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～～９月例会～～ 

萩原勇作（平 21政） 

 ９月１０日午後６時３０分より、神港ビル 7 階会

議室にて、「博多の歴女」こと白駒妃登美様をお招き

し、９月例会が開催されました。 

 冒頭、福岡県の田川中央中学校放送部が製作した、

白駒様の半生を題材にした映像を紹介していただき

ました。同作品は、全国放送コンテストで第２位を

受賞したものです。闘病生活の中、歴史上の人物の

生き様を励みに、見事にがんを克服されたお話には

驚嘆しました。 

 その後、主に３人の人物についてお話ししていた

だきました。一人目は、戦国末期の武将、木村重成

です。豊臣秀頼の幼なじみとして育った重成は、喧

嘩両成敗の大坂城内で辱めを受けた際、「主君のため

に使う命であるから」と相手を斬らなかったそうで

す。また、大阪冬の陣で、自身の命を省みずに戦場

に取り残された部下を救出しました。白駒様は、こ 

 

れらのエピソードを通して中学生に「何のために命

を使うのか」ということを伝えられています。 

 二人目は、西郷隆盛です。隆盛は小さな過失を理

由に、沖永良部島へ遠流されます。その苦境の中で、

何百冊もの本を読み、この間に「手抄言志録」も執

筆しました。この困難が、明治維新での活躍につな

がりました。白駒様は、隆盛の人生を通して、「現在

は、未来に輝くためのもの」と捉えるようになった

そうです。 

 三人目は、伊能忠敬です。家業の立て直しを果た

した忠敬は、５０歳を過ぎてから、念願だった天文

学の研究をするため、はるかに年下の高橋至時に弟

子入りします。「地球の大きさを測りたい」との思い

から始まった東日本の地図製作。完成した地図の正

確さに驚いた幕府から西日本の地図製作も依頼され

ます。その途上で亡くなったにも関わらず、『大日本

沿海輿地全図』が伊能忠敬によるものという歴史が

残ったのは、忠敬の弟子達が師匠の名を歴史に刻も

うとしたためです。また、老齢の忠敬が日本地図製

作に取り組んだのは、偏に「後世の日本人のために」

という思いであったそうです。 

 西洋型の“夢”（自分のために達成するもの）ではな

く、「誰かのため」「後世のため」という日本の“志”

を次の世代に受け継いでいきたいと結ばれました。 

 抑揚があり、時に迫力を感じさせる話し方は、が

んを克服され、多くの方を励ましてこられたお人柄

を感じさせるものでした。また、国際経験豊かな白

駒様の「外国人から尊敬される日本人を形成してき

た文化、歴史を学ぶべき」とのお言葉には千鈞の重

みがありました。 
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～～１０月例会～～ 

天竹清裕（平成 15経） 

10 月 15 日(木)、EH バンクにて 10 月例会が開

催されました。今回は、講師の方をあえてお招き

せず、会員の親睦を図る趣旨とのことで、堺会長

の冒頭のご挨拶通り、和気藹々とした食事会とな

りました。参加者は 13 名で、講師の方がいらっし

ゃらない分、先輩方のお話をじっくり聞かせて頂

くことができました。 

充実した時間は過ぎるのも早く、大澤副会長か

ら閉会のご挨拶をいただき、瞬く間に閉会となり

ました。このような例会も大変楽しく感じました。 

 

 

