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＝追悼＝
副会⻑

福井有さん

「福井有さんを偲んで」
福井有さんが 60 才の還暦の年に年男として、今まで⽣きてきた６０年の⼈⽣を回想して７つのイベントに
しぼって神⼾ＲＣの例会で卓話をされました。
①2３歳の結婚。

②結婚６年後のアメリカ留学決意。

③卒業後帰国し⼤⼿前学園に奉職、８６年短期⼤

学の総合移転の話がもちあがり、プロジェクトマネージャーを務めた。 ④学⽣も順調に増え続けた⽮先、阪
神⼤震災で⼤学は壊滅的な打撃を受ける。 ⑤2000 年に思い切って⼥⼦⼤を共学化に踏み切る。 ⑥翌年訪
問していたニューヨーク同時多発テロに遭遇。 ⑦昨年は夏に⼿術で⻑期⼊院の経験をした。
こうして振り返るとドラマチックな 60 年でしたと語られました。
私との出会いは短⼤移転の時期に神⼾ＪＣのフォーラムに教育問題で講演を依頼したことがきっかけで⼤
阪ＪＣから神⼾ＪＣに移転され、数年後、神⼾ＪＣの理事⻑として世界会議神⼾⼤会で活躍されました。ＪＣ，
慶応、ＲＣなどで御⼀緒させていただき親しくなり、⼤⼿前学園でも理事をさせていただくことになりました。
神⼾慶応倶楽部では、福井さんが幹事⻑時代、関⻄合同三⽥会の開催、７０周年記念誌の作成など歴史にきざ
まれるイベントに関わってこられたと思います。
８⽉２７⽇６２才の若さで逝去されました。８⽉３０⽇の密葬では有さんの歌声が流れマイウエイの⾳楽で
出棺をされました。１０⽉８⽇のお別れ会では献花台のサイドにジャズバンドがあり、フィナーレは⼀緒にＣ
Ｄを出された歌⼿のロアーナさんと有さんの映像と⾁声でデユエットでした。有さんが好きだったジャズとス
イートそして有さんの書いたキャレ⽂字や４⽉にうえきたにオープンしたスイートラボの写真などが展⽰さ
れ、愛情あふれるすばらしいお別れ会でした。特に理事⻑就任時に語られた、震災時の思い出と「教育とはす
べての授業を受けた後に、⼼の中に残っているものをいう」が印象に残りました。
ふりかえれば平成７年の震災で⼤⼿前⼤学が⼤きな被害にあった次の年から幹事⻑としてもがんばってお
られたことが驚きです。
平成９年には安藤忠雄さん設計の⼤学のアートセンターで倶楽部の例会が開催されたり、平成１９年には新
しい図書館メデイアライブラリー竣⼯時には⼩川理⼦さんや、慶応のバンドで記念の演奏会があり、ＫＫＪＣ
の⽅も多く出席されたと思います。福井有さんの歌声を例会で聞かれた⽅も多いと思いますが、こよなくジャ
ズを愛し、学園経営ではすばらしい先⾒性をもって改⾰され短い⼈⽣でしたがすばらしい⼈⽣を送られたと思
います。皆様とともに神⼾慶応倶楽部につくしていただいた福井有副会⻑に感謝したいと思います。

