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〜〜3 ⽉例会レポート〜〜
今泉良太（平１０経）
3 ⽉ 14 ⽇（⾦）午後 6 時 30 分より、神⼾北野の
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 34 名）
⼟井幹事⻑の司会のもと、堺会⻑のご挨拶、和
⽥顧問の乾杯により始まりました。
今年度も、東天閣のオーナーの中神先輩には、
多⼤なるご配慮をいただき、特別なメニューをご
⽤意していただきました。
【伊勢海⽼付き⼋品前菜
盛り合わせ】【海鮮⼊りフカヒレスープ】【海鮮⼆
種炒め物（海⽼・帆⽴⾙柱）】
【東天閣北京ダック】
【揚げ物三種盛り（海⽼ミンチトースト揚げ・春
巻き・ししとう）】
【スペアリブの照り焼き】
【⽔餃
⼦】
【鳴⾨⾦時芋の飴炊き】
【季節のデザート】
途中、新⼊会の和⽥真⼀さん（H7）
、渋⾕昭絵
さん（H24）の挨拶を挟みながら和気あいあいと
過ごさせていただきました。本当にどれもこれも
⼤変美味しく、素晴らしい空間の中でお⾷事を堪
能させていただきました。
最後に阪本副会⻑からのご挨拶をいただき、松
尾副幹事⻑のエールの下、若き⾎の合唱でお開き
となりました。
最後になりましたが、中神先輩をはじめ、東天
閣の皆様には⼤変お世話になりありがとうござい
ました。
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寄贈図書のご紹介
慶友三⽥会 前会⻑

永⽥進⼀様より、⾃著歌

≪新⼊会のご挨拶≫

集「花は咲く」
、神⼾慶應倶楽部に寄贈頂きました。

南出英明（平６理⼯）

ありがとうございます。

初めまして。平成６年に理⼯学部電気⼯学科、

歌集は倶楽部ルームにて保管しております。

平成８年に同修⼠課程を卒業した南出と申します。
この度、松尾副幹事⻑にご紹介を賜り、神⼾慶應
倶楽部へ⼊会させて頂くことになりました。
私は、神⼾⽣まれの神⼾育ちです。⼤学を卒業
した後、兵庫県尼崎市にある三菱電機への⼊社を
機に神⼾へ帰って来ました。学⽣時代は、ロボッ
トの研究を⾏っていました。当時からすれば、ロ
ボットが両⾜で⾛ったり、ボールを蹴る姿は夢の
ようです。現在は、三菱電機で FA(ファクトリー・
オートメーション)に関する研究開発に従事して
います。
より幅広い分野の⽅々と交流する機会を持てれ
ば、と思い始めていたところ、松尾副幹事⻑とお
知り合いになる機会があり、⼊会することが出来
ました。
神⼾慶應倶楽部の会員皆様におかれましては、
今後とも、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い
致します。

≪新⼊会のご挨拶≫
和⽥真⼀（平７商）
みなさま、こんにちは。２⽉に⼊会させていた
だきました和⽥真⼀（商学部 H７年卒）と申しま
す。先⽇の３⽉例会より参加させていただきまし
た。以前より、慶應義塾 OB 会の結束⼒の強さは
聞いておりましたが、みなさま同卒ということで
世代を越えて和気あいあいとお話されておられ、
最後に肩を組んで「若き⾎」を歌いました。感慨
深かったです。現役時代はもちろん体育会に所属
していなかったので、そこまで思い⼊れはなかっ
たのですが、神宮球場での早慶戦の雰囲気を思い
出しました。卒業してからすぐに神⼾に戻ってき
たので、塾の友⼈ともそれほど会えず、⽇々の⽣
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活に流されておりましたが、倶楽部に参加させて
いただくことで、何⼗年か前の春に、⼊学が決ま
ってから、⽇吉で住むところを捜し歩いたことや

