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～～家族例会～～
和田真一（平7商）
ＫＫＪＣの世話人をされていらっしゃり、ボーカ

平成 27 年 7 月 11 日土曜日、ポートピアホテル南

ル藤村さまの古くからのご友人である大場先輩の貫

館の 16 階レインボールームで恒例の 7 月家族例会が

録のボーカルも一曲披露され、先輩方のご趣味の広

行われました。梅雨明けかと思われるほどの夏らし

さに感服いたしました。

い夕暮れから、神戸の海と山を一望できるパノラマ

演奏中に窓の外はすっかり夜景に変わり、その後

の中でスタートし、ポートピアホテルの豪華なお食

家族例会恒例のオークションが始まりました。これ

事とおいしいお酒とともに、皆さま旧交を温めてお

も恒例の浦上先輩ご夫妻による安定ある軽妙なやり

られました。

取りの名司会で和やかに進みました。堺会長には男

19 時過ぎよりピアノとボーカルによるジャズが披

気をみせていただき、野球チケットのオークション

露されました。ボーカリストの藤村麻紀さまは自称

の際には、今泉会員のお子さんがステージで六甲お

年齢不詳だそうですが、塾の法学部を卒業されてい

ろしを披露するなど、家族例会ならではのオークシ

ます。木村副会長の交遊関係から偶然にも藤村さま

ョンでした。毎回、他にはないお値打ちなオークシ

が塾出身ということで本日のステージが実現したと

ョンだと思います。

いうことです。ピアニストの石川武司さまはジャズ

開演からほぼ 3 時間ですが、58 名の出席で大盛況

だけではなく、スタイルを問わず連日様々な場所で

ということもあり、あっという間に時間が過ぎ去り

演奏されている百戦錬磨のピアニストです。

ました。会場をご用意いただきましたポートピアホ

ＫＫＪＣの皆様はもちろんのこと、普段ジャズを

テルの中内先輩はじめ、たくさんの方々の人の輪に

聴かれない方も生演奏でのボーカルとピアノは素晴

よる動員力を実感しました。久しぶりにお顔を見せ

らしい体験だったと思います。私はピアノのすぐ前

ていただいた方もおられ、徳丸副会長の最後のご挨

で聴かせていただいたのですが、時には速く、時に

拶にありましたが、同窓会の同窓会という言葉が印

は情緒的な指づかいから奏でる様々な顔をもったメ

象的な家族例会でした。

ロディーに、迫力あるジャズボーカルは圧巻でした。

最後はもちろん、六甲おろしでなく若き血と今泉

私は、夏らしく「サマータイム」がすごく素敵だっ

会員によるエールで閉会となりました。夏の本番が

たと思います。

待ち遠しくなる、梅雨の中休みの夜を満喫しました。
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～～6 月例会～～
松野慎治(平15政)

【読書会】

6 月 16 日午後 6 時 30

≪神戸慶應倶楽部読書会 第３９回≫

分より、神港ビル 7 階会

第３９回目の学問のすすめ読書会は、６月２４

議室にて、近畿財務局の

日（水）に阪本豊起評議員の事務所で行われまし

冨永哲夫局長をお招き

た。今回は「景気対策の呪縛―過去５０年、景気

し、6 月例会が開催されました。

対策に明け暮れた日本経済を解雇する」と題して

まず前半では、日本の最近の経済情勢を GDP、

堀切民喜先輩に日本経済の実態と問題点をお話し

個人消費、企業の生産活動等の面から様々な指数

て頂きました。参加者は、堀切、青戸、浅沼、古

を用いて説明いただきました。日本経済は民間の

淵、六拝、古武、善塔、藤井、得田、池田、福野、

設備投資や消費等内需の伸びによりゆるやかに回

宍戸、野田、上原、阪本に清水、小崎も加わりの

復しており、近畿圏についても個人消費や電子部

１７名でした。

品業界の生産の伸び等に牽引され、全国と同じく

２０００年から０９年にかけて千里眼に寄稿さ
経済はゆるやかに回復していると説明されました。 れた論文と最近のアベノミクスを支えている濱田
後半では、景気が回復しつつある今こそ財政健
宏一氏の著書から抜粋したレジメに基づいて、今
全化の最後の機会であると力説されました。現在