【読書会】 

≪神戸慶應倶楽部読書会 第４１回≫ 

 第４１回目の学問のすすめ読書会は、１０月２

０日（火）に阪本豊起評議員の事務所で行われま

した。参加者は、堀切、浅沼、古淵、得田、藤井、

福野、善塔、宍戸、六拝、清水、池田に阪本の１

２名でした。 

 今回は、文明の概略の最後の巻之六第１０章「

自国の独立を論ず」（最終章）を読了しました。６

：３０から８：３０迄の２時間、休みもとらず輪

読を続けました。始める前には輪読は８：００ま

でと決めていましたが、内容も面白く誰もやめよ

うとは言いださず、結局１２名で５巡して一気に

最終章を読破してしまいました。これだけのボリ

ュウムがある明治８年の著作を読破できた感動を

共有できたことは嬉しい限りです。 

 第４２回以降の読書会では、文明の概略を再び

第１章から輪読を続けますが、輪読に留まらず、

文脈ごとに議論をして、更に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。 

 号外として、大阪船場博覧会実行委員長の池田

から、立派なパンフレットに基づいて「船場を楽

しむ７日間」の案内がありました。また飲み会で

は古淵から自宅で実ったおいしい柿の差し入れが

あり、暫しの秋も楽しむことができました。 

 次回の読書会は、来年１月１３日（水）１８：

３０から、阪本の事務所（建隆ビルⅡ３階）で行

います。飲み会の割り勘代は３０００円です。お

酒とさかなの準備がありますので、前回出席者以

外の方は阪本まで事前にご連絡頂ければ幸いです。 

世話人  阪本豊起 

【ＫＫＪＣ】 

≪KKJC 活動報告≫ 

 紅葉が綺麗な季節になりましたが、暦の上では

晩秋、長かった秋ももうすぐ終わりを告げようと

しております。さて、秋といえば神戸ジャズスト

リートの開催や、秋をテーマにしたジャズの名曲
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も多数あり、まさにジャズの季節です。我々KKJC