【読書会】

⼊学後、⽇吉のファーストフード店でアルバイト

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第３１回≫

をしたこと、誰か探して定⾷屋で友⼈と⾷事をし

第３１回の学問のすすめ読書会が２⽉４⽇（⽕）

ていたことなど、⾊々と思いだしてきました。

に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。参加

現在は、元町の鯉川筋で税理⼠業を営んでおり

者は、堀切、浅沼、藤井、鈴⽊、福野、阪本、古

ます。ゴルフは当時、サークルに少し所属し、そ

淵、池⽥、六拝、宍⼾、古武、野⽥に今回から⻘

れ以後断続的に続けています。最近やっと本当に

⼾が加わり１３名でした。

好きになってきました。腕前は普通です。今後と

読書会のほうは、前回に続いて福澤先⽣の「⽂

も公私とも、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろし

明の概略」
（明治８年）の巻之⼆第５章「前論（⼀

くお願いいたします。

国⺠の知徳を論ず）の続」読み終えました。
四天王寺⼤学教育学部の教授で、福澤研究セン

≪新⼊会のご挨拶≫

ターの研究員で慶応義塾史辞典の共著者でもある
根来陽⼦（平２３商）

曽野洋によれば、
「⽂明の概略」は福澤先⽣の三部

皆様、はじめまして、平成 23

作といわれる名著だが、⼀般の⼈には難しいでし

年商学部卒業の根来陽⼦と申

ょう（⼼の中では無謀にもよくやりますね）とい

します。神⼾で育ち、就職でま

うことですが、特にこの章は、⽇本⼈の⽋点も鋭

た神⼾に戻ってきました。在学

く指摘し、現在の⽇本が置かれている状況にも通

中は S.L.C.硬式庭球部という

じるものがあります。２次会では、池⽥も出演す

テニスサークルに所属し、⼋代

る⼤阪・⽇本橋の国⽴⽂楽劇場での名流花の会舞

充史研究会で⼈事労務管理を

踏公演、阪本が政治状況が気になるタイでトラと

学んでおりました。
「東京の⼤

遊んだ体験、古武の中国留学の体験、⻘⼾のお城

学といえば、テニサーでしょ！」と憧れを抱き⼊

などの話題を肴に、野⽥が提供した⼋重垣無濾過

りましたが、全⼒で⾛ってボールを拾い、全⼒で

⽣原酒しぼりたてをおいしく頂きました。いつも

声を出して応援する、という熱⾎系(?)のサークル

話題は古今東⻄、世界中を巡ります。

でした。

次回の読書会は、平成２６年４⽉２２⽇（⽕）１

現在は阪急不動産に勤めており、新築マンショ

８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビルⅡ

ンの営業全体をサポートするような仕事をしてい

３階）で、
「⽂明の概略」の巻之三第６章「智徳の

ます。

弁」から始めます。「⽂明の概略」（岩波⽂庫）を

趣味はクラシックバレエ、テニス、ゴルフ、宝

持って気軽においでください。飲み会の割り勘代

塚・ミュージカル観劇、旅⾏です。最近はカメラ

は３０００円です。１８：３０以降は正⾯⽞関が

にも興味があります。

閉まるので地下通⽤⼝からお⼊りください。但し、

神⼾慶應倶楽部に⼊会しようと思ったきっかけ

お酒とさかなの準備がありますので、前回の出席

は、⼈⽣の幅を広げるために、⾊々な⼈に会って

者以外の⽅は阪本まで事前にご連絡ください。

お話したいと思ったからです。特に慶應の繋がり

本⽇、堀切から紹介されたのは、①「第⼆次世界

は強く、多⽅⾯でご活躍されている⽅がいらっし

⼤戦影の主役勝利を実現した⾰新者たち」ポー

ゃると思いました。これから皆様にお会いできる

ル・ケネディ著

のがとても楽しみです。今後とも宜しくお願いい

イトアウト」若杉冽著

たします。

⽇経新聞出版社

②「原発ホワ

講談社です。
⽂責
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阪本豊起

【ＫＫＪＣ】

4 ⽉のスケジュールは、鍋島直昶さん（塾員・
ビブラフォン）が参加するゴールデンシニアトリ

≪KKJC 活動報告≫

オの公演が 4 ⽉ 11 ⽇ 19 時より⻄宮プレラホール

各地で桜の開花宣⾔が出始めた今⽇この頃です
