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神⼾慶應倶楽部会⻑

堺充廣（昭 53 法）
新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、穏やかな新年をお迎えになられましたことと⼼よりお慶び申し上げます。
昨年は、東京オリンピックの招致成功、５⼤会連続のサッカーワールドカップ出場決定、富⼠⼭・和⾷
の世界遺産登録、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの⽇本シリーズ初制覇等、明るい話題が多い１
年でしたが、他⽅で、伊⾖⼤島やフィリピンレイテ島の⼤⽔害などの⾃然災害も多発し、⼼を傷めること
も多い１年でした。⽇本各地並びに世界各国からの⽀援の輪が広がったことなどの理由から、今年の漢字
に「輪」が選ばれ、⼈々の輪の⼤事さを新ためて認識させられました。⼀⽅、経済⾯では、アベノミクス
効果で円安・株⾼が進み、景気回復が進みましたが、その効果は未だ地⽅まで拡がったとは⾔い難い状況
です。消費税増税を控えた今年、景気が着実に拡⼤し、⽇本中にその恩恵が⾏き届くことを願っています。
さて、私は、昨年５⽉の定時総会で次期会⻑に指名され、創⽴９０周年記念例会の後、佐井前会⻑から
バトンを引き継ぎ、神⼾慶應倶楽部の会⻑として活動させていただくことになりました。今後共、よろし
くお願いします。
神⼾慶應倶楽部は、昨年、創⽴９０周年を迎え、８⽉には節⽬の創⽴９０周年記念例会を開催しました。
また、慶應義塾指定寄付奨学⾦交付団体となって９⽉に第１号の奨学⾦を授与するなど、新世代に向けた
新たな事業も始めました。今年は創⽴１００周年に向け、更なる発展を期して新たなスタートを切ります。
９０年という⻑い歴史を経て、創設当初とは社会も価値観も⼤きく変わってきていますが、神⼾慶應倶楽
部の伝統を守りつつ、変⾰を進め、倶楽部を永続的に継続、発展させていく所存です。
今後も、会員⼀同、「慶應義塾社中の⼀員として、改めて『気品の泉源、智徳の模範』をめざし、福澤
先⽣の期待に応えるべくその活動を⼀層充実させていく覚悟である。」との慶應義塾社中の約束を胸に、
社中の絆を⼤切にし、社中の輪を広げ、慶應義塾及び社会に貢献できるよう、活動を続けていきたいと考
えています。会員を始め、皆様⽅のより⼀層のご⽀援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご多幸を⼼よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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可能エネルギーで⼀

〜〜１０⽉例会レポート〜〜

体どこまで賄えるの
か、というようなもの
でした。だからと⾔っ
て再⽣可能エネルギ
ーの開発は意味がないということではなく、⾼島
先輩は同時に省エネ技術の開発や省エネ意識の拡
充、そして再⽣可能エネルギーの開発には⼈とお
⾦をかけてやらなければならないとも説いておら
れました。
最後に⾼島先輩は 3 つの提⾔を挙げておられま
した。⼀つ⽬は『福島を世界の原発開発の拠点に