もライブ鑑賞のほかに、会員の皆がジャズや懐か

しのポピュラーソングを歌ったり、楽器で参加し

たりと活動が盛んになりつつありますが、10 月 7

日（水）第一回 KKJC セッション・ライブを開催

して日頃の練習の成果を発表しました。当日は 9

名のボーカリストと 2 名の楽器参加者（吉田さん

のアルトサックス、永山さんのドラム）にプロの

ピアニストとベーシストがサポートをして行われ

ました。 

参加の皆さまは早めに集合してリハーサルを行い、

その後、天満の「春駒」という人気のすし屋で握

りをつまみ、少々のお酒を頂いてから本番に臨み

ました。当日は KKJC の川口さん、谷村さん、樫

根さん、宮田さん、西川さんに応援を頂き、皆さ

ま 2 曲ずつ歌って頂きましたが、浅沼さん、塩谷

さん、若杉さん、近藤さん、東京から参加の垣屋

さん、北井さん、永山さん、宮本さん、それぞれ

個性的に楽しく歌っていただき、皆さまの賛同を

得て次回 2 回目の開催も行うことになりました。 

 さて、12 月は神戸慶應倶楽部の皆さまにお勧め

したい 2 つのイベントが有りますので、ご案内い

たします。 

 一つ目は、12 月 12 日（土）18 時 30 分開始・

サテンドール神戸で行われる、神戸慶應倶楽部・

家族会のご案内です。夏の家族会では、関西で人

気のピアニスト・石川武司さんと塾員で大阪芸大

準教授のボーカリスト・藤村麻紀さんが参加して

素晴らしいステージでしたが、今回はベーシスト

も加えて再度参加することになりました。素晴ら

しいステージを再現して頂けると思います。 

 二つ目は、12 月 19 日(土)18 時開始・ブルーミ

ン・メド―（甲南山手のカナディアン・フレンチ・

レストラン）で行われる、KKJC ジャズ忘年会のご

案内です(会費 7、000 円)。当日は 3 部構成で、

第１部は世界で最高齢のジャズバンドとしてギネ

スに登録され、最近 TV で取り上げられているゴー

ルデンシニアトリオで最高齢の鍋島直昶さん（塾

員・ビブラフォン奏者）と塾員でパナソニックの

ただ一人の女性役員となり、マスコミでも注目を

浴びている小川理子さん（ジャズピアニスト・ボ

ーカル）を中心としたジャズ演奏を行います。第 2

部はディナータイムとしてフレンチのコース料理

を堪能していただき、第 3 部はこの豪華な演奏者

をバックに神戸慶應倶楽部の浅沼さん、若杉さん

他の皆さまに歌って頂くコーナーとなっておりま

すので、皆さまお楽しみ頂けると思います。今回

は超多忙なお二人が演奏する貴重な機会となりま

すので、KKJC だけではなく神戸慶應倶楽部の皆さ

まにもご案内いたします。参加ご希望の方は KKJC

世話人・大場迄メールでお申し込み下さい。 

アドレス：tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne. jp 

世話人 大場知之 

 

【慶早ゴルフコンペ】 

「平成 27 年 9 月 2 日(水)神戸ゴルフ倶楽部にて

恒例の慶早ゴルフ対抗戦が行われました。当日午

前 3 時ごろまで豪雨が続いた模様で、深更に及び、

大きな雨音で目覚め、『これは競技中止か？ 朝か

らすき焼きパーティーかも！』と夢想していまし

たところ、午前 6 時には雨もあがり、勇躍、倶楽

部ハウスに全員集合したのでした。 

 標高 8 百メートルを超える同倶楽部では、雲が

漂い、そして、霧が行き交い、スタート時はまる

で天国のようでした。しかし、間もなく、参加プ

レーヤーの日頃の精進よろしく、雲は散り、霧は

消え、日差しも柔らかく、先日までの暑さがウソ

のような天候に恵まれました。ラウンドの途中で

は大阪湾を望むこともでき、昨年難渋した手ごわ

いラフも熊笹が姿を消し、前夜の大雨にもかかわ

らず、水はけの良い、どうにも言い訳の出来ない

コースコンディションとなりました。 

 それでも何故だか、我が塾員プレーヤーの腕は

振るわず、各校上位5名のネット集計の結果323.6

点対 344.0 点と大差を付けられ完敗。さっさと、

すき焼きパーティーでの乾杯に移ったのでした。 

 最後に、参加プレーヤーをご紹介します。 

「佐井裕正氏(49 商) 、延原耕三(52 政) 、堺充廣

氏(53 法) 、松尾茂樹氏(60 商) 、安井明子氏(60

理) 、山脇秀敬氏(H6 政)」 

延原耕三（昭 52政） 
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【イーゼル会】  

 

 ≪今月の絵≫  五代友和（昭 37商） 

 

（１）イーゼル会秋の写生会 

 秋晴れが数日続いた後、中国まで迂回した挙句

爆弾低気圧となった台風の残骸が西日本を襲った

１０月１日、まあ幹事役としてはため息が出る様

なタイミングでの秋の写生会となりました。 

 場所は有馬温泉。有馬へ向かう芦有道路は霧の

中、どうなる事やらとの思いのスタートでしたが、

そこはそれ、「幹事の日頃の行い．．．。」を先刻ご承

知のメンバーの槌橋さんが手配して下さった宿、

某薬品メーカーさんの厚生寮は室内で絵画教室の

開けるような立派な会議室完備。お蔭様で初日は

室内でモチーフの西洋人形を描き、夕方からは神

戸牛のシャブシャブで満腹となった後、貸切状態

のカラオケルームで大いに盛り上がった次第。 

 翌朝は台風一過の爽やかな朝。初日行けなかっ

た瑞宝寺公園へ。紅葉シーズンには観光客で溢れ

かえる園内も特に荒天直後と云う事もあって静寂

そのもの。勿論、早秋とあってまだ緑主体の風景

でしたが、流石に紅葉の名所だけあって陽のよく

当たる高い枝あたりは黄、紅に色付きはじめてお

り素晴らしいスケッチの楽しめる一日でした。当

日の雰囲気は五代先輩の≪今月の絵≫と講評後の写

真からお汲み取り下さい。 

（２）イーゼル会第６回グループ展のご案内。 

 イーゼル会では恒例のグループ展を下記の通り

開催させて頂きます。 

 場所はここ数回開催させて頂いておりました「

ギャラリーほりかわ」が閉店となりました関係で

ＪＲ六甲道のすぐ北側にあります「ギャラリー花

六甲」での開催とさせて頂きます。 

 ＪＲ六甲道から１ブロック北（徒歩３分）と便

利な場所でもありますので是非お立ち寄り頂きま

す様、メンバー一同お待ちしております。 

 尚、ご案内葉書はクラブルームに置かせて頂い

ております。 

 