が、BRB がアップされる頃は桜が満開になってい

で開催されます。

るでしょうね。⾳楽も⾊々ありますが、私どもジ

4 ⽉ 13 ⽇は⼩川理⼦さん（塾員・ピアノ＆ボーカ

ャズを聴いたり、歌ったり、プレーして楽しんで

ル）が参加するヨーキムラ・トリオ・アメリカン

いるメンバーは、お酒と桜の花が有れば春の訪れ

クラシックジャズのライブが神⼾酒⼼館

とともに、なお⼼がうきうきして来るのではない

（http://www.shushinkan.co.jp）

でしょうか。

で⾏います。
（15 時開演・3500 円きき酒付き）参
加ご希望の⽅はホームページをご確認ください。

さて、3 ⽉度の活動は 3 ⽉ 13 ⽇・当会員・團裕
⼦さんのジャズライブが北野坂・BASIN STREET

4 ⽉ 19 ⽇ は ⼩ ⽣ も 北 野 坂 ・ BASIN STREET

で⾏われました。当⽇は満員となりましたが、彼

（http://www.basin-st.com/）

⼥の素晴らしいジャズボーカルを KKJC メンバー

で⽯川武司トリオをバックにライブを⾏いますの

12 名で楽しみました。3 ⽉ 15 ⽇は、やはり当会

で、参加ご希望の⽅は⼤歓迎です。

員の吉⽥碩さん率いる APRIL WINDS のジャズラ

春は以上のように沢⼭のジャズイベントが有り

イブが三ノ宮・GREAT BLUE で⾏われました。こ

ますが、5 ⽉ 17・18・19 ⽇には年に⼀回の KKJC

の⽇も KKJC メンバーも参加して懐かしい 60 年代

ジャズツアーを⿅児島県の指宿で⾏います。鍋島

のジャズを聴いたり、ボーカルで参加したり春の

さん、⼩川さんが参加するライブと翌⽇の指宿・

夜を楽しみました。

⿅児島旅⾏、そしてオプション参加になりますが

3 ⽉はもう⼀つお勧めライブが有り、
27 ⽇・BASIN

19 ⽇は屋久島ツアーを⾏う予定です。

STREET で⾏う藤村⿇紀（塾員・ボーカル・⼤阪

以上が KKJC の活動報告ですが、ジャズを楽し

芸⼤準教授・CD 多数）ジャズライブを KKJC メン

み、旅⾏を楽しみ、出会いを楽しむ会にしていこ

バーで応援する予定です。

うと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致
します。
世話⼈

【イーゼル会】
≪今⽉の絵≫

前⽥剛資（昭３９⼯）
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⼤場知之

（２．肺炎と⼝腔ケア

児⽟先⽣の健康講座
＜＜⻭とお⼝の健康＃８

⻭がないのに⼝腔ケア？）

平成 23 年、肺炎は⽇本⼈の死因の第 3 位に躍り出
ました。医学の進歩と⾼齢化の影響により、いわゆ
る 3 ⼤疾病（⼼疾患、脳疾患、ガン）はある程度治

⻭がないのに⻭科治療

せるようになってきました。つまり、すぐには死な

が必要なの？⻭科の機能と肺炎予防＞＞
平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

ない慢性疾患を持っている⾼齢者数を増やすことに

さて今回の話題は肺炎予防です。最近、⻄⽥敏⾏

死因の約半数は、肺炎を含む感染症で亡くなること

児⽟秀樹

なりました。このため現在では、⾼齢者の直接的は

さんの肺炎予防の CM をご覧になった⽅はおられま

が多くなっているのです。

せんか？実は、肺炎と⼝腔は深い関係にあるのです。

⼝は毎⽇使います。そして⾷べカスが溜まりやす

（１．⻭科医療の診療領域）

いために、⼝腔は元々が汚染をしやすい環境にある

諸先輩⽅からすると、⻭科医師の児⽟がなぜ肺炎

といえます。また、⾼齢者は唾液の分泌量が減少し

の話？と思われるかもしれません。多くの⽅にとっ

⼝腔内が乾燥しやすいのです。さらに摂⾷嚥下機能

て、⻭科医療とは、むし⻭・⻭周病そして義⻭治療

（噛み飲み込む⼒）の低下のためムセや誤嚥（唾液

が⼀般的なイメージです。

や⾷べ物が気管に⼊ること）が⽣じ易い。こういっ
た⾊々な原因により⾼齢者は元々肺炎を起こすリス
クが⾮常に⾼いのです。
また、脳梗塞など全⾝の疾患などにより、⼿が動
かなくなっていきます。そうなると⾃分では⼝腔内
をきれいに⻭磨きすることが難しくなっていきます。
静岡県の⻭科医師

