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～平成２６年度定時総会～ 
神⼾慶應倶楽部会⻑ 堺充廣（昭 53 法） 

 2014 年 5 ⽉ 28 ⽇（⽔）ホテルオークラ 34 階にて、平成
26 年度定時総会が開催されました。さて，昨年，90 周年を迎
えた神⼾慶應倶楽部は，100 周年に向け，新たな 1 歩を踏み出
しています。御存知のとおり，福澤先⽣は，「慶應義塾の今⽇に
⾄りし由縁は、時運の然らしむるものとは雖ども、之を要する
に社中の協⼒と云はざるを得ず。其協⼒とは何ぞや。相助くる
ことなり。」と⾔われており，私達神⼾慶應倶楽部の存⽴意義も，
まさに，この「社中，相助くること」という点にあります。 
 90 周年記念式典の際にもお話しましたが，慶應義塾への貢献という神⼾慶應倶楽部の⽅針は今後も堅
持し，活動を続けていきます。慶應義塾及び慶應義塾に携わる⽅々，さらには，これから慶應義塾を⽬指
そうとする⼈たちのためにも有益な活動を⽬指し，神⼾慶應倶楽部の活動を⼀層充実させていきたいと考
えています。そのためにも，倶楽部財政の安定に努め，そして，⼀致団結して⼀枚岩として事にあたるた
めに，会員相互の親睦を深め，会員各位の団結をさらに強固にする必要があります。最近，例会等におい
て，以前に⽐べると参加者が減少していることは，いささか寂しい思いをしております。そこで，本年は，
⼤きな⽬標ですが前年度 50%増の参加者を⽬標に，倶楽部を運営していきたいと考えています。 
 神⼾慶應倶楽部は，伝統的に，例会に気鋭の講師をお呼びし，最新の知識や情報に触れる機会を設ける
など，特⾊ある活動を⾏ってきました。今後も，例会等の⾏事進⾏に⼯夫をこらし，会員の皆様の知的好
奇⼼を刺激し，1 ⼈でも多くの会員に⾏事に参加いただけるよう，魅⼒ある倶楽部運営に努めたいと考え
ています。皆様⽅の⼀層のご協⼒をお願いし，総会のご挨拶とさせていただきます。 
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『幹事⻑就任挨拶』 

松尾茂樹（昭 60 商） 
 ⼟井前幹事⻑の後を受
けまして幹事⻑を拝命致
しました。神⼾慶応倶楽
部の伝統を汚さぬ様、は

なはだ微⼒ではございますが、誠⼼誠意務めさせて
頂く所存です。堺会⻑をはじめ、副会⻑、会計監査、
顧問、評議員の皆様、そして会員の皆様のご指導と
応援を頂きながら幹事会のメンバーと協⼒し、倶楽
部の運営をして参りますのでなにとぞ宜しくお願い
致します。神⼾慶応倶楽部らしい⾵格とスマートさ
を保ちながら、諸先輩⽅々から若いメンバーまでが、
和気藹々と楽しく親睦を深めていけるような倶楽部
にしていきたいと思っております。 
幹事会のメンバーも平成卒が増えて参りました。倶
楽部の発展のためにも、若い会員が気軽に参加して
もらい、倶楽部の活性化と会員の増強も図っていき
たいと考えております。⾄らぬ点も多々あるかと思
いますが、社中の⼼でご指導ご鞭撻頂きまして、会
員の皆々様と共に神⼾慶応倶楽部を盛り⽴ててまい
りたいと存じますので、宜しくお願い致します。 

