館】

くだともあき）と申します。このたび、河野様の
ご紹介により、神⼾慶応倶楽部に⼊会させていた

で 4 年間寮⽣活をしていました。お世辞にも綺麗

だくこととなりました。

とは⾔い難い建物で⾵呂トイレも共同という環境

私は、⽯川県⾦沢市の⽣まれで、⼩学校は千葉

でしたが、他の⼤学に通う同郷の友⼈・先輩・後

県、中⾼と徳島県で暮らし、塾卒業後は、関⻄に

輩と同じ釜の飯を⾷った時間は⼈⽣の宝物になっ

本社のある鉄道会社に就職しました。鉄道会社に

ています。サークルは医学部軽⾳楽部に所属し、

⼊社したものの、実を申しますと鉄道業務を経験

若さに任せて⻑髪を振り乱しながらハードロック

したのは⼊社した年のわずか１年⽬だけで、その

に勤しんでおりましたが今ではすっかり改⼼？し

あとは、ずっと、駅ビルなど商業施設の開発業務

JAZZ マンに転⾝しております（上写真参照）
未熟な私ですが、先輩⽅のように⽴派な社会⼈

に携わり現在に⾄っています。鉄道ファンの⽅が

として【独⽴⾃尊】できるように努⼒していきま

いらっしゃったら、期待にそえなくてすいません。

すので、何卒よろしくお願い申し上げます。

この場をお借りし、慶応倶楽部に⼊会しようと
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⽇（⽔）に岡⼭県⽮掛町の⽯亭松の茶屋で読書会
の特別例会を開催することが決まったことです。
⽯亭松の茶屋は神⼾慶應倶楽部の会員で関⻄婦

【イーゼル会】

⼈三⽥会の会⻑も歴任された⻘⼾統⼦先輩のご実
家の旧宅です。築１８０年の迫⼒のある⼤庄屋の
お屋敷が⾖腐懐⽯の料亭に使⽤されています。加
えて⽮掛は⼭陽道１８番⽬の宿場町として⻄国の
⼤名の江⼾までの参勤交代の際に⼤名が泊まる本
陣が置かれていたところですので、現在まで本陣
跡として保存されている⽯井家を訪れて、暫し江
⼾時代にタイムスリップするのも楽しみです。
２８回⽬の読書会として実施しますので、参加ご
希望の⽅は阪本までご連絡ください。
また、アベノミクスの象徴である⿊⽥⽇銀総裁

≪今⽉の絵≫

井上
（昭３５法

の就任から２ヵ⽉が経過して株価も⾼騰している

翠

なかで、⽇本の置かれた状況について活発な議論

井上光⽒夫⼈）

がなされました。堀切先輩からは３編のアベノミ

恒例の「春の写⽣会」、今回は先⽉２７⽇、森林

クスに絡んだ論⽂が紹介されました。

植物園で⾏いました。⼤型連休初⽇、その上晴天
にも恵まれ家族連れで賑わう公園内で我々も⼤い

やはり社会科学の分野で国⺠を巻き込んだ壮⼤

に新緑、⽇光そして新鮮な空気を楽しみました。

な実験が始められているとしか判断できないよう

肝⼼の写⽣の⽅は、今秋の作品展への出展作を．．
．

です。この⼆つの話題に夢中になっていましたの

との意気込みは感じられたものの成果は？？？

で、残念ながら予定していた福沢先⽣の「⽂明の

先⽣の講評でお褒めを頂いたのは⼥性陣のみ。

概略」に取りかかるという予定は流れてしまいま

相変わらず典型的な三⽥の光景でありました。写

した。⼆部でのお酒の消費量は⽇本酒１本、ワイ

⽣、⽔彩画に興味のある⽅は是⾮お声をおかけ下

ン４本、アサヒビール⽸７本でした。
次回の読書会は、平成２５年７⽉１２⽇（⾦）

さい。お待ちしています。
イーゼル会

世話役

天⽊

明

１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル
Ⅱ３階）で、
「⽂明の概略」の巻乃１第１章から始

【読書会】

めます。「⽂明の概略」（岩波⽂庫）を持って気軽

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２６回≫

においでください。飲み会代３０００円もお忘れ

第２６回⽬の学問のすすめ読書会が５⽉２２⽇

なきよう。１８：３０以降は正⾯⽞関が閉まるの

（⽔）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

で地下通⽤⼝からお⼊りください。但し、お酒と

参加者は、堀切、浅沼、福野、阪本、古淵、藤井、

さかなの準備がありますので、前回の出席者以外

野⽥、池⽥、鈴⽊、六拝、上原の１１名でした。

の⽅は阪本まで事前にご連絡頂ければ幸いです。

今回の読書会での最⼤の成果は、本年１０⽉９

読書会世話役
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阪本豊起

【ＫＫＪＣ】

夜は、鍋島さんのビブラフォンに⼩川理⼦さん
が加わり、ライブのスタートです。宮本美代⼦さ

≪KKJC 佐賀ジャズツアー≫

ん、團さん、垣屋さん、⼤場さんのボーカルで⼤
いに盛り上がりました。⼆次会も、ライブハウス

KKJC では、毎年ジャズツアーを実施しています
が、本年は、わが塾の⼤先輩であり、⽇本のビブ

へ繰り出し、深夜まで⼤騒ぎでした。

ラフォンの第⼀⼈者である鍋島直昶（なおてる）
先輩が⽶寿をお迎えになりましたので、そのお祝

⼆⽇⽬は、⽣憎の⾬模様でしたが、吉野ヶ⾥遺

由緒正しいお家柄です。また、鍋島さんは、塾の

寺と鍋島藩御⽤窯の御庭焼を⾒学し、⼣刻佐賀駅

いを兼ねて出⾝地である佐賀県に⾏ってきました。 跡を⾒学してから、昼⾷はおいしい鰻をご馳⾛に
なりました。午後は、鍋島家の菩提寺である星厳
ご存知の通り、鍋島さんの実家は佐賀藩主という
で解散しました。今回は⼤先輩鍋島さんのルーツ