齋藤洋邦（平 12 商）

する』。福島に情報を⼀本化して世界の原発情報の

今⽉の例会は作家の⾼島哲夫先輩をお招きし、

中⼼とし、健康⾯への影響や安全管理など多⾯的

「僕が原発を捨てきれない理由」と題して⾏われ

な研究をおこなう。⼆つ⽬は『世界統⼀の安全基

ました。⾼島先輩は⼯学部をご卒業された後、⼤

準の制定』。現状は世界統⼀の安全基準がありませ

学院に進まれ、⽇本原⼦⼒研究所の研究員となら

ん。最後の提⾔は『⼈材を育てる』。今の世論の流

れました。これらのご経験をもとに執筆された作

れでいくと、この道を志す若者が育たず、安全に

品は、いわゆるディザスター系のものが多く、ま

原発を使うことが将来困難になるとのことです。

た多様な研究をされ

原発はまだ世界で作られていく、それであれば、

ている中での今回の
ご講演ということで、
⼤変興味のわく講演

⽇本はもっとかかわりを持って取り組んでいくべ
きだ、と締めくくられていました。
技術の発展や意識の転換によって必要電⼒量は

テーマでした。

今後変わっていく可能性が⼗分にあり、それでも

私が理解した「捨てきれない理由」とは、

原発が必要かはまだまだ議論が必要かと思います。

①今後⼈⼝は世界的に増加傾向にある。②⼈⼝⼤

私が個⼈的に疑問に感じたのは、使⽤済み核燃料

国の中国やインドでは、まだまだ⼀⼈当たりの電

の扱いです。現代⼈の⽣活様式を続けるために原

気使⽤量が低いが今後は増加が予想される。③世
界では新設される原発がまだまだ予定されている。
④福島第⼀を経験した⽇本だからこそ、世界的に

発が⼀つの電⼒供給⼿段として必要なのであれば、
とことん安全性を追求するべきでしょう。⼀⽅、
安全性が確保できないのであれば、我々は⽣活様

原発が安全に稼働するよう貢献しなければならな

式を変えなければいけないのかもしれません。

い、というものでした。これらは調査結果が元と
なっており、それらの中から興味深かったものを
挙げさせていただきます。まず、世界の電⼒使⽤
量に占める各国の割合は、アメリカで 22%、中国
で 19%。⽇本はわずか 5%です。世界の⼈⼝⽐率
ですが、中国は世界⼈⼝の 22%を占め⼀位。次い
でインドが 17%ですが、先の電⼒使⽤量ではイン
ドは 1%にも満たないそうです。これがアメリカや
⽇本のような電⼒使⽤量の国になった場合、再⽣
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〜１２⽉クリスマス例会レポート〜
宮⽥沙織（平 16 政）
神⼾ルミナリエが始まり街も賑わう１２⽉７⽇
（⼟）１８時３０分より、ポートピアホテル本館
地下１階「布引・北野」にて、クリスマス家族例
会が開催されました（３６名出席）。アサヒビー
ル株式会社様より協賛頂きましたビール・烏⿓茶
で乾杯の後、数々の美味しいお料理としばしの歓
談を楽しみました。

事務局の⽷海惠津⼦さんよりご挨拶を頂き、後任

また、昨年８⽉でご退任されました佐井前会⻑

の⻄川真由さんより花束の贈呈が⾏われました。

へ、記念品のゴルフパターの贈呈が⾏われ、佐井

⽷海さん、１５年間本当に有難うございました。

前会⻑及び堺新会⻑のご挨拶がありました。

また、新⼊会員の南出英明さん（平８理⼯院卒）
よりご挨拶を頂いたほか、現在東京にお住まいの
櫻井玲央さん（平１９政卒）より婚約者の⽅とと
もにご結婚のご報告がありました。
さらに、阪本副会⻑の中締めのご挨拶では、寺
本勤さん、福井有さんへあらためて哀悼の意を述
べられました。
最後に松尾副幹事⻑の⾳頭で「若き⾎」を⻫唱

恒例となっておりますオークションは、浦上評
議員ご夫妻のますます軽妙なやり取りによる司会
のもと⾏われました。中内副幹事⻑よりご提供の

ポートピアホテル・オーバルクラブスイートルー
ムペア宿泊券のほか、ダウンジャケット、コーヒ

し、散会となりました。

ーメーカー、陶製⼈形、ゴルフボールセット、ゴ
ルフ場利⽤券、五代顧問の絵画等、次々と競り落
とされていきました。今回の売上は２０２、００
０円、皆様有難うございました。
その後、昨年末をもちましてご退職されました、
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その後、塾⻑のご講演に移り、
「奴雁の視点で」

〜2013 関⻄合同三⽥会〜

というテーマでお話をされました。震災復興への

〜in WAKAYAMA〜
幹事⻑

塾の関与、周年事業、慶應義塾のあり⽅、地⽅学
⽣を増やす取り組みなどのお話もお聞きすること

⼟井正孝

が出来ました。
その後の懇親会では、300⼈前のお刺⾝がとれる
⽴派な近⼤マグロの解体ショー、ヴァイオリニス
トのMr.Sakamotoによるミュージックショー、恒
例の抽選会、模擬応援合戦とアトラクションが続
きました。解体された近⼤マグロの刺⾝に⾆⿎を
打ち、Mr.Sakamotoによるヴァイオリン演奏で会
場は盛り上がりました。
特に、模擬応援
合戦では、
⼿作
りセ ー ター 姿
のチ ア レデ ィ

