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新年例会 
 

根来陽子（平 23 商） 

 1 月 21 日(木)午後 6 時 30 分より、「西村屋 和味旬彩」にて 1 月例会が開催されました。41 名の参

加で、松尾幹事長の司会のもと、堺会長のご挨拶に続き、堺会長、善塔評議員、井上先輩で鏡開きを行い

ました。 

 お料理は、前菜、かにすき、雑炊、デザートと、とても美味しくいただき、また、西村屋の西村会長、

西村屋フーズコムの西村社長から焼酎と日本酒を、大澤副会長からしぼりたての生酒とにごり酒を頂戴し、

大変美味しくいただきました。会の中盤では、初参加の方、ビジターの方のご挨拶・ご紹介があり、さら

にイーゼル会の先輩方から、イーゼル会のご案内をいただき、皆様で和気あいあいと(たまにカニをもく

もくと食べながら)過ごさせていただきました。 

 最後は全員で円になって、恒例の「若き血」を斉唱し、隣の部屋にお客様がいらっしゃったので少し控

えめに行って会はお開きとなりました。とても寒い日でしたが、神戸慶應倶楽部の皆様と、かにすきを食

べることができ、ぽかぽか温かい気持ちで帰宅することができました。 
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3 月例会 

 
天竹清裕(平１5経) 

 3 月例会が 3 月 11 日（金）18 時 30 分より神戸で 100 年の歴史をもつ「東天閣」にて行われました。

37 名の参加で、松尾幹事長の司会のもと、東日本大震災で犠牲になられた方々に黙とうを捧げました。

堺会長からご挨拶があり、上島顧問に乾杯のご発声を頂き、和やかに会がスタートしました。 

 今年度も、東天閣のオーナー中神先輩に多大なご配慮をいただき、スペシャルメニューをご用意してい

ただきました。いつもながらどのお料理も大変美味しく、中でも大きな鯉を丸ごと揚げたお料理には、各

テーブルから歓声があがりました。途中、初参加の方のご挨拶を挟み、瞬く間に閉会の