『幹事⻑退任挨拶』 
⼟井正孝（昭 63 商） 

 この度、幹事⻑を退任する
こととなりました。 
 2 年に亘る在任期間、何と
か無事に職務を全うするこ
とが出来たのも、会員の皆様
はじめ多くの⽅々からご⽀

援・ご協⼒を頂戴した賜物であると深く感謝申し上
げます。特に、役員・幹事会メンバーの皆さんには
ひとかたならぬご協⼒を頂いたことに対し、この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。 
 数々のいたらぬ点、ご迷惑をおかけしたことがあ
ったかと思いますが、ご容赦頂ければと思います。 
 在任中には、「神⼾慶應倶楽部９０周年記念例会」
を開催し、当倶楽部の歴史の重み、会員同⼠の結束
の固さを改めて感じさせられました。その例会にお
いて、佐井前会⻑から堺会⻑へバトンタッチされ、
お⼆⼈の会⻑にお仕え出来るという経験もさせてい
ただきました。また、事務局も、⻑年、倶楽部を⽀
えてくださった⽷海さんが退職され、⻄川さんへと
バトンが引き継がれ、雰囲気も新たに新体制がスタ
ートしました。地⽅出⾝の塾⽣が減っていく中、地
元出⾝の学⽣を応援しようと、慶應義塾⼤学指定寄
付奨学⾦の寄贈を⾏いました。そして、倶楽部の将
来を⽀えてくれる若⼿塾員の結束を固めるべく、斎
藤くん・⿃巣くん・天⽵くんなどが中⼼となって若
⼿会を開催してくれました。 
 ここに書かせていただいた以外にも⾊々なことが
あった 2 年間でしたが、このような経験が出来たこ
とは、私⾃⾝にとっても、⼤きな財産となりました。 
 次は、倶楽部創⽴ 100 周年に向けて⼀年⼀年と歴
史を刻んでいくことになりますが、今後は幹事会の
⼀員として、松尾幹事⻑をお⽀えし、倶楽部運営に
協⼒させていただく所存です。 
 2 年間本当に有難うございました。 
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〜〜４⽉例会レポート〜〜 
 

 
天⽵清裕（平15経） 

 4 ⽉ 18 ⽇、神港ビル 7 階にて 4 ⽉例会が開催
されました。今回の講義は神⼾⼤学特命教授伊藤
哲雄様による「ウクライナ情勢の読み⽅」でした。 
伊藤教授は慶應⼤学を卒業後、外務省に⼊省され、
オーストリア、カザフスタン、ハンガリーなどの
⼤使を歴任され、現在は神⼾⼤学⼤学院経済学研
究科の特命教授として勤務されております。 
 写真を交えながら、クリミア編⼊の経緯をロシ
アのプーチン⼤統領の⼈柄、考え⽅などを交えな
がらわかりやすく説明していただきました。⽇本
の話にも触れられ、G７の⼀員として制裁に参加し
ている⽇本ですが、ロシア問題は⽇⽶同盟の強化
につながり、それはまた、中国に対しても有効と
なってくるとのこと。伊藤教授は、最後に安倍⾸
相がいくらプーチン⼤統領と仲良くなっても、北
⽅領⼟を返してくれるようなことはない。とおっ
しゃっていたのが印象的でした。 
 東欧の問題については、普段ニュースで流れて
いても、なかなか実感の伴わない話でしたが、今
回のお話で⾝近に感じることができ、今後も興味
を持って経過を⾒ていきたいと思いました。 
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〜〜春の慶早ゴルフコンペ〜〜 
廣野ゴルフ倶楽部 

 
天⽵清裕（平 15 経） 

 2014 年 5 ⽉ 20 ⽇（⽕曜⽇）第 51 回慶早ゴル
フコンペが廣野ゴルフ倶楽部にて開催されました。
直前までの天気予報は⾬でしたが、当⽇は朝から
快晴で、最⾼のコンディションでした。今回は慶
應 15 名、早稲⽥ 9 名の計 24 名、8 組でした。慶
應からは私を含み若⼿３名がお邪魔させていただ
き、先輩⽅と⼀緒に楽しいラウンドをさせていた
だきました。結果は神⼾慶應倶楽部 541 ストロー
ク、神⼾早稲⽥倶楽部 570 ストローク。神⼾慶應
倶楽部が 29 ストロークの⼤差で勝利しました。
（上位７名のネットスコアの合計）個⼈戦でも神
⼾慶應倶楽部の圧勝という結果に終わりました。
優勝は膨⼤なハンデをいただいた、私、天⽵でし
た。（本当に申し訳ありません。） 
 秋の慶早コンペは 9 ⽉ 3 ⽇（⽔曜⽇）に神⼾ゴ
ルフ倶楽部で開催されます。今回はすき焼きパー
ティーも⾏われますので、また参加させていただ
きたいと思います。 
出席者（卒業年度順） 
森 隆   佐井 裕正   多⽊ 良晴   
堺 充廣   坊垣 嘉寿也   城⼝ 隆   
野⽥ 敬⼆   森本 泰暢   安井 明⼦   
⼟井 正孝   ⼭本 俊⼀   茂⽊⽴ 仁 
和⽥ 真⼀   今泉 良太   天⽵ 清裕 
 
 
 