2013年11⽉17⽇、ホテルグランヴィア和歌⼭

ーにあわせて、

で関⻄合同三⽥会が盛⼤に開催されました。

⼿作 り のポ ン

例年と同様、「式典・講演会」と「懇親会」の2部

ポン を みん な

構成で⾏われました。

で振るという⼼温まる演出で、学⽣気分の時間を

11時に開会した会は、故服部慶應連合三⽥会前

過ごすことが出来ました。最後に、恒例の「若き

会⻑への黙祷ではじまり、地元和歌⼭三⽥会海瀬

⾎」を歌い、楽しいひとときはあっという間に終

会⻑、関⻄合同三⽥会錢⾼会⻑、慶應連合三⽥会

わりました。

⽐企会⻑の挨拶と続きました。

和歌⼭三⽥会皆さんのおもてなしの⼼を⼗分に

各会⻑からは和歌⼭と慶應義塾との関係に関す

満喫させていただいた関⻄合同三⽥会

るお話がありました。紀州藩は中津藩・⻑岡藩と

in

WAKAYAMAでした。

並んで慶應義塾三藩と呼ばれていたそうです。塾

次回の主催は京都慶應倶楽部。2014年11⽉30

が創設された当時、⼊塾する学⽣が多かったのが

⽇（⽇）京都ホテルオークラでの開催が予定され

その三藩でした。紀州藩からの学⽣は、福澤先⽣

ています。

の地元中津藩からの学⽣よりも多く、⼀時は紀州
藩の学⽣のための寄宿舎が塾中に作られ、紀州塾
と⾔われていたそうです。さらに、紀州藩からは
塾⻑も多く輩出されており、⼤学制度を取り⼊れ
た当初の塾⻑である⼩泉信吉⽒、中興の祖と呼ば
れ後に⽂部⼤
⾂になった鎌
⽥栄吉⽒、幼
稚舎をつくっ
た和⽥義郎⽒
も紀州藩出⾝
だそうです。
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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３０回≫