先輩ということで、KKJC の催しには、常に参加し

ていただき名演奏を聴かせていただいております。 佐賀県を訪ね、現地でライブを楽しみ、メンバー
の親睦を更に深めた楽しい旅となりました。
KKJC では、単にジャズを聴くだけではなく、⾃
ら演奏したり、歌ったりするメンバーもいます。
ジャズがお好きで⼊会をご希望の⽅は、までご連
絡ください。
ＫＫＪＣ

５⽉１８⽇の午後佐賀市のホテルに KKJC メン
バーを中⼼に、浅沼団⻑以下約５０名が集合して、
先ず、佐嘉（さが）神社を正式参拝しました。当
神社は、鍋島藩 10 代藩主鍋島直正候（鍋島先輩の
祖⽗）を祀っており、草場宮司が説明と案内をし
ていただきました。
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近藤 正（S３９卒）

BRB 放送局（不定期連載）
＜＜＃３

ブラインドアワードのお知らせ＞＞
ＢＲＢ編集⻑

⿃巣慶太

第３回の BRB 放送局は、神⼾の板宿で開催され
ますアートイベントのお知らせです。デザインの
⼒で、板宿に⼈を集め、神⼾に⼈を集め、神⼾を
元気にするという理念のもと⾏われます。
なお、私も参加しており、作品も提出しています。
第１回ブラインドアワード概要
神⼾は板宿のギャラリー studio a blind spot
(ブラインドスポット)にて、アートイベント「第
１回ブラインドアワード」が開催されます。

［そうや、板宿にいかへん？］
をテーマにしたポスター作品がギャラリーに多数
展⽰され、来場者の投票によって最優秀作品が決

第１回ブラインドアワード投票⽅法

定されます。

【テーマ】そうや、板宿にいかへん？

応募作品の審査⽅法は、ご来場の皆様に「もっ

【投票場所】studio a blind spot 内

とも板宿に⾏ってみたい」と感じた作品に投票し

【投票期間】6 ⽉の⽊・⾦・⼟／12:00〜18:00

ていただき、最多得票数の作品が最優秀作品とな

6/6(⽊)－6/8(⼟)

ります。
イメージと先⼊観のついてない板宿という地が、
ポスター1 枚でどう表現されているのか。あなた

6/13(⽊)－6/15(⼟)

6/20(⽊)－6/22(⼟)

6/27(⽊)－6/29(⼟)

上記⽇程にてご来場のうえ、ご投票ください。
あなたの１票が最優秀作品を決めます。

の⽬で、⽿で、感性で、⼼が動かされた作品に⼀

【お問い合わせ先】

票を投じてください。

名称：studio a blind spot(ブラインドスポット)
住所：兵庫県神⼾市須磨区⼤池町 4－1－４２
電話：078-392-5116
Mail：info@a-blind-spot.jp
URL：http://www.a-blind–spot.jp/
アクセス：
「板宿駅」または
「鷹取駅」から
徒歩 8 分
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〜〜６⽉例会のお知らせ〜〜

［若⼿会］始動！

講 演：⽔上善雄⽒
元プロ野球選⼿・前⽇本ハム２軍監督
⽇ 時：2013 年 6 ⽉ 19 ⽇(⽔) 18 時 45 分〜

去る４⽉１５⽇、神⼾慶應倶楽部若⼿会（U40）

場 所：神港ビル 7 階

が始動するとともに、決起集会が⾏われました。

会 費：3000 円

若⼿会のメンバーは、神⼾慶應倶楽部の４０歳以

〜神⼾慶應倶楽部９０周年記念例会〜

下を対象に招集された個性あふれる⾯々です。

講 演：⼤仁邦彌⽒

神⼾慶應倶楽部に若さと元気を注⼊します。

⽇本サッカー協会会⻑

⽇ 時：2013 年 8 ⽉ 3 ⽇(⼟) 11 時〜

お問い合わせは、斎藤・天⽵・⿃巣まで。

場 所：ホテルオークラ
＜ご投稿の皆様へ＞
ＢＲＢにご投稿される際、原稿とともに写真や
画像をいただければ、同時に掲載させて頂きます。
また、⾏事に出席できない⽅、遠隔地の⽅も本
誌⾯に登場していただけます。奮ってご参加くだ
さい。皆さんの投稿お待ちしています。
kobekeio@dream.ocn.ne.jp

編集後記
○今回、神戸慶應倶楽
部に若手会が発足し
ました。４０歳以下の
若手の皆様、是非とも
ご参加ください。
一緒に神戸慶應倶楽
部を盛り上げていき
ましょう。
あわせて、ＢＲＢも
宜しくお願いします。
（鳥巣慶太）

ＢＲＢ編集部
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