しかし上図のように、⻭科には多くの診療領域が

⽶⼭武義先⽣の研究

あるのです。⼝腔ケアとは、お⼝の中をきれいにす

報告によると、右グラ

ることだけではなく、お⼝を管理するものです。摂

フのように⼝腔ケア

⾷嚥下リハビリテーションとは、⼝から⾷べること

を⾏うと、⾼齢者の発

ができなくなった⽅に、⼝から⾷べる訓練を⾏うも

熱発⽣数が⼤きく下

のです。有病者⻭科とは、脳梗塞や⼼筋梗塞、重度

げられることがわか

の糖尿病の⽅などの⻭科治療を意味します。外傷は、

ってきました。このため、現在、厚⽣労働省は⾼齢

特に⼦供や⾼齢者などに多く発⽣し、顔⾯から転倒

者の施設や、各⾃治体に⾼齢者の⼝腔ケアを普及さ

する事故が原因のほとんどです。当院では、外傷の

せるように取り組んでおります。

⽅がとても多く、周辺各⾃治体の救急⾞も受け⼊れ

（３．⻭が無いのに⻭医者が必要？）

ています。ガン治療とは、⼤きく⼆つの領域に分か

私は、⻭医者が⻭だけを治す時代はもう終わった

れます。⼝腔ガンそのものを治療することと、⼝腔

と思います。私が在宅診療に⾏くと、多くの⽅が肺

ガンの術後、顔⾯が切り取られ顔が変わってしまう

炎で苦しんでおられます。そして、ガンからは⽣き

ので、顔⾯を埋めるシリコン製の顔⾯を付けたりし

残ったのに、脳梗塞からは⽣き残ったのに、肺炎を

た術後のガン治療です。

起こすという理由から、⼝から⾷べることを禁⽌さ

このように、国⺠の多くが⼀般的にイメージする

れてしまっている⽅を多く⾒ています。⼈⽣の⽣き

⻭科医療は右側で、ほとんどの⻭科医院は右のみの

る楽しみは、最後の最後は、⾷べる楽しみではない

診療です。それに対し、ガン治療など左側は⼀般的

でしょうか？

に知られていません。当院は⼝腔外科も⾏っており、

守る、そのために⻭はなくても⼝腔ケアは必要、そ

左まで積極的に⾏っている珍しい⻭科医院です。

して、⻭はなくても⻭医者は必要なのです。
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⻭が無くても、⼝から⾷べる幸せを

〜４⽉例会のお知らせ〜

〜第 51 回慶早ゴルフコンペ〜

⽇時：４⽉１８⽇（⾦） １８時３０分開始

⽇時：５⽉２０⽇（⽕）

場所：神港ビル７階 725〜727 会議室

集合：9 時 20 分スタート

講師：神⼾⼤学経済学研究科
会費：メンバー

3,000 円

ビジター

4,000 円

伊藤哲雄特命教授

OUT・IN 共に 10：00
場所：廣野ゴルフ倶楽部
〒673-0541

三⽊市志染町広野 7-3

★参加頂ける⽅は名前・卒業年を記載の上、事務

会費：￥6,000（パーティー代、賞品代）

局宛てメールまたは fax をお願いします。

申込締切：4 ⽉ 25 ⽇(⾦)

★例会後、評議委員会があります。

★参加頂ける⽅は、名前・卒業年・HD を記載の上、
事務局までご連絡下さい。

〜４⽉読書会のお知らせ〜

〜5 ⽉定時総会〜

⽇時：４⽉２２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）

⽇時：５⽉２８⽇（⽔）

★新たに参加ご希望の⽅は阪本副会⻑までご連絡

場所：ホテルオークラ神⼾

をお願い致します。

編集後記
○お久しぶりの
編集後記です。齋
藤前編集長時代
の２０１１年６
月号より、アシス
タントを務めて
参りましたが、本
号をもって、編集
担当を離れさせ
て頂くことにな
りました。家族例
会等で各テーブ
ルの写真を撮影
したり、新入会員
の皆様へ原稿を
お願いしたりと、
皆様とお話しす
るのは楽しく、そ
してとても学ぶ
ことの多い経験
となりました。有
難うございまし
た。鳥巣・天竹体
制ももうすぐ３
年目を迎えます。
引き続きＢＲＢ
をよろしくお願
いいたします。
（宮田沙織）
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