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神戸慶應倶楽部９０周年記念例会
～佐井会長から堺新会長へ～
天⽵清裕（平 15 経）
8 ⽉ 3 ⽇（⼟）ホテルオークラ神⼾にて、神⼾慶應倶楽部創⽴ 90 周年記念例会が開催されました。総
勢 115 名もの⽅にご参加いただき、⼤変華々しい記念例会となりました。また、この例会をもって佐井
会⻑が退任され、新しく堺新会⻑へとバトンが渡されました。
関⻄合同三⽥会に続き、⼦守会員の司会進⾏で記念例会は始まりました。記念講演は⼤仁⽇本サッカー
協会会⻑のご講演でした。⼤仁会⻑は神⼾⾼校から慶應義塾へ進学されたということで、神⼾慶應倶楽部
にとってはこの上ない経歴の⽅です。⽇本のサッカーの創世期の話から、J リーグ設⽴、⽇本代表のワー
ルドカップ出場、これからの⽇本サッカーの⽬標など、お話いただきました。⽇本代表の話の中でジーコ
監督の時が最強だったとお話されていたのですが、結果だけではなくどのあたりが最強の所以なのかもう
少し時間があれば詳しくお話しを聞いてみたいと思いました。
その後会⾷中に、90 周年記念ビデオが上映され、神⼾慶應倶楽部の歴史を感じるとともに、先輩⽅の
若かりし頃の写真で⼤いに盛り上がりました。
最後に現役応援指導部によるパフォーマンスが⾏われ、現役の若々しさと勢いを感じながら、
「丘の上」
を⼀緒に歌い、最後は全員輪になって「若き⾎」を合唱し、記念例会はお開きになりました。
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〜〜６⽉例会レポート〜〜
上⽥泰久（平 19 経）

とりわけ、ご⾃⾝の選⼿⽣活時代に当時のコー

去る 6/19、あいにくの⾬でございましたが、元

チから受けたご経験をご⾃⾝が監督になった際の

⽇本ハム２軍監督で現在は野球解説者をされてお

活動に積極的に反映したり、指導選⼿の性格を観

ります⽔上善雄⽒をお招きし、講演を⾏っていた

察して、相⼿に応じた指導を⾏ったというお話は、

だきました。

⼀般の会社⽣活にも⼤いに活⽤できそうな要素で
あり、野球は社会の縮図という⽔上様のお⾔葉が
まさに腑に落ちた次第でございます。

野球解説者という⽴場からの旬の話題である今
年の阪神の快進撃、統⼀球問題から始まり、ご⾃
⾝のプロ⽣活、⽇ハムの監督時代に間近で⾒たダ
ルビッシュ投⼿、中⽥選⼿の成⻑、若⼿選⼿の育