に行き着いている資本主義の構造をご自身の経済

の日本の財政状況、特に債務残高はギリシアより

人の膚実感から解き明かして頂きました。
「最近わ

も悪く、このままでは市場からの信任を失いかね

たくしは資本主義が９０年代の半ば頃から変質し

ない状況であり、今こそ財政を健全化しなければ

てきているのではないかと感じている。それは経

ならない時期であると説明されました。

済の成長に雇用と賃金がついていけないことであ

講演後の質疑応答では、財政再建の手法や、税

る。」という論文での指摘が０９年３月になされて

収増加等色々な質問が相次いでなされ、予定した

いることに驚かされました。

時間はあっという間に経過していきました。我々

くしくも今回の読書会の日は、日経平均株価が

個人においても、所属する企業の発展に貢献して

ＩＴバブル期の２０００年４月の２万８３３円を

少しでも日本経済の成長に寄与し、財政の健全化

１８年半ぶりに超えた日になりましたが、ＩＴバ

にも貢献しなければならないと実感しました。

ブルが崩壊して平均株価が８千円を割り込んだ０
３年から１万８千円まで値を戻した０７年までの
好景気の実態が米国の過剰ローン（サブプライム
ローン）に牽引されたものであることにも意味深
いものがあります。アベノミクスの評価にも様々
な見方がなされていますが、興味深く観察してい
くことが重要な気がしました。
ところで、文明の概略の輪読も残すは、最後の
巻之六第１０章「自国の独立を論ず」だけになり
ました。次回から２回の予定で読了したいと考え
ていますが、この名著をみんなで声を出して読了
できたら素晴らしいことです。
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【読書会】
≪神戸慶應倶楽部読書会 第４０回≫
第４０回目の学問のすすめ読書会は、８月２６
日（水）に阪本豊起評議員の事務所で行われまし
た。参加者は、青戸、浅沼、古淵、得田、福野、
宍戸、清水に阪本の８名でした。
前回の読書会の日は、日経平均株価がＩＴバブ
ル期の２０００年４月の２万８３３円を１８年半
ぶりに超えた日になりましたが、暑い夏を終えた
今回の読書会のときには１万７７１４円まで下げ
てしまいました。世界の動静は経済も政治も不安
定です。
今回は、参加者が少なかったこともあり、輪読
はお休みして、第４１回以降の読書会の方針につ
いて議論しました。その結果、文明の概略をもう
少し、読み込み、その理解を深めるとともに、そ
こで指摘された問題意識を現在のわれわれに置き
換えて話し合うことになりました。輪読に留まら

また、堀切民喜顧問（昭 29・経）のインタビュ

ず、文脈ごとに議論をしてみようということです。

ーが、毎日新聞/8 月 20 日（木）/朝刊】に掲載さ

従って、次回は、文明の概略の最後の巻之六第１

れていましたので、掲載いたします。

０章「自国の独立を論ず」から始めますが、この
最終章を予定で読了したのちには、再び最初に還

【イーゼル会】

ります。

≪今月の絵≫ 村田憘信（昭 35 政）

次回の読書会は、平成２７年１０月２０日（火）
１８：３０から、阪本評議員の事務所（建隆ビル
Ⅱ３階）で行います。飲み会の割り勘代は３００
０円です。会場は神戸慶應倶楽部のある神港ビル
（旧居留地８番）の西隣（東京海上）の更に西隣
（６番）の全面ガラスの建隆ビルⅡの３階です。
商船三井ビルの東隣です。１８：３０以降は正面
玄関が閉まるので地下通用口からお入りください。
但し、お酒とさかなの準備がありますので、前回
の出席者以外の方は阪本まで事前にご連絡頂けれ
ば幸いです。
世話役

阪本豊起

世話人 天木 明
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【ＫＫＪＣ】
≪KKJC 活動報告≫
本年のジャズツアーは、観光バスをチャーターして、
総勢 32 名、芦屋発三ノ宮経由で旅のスタート。まずは
早めの昼食をさぬきうどんの名店「山田家」で頂き、そ
の後高松に移動して「イサムノグチ庭園美術館」で石の
彫刻芸術を見学しました。
（20 世紀を代表する彫刻家イ
サムノグチ、三田の校舎にある「萬來舎」の庭園と彫刻
を担当し、庭園に設置されている彫刻作品「無」
「若い
人」
「学生」は傑作として知られている。）
素晴らしい彫刻の数々を堪能した後、高松の名園「栗
林公園」に向かいました。この公園は江戸初期の回遊式
大名庭園で一歩一景と言われる変化に富んだ美しさと、
ユニークな形状の 1000 本の松が有名で、大いに庭園鑑
賞を楽しみました。
さて、一日目の観光も終わり、ジャズライブを行う「ル
ネッサンスリゾート・ナルト」に到着、温泉につかりし
ばし休憩後、パーティーの開始です。鍋島直昶大先輩の
「卒寿」
、浅沼清之様、塩谷章様、合田正司様の「喜寿」
を全員でお祝いしてからライブスタートです。今回は急