期間：１１月１７日（火）～１１月２２日（日） 

       Ａ．Ｍ．１１：００～Ｐ．Ｍ．６：００ 

           （最終日はＰ．Ｍ．４：００まで） 

場所：ギャラリー花六甲 

      神戸市灘区森後町１－４－６ 

      ＴＥＬ ０９０－７７６６－８７６５ 

 

世話人 天木 明 
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～～平成 27年度慶應義塾大学指定寄付奨学金授与証交付式～～ 

「撮影：慶應義塾オフィシャルフォトグラファー 石戸 晋」 

 

 9 月 17 日午後 6 時から三田キャンパス・西校舎ホールにて平成 27 年度慶應義塾大学指定寄付奨学金

授与証交付式が開催され、昨年に引き続き、来賓として出席してきました。 

ご承知のとおり、指定寄付奨学金制度は「社中協力」の精神をもって授与されるものであり、他大学には

見られない慶應義塾の特色ある伝統に基づく制度です。本年度は、5 種 30 団体から延べ 167 名の奨学生

に指定寄付奨学金が授与され、神戸慶應倶楽部からは兵庫高校卒の商学部 1 年生新井健矢君に奨学金を

授与しました。 

 交付式は、清家篤塾長、伊東裕司大学奨学委員長・学生総合センター長の挨拶の後、清家塾長から奨学

生代表の法学部 4 年飯田(ハンダ)萌さんに授与証が交付され、本年 4 月にお父様を亡くされたという法

学部 4 年土田晋一郎君が奨学生を代表して謝辞を述べました。土田君は、損保への就職が内定している

とのことで、奨学金を授与したことを励みに、社会に役に立つ人物になりたいと決意を述べられました。

引続き、西校舎地下 1 階の「生協食堂」で懇談会が開催され、岩波敦子常任理事のご挨拶の後、渡部直

樹常任理事の乾杯の発声で懇談会が始まり、奨学生と「人間交流」を深めました。 

新井君とは、神戸慶應倶楽部の活動状況、例会の話などを交えて交歓し、帰省した際に倶楽部にも顔を出

すように勧めましたので、皆様とも交流を持つ機会が持てるのではないかと思っています。そして、「慶

應の水」をお土産に頂戴し、帰神しました。 

いつも申し上げていますが、「慶應義塾社中の約束」の実践として、高い志から始めた指定寄付奨学金の

授与を今後も継続し続けるために、会員の皆様のより一層のご協力をお願い致す次第です。 

神戸慶應倶楽部会長 堺充廣（昭53法）
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＜＜＃６ お仕事数珠つなぎ 

第 2回 ＩＭＶ株式会社 小嶋淳平さん＞＞ 

ＢＲＢ編集長 鳥巣慶太 

 お久しぶりのBRB放送局

は、第２回『お仕事数珠つ

なぎ』をお送りします。約

２年ぶりの第 2 回です（笑）。

今回のゲストは、神戸慶應

倶楽部幹事、ＩＭＶ株式会

社の「小嶋淳平さん」です。 

 

 ＩＭＶ株式会社は、昭和３２年創業の振動試験

装置・計測装置メーカーで、最近では海外進出を

積極的に行っており、現在海外の売上比率が飛躍

的に伸びているそうです。また、振動試験装置に

おいては、世界トップクラスのシェアを誇るそう

です。 

 