聴講者からの質問にも⼀つ⼀つ丁寧にご回答い

成システムなどに及ぶ野球界の幅広い主体的、客

ただき、最後には、中⽥選⼿と⼤⾕選⼿のサイン

観的な観点からのご論評は⾮常に好奇⼼を満たす

ボールという素敵なプレゼントを置き⼟産に閉会

ものでした。

となりました。
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【読書会】

≪新⼊会のご挨拶≫

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２7 回≫

上⽥泰久（平 19 経）

第２７回学問のすすめ読書会が７⽉１２⽇（⾦）

①⼤学時代の思い出
⼩学⽣時代に挫折し

に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。参加

た⽔泳にもう⼀度向き

は、堀切、浅沼、福野、阪本、古淵、藤井、野⽥、

合おうと思い、⽔泳サー

池⽥、鈴⽊、六拝、善塔、宍⼾の１２名でした。
今回からは、福沢先⽣の「⽂明の概略」
（明治８

クルに⼊りました。
⽔泳サークルと⾔いましても、テニスサークル

年）に取りかかりました。
「学問のすすめ」は⼀度

のテニスが⽔泳に置き換わっただけで、⽔泳も飲

お休みです。⽂明の概略は緒⾔に始まり、第１章

みも遊びもフルスロットルでした。個⼈的には飲

から第１０章までで構成されています。学問のす

みの後で少し素⾯になった時に、⾃分の⼈⽣観と

すめとは異なってひとつの章が⻑く全体で纏まっ

か⽣い⽴ちとかについて深く話したりするのが好

た⼀つの主張がなされておりますので、とにかく

きで、それが今の⾃分の糧になっています。

読み進めるしかないようです。１時間余りひたす

また、4 年時には運良くドイツワールドカップ

ら輪読して４２ページ（岩波版）まで到達しまし

の準決勝までのチケットを先輩から譲ってもらえ

た。第１章「議論の本位を定る事」に続く第２章

たので、学校を⼀ヶ⽉休んでずっとドイツに滞在

「⻄洋の⽂明を⽬的とする事」の途中までです。

して、毎⽇昼間からビールを飲んでサッカー観戦

⼀⼈ではとてもできない成果です。

三昧。卒業まで 40 単位ほど残っていたにも関わら

その達成感からか２次会のアルコールの消費量

ず、サッカーへの熱い想いを抑えることは出来ま

も上がり、ビール⽸１２本と、⾚ワイン５本でし

せんでした。ドイツではホームステイしたり、ド

た。ワインの１本は福野君からのパリ⼟産でした。

ミトリーに宿泊して同部屋のフィンランド⼈の⾞

池⽥君からは家業の池⽥商店の創業１２５年の

でライプチヒからワイマールに⾏ったり、調⼦に

記念事業である伝統⽂化の上⽅舞教室開催の案内

乗りすぎて怒られたりと刺激的な毎⽇でした。

がありました。１９１１年の商法⼀部改正により、

②趣味：海外⼀⼈旅

法律の定める⼀定の要件を備えるものはすべて会

⼤学四年時の⼀⼈旅の⾯⽩さが忘れられず、社

社を設⽴できるという厳格準則主義が成⽴したの

会⼈になってからの 20 代は⻑期休暇のほとんど

を受けて株式会社に移⾏したようで⽇本の株式会

は海外旅⾏に費やしました。どんなに⾼くても⾃

社の黎明期に発⾜した創⽴１００周年の会社だそ

分が今本当に⾏きたい場所に⾏くというコンセプ

うです。記念事業は⼤阪の⽂化活動に取り組んで

トを徹底的に貫きました。

いる池⽥君らしい企画です。

⼤学を卒業してから、正⽉を⽇本で迎えた記憶

２８回⽬の読書会は岡⼭県⽮掛町の⽯亭松の茶

がほとんどございません。⻑期休暇の３⽇前から

屋（⻘⼾統⼦先輩のご実家）での特別例会だとご

有給をつなげて、出社最終⽇には会社から空港に

案内しておりましたが、その間にも通常の読書会

直⾏して、へとへとのまま⾶⾏機へ。

を開くことになりました。⽮掛での特別例会は第
２９回⽬になります。

素晴らしい景⾊や素晴らしい⼈との出会いが⼤

次回の読書会は、平成２５年９⽉１０⽇（⽕）

変刺激的で、疲れなんかほとんど感じないで夢中

１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル

で旅をしていました。
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Ⅱ３階）で、
「⽂明の概略」の巻之１第２章の続き

【ＫＫＪＣ】

から始めます。「⽂明の概略」（岩波⽂庫）を持っ

≪KKJC 活動報告≫

て気軽においでください。飲み会の割り勘代３０

この原稿を書いている頃は、例年ですと少し

００円もお忘れなきよう。会場は、全⾯ガラスの

過ごしやすくなっているのでしょうが、今年はま

建隆ビルⅡの３階です。商船三井ビルの東隣です。

だ夏の真っ盛り、夏の⻑い台湾で暑さには鍛えら

１８：３０以降は正⾯⽞関が閉まるので地下通⽤

れた私でも、何もしたくない症候群に陥り、締め

⼝からお⼊りください。但し、お酒とさかなの準

切りぎりぎりになった次第です。という訳で 8 ⽉

備がありますので、前回の出席者以外の⽅は阪本

は團裕⼦さんのジャズライブに 10 名ほどの会員

まで事前にご連絡頂ければ幸いです。

が集まって、彼⼥のボーカルに酔いしれておりま

読書会世話役

したが、後のスケジュールは無く、⽐較的のんび

阪本豊起

りしておりました。
さて、⽉が変わって 9 ⽉から秋にかけては、ジ

【イーゼル会】

ャズの世界も⾊々なイベントが企画され、ジャズ
ファンとしては楽しみな季節になります。以下い
くつかのイベントを紹介します。
＊9 ⽉ 7 ⽇にはノボテル甲⼦園にて、約 50 名の
ジャズミュージシャンが共演するサマータイムジ
ャズパーティーが開かれ、今年度の関⻄ナンバー
ワンのミュージシャン（プロの部、アマチュアの
部）が決まります。
＊10 ⽉ 11 ⽇、12 ⽇の両⽇は毎年恒例の神⼾ジ
ャズストリートですが、今年度は理⼯学部出⾝の
⼩川理⼦さんが、⽊村陽⼀さんのトリオのボーカ