広瀬努（昭 45 商）
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＝追悼＝
評議員

寺本勤さん

「寺本勤君を偲ぶ」
神⼾慶応倶楽部でもロータリークラブでも、君のリーダーシップが必要だから君の才能と努⼒のすべてを健
康の回復に捧げてくださいと⼿紙でお願いしてから３年。叶わぬまま永久の別れとなってしまいました。
君とは⾼橋洋三幹事⻑の就任にともない⼀緒に副幹事⻑に任命され、広瀬努幹事⻑の時代まで、君が事業・
例会・総会・特別事業の運営を、僕が総務・会計・広報・拡⼤を担当することでコンビを組んでいましたね。
君が会の事業運営の舵を握っていた５年間は間違いなく神⼾慶応倶楽部は⼤きな花を咲かせていました。ま
ず就任前年の昭和６３年８⽉の夏季納涼例会の実施にあたり実⾏委員⻑であった君は、会員全員を登録受付、
設営運営、アトラクション・景品担当、広報担当、会計担当、医療の各チームのいずれかに組み⼊れて運営に
参加させる新しいやり⽅で、１８０名の登録者を集める⼤成功に導きましたね。事業の実施に当たり、必ず実
⾏委員会として組織を作り、全員で運営する君の⼿法は、平成元年の忘年会（ポートピアホテル１１９名参加）、
同２年の忘年会（同８１名参加）などにおいても踏襲され、平成５年１１⽉の神⼾ハーバーランドニューオー
タニを会場とした関⻄合同三⽥会神⼾⼤会の⼤成功に繋がりました。実⾏委員⻑の君の⼿による⾚い表紙の実
施要項はプロの域のレベルで、６００名にものぼる登録参加を得ましたね。⼤会担当副会⻑だった⾥⾒振先輩
は、次のように書き残されています。「素晴らしい助っ⼈を輩出した。神⼾の存在に気を吐く情熱溢れる若者
の集団である。⽔を得た⿂の如く効果的な展開が開始された。勢いのあるそれだった。⽇を追って形作りが⽬
論まれ組織が⽣まれ、分担が決められ交渉が始まった。⼭程の作業を実⾏委員の⾯々は驚く程機能的に実に効
果的に問題を解き、⽯を積みセメントをこねて進んだ。感動的な気持ちの持ち寄りがあり、若い⾎のほとばし
る意気込みとともに数えきれぬ程、コピーが破られ汗が流された。準備の多伎も膨⼤さも寄せ合う⼼が期せず
して同じく⼤会の成功を只願い、神⼾に来て喜んでもらうその希望⼀直線に流れを動かした。この⼀連の全⾏
程の⽴案総監督は⼤会成功の最功労者寺本勤実⾏委員⻑その⼈である」（ＢＲＢ１９９４年１⽉号）
またこの年の夏の家族例会は、芦屋市の六麓荘の原信太郎⽒宅（シャングリア鉄道博物館）に会員・家族８
１名でお邪魔してシャングリア鉄道博物館の⾒学、ミニ列⾞乗⾞体験、庭園でのバーベキューを楽しませて頂
いたよね。君は原⽒へのお礼に淡路屋が⼤事に保管していた貴重な鉄道の関する記念品を差し上げていました。
原⽒の⽰してくださる好意に最⾼のお返しで報いたいという貴君の誠意の真⾻頂を⽬の前で教えられました。
君とは、神⼾慶応倶楽部の運営を巡ってよく衝突しましたね。会計を担当していて⽀払って頂く会費の中に
予算を収めようとする僕に対し、まずは楽しんでもらえなければ組織は続けることができない、最⼤のサービ
スをするべきだという信念の君、顔を真っ⾚にして組織の運営の仕⽅、事業の在り⽅を教えてくれました。サ
ービス精神が旺盛で、君が経営していたレストランでもいつも感動するほどのもてなしをしてくれましたし、
オークションの景品ひとつをとっても通販などで⾯⽩いものをわざわざ⼊⼿して提供していました。君が実践
していた全員が参加して事業を営むという遺伝⼦とまず喜んで頂くことから組織運営は始まるという遺伝⼦
が脈々と神⼾慶応倶楽部の次の世代にも伝承され、平成２３年の関⻄合同三⽥会の⼤成功に繋がりました。
ホームステイ先の寺本家から我が家に引き継ぎ継いだロータリークラブの交換留学⽣ナンシーが、いつも本
当に細かく寺本パパとママのことを話し、天気が良い⽇は「淡路屋アイランド」（淡路島）に⾏こうよとよく
僕たちにねだっていたのがついこの間の懐かしい思い出です。その君が７年前、３５歳のときからチャターメ
ンバーで⼊会したロータリークラブも退会し、神⼾慶応倶楽部でも⻘年会議所のＯＢの集いでも姿を⾒せなく
なったのは、君の⼤学時代にフェリス⼥学院とのダンスパーティで知り合った⼤事な奥様に癌が⾒つかって奥
様との残された時間を⼤事にするためだと話してくれました。仕事と社会活動と遊びで奪われた家庭で過ごす
時間を最後にしっかり取り戻して旅⽴った君の⽣き⽅は⾒事です。