≪新⼊会のご挨拶≫ 
渋⾕昭絵（平成 24 政） 

皆様、初めまして。H24 法学部政治学科卒業の
渋⾕昭絵と申します。神⼾慶應倶楽部には 3 ⽉か
ら参加させていただいております。 

学⽣時代には慶應義塾⼤学公認のオリジナルミ
ュージカルサークルに所属をし、広報などの宣伝
美術と役者を経験いたしました。また近年、法学
部で⾮常に⼒をいれている語学の集中学習コース

に参加をして、⼤学 1 年の春にドイツのエアフル
ト⼤学に留学をし、⼤学 3 年の夏にはドイツ政府
から研究費をいただいて、ベルリンで研究留学を
いたしました。趣味は観劇や映画鑑賞、読書です。 

現在は野村證券神⼾⽀店で新規開拓の営業を⾏
っております。この 2 年で本当に多くの⽅々にお
会いして、様々な経験をさせていただきました。
もう少しで、転勤をしてしまうと思うのですが、
神⼾は本当に⼤好きです！！ 

学⽣時代から、塾⽣の絆は⾮常に強いというこ
とはお聞きしていたのですが、本当に多⽅⾯で活
躍をされている⽅が多く、絆の深さに驚かされま
した。⼈⽣経験豊富な、素晴らしい先輩⽅から様々
なことを学んで⾏きたいと思っております！今後
ともよろしくお願いいたします。 
 
≪新⼊会のご挨拶≫ 

萬昌也（昭 62 政） 
 政治学科昭和６２年卒業の萬（よろず）と申し
ます。神⼾で⽣まれ、２歳から東京で育ちました。
２６歳の時に神⼾へ戻りまして、今年、双⽅で過
した時間がほぼ半々になります。 
慶應は⼤学からです。ゼミは多⽥ゼミ、サークル
はテニスのアレックスに所属していましたが、ほ
とんど勉強とテニスはせずに、多くをその他のこ
とに費やしておりました。 
卒業後は、約４年間証券会社に勤めていましたが、
バブル崩壊直前に現在の会社を伯⽗より引き継ぐ
ため神⼾へ戻って参りました。社名は「株式会社
東栄ジャパン」と申します。外航船の所有、管理、
外国⼈船員の派遣管理の仕事をしております。性
質上、為替の変動で⼀喜⼀憂し、出張の多い⽣活
を続けております。この業界に慶應の先輩は多く
はいらっしゃらないのですが、要所でお会いする
機会がございます。皆様、ご活躍されており今ま
で本当に⼒強いお⽀えを頂戴しております。 
１０年以上前にも、慶応倶楽部には⼊会しており
ましたが、この度、同じ船関係の会社の⽅からの
お勧めで再⼊会させて頂きました。どうぞ宜しく
お願い致します。 
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【読書会】 
≪神⼾慶應倶楽部読書会 第３２回≫ 
 第 32 回⽬の学問のすすめ読書会が 4 ⽉ 22 ⽇
（⽕）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。
参加者は、堀切、浅沼、藤井、鈴⽊、福野、阪本、
池⽥、六拝、宍⼾、古武、野⽥、上原に前回に引
き続いて⻘⼾も加わり１３名でした。 
 読書会のほうは、福澤先⽣の「⽂明の概略」（明
治８年）の巻之三第６章「知徳の弁」に⼊り、第
６章の２／３のところまで進みました。使われて
いる⾔葉も内容も難しく、⼀⼈で読み進めること
はなかなかできることではありませんが、こうし
て皆で分担して朗読すると⾔葉が⽿に⼼地よく響
き、⽬と⽿から福澤先⽣の知と徳についての鋭い
思想がなんとなく理解できたように感じられます。 
 ⽂明の進歩は世⼈⼀般の知徳を発⽣させるもの
であるが、知と徳は区別して認識しておくものだ
として様々な喩を⽤いて詳細に知と徳の本質に迫
っているのが第６章です。 
 ２次会では、公認会計⼠登録２０年を迎えた野
⽥が提供したヤエガキ酒造の純⽶吟醸⾚乃「無」
を野⽥のこれまでの活躍を祝しつつおいしく頂き
ました。また池⽥が太閤さんに扮して出演した⼤
阪・⽇本橋の国⽴⽂楽劇場での名流花の 
 会舞踏公演の様⼦も報告されました。次回の読
書会は、平成２６年６⽉１７⽇（⽕）１８：３０
から、阪本評議員の事務所（建隆ビルⅡ３階）で、
「⽂明の概略」の巻之三第６章「智徳の弁」の途
中（岩波⽂庫では１４９⾴の後ろから４⾏⽬）か
ら始めます。「⽂明の概略」（岩波⽂庫）を持って
気軽においでください。 