≪今⽉の絵≫

天⽊

ルとピアノの担当で参加されます。

明（昭４０商）

公私ともに多忙な⽅の為、なかなか聞くチャン

≪イーゼル会第５回グループ展のご案内≫

スが有りませんので、今回は必⾒です。

イーゼル会では恒例になりましたグループ展を

＊11 ⽉ 23 ⽇は鍋島直昶・⽶寿を祝う会がノボ

下記の通り開催させていただきます。今回は神⼾

テル甲⼦園にて開催されます。鍋島様は塾員で現

ビエンナーレ２０１３「まちなかアートギャラリ

役最⾼齢の現役ジャズミュージシャンです。⽇本

ー」の⼀環にもなります。三宮センター街の近く

のジャズ会の草分けとなったビブラフォン奏者で

と便利な場所でもありますので、おついでの折に

当⽇は関⻄の⼀流ミュージシャンとともに素敵な

是⾮お⽴ち寄り頂きます様、メンバー⼀同お待ち

演奏を聴かせて頂けると思います。

しております。

＊他のイベントとしてはＫＫＪC メンバーのラ

期間：１０⽉１０⽇（⽊）〜１０⽉１５⽇（⽕）

イブもありますので、秋は⼤いにジャズを楽しも

ＡＭ１１：００〜ＰＭ６：００

うと思っております。なお、各イベントの詳細情

（最終⽇はＰＭ４：００まで）

報をご希望の⽅は下記アドレスにメールいただけ

場所：ギャラリーほりかわ

れば、連絡させていただきます。

（三宮センター街の⼀本南の通りを
トアロードから少し東に⼊った南側です。
）

ＫＫＪＣ

ＴＥＬ：０７８－３３２－４８７７
イーゼル会

世話役

天⽊

明
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⼤場

知之

〜2013慶應連合三⽥会⼤会〜
、２０１３慶應連合三⽥会⼤会が⽇吉にて開催されます。
来たる１０⽉２０⽇（⽇）
神⼾慶應倶楽部の元幹事

細⽥さんが運

営に携わっています。細⽥さんには、神⼾
慶應倶楽部に多⼤なる貢献を頂きました。
チケットのご購⼊、何卒宜しくお願いし
ます。1 シート（チケット 5 枚綴り）
10,000 円です。お申し込みは神⼾慶應倶
楽部まで。

〜2013関⻄合同三⽥会 in 和歌⼭〜
、２０１３関⻄合同三⽥会 in 和歌⼭が開催されます。
来たる１１⽉１７⽇（⽇）
会場はホテルグランヴィア和歌⼭６F、時間は１１：００〜１５：３０の予定です。
和歌⼭三⽥会の皆様には、
「関⻄合同三⽥会 in 神⼾」で多数のご登録並びにご協⼒を頂きました。
神⼾慶應倶楽部の皆様におかれましては、今回の『関⻄合同三⽥会 in 和歌⼭』、多数のご登録を何卒
よろしくお願い申し上げます。ご登録並びにパンフレットは神⼾慶應倶楽部事務局まで。
【問い合わせ先】
神⼾慶應倶楽部事務局
TEL：078-393-0050
FAX：078-393-0051
振込銀⾏：三井住友銀⾏
神⼾営業部
⼝座番号：普通

1103257

⼝座名義：神⼾慶應倶楽部
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【訃報】

〜〜９⽉例会のお知らせ〜〜

福井有様(昭 49 商)

講 演：倉橋好⼠弘⽒

神⼾慶應倶楽部

「博覧会に於ける VIP 接遇の思い出話」

ご逝去のお知らせ

副会⻑

福井有様が病気療養中

のところ、8 ⽉ 27 ⽇ご逝去されました。

⽇時： 9 ⽉ 27 ⽇(⾦)18 時受付・18 時 30 分〜

御冥福をお祈りいたしますと共に謹んでお知らせ

場所：神港ビル 7 階

申し上げます。

会費：3000 円

通夜・告別式は近親者のみで済まされました。
後⽇、学葬が執り⾏われる予定です。

［若⼿会］2 回⽬

なお、故⼈のご遺志により、ご⾹典・ご供花・
ご供物の儀はご辞退されるとのことです。

去る７⽉２３⽇、神⼾慶應倶楽部若⼿会（U40）
第 2 回決起集会が開かれました。若⼿会のメンバ

【お問い合わせ先】

ーは、神⼾慶應倶楽部の４０歳以下を対象に招集

神⼾慶應倶楽部事務局

された個性あふれる⾯々です。

〒６５０－００２４

お問い合わせは、斎藤・天⽵・⿃巣まで。

海岸通８番地

兵庫県神⼾市中央区

神港ビルヂング６階

TEL：078-393-0050

編集後記
○神戸慶應倶楽部の
副会長 福井有様が
６２歳の若さでお亡
くなりになられまし
た。謹んでお悔やみ申
し上げます。
○１０月に、慶應連合
三田会大会、１１月に
関西合同三田会が開
催されます。皆様奮っ
てご参加ください。
（鳥巣慶太）

FAX：078-393-0051
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