阪本豊起（昭４９法）
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〜〜９⽉例会レポート〜〜

活躍の場を⼤阪のホテルニューオータニに移さ
れてからは、ＩＭＣ（国際⾦融会議）やＡＰＥＣ
（アジア太平洋経済協⼒会議）での接遇の様⼦を
お話いただきました。ＡＰＥＣでの⾷事休憩の際、
機転を利かせて共通の話題を提供することで、会
議を成功に導き、時の総理に⾮常に感謝されたと
いうお話は特に印象的でした。
ご講演の中での「サービスの⽴ち振る舞いは教
育できるが、ホスピタリティは教育できない。ホ
スピタリティとは、まさに『⼼』であり、おもて
なしである」とのお⾔葉には、⻑年のご経験の重
みを感じました。さらに、
「ホスピタリティはどん
な場所（仕事）にも存在している」と話され、多

萩原勇作（平２１政）

くの⽅々の接遇に携わってこられた倉橋様ならで

９⽉２７⽇（⾦）午後６時３０分より９⽉例会

はの温かさに感銘を受けました。貴重なご講演あ

が開催されました。

りがとうございました。

今回の例会はホテル業界をはじめサービス業に
５０年以上にわたって従事されてきた倉橋好⼠弘
様をお招きして講演を⾏っていただきました。
ポートピア博覧会を中⼼に、皇室の接遇、国際
会議の運営など、普段聞くことのできない興味深
い内容で、１時間があっと⾔う間に過ぎました。
１９８１年、ポートピアホテルがオープンして
２週間⾜らずで、博覧会を迎え連⽇満室が続くご
多忙の中、天皇陛下や海外王室の接遇をされたエ
ピソードを紹介していただきました。また、当時
の皇室の分刻みタイムスケジュールを拝⾒し、緊
張感のある接遇業務の⼀端を知ることができまし
た。
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度，神⼾慶應倶楽部からは坂上良介君に奨学⾦を
授与しました。坂上良介君は⻑⽥⾼校卒の理⼯学

〜〜平成 25 年度慶應義塾

部 2 年⽣。統計を⽤いた研究を⾏っているとのこ

指定寄付奨学⾦授与証交付式〜〜

とで，将来は，研究者の道を歩みたいとのことで，
奨学⾦の授与を⼤変喜び，感謝していました。懇
談会では，各奨学会と奨学⽣より挨拶があり，各
⾃決意を述べ，⼤いに盛り上がり，散会。8 ⽉ 1
⽇より販売が開始された「慶應の⽔」をお⼟産に
頂戴し，帰神しました。
「慶應の⽔」は富⼠⼭
麓の富⼠吉⽥市の地下
⽔を⽤いた地域活性化
の研究，⽔質等に関す
る研究の成果をもとに
企画を進めたもので，

堺充廣（昭 53 法）

売り上げの⼀部は環境

9 ⽉ 19 ⽇に三⽥キャンパスで平成 25 年度慶應

保全や奨学⾦に活⽤さ
れるとのことです。

義塾指定寄付奨学⾦授与証交付式が開催され，来

神⼾慶應倶楽部では指定寄付奨学⾦を授与する

賓として出席してきました。
指定寄付奨学⾦は，塾関係者からの寄付による

ために奨学⾦基⾦を設けていますが，財政的には

学内奨学⾦の１つで，本年度は年次三⽥会，地域

脆弱です。「慶應義塾社中の約束」の実践として

三⽥会，職域三⽥会，篤志家の 4 種 28 団体から

⾼い志から始めた指定寄付奨学⾦の授与です。今

108 名の奨学⽣に指定寄付奨学⾦が授与されまし

後も継続し続けるためにも基⾦の財政を潤す必要

た。神⼾慶應倶楽部は，本年度より指定寄付奨学

があります。会員の皆様の⼀層のご協⼒をお願い

⾦奨学会となり，1 名の⽅に奨学⾦を授与するこ

致します。

とにしたものです。
交付式では，はじめに清家塾⻑から，私学が建
学の精神を維持していくためには財政的に⾃⽴す
ることが不可⽋であり，その意味で指定寄付奨学
⾦の制度は貴重な制度である，指定寄付奨学⾦は
慶應義塾社中の絆が最も強く現れる制度であり，
慶應義塾として⼤変感謝をしている，慶應義塾と
塾⽣の⽀援のため，今後も指定寄付奨学⾦の授与
を続けて欲しいなどとご挨拶がありました。続い
て，岩波敦⼦担当常任理事のご挨拶，全奨学⽣の
紹介，奨学⽣代表への授与証の交付，奨学⽣代表
による謝辞が続き，厳粛なうちに閉会しました。
引き続き，場所を⽣協⾷堂に移し，懇談会が開
催され，交付式とはがらりと変わった打ち解けた
雰囲気の中，奨学⽣との交流を深めました。本年
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私は神⼾で⽣まれ、神⼾で育ち、慶應義塾⾼等
学校へ進学し、ゴルフ部に在籍をし、そのまま⼤

〜〜慶早ゴルフコンペ〜〜

学では体育会ゴルフ部に在籍しておりました。

「＠神⼾ゴルフ倶楽部」

卒業後、アメリカ、カリフォルニア州の GIA（⽶
国宝⽯学協会）に⾏き、現在家業である宝⽯・ジ

野⽥敬⼆（昭 58 経）

ュエリーの製造販売会社を⼤阪で営んでおります。

平成２５年９⽉１０⽇（⽕）
、神⼾ゴルフ倶楽部

神⼾慶應倶楽部の会員の皆様におかれましては、

にて慶早ゴルフ対抗戦が、神⼾早稲⽥倶楽部主催

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろし

で開催されました（晴れ時々曇り、微⾵）
。参加者

くお願いいたします。

は、佐井裕正さん、芳川玲⼦さん、⼭上⾼弘さん、
堺充廣さん、城⼝隆さん、廣川守さん、安井明⼦

≪新⼊会のご挨拶≫

さん、そして私・野⽥敬⼆を含めて８⼈です（神

中⼭勇⼈（平２商）

⼾早稲⽥倶楽部は１３⼈）
。

はじめまして、平成 2 年商学部を卒業しました、

まず個⼈戦では堺会⻑がアウト３４イン４０グ

中⼭勇⼈（なかやま

ロス７４クラブハンデキャップ１８ネット５６

はやと）と申します。この

たびは、神⼾慶應倶楽部への⼊会をご承認いただ

（パー６１）６アンダーで、２位に５打差をつけ

き、誠にありがとうございます。

て優勝されました。堺会⻑は、神⼾ゴルフ倶楽部

⼤学時代は慶應 BYB ラグビーフットボールクラ

での慶早コンペは初参加で初優勝！です。おめで

ブに 4 年間所属し、ゼミは和気ゼミで国際経済を

とうございます。

学びました。⼤学卒業後は、三和銀⾏（現在の三

団体戦は慶應・早稲⽥双⽅のネット成績の上位

菱東京 UFJ 銀⾏）に⼊⾏し、16 年間銀⾏でお世話

５⼈トータル合計で競われました。その結果、慶

になり、現在は、神⼾市東灘区御影に本社のある、

應３２３－３１５早稲⽥で、久しぶりに神⼾早稲

株式会社サンエースの経営をしております。神⼾

⽥倶楽部が団体戦優勝を飾りました。

から少しでも世の中のお役にたてるよう、⽇々奮

来年９⽉の神⼾ゴルフ倶楽部での慶早ゴルフコン

闘しております。

ペ前⽇には、神⼾ゴルフ倶楽部近くの別荘で、松

昨年は商学部の遠藤ゼミ（和気ゼミの 1 年後輩）

茸⼊りすき焼きパーティー開催が企画される予定

にお招きいただき、三⽥で講演をしてきました。

です（宿泊可能）。「神⼾慶應倶楽部のみなさん、

学⽣時代には何とも思わなかった三⽥のキャンパ

沢⼭の参加をお待ちしています。」と神⼾早稲⽥倶

スが、⾮常に懐かしく思われました。

楽部から申し⼊れがありました。ご報告申し上げ

まだまだ未熟者ですので、皆様⽅のご指導ご鞭撻

ます。

を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

≪新⼊会のご挨拶≫
今泉良太（平 1０経）
平成 10 年に経済学部を卒業しました今泉良太
と申します。この度、⽊村様のご紹介を賜り、神
⼾慶應倶楽部に⼊会させていただくことになりま
した。
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【ＫＫＪＣ】
≪KKJC 活動報告≫
やっと秋らしくなった今⽇この頃ですが、神⼾

【イーゼル会】

では１０⽉１２⽇、１３⽇とジャズストリートが
⾏われ、地元神⼾はもとより、東京、ヨーロッパ
やアメリカからもミュージシャンが⼤勢参加し、
各拠点でジャズを⼤いに満喫された⽅もいらした
のではないでしょうか。
また、この時期にはイーゼル会の皆様の展覧会
も開催され、当ＫＫＪC メンバーの井上様ご夫妻、
前⽥様ご夫妻、池⽥様ご夫妻の素晴らしい作品も
鑑賞させていただきました。まさに芸術の秋！！
満喫ですね。
さて、１１⽉は前回の会報で案内しております
が、数えで８７歳になる鍋島様の⽶寿を祝う会を、
１１⽉２３⽇(⼟)１２時３０分より、ノボテル甲
⼦園で⾏います。会費は 10,000 円（バイキング
の昼⾷とフリードリンク付き）ですが、まだ席は
若⼲有りますので、塾の⼤先輩のお祝いに参加ご
希望の⽅は、⼤場宛連絡いただければ幸いです。
勿論、関⻄の⼀流ミュージシャンが⼤勢参加され
ますので、ジャズコンサートとしても聴きごたえ

≪今⽉の絵≫

はあると思います。

志原照造（昭３８政）

12 ⽉には、理⼯学部卒のストライドピアノ（初
期のジャズピアノの演奏スタイル）の名⼿、⼩川

≪イーゼル会第５回グループ展≫

理⼦さんの「ソロ活動 20 周年記念リサイタル」を

イーゼル会の５回⽬のグループ展が１０⽉１０

12 ⽉ 14 ⽇（⼟）16 時開演で、池⽥の逸翁美術館、

⽇から１５⽇迄三宮のギャラリーほりかわで開催

マグノリアホールで⾏います。

されました。期間中天候にも恵まれ、２００名を

（http://www.hankyu-bunka.or.jp/）

超える⽅々においで頂きメンバー⼀同少しは芸術

⼊場料は 1,000 円です。

の秋、
「神⼾ビエンナーレ２０１３」のお役に⽴て

以上、上記のイベントに参加ご希望の⽅は⼤場

たかといささか舞い上がっております。わざわざ

の⽅まで連絡いただければ、チケットを⽤意させ

⾜を運んで下さった⽅々をはじめいろいろご⽀援

ていただきますので、宜しくお願い致します。

を頂いた皆様に⼼より御礼申し上げます。

連絡先

次回は多分２０１５年になるかと思いますが、

ＫＫＪＣ

その際には今少し腕の上がった所をお⾒せすべく
精進させて頂きます。
以上、御礼とご報告に代えさせて頂きます。
世話役

tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne.jp

天⽊明
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⼤場知之

【読書会】

井原市では近代彫刻界の巨匠といわれる平櫛⽥中

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２８回≫

の彫刻に圧倒されました。今回は特別例会として、
書を離れて⽬と⽿と膚と⾆で⽇本の近代の歴史を

第２８回⽬の学問のすすめ読書会が９⽉１０⽇

学びました。

（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

次回３０回⽬の読書会は、平成２５年１１⽉

参加者は、堀切、浅沼、福野、阪本、古淵、藤井、

２６⽇（⽕）１８：３０から、阪本副会⻑の事務

野⽥、池⽥、六拝、善塔、宍⼾の１１名でした。

所（建隆ビルⅡ３階）で、
「⽂明の概略」の巻乃２

⻑かった猛暑もひと段落し、読書の秋の到来も

第４章「⼀国⺠の知徳を論ず」から始めます。
「⽂

真近になりましたが、今回も前回に続いて福沢先

明の概略」
（岩波⽂庫）を持って気軽においでくだ

⽣の「⽂明の概略」
（明治８年）を１１⼈が適当な

さい。
「⽂明の概略」はやや難しいのですが、声を

⻑さで区切りながらひたすら輪読し２順して⽂明

出して輪読するのは爽快ですよ。飲み会の割り勘

の概略巻之１を読み終えました。

代３０００円もお忘れなきよう。会場は神⼾慶應

第２章「⻄洋の⽂明を⽬的とする事」の途中か

倶楽部のある神港ビル（旧居留地８番）の⻄隣（東

ら第３章「⽂明の本旨を論ず」までです。

京海上）の更に⻄隣（６番）の全⾯ガラスの建隆