読書会 世話役  阪本豊起 

 
 
【イーゼル会】 
 

≪今⽉の絵≫ 

五代友和（昭３７商） 
 
 春の写⽣会５⽉１⽇（⽊） 曇りのち晴れ 
お⽔取りで有名な奈良東⼤寺⼆⽉堂、その⼆⽉堂
へ⼤仏殿の裏側から上って⾏く⼆⽉堂裏参道近辺
が今回の写⽣会の会場。旅⾏案内書にも「⼆⽉堂
裏参道は⼟壁が美しく、絵になる。」と、紹介され
ていますが、⼟壁だけでなく、⼆⽉堂の背景とな
る若草⼭に連なる⼭々の新緑が⽬に染みる様。緑
の中を吹き抜ける爽やかな⾵と、遠くから聞こえ
る遠⾜の⼩学⽣達の元気な声に包まれて実に快適
な⼀⽇でした。作品の出来の⽅はまあ⼈それぞれ、
雰囲気は師範代五代先輩作の＜今⽉の絵＞でお楽
しみ下さい。 
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イーゼル会 世話役  天⽊明 

 
 
【ＫＫＪＣ】 
≪KKJC 佐賀ジャズツアー≫ 

KKJC では、 5 ⽉は毎年恒例のジャズツアーの
季節、今年も総勢 29 名の参加を得て⿅児島県の指
宿で⾏いました。芦屋三⽥会会⻑・永⼭様の同期
の下⽵原様が経営する「指宿⽩⽔館」に宿泊し砂
蒸し温泉や各種温泉を楽しみ、⾷事は和⾷組とイ
タリアン組に分かれて美味しい料理と本場の焼酎
を堪能しました。⼣⾷後は⽩⽔館内の美術館・薩
摩伝承館に移動して今回のツアーのメインイベン
ト・⽶寿を迎えた現役最⾼齢のビブラフォン奏者
の鍋島直昶様（塾員）、パナソニックで活躍中の⼩
川理⼦様(塾員)のピアノとボーカル、関⻄中⼼に
活躍しているベーシスト・神⽥芳郎様のトリオで
素晴らしいスイング・ジャズのコンサートを⾏い
ました。この会場はまさに美術館の中にあり、幕
末から明治期に海を渡った豪華絢爛な⾦襴⼿薩摩
焼の作品に囲まれた雰囲気の中で、また素晴らし
い⾳響の中で、⼀般のお客様も⼤勢参加され、ア
ンコールを 2 回ほど⾏う⼤いに盛り上がったコン
サートになりました。 

その後はいつものジャムセッションを⾏いまし
たが、福岡から参加された茂⽥様(50 年理⼯)のフ
ルート・アルトサックスの演奏や、横浜から参加

した牧野絢さんのボーカル、地元指宿からは「が
ん粒⼦線治療の権威」の菱川先⽣にも LOVE を歌
って頂くなど、KKJC 側の参加者が永⼭さんのドラ
ムと私のボーカルの参加だけでしたので、盛り上
がるか⼼配しておりましたが、素晴らしいセッシ
ョンになり、夜の 11 時迄⾏って終了しました。そ
のあとンの 2 次会はミュージシャンの打ち上げを
兼ねて有志で⾏いましたが、深夜 1 時に終了、本
当に皆様お元気ですね。 

 翌⽇は薩摩伝承館の美術品や⻄郷さんの遺品
となる⾦の懐中時計等の⾒学から始まり、知覧の
特攻平和会館で戦争末期の沖縄戦で散って⾏った
あの悲惨な出来事を⽬に焼き付け、そして島津家
の別邸・仙巌園の⾒学に向かいました。この庭園
は桜島を築⼭に、錦江湾を池に⾒⽴てた雄⼤な庭
園で、各所に中国や琉球の影響がみられ、外国と
交流した海洋国家薩摩らしいところです。また集
成館は島津⻫彬公が東洋最⼤の⼯場群を築いたと
ころで、製鉄、⼤砲、造船、紡績、薩摩切⼦、薩
摩焼等の研究・製造を⾏ったところです。 