永⽥恵理（平 1０環）

第３０回⽬の学問のすすめ読書会が１１⽉２６

初めまして。平成 10 年

⽇（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われまし

環境情報学部卒・永⽥

た。参加者は、堀切、浅沼、鈴⽊、福野、阪本、

恵理です。私は新卒で

古淵、池⽥、六拝、宍⼾、上原に１年間の中国留

マスコミに就職後、報

学を終えて帰国したばかりの古武の１１名でした。

道局に⼊局し、臓器移

古武は平成２１年９⽉に天津中医薬⼤学に⼊学、

植など医療関係のニュ

同２４年９⽉からは中国天津の本校に留学し、本

ースを主に記者として

年６⽉にめでたく同⼤学での４年間の課程を無事

働いてきました。⼦供

終了、卒業し、同⼤学の学⼠号を授与されて今回

たちから政治家まで何万⼈という⽅々に取材をさ

が帰国後初参加です。

せて頂けた事は私の⽣涯の宝です。その経験から

卒業証書と学位授与書を披露し、留学⽣活と中

「⼈は⼼をこめて話せば必ず解り合える」という

国の最新の状況について報告を受けました。今年

事を学ばせて頂いた様に思います。

度本科を卒業した⽇本⼈留学⽣は古武ただ⼀⼈で

退職後は学会での発表指導や通訳の仕事をさせ
て頂いていましたが、2011 年の東北の震災を機に、
故郷を離れて⻑らく家族と暮らしていない⼈⽣を

す。
「古武さんは慶応⼤学の卒業⽣で、今回１年間
の中国⽣活を終え帰国する。７０代で留学にこら
れ、⾔葉はもちろん⽣活、環境にも慣れなかった

⾒つめ直し、⼀念発起して昨年 10 ⽉に実家のある

が、今では⾔葉も流暢になった。古武さん：中国

神⼾に帰って参りました。三⽥会本部では総務と

の友達も増え、今回の帰国がとても惜しく感じら

して 150 周年のお役⽬を経験させて頂き、義塾の

れる。天津の⽅はとても親切で感動した。
『私は天

絆と先輩⽅の温かさに触れました。私が関⻄に戻

津が⼤好きです』（現地の雑誌の記事から引⽤）」

った際にも多くの先輩が「是⾮顔を出しなさい」

読書会のほうは、前回に続いて福澤先⽣の「⽂明

とお声をかけてくださり、お陰さまでこうして神

の概略」の巻之⼆第４章「⼀国⺠の知徳を論ず」

⼾慶應倶楽部にお迎えいただく事ができましたこ

をひたすら輪読し２順半して読み終えました。福

と、⼼より感謝しております。

澤先⽣の学識の広さと深さには驚かされます。

そして何と、こちらも慶應の先輩にお声かけ頂

２次会では、古武の留学体験などの話題を肴に、

き、現在兵庫医科⼤学にて義塾の先輩である教授

⼤澤副会⻑の万代⼤澤醸造の出来⽴ての冷おろし

の元で参与として働かせていただいております。

新酒３本と福野差し⼊れの古々酒⼤吟醸「⼿取川」

お隣の部屋には他科の慶應の先⽣がおられますし

を楽しみました。

職場にはＢＲＢの校旗が飾られていたりと、慶應

次回の読書会は、平成２６年２⽉４⽇（⽕）１８：

⼀⾊の職場にいると不思議な気分です。

３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビルⅡ３階）

⼤学病院ですので、お⽴ち寄りください、とい

で、
「⽂明の概略」の巻乃２第５章「前論（⼀国⺠

っても喜んで頂けないとは思いますが、お近くに

の知徳を論ず）の続」から始めます。
「⽂明の概略」

お越しの際はぜひお声かけくださいませ。慶應の

（岩波⽂庫）を持って気軽においでください。飲

学位記や表彰状などがたくさん飾ってあるお部屋

み会の割り勘代３０００円もお忘れなきよう。

にていつでもお待ちしております。

⽂責
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阪本豊起

【ＫＫＪＣ】

【イーゼル会】

≪KKJC 活動報告≫
新年明けましておめでとうございます。旧年中
は会員の皆様には各種イベントに積極的に参加頂
き、幹事として⼼から御礼申し上げます。1 ⽉の
團裕⼦さんのジャズライブを⽪切りに 3 ⽉後半に
⾏われた⼩川理⼦さんの酒⼼館ライブとその後の
ＫＫＪC ⾷事会で交流を深め、4 ⽉は宝塚ＧＣのオ
ールドコースでゴルフコンペを⾏い、その後移動
して⾼級シニア施設の宝塚サンシティーの⾒学を
兼ねて⾷事会を⾏いました。5 ⽉は恒例になって
おりますジャズツアーを佐賀で⾏い、鍋島藩のル
ーツを探るテーマも加わり、興味深い旅⾏になっ
たのではと思っております。毎年恒例の六甲⼭ラ
イブ、ビッグバンド・サンセット７７の発表会、
メンバーのジャズライブ等々に参加してジャズを
お楽しみいただけたのではないでしょうか。11 ⽉
にはノボテル甲⼦園で開催された、現役最⾼齢の
ビブラフォン奏者、
「鍋島直昶様（塾員）の⽶寿を
お祝いする会」には関⻄ジャズ協会会⻑の⼤塚善
≪今⽉の絵≫

章様はじめ⼤勢のジャズミュージシャンが出演し、

⻄脇良⼀（昭 30 法）

我々ＫＫＪＣメンバーを含め阪神間在住の 40 名
弱の塾員の⽅々がお祝いに駆けつけました。12 ⽉

新年あけましておめでとうございます。

は⼩川理⼦さんの「デビュー20 周年ソロピアノコ
ンサート」が逸翁美術館に隣接したマグノリアホ
ールで⾏われ、コンサートの後に⻄宮北⼝の洋⾷

イーゼル会メンバー⼀同今年も楽しくいろいろ

屋「⼟筆苑」で⾏われた忘年会の最後に全員で「若

描いて参ります。⽔彩に興味のある⽅是⾮ご参加

き⾎」を歌い解散となりました。

下さい。
例会は、毎⽉第⼀・第三⽊曜⽇の午後⼆時〜五

さて、今年のイベントですが 1 ⽉ 18 ⽇(⼟)のＫ
ＫＪＣ新年会からスタートし、その⽇の夜、結城

時迄、場所は神⼾慶應倶楽部・倶楽部ルームです。

章⼦さん（vo）と⼩川理⼦トリオのジャズライブ

お待ちしております。
世話役

（BASIN STREET）を楽しみたいと思っておりま
す。今の段階で決まっている企画は、⻫⽥佳⼦（vo）
さんのライブ 2 ⽉ 5 ⽇(⽔)ミスターケリーズ、2
⽉ 6 ⽇(⽊)サテンドール、2 ⽉ 23 ⽇(⽇)サンセッ
ト７７発表会（元町の万屋宗兵衛）、4 ⽉ 13 ⽇(⽇)
酒⼼館ライブと⾷事会、5 ⽉ 17 ⽇(⼟)18 ⽇(⽇)
ＫＫＪＣ指宿ジャズツアーです。詳細はメーリン
グリストにてご案内しますので、本年も宜しく致
します。