２次会では、東京に招致が決まったばかりの２

ビルⅡの３階です。商船三井ビルの東隣です。１

０２０年のオリンピックなどの話題を肴にビール
⽸１２本と、⾚ワイン２本を費消しました。

８：３０以降は正⾯⽞関が閉まるので地下通⽤⼝

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２９回≫

がありますので、前回の出席者以外の⽅は阪本ま

からお⼊りください。但し、お酒とさかなの準備
で事前にご連絡頂ければ幸いです。

第２９回⽬の学問のすすめ読書会は特別例会と

読書会世話役

して１０⽉９⽇（⽕）に岡⼭県⽮掛町の⽯亭松の
茶屋で⾏われました。参加者は、読書会の堀切、
浅沼、藤井、古淵、善塔、六拝、鈴⽊、福野、阪
本、池⽥、野⽥、上原の１２名に、⻘⼾、駒村、
森、広瀬、徳丸夫妻と、森、浅沼、藤井、善塔、
阪本の各ご夫⼈が加わって総勢２３名でした。
⽯亭松の茶屋は、昔の⼤庄屋の建物をそのまま
利⽤している料亭ですが、神⼾慶応倶楽部顧問（婦
⼈三⽥会元会⻑）の⻘⼾統⼦先輩の実家です。⾼
札場と庄屋が対で残っているのは全国でも３件位
しか残っていないそうで、バーナードリーチ、浜
⽥庄司、柳宋悦なども訪れたとのこと。⻘⼾さん
の案内で、広いお屋敷隈なく⾒学することができ
ました。お屋敷内には⼤きな滝に⽔⾞⼩屋もあり
１２時間⽔⾞でついたご飯が出ます。宴席では、
当時の慶応の⼥⼦学⽣についても話題が広がりま
した。この当時の慶応義塾にいかに全国の各地か
ら⼈材が集まっていたかを実感しました。⽮掛は
徳川時代の参勤交代の際の宿場町として栄えたと
ころですが、これも全国でも唯⼀保存されている
本陣跡⽯井家の⾒学で歴史を実感し、そして隣の
7

阪本豊起

三⽥ジャーナル掲載
「神⼾慶應倶楽部９０周年記念例会」
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〜〜ｸﾘｽﾏｽ家族例会のお知らせ〜〜

〜関⻄合同三⽥会 2013 のお知らせ〜

⽇時：2012 年 12 ⽉７⽇（⼟）

関⻄合同三⽥会 2013 ｉｎ 和歌⼭

18 時〜受付／１８時３０分〜開始

⽇時：11 ⽉ 17 ⽇（⽇）11：00〜15：30

場所：神⼾ポートピアホテル
会費：会員
会員家族（⾼校⽣以上）
会員家族（⼩中学⽣）

場所：ホテルグランヴィア和歌⼭６階
10,000 円

会費：⼤⼈

10,000 円

⼦供

5,000 円

10,000 円（⾼校⽣以上）
5,000 円（⼩中学⽣）

幼児 無料（⼩学⽣未満）

会員家族（⼩学⽣未満）

無料

参加、登録される⽅は次の⼝座へお振込み願いま

ビジター

11,000 円

す。１⼈でも多くの参加、登録をお願いします。
三井住友銀⾏

神⼾営業部

普通預⾦

恒例のオークションを開催致します。

⼝座番号

：

1103257

皆様、オークション商品をお⼀⼈⼀点以上ご提供

⼝座名義

：

神⼾慶応倶楽部

よろしくお願い致します！！
（前例：宿泊チケット、お酒、家電、ＤＶＤなど。）

〜次号予告〜
★次回新年号より、新企画がスタートします。

『⽷海さん最後の例会です。お⼀⼈でも多くの⽅

会員の⽅の会社に伺い、会員の⽅の仕事をＢＲＢ

の参加をお待ちしています。』

編集部が取材いたします。
第 1 回は直前幹事⻑「河野忠友さん」です。

★参加頂ける⽅は、お名前・卒業年度を倶楽部

★また、復活希望の声が多かった、「児⽟先⽣の

までご連絡ください。

健康講座」が復活いたします。

ご家族もご⼀緒に、神⼾ルミナリエの夜に楽し

編集後記
○今年１２月を持ち
まして、長年神戸慶應
倶楽部の事務をして
頂きました糸海さん
がご退職されます。
クリスマス家族例会
が糸海さんの最後の
例会です。皆様奮って
ご参加ください。
○１１月に関西合同
三田会が和歌山で開
催されます。皆様ご登
録をよろしくお願い
いたします。
（鳥巣慶太）

いひと時をお過ごしいただく会員交流のパーティ
ーです。
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