 さてみなさん、振動試験装置と言ってもピンと

きていないと思います。そこで、振動試験装置に

ついて少しご説明します。振動試験装置とは、振

動を発生させ、振動に対する試験対象物の挙動や

耐性を計測・解析するための装置です。試験対象

物には、自動車、電車、航空機、

ロケット、又はその部品などが

あります。みなさんが自動車に

乗る時に故障が少ないのは、こ

の振動試験装置のおかげです。 

 

 とは言え、まだピンときていない方も多いと思

います（笑）。より身近な物の例をあげます。 

 振動計測装置には、地震計測装置が含まれます。

地震計測装置とは、振動の検知や計測を行う装置

で、緊急地震速報にも利用されています。大きな

地震が起こる直前又は瞬時に、みなさんの携帯が

ピーピー鳴るアレです。 

 ここで、なぜ緊急地震速報が、地震の直前又は

瞬時に地震を検知できるかを少しだけ紹介します。 

 地震の揺れには、Ｐ波とＳ波の２つの地震波が

関係しています。地震が発生するとＰ波とＳ波が

発生します。Ｐ波は揺れが小さく、伝搬速度が速

い特徴があります。一方、Ｓ波は揺れが大きく、

伝搬速度がＰ波よりも遅い特徴があります。地震

の被害には、揺れの大きいＳ波が影響します。 

 そこで、この地震計測装置の出番です。緊急地

震速報に利用されている地震計測装置は、伝搬速

度の速いＰ波を素早く検知・解析し、遅れて到達

するＳ波を予測します。そして、予測したＳ波の

揺れが大きい場合に、みなさんの携帯を瞬時に鳴

らすシステムです。 

 いかがでしょうか。これで振動計測装置・計測

装置について少しおわかり頂けたと思います（笑）。 

このように、実は振動装置は、みなさんの身近で

活躍しているものなんですね。 

 

 最後に小嶋淳平さん、今回は貴重なお時間を頂

きありがとうございました。以下に小嶋淳平さん

の１日をご紹介します。 

（小嶋淳平さんのとある１日） 

５：００ 起床 

５：３０ ランニング（５ｋｍ） 

７：００ 通勤（自転車） 

８：００ 出社・メールチェック 

 ９：００ 営業会議 

１２：００ 昼食 

１３：００ 工場視察 

１５：００ 来客 

１６：００ 承認作業 

１７：００ ミーティング 

１８：００ 退社 
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編集後記 

 久々の BRB 放送局＆お仕事数珠つなぎで

す。会員の方の仕事ぶりが垣間見られる好評

の企画です。ただ、好評の企画なのですが、

インタビューがなかなか難しく、今回は小嶋

さんに無理を言ってお願いしました。 

 掲載してもいいよと仰って頂ける方、事務

局までご連絡ください。何卒よろしくお願い

致します。我々が取材に行かせて頂きます。 

       （編集長 鳥巣慶太） 

 ～～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 

 

 

 ～イーゼル会グループ展～ 

 日時：11月 17日(火)～22日(日) 

    11時～18時（最終日は 16時まで） 

 場所：ギャラリー花六甲（ＪＲ六甲道） 

       神戸市灘区森後町１－４－６ 

 

 ～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。 

 

 ～～1２月例会のお知らせ～～ 

 日 時：2015年 12月 12日(土) 18時 30分 

 場 所：サテンドール神戸 

 会 費：8、000 円（ビジターは＋1、000 円） 

     3、000円（中高生）／小学生以下無料 

内 容：ピアノとヴォーカルのジャズ・デュオ 

（Ｐｉ：石川武司様、Ｖｏ：藤村麻紀様（塾員）） 

大好評だった夏の家族例会に引き続き、同アー

ティストによるジャズセッションです。 

備考：みなさま、ご家族の方とご一緒に、是非

参加ください。 

また、恒例のオークションがありますので、オ

ークションに出品される物をお一人一品ご持参

お願い申し上げます。 

 

 

 


