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謹 賀 新 年 

 
 

神戸慶應倶楽部会長 

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。 

本年の干支は丙申（ひのえ・さる）です。申年の人は、明るく活発で、頭の回転が早い、そのためクセモ

ノが多いそうで、豊臣秀吉がその代表人物だそうです。申年生まれの方も多いかと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

 さて、昨年は安保法制の改編に世の耳目が集まりました。福澤先生は、江戸から明治に掛けて生きた自

らの人生を「恰（あたか）も一身（いっしん）にして二生（にしょう）を経（ふ）るが如く」と表現して

おられますが、戦後を生きてきた私達の人生も「一身にして二生を経る」という感を持つことになるので

しょうか。平和を願う気持ちは誰しも同じでしょうが、その方策として何を是とするかは人それぞれで、

安保法制に対する考えも人それぞれでしょう。安保法制は、本年以降、整備が進められていくことになり

ますが、１人１人が「独立自尊」の精神をもって自らの考えを明確にしていただきたいと思います。神戸

慶應倶楽部は、例会等の活動を通じ、会員相互の親睦と絆を深めると共に人格の陶治に努めてきました。 

 

気品の泉源、智徳の模範たらん、以って、全社会の先導者たらんことを期す 

 

 本年も、「慶應義塾社中の誓い」を胸に、慶應義塾及び地域社会に貢献できるよう、活動を続けたいと考

えています。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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賀 詞 交 換 会 

 
鳥巣慶太（平１２理工） 

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

1 月 4 日（月）、倶楽部ルームで新年顔合わせ会が開催されました。17 名の方が参加され、大澤副会長か

ら差し入れを頂いた「徳若」をはじめ、お酒を酌み交わしながら、先輩方と楽しいひと時を過ごさせて頂

きました。当日の様子を写真でご紹介いたしますのでご覧ください。 

なお、当日は募金が行われ、24、000 円が集まりました。皆さま、ありがとうございました。 
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～１２月クリスマス例会レポート～ 

 

岡 毅（平 16商） 

  12 月 12 日(土) 午後 6 時 30 分より、昔懐か

しいオールドジャズから現代のジャズまで、幅広

く楽しむことができる神戸北野のサテンドールに

て毎年恒例の 12 月例会が開催されました。 

 当日の参加者は 39 名、ゲストは大好評だった夏

の家族例会と同じく藤村麻紀さん(塾員、ボーカ

ル）、石川武司さん（ピアノ）、時安吉宏さん（ベ

ース）によるジャズ演奏でした。 

 クリスマスに近いということもあり、クリスマ

スソングも演奏して頂き、大場知之先輩の飛び入

りセッションもあり、大変盛り上がりました。 

 

 毎年恒例のオークションも盛り上がり、ホテル

宿泊券やお酒、野球選手のサイングッズなどが競

り落とされ、先輩方からのご寄付も含め、199、

500 円の収益となりました。みなさまご協力あり

がとうございました。 

 

 途中、新入会員の方のご挨拶なども挟みながら

和気あいあいと楽しい神戸の夜を過ごし、料理も

どれもこれも美味しく、素晴らしい演奏の中でお

食事を堪能させて頂きました。 

最後は『若き血』を全員で歌い、今年最後の例会

にふさわしい会となりました。 
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～2015関西合同三田会 in 姫路～ 

 