世話⼈

⼤場知之
6

天⽊明

そもそも、医療保険制度とはいつ⽣まれたの

児⽟先⽣の健康講座
＜＜⻭とお⼝の健康＃７

でしょうか？それは産業⾰命期のドイツで⽣まれ
ました。当時鉄⾎宰相と⾔われたビスマルクは、

国⺠皆保険を嫌がる

まず、軍⼈だけを保護しました。その後、産業⾰

アメリカ医療保険と介護保険の歴史＞＞
児⽟秀樹

命により⽣まれたブルーカラー層を保護するため

平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

に、医療保険をつくりました。これにより、労働

親愛なる神⼾慶應倶楽部のみなさんご無沙汰し

者は病気にかかると医療費が払えなくなり貧しく

ております。⻭科医師の児⽟秀樹です。BRB での

なるということから開放されました。このように

コラムを再開してほしいとのお声をいただき感謝

医療保険は防貧という役割をもつことにより共産

しております。今後もよろしくお願いいたします。

⾰命を防ぐ⽬的で作られました。その後、アメリ

さて、アメリカで連邦政府の閉鎖が⻑引き、債

カを除く先進国では、国⺠皆保険制度が当たり前

務不履⾏になる恐れがあったというニュースは記

になり、⽇本では介護保険も導⼊されたのです。

憶に新しいと思います。その原因となる争点は、

それではなぜアメリカの保守派は国⺠皆保険

オバマ⼤統領が国⺠皆保険制度（オバマケア）を

を嫌がるのでしょうか？そこにはアメリカの独⽴

導⼊しようとしていることだそうです。どうして

の理念が関係します。そもそもアメリカはイギリ

アメリカの保守派は国⺠皆保険を反対するのか不

スの植⺠地でした。今⽇ではアフリカやアジアな

思議に思いませんか？⽇本の医療保険、介護保険

ど多くの国が独⽴していますが、アメリカの独⽴

は⾊々と問題点はあるものの、⽇本には当たり前

だけは少し特殊です。アフリカやアジアの国の独

のように根付いています。それを廃⽌しようなん

⽴の多くは異⺠族からの独⽴です。それに対して

て⼈はいませんよね。しかし、アメリカは TPP で

アメリカは清教徒などのイギリス⼈が同じ⺠族の

⽇本の皆保険制度を狙っているという噂さえあり

イギリスから独⽴を実現したものです。

ます。

それではなぜアメリカがイギリスからの独⽴

シッコ（マイケルムーア監督）という映画をご

を求めたのでしょうか？そもそもの独⽴の理由は

覧になった⽅はおられませんか？その中に象徴的

イギリスが植⺠地に対して課税をしたことに端を

なシーンがありました。チェーンソーで指を何本

発しました。当時イギリスは植⺠地に砂糖税や茶

も切り落とした事故のケースです。それをカナダ

税などを課しました。しかし、植⺠地側は本国議

とアメリカで⽐較しました。カナダは⽇本に近い

会に議席はありませんでした。このため、⾃らの

皆保険制度があり、指をすべてつなぐ医療費は無

代表がいない課税に怒りを爆発させたのです。
「代

料でした。しかし、アメリカの場合、指をすべて

表なくして課税なし」の理念は、元々マグナカル

つなぐと数百万円かかるので、⽀払ができる範囲

タにあります。そしてその怒りがボストン茶会事

でどの指をつなぐか指を選択したというものです。 件を起こし、独⽴戦争へとつながっていくのです
結局、その男性はお⾦が払えなくて何本かは諦め

このように、アメリカ建国の歴史は、植⺠地

ざるを得なかったという衝撃的なシーンでした。

住⺠は⾃らが、⾃らの意志で、教会、学校、道路、

アメリカの場合、⾃⼰責任というのが考えの

病院などを築いてきた歴史なのです。その伝統が

根底にあるのでしょう。しかし誰もが病気になる

医療にも根付いているのです。医療費の負担は⾃

ことがあるし、介護を受けなくてはならない状態

らの責任で負う。アメリカは⼩学校の時から建国

になる可能性があります。ちなみに、親知らずの

の理念を叩き込まれます。⾃由、平等、博愛、そ

抜⻭は、⽇本では 3 割負担でおよそ 3000〜5000

して⾃⼰責任です。

円前後ですが、アメリカでは、10 万円から 30 万

そのため、アメリカは先進国でも珍しい国⺠皆

円といわれています。

保険の無い国なのです。
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またみなさんは