 ⼀泊⼆⽇のツアーも⿅児島観光を終え、⿅児
島市内に戻りホテル、⿅児島中央駅、⿅児島空港
でそれぞれ解散してツアーを終了しました。 

 屋久島ツアー組は 12 名残り、翌 19 ⽇の早朝
⾼速船で屋久島に向け出発。10 時〜レンタカーで
屋久島ツアーの開始です。まず最初は紀元杉（樹
齢 3,000 年、胸囲周囲 8.1m）を⾒学しそれから
ヤクスギランドに移動して、全員でお弁当の昼⾷
をとり 30 分のウォーキングコースを全員で歩き
ながら、屋久島の⾃然を満喫しました（千年杉、
双⼦杉、くぐり杉、倒⽊、苔むした⽊）。⾞で標⾼
1,200 メートルほど登りましたが、登るにつれて
曇りから霧の世界になり、ヤクスギランドでは屋
久島特有の⾬となり、カッパが⼤活躍。 

年間 300 ⽇⾬が降る島を実感しました。その後
⼤川（おおこ）の滝、千尋（せんぴろ）の滝を⾒
学し、空港へ移動、全員無事で帰路につきました。 

 
ＫＫＪＣ 世話役  ⼤場知之 
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【囲碁同好会】 
≪活動状況報告≫ 
＜普段の活動＞ 
 通常例会：毎⽉原則第三⼟曜⽇ 
 場所：神港ビルヂング C 会議室 
 年 2 回リーグ戦を⾏っています。現在 14 ⼈が
参加でⅠ部とⅡ部に分かれ、優勝を競っています。 
＜プロの指導碁＞ 
 3 ⽉ 18 ⽇（⽕） 
 先⽣：⽔⼾⼣⾹⾥ 3 段 
 内容：三⾯打ちを 2 回 
 参加：五代、安永、藤岡、丸⼭、増井、菊⽥ 
 年 3 回、次回は 6 ⽉ 24 ⽇(⽕)の予定  
＜ヤンマー囲碁愛好会との交流戦＞ 
 1 ⽉ 13 ⽇(⽉) 場所 ヤンマー宝塚保養所 
 参加者 11 名 
＜カネボウ囲碁愛好会との交流戦＞ 
 3 ⽉ 16 ⽇(⽇) 場所 カネボウ宝塚保養所 
 参加者 10 名 
＜第 4 回 関⻄学院 OB 囲碁愛好会と交流戦＞ 
 4 ⽉ 27 ⽇(⽇)  場所 宝塚碁会所「やすらぎ」 
 参加者 ⼭本、権⽥、藤岡、有吉、浅沼、丸⼭、  
 ⽊下、植村、増井、⽯上、⼩林、菊⽥の 12 名 
 ⼀回戦 6 勝 6 敗 ⼆回戦 ８勝４敗 
＜囲碁三⽥会関⻄⽀部＞ 

毎⽉原則第⼀⼟曜⽇に⼤阪電気倶楽部で、慶⼤
学囲碁部 OB を中⼼とした⾼段者同⼠で真剣勝負
が繰り広がれています。また、毎⽉原則第⼆⾦曜
⽇に「やすらぎ」で国沢⼤⽃初段プロの指導を受
け、研鑽に励んでいます。 
＜イベント＞ 
 碁苦楽会主催のニュージーランド囲碁親善旅⾏  
 (2 ⽉ 6 ⽇〜2 ⽉ 16 ⽇)に菊⽥が参加。 

                        
 囲碁会 世話役  菊⽥義正
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神⼾慶應倶楽部若⼿会（U40）発⾜から１年が
たちました。神⼾慶應倶楽部の４０歳以下のメン
バーが約２ヶ⽉に１度集まって、ただただ酒を交
わし、話を交わし、友情を深めています。楽しさ
とフランクさは BRB 編集⻑の僕が保証します。若
⼿会にご興味のある⽅は事務局まで。次回開催は
７⽉を予定しています。 
 

〜〜６⽉例会のお知らせ〜〜 
 講 演：中井透幹事（京都産業⼤学 経営学部⻑） 
     「戦略的経営ってどんなもんだろう（予定）」  
 ⽇ 時：2014 年 6 ⽉ 20 ⽇(⾦) 18 時 30 分〜 
 場 所：神港ビル 7 階 
 会 費：3000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜〜２０１４慶應連合三⽥会〜〜 
⼀⻘窈と miwa に会いたい 

 

［若⼿会］ 