小池 剛（平 1 経） 

 去る 11 月 15 日（日）、京都ホテルオークラ

で開催された「関西合同三田会in姫路」に参加し

て参りました。姫路でははじめての合同三田会だ

ったそうです。前半の記念講演では清家塾長の「平

等の慶應社中」をお伺いしました。慶應義塾の歴

史と現状について大いにご講演いただきました。 

 後半の懇親会は弦楽器とフルートの協奏曲で幕

を開け、次々と地元縁のおいしいお料理がテーブ

ルに並び播磨の美酒とあわせて堪能しました。そ

して圧巻は現役の応援指導部からリーダーとチア

が駆けつけてくれました。話題をさらったあの慶

早戦ポスターの池田さんにもチアを振っていただ

きました。また石見姫路市長のご挨拶の中で、世

界遺産姫路城が三度の危機を乗り越え現在に雄姿

を示してくれていると伺いました。最初の危機は

鳥羽伏見の戦いのあと。当時の姫路藩主酒井忠惇

が老中であったため敗走した朝敵として、官軍は

姫路城への砲撃を決定します。ところがその任に

当ったのが、池田茂政が藩主の備前岡山藩。池田

家はもともと姫路藩からの転封で、姫路城を築い

たのは藩主の先祖池田輝政。というわけで、備前

岡山藩は極力、大砲の弾を姫路城には当てたくな

かったのだそうです。結果、形だけ城門をひとつ

砲撃し城は事なきを得ました。2番目は、維新がな

って全国の城が不要になったとき、廃城令により

競売に付され落札されるも市民らの働きかけもあ

り結局保存されることとなりました。そして最後

は太平洋戦争末期、姫路大空襲で天守に焼夷弾が

命中するも不発で、焼け野原の中に姫路城だけが

立っていたということです。三度の奇跡のおかげ

で今回姫路城を望む姫路商工会議所での合同三田

会が実現したと思うと感慨がこみ上げてきます。

姫路慶應倶楽部を中心にお世話いただいた各三田

会の皆様には心から感謝いたします。 
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～第一回神戸慶應倶楽部ゴルフコンペ～ 

 