ツアーの 2 日目は、鳴門の渦潮を咸臨丸から見学、

遽ピアニストが欠席されましたので、本来ビブラフォン

橋の上や陸上から見るうず潮に比べてはるかに迫力が

奏者の鍋島様にピアノを担当して頂き（下写真）
、ベー

有りました。次は淡路の人形浄瑠璃見学を行いました。

スと永山様のドラムのトリオで演奏開始しました。

浄瑠璃は初めて鑑賞しましたが、なかなか面白かったで

ＫＫＪC では昨年から健康の為？新たな楽しみの

す。若い人たちが演じておりましたが、芸術の伝承を上

為？等々の理由でジャズ・ポピュラーの歌の練習をされ

手く進めている感じでしたね。さて、旅の最後はイング

る方が増えてまいりましたが、今回は皆様にステージネ

ランドの丘でバーベキューの昼食をとり、フリーで花を

ームを作り一曲ずつ歌って頂き、大いにライブを盛り上

観賞したり、コアラを見学したりと思い思いに過ごし、

げていただきました。
（ライブ写真参照）幹事として感

帰路につきました。

謝しております。

従来、ＫＫＪＣの活動は１、ジャズの鑑賞。２、ボー
カルや楽器でライブを行う。３、ジャズツアーに参加。
の 3 点がメインでしたが、ここのところボーカルにチ
ャレンジする方が増えてきましたので、新たにボーカル
の練習会とボーカル・楽器のセッション会を企画しまし
た。10 月 7 日（水）天満の「バンブークラブ」で行う
セッション発表会に向けて、参加の皆さまは練習に励ま
れると思いますが、皆さまのご希望が有れば定期的にセ
ッション発表会を行うことも検討しますので、是非ご意
見をお聞かせください。

世話人 大場知之
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～～9 月例会のお知らせ～～

［若手会］

日時：9 月 10 日(木) 18 時 30 分～
場所：神港ビル ７階 会議室

6 月、8 月「若手会」が開催されました。

会費：4,000 円（ビジターは＋1,000 円）

若手会は、約４０歳以下の若手会員により構成さ

講師：白駒妃登美氏

れ、格式張らない交流を定期的に行っています。

慶應女子高→経済学部卒の”博多の歴女”

参加ご希望の方、若手会にご興味のある方は、

大手航空会社の国際線ＣＡを退社後、結婚コン

事務局まで。
（kobekeio@dream.ocn.ne.jp）。

サルティングの傍ら歴史講座を始められました。 若手の皆様、本会も楽しいですよ。
以降、日本の歴史や文化の素晴らしさを国内外
そうだ本会、行こう。
に発信されておられます。題目「歴史が教える
日本人の生き方」で講演して頂きます。
なお、申し込みは締め切りました。

～～10 月例会のお知らせ～～
日時：10 月 15 日(木) 18 時 30 分～
場所：神港ビル ７階 会議室
会費：3,000 円（ビジターは＋1,000 円）

～～関西合同三田会＠姫路～～
日時：11 月 15 日(日) 12 時～
場所：姫路商工会議所
会費：10,000 円

編集後記
オリンピックエンブレム問題が収束を迎
えましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
正直、原案をみるまではオリジナル作品だと
思っていました。原案は確かによく似てる。
そこで、あらためて 1964 年東京オリンピ
ックのエンブレムを見ると、とてもインパク
トのある、洗練された秀逸なデザインだと思
います。いっそ、この数字を 2020 に変えて
再利用してほしいです。
（編集長 鳥巣慶太）

～イーゼル会グループ展～
日時：11 月 17 日(火)～22 日(日)
場所：ギャラリー「花六甲」
（ＪＲ六甲道）

～神戸慶応倶楽部ゴルフコンペ～
日時：11 月 28 日(土)
場所：ジャパンメモリアル
概要：濱根元会長の優勝カップを冠するゴルフ
コンペを開催致します。シニアからヤングまで
会員の皆様、こぞって参加下さい。

6