BRB 放送局（不定期連載）
＜＜＃４
第１回

１年間に何⾜の靴
を買われますか。
これもおもしろく、

お仕事数珠つなぎ
カワノ株式会社

１年間平均で、⼥

河野忠友さん＞＞

ＢＲＢ編集⻑

性が約３⾜に対し、

⿃巣慶太

男性は約１．７⾜

第４回の BRB 放送局は、

だそうです。やは

新企画『お仕事数珠つなぎ』

り⼥性はお洒落に

をお送りします。この企画

敏感なんですね。

は、神⼾慶應倶楽部会員の

最後に男性の⽅向

⽅をゲストにお招きし、普

けに靴ひもの結び

段どのようなお仕事をされ

⽅を紹介します。

ているかインタビューします。第１回ゲストは神

(参考：新靴の商品知識）

⼾慶應倶楽部直前幹事⻑、カワノ株式会社「河野
忠友さん」です。
ご存じの⽅も多いと思いますが、カワノ株式会
社は、⼤正１０年に創業した婦⼈靴メーカーです。
平成１３年からは、毎年春秋イタリアで開催され
る靴の国際⾒本市にも出展し、また⾹港・上海へ
直営店を設けるなど、海外への事業展開も積極的
に取り組んでいます。
当時の神⼾は、ゴム⼯場に適した地域であった
ため、ゴム会社が多数創業されました。その後、
数多のゴム会社は、靴メーカー、運動具メーカー、

河野忠友さん、今回は貴重なお時間を頂きあり

タイヤメーカー、⼯業製品メーカーなど様々な業

がとうございました。以下に河野忠友さんのとあ

態へと変化していきました。

る１⽇をご紹介します。

その後、靴メーカーは、戦後のゴム不⾜のため

（河野忠友さんのとある１⽇）

塩化ビニルを使⽤したケミカルシューズを製造し
ていきました。
カワノ株式会社も当時ケミカルシューズを製造
していたそうですが、伝統的かつ⾼品質な⾰靴に
たちかえり、また⾰靴職⼈の技術と伝統を守るべ
く、現在製造する靴は全て⾰靴だそうです。
今後は、⽇本の⾼品質な⾰靴を海外に周知すべ
く、品質やデザインのみならず、ブランディング
も強化していかれるそうです。
さてみなさん、⽇本で１年間に何⾜の靴が販売
されているかご存じでしょうか。なんと、１年間
に６億⾜の靴が販売されているそうです。
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８：３０

出社

９：００

⽣産ミーティング

９：３０

⼯場巡回

１０：００

営業ミーティング

１１：００

来客

１２：００

昼⾷・⾷後のコーヒー

１３：００

決済業務

１５：００

経済同友会の会合出席

１７：００

店舗ミーティング

１９：００

退社

１９：３０

ジム（マシン＆スイミング）

２１：００

帰宅

〜新年例会のお知らせ〜

〜⽷海さんありがとうございました〜

⽇時：１⽉１７⽇（⾦） １８時３０分開始

昨年を持ちまして、⻑年神⼾慶應倶楽部の事務

場所：神港ビル７階 725〜727 会議室

をして頂きました⽷海さんがご退職されました。

会費：メンバー

3,000 円

今年からは⽷海さんよりバトンを受けた⻄川さ

ビジター

4,000 円

んに神⼾慶應倶楽部の事務を担当して頂きます。

★参加頂ける⽅は名前・卒業年を記載の上、事務

⽷海さん⻑い間ありがとうございました。

局宛てメールまたは fax をお願いします。

第 179 回福澤諭吉先⽣誕⽣記念祝賀会
⽇時：１⽉１０⽇（⾦） １８時３０分〜２１時
場所：ホテル阪急インターナショナル４Ｆ紫苑北
会費：関⻄合同三⽥会会員

9,000 円

（平成１６年卒業以降の会員

6,000 円）

＊ビジター各 1,000 円プラス
講演：清家 篤 慶應義塾⻑
★ご案内状希望の⽅は事務局までご連絡下さい。

編集後記
○皆様、昨年は大変お
世話になりました。
今年もＢＲＢをど
んどん進化させてい
きますので、何卒よろ
しくお願い申し上げ
ます。
○糸海さん、長い間、
本当にお世話になり
ました。西川さん、こ
れからよろしくお願
いします。
（鳥巣慶太）

〜２⽉読書会のお知らせ〜
⽇時：２⽉４⽇（⽕） １８時３０分開始
場所：阪本副会⻑の事務所（建隆ビル ３階）
★新たに参加ご希望の⽅は阪本副会⻑までご連絡
をお願い致します。
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