安井明子（昭６０理） 

 平成２７年１１月２８日（土）、ジャパンメモリアルゴルフ倶楽部にて、濱根元会長の優勝カップを冠

する、第一回神戸慶應倶楽部ゴルフコンペが開催されました。晩秋の凛とした空気が澄みわたる絶好のゴ

ルフ日和となり、１８名の会員が、オーガスタを彷彿させる美しいホールや池越えの名物ホールのラウン

ドを楽しみました。 

 ダブルペリア方式による競技の結果、優勝者は城口隆氏で、２つのニアピン賞も併せて受賞されました。

堺会長から、倶楽部に保存されていた濱根杯の優勝カップが授与されました。 

 つづく懇親会では、森元会長と五代元会長から、お元気だった頃の濱根氏のユーモアあふれるエピソー

ドが披露され、慶應を愛し、後輩から慕われていた氏のお人柄を伺うことができました。そして、濱根杯

を冠するコンペを、是非に継承してもらいたいとのお言葉で、お開きとなりました。 

 濱根杯、今年も開催を予定しています。次回は、より多くの参加者を期待しています。皆様、ご参加よ

ろしくお願い申し上げます。 
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≪新入会のご挨拶≫ 

亀井了（昭 54工） 

 この度、入会させて頂くことになりました昭和

54年工学部管理工学科卒業の亀井了(さとる)です。 

 学生時代は芸術家で有名な千住３兄妹のお父さ

んでもある千住研究室にいました。 

 大学卒業後は兵庫県庁に入庁し平成 26 年 3 月

定年退職するまでの間、公務員生活を送りました。 

 退職後は再任用で引き続き現役時代から関わっ

てきたがん治療の一つである粒子線治療の仕事に

就き、現在、ポートアイランドの神戸医療産業都

市に整備を進めている小児がんに重点を置いた新

陽子線治療施設を担当し、そこに国内でも有数の

治療実績を誇る県立粒子線医療センターの技術と

ノウハウを結集させて世界最高水準の施設となる

ことを目指して頑張っています。 

 現役時代に一度、学生時代のサークルが同じで

あった堺会長から神戸慶應倶楽部のことをお聞き

していましたが、なかなか入会するまでには至ら

ず、今回、同じくサークルが一緒であり先に入会

された勝部氏と堺会長からも再びお誘いを受け入

会させて頂くことになりました。 

 これからはいろいろな方との交流を通して刺激

を受け、まだまだ現役として頑張っていこうと思

っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

田辺恭久（昭５６商） 

 昭和５６年商学部卒業の田辺と申します。今般、

松尾幹事長のご紹介にて入会させて頂きました。 

 西宮に生まれ育ち、塾は大学からです。 

 全国各地に勤務しておりましたが、２０年ぶり

に地元に戻りました。 

 現在は、大阪 OBP にあるクラシック専用ホール

「いずみホール」（写真添付）の運営に携わってお

ります。皆様との交流を楽しみにしています。宜

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

【ＫＫＪＣ】 

≪KKJC 活動報告≫ 

 新年明けましておめでとうございます。本年も

どうぞ宜しくお願い致します。 

 さて、昨年末の 12 月 19 日（土）、ＫＫＪＣの

ビッグイベントのひとつ・ジャズ忘年会を本山の

住宅街の中に位置するフレンチレストラン「ブル

ーミンメド―」で盛大に行われました。昨年の秋、

世界最高齢の現役ジャズバンドとしてギネスに登

録されたゴールデンシニアトリオの一員で塾員の

鍋島直昶（ビブラフォン）さん、パナソニックの

役員で激務の中参加された小川理子（ピアノ＆ボ

ーカル）さん、それに嶋仲潤（ベース）さんの塾

員トリオの素晴らしい演奏でパーティーがスター

トしました。鍋島さん、小川さんは全国放送のＴ

Ｖにも出演したまさに時の人なので、ディナータ

イムの会話も裏話も含めて大いに弾んだのではな

いでしょうか。（小生は進行役なので憶測です

が。。。）その後、ＫＫＪＣで前回の鳴門ツアーから

始めた喜寿（以上の方も対象です）のお祝いを行

い、今回は井上さんと黒田さんに楽器のピンバッ

チを贈呈し早速着けていただきました。続いて新

入会員の方の自己紹介で盛り上がったところで最

後のプログラム・セッションタイムの開始です。 

 今回は 9 名の方に参加頂きそれぞれの方が個性

を発揮されて会場も大いに盛り上がりましたが、
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何といっても一番練習熱心な浅沼さんが歌われた

「I left my heart in San Francisco」は印象に残

りました。トニーベネットの歌で有名な曲ですが

バースから歌われたところは素敵でしたね。永山

さんには後半のドラムと歌も歌って頂き有難うご

ざいました。今回新入会員の佐藤さんにはトラン

ペットで参加頂きましたが、今後楽器で参加する

方が増えますとセッションもより幅広く又楽しく

なりますね。このセッションではＫＫＪＣのパー

ティーでしか見ることのできない、鍋島さんと小

川さんが楽器をチェンジして演奏を行うシーンが

見られましたが、いつもながら素晴らしいアドリ

ブ演奏で会場も大いに沸きました。パーティーの

締めは有志の皆さんで On the sunny side of the 

street を歌いお開きとなりました。 

 今年も 1 月 30 日（土）・シンフォニーホールで

開催される“New Year Jazz Concert”ジャズ鑑賞

から始まり参加型のセッション、お勧めのライブ、

メンバーのライブ、ジャズツアー旅行等々色々企

画しますので、どうぞ宜しくお願い致します。  

         世話人  大場知之 

 

【イーゼル会】 

＜グループ展のご報告＞ 

 イーゼル会第６回グループ展は、会長、幹事長

をはじめ多数の会員の皆様にもお足をお運び頂き、

お蔭様で盛況の内に無事終了することが出来まし

た。紙面を拝借しメンバー一同厚く御礼申し上げ

ます。次回のグループ展では今少し見て頂ける作

品を並べる事が出来る様努力して参ります。 

 今年もよろしくお願い致します。 

世話人 天木明 

mailto:大場知之tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne.jp
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≪今月の絵≫ 

梅地浩介（イーゼル会講師） 
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編集後記 

 

あけまして 

おめでとうございます 

今年もＢＲＢは，進化を

続けていきます。 

皆様，よろしくお願い申

し上げます。 
 

（BRB編集部一同） 

 

～新年例会のお知らせ～ 

日時：１月 21日（木） １８時３０分開始 

場所：西村屋 和味旬彩 

会費：メンバー 8、000円 

ビジター 9、000円 

皆様ご一緒に和気藹々、ゆっくりと美味しいカニ

を頂きましょう。なお、こちらの参加は締切って

おります。申し訳ございません。 

 

～３月例会のお知らせ～ 

日時：3月１1日（金） １８時 30分開始 

場所：東天閣  

会費：メンバー 9、000円 

ビジター 10、000円 

毎年恒例の東天閣様で、ゆっくりと美味しい中華

を頂きましょう。こちらは参加募集中です。皆様

のご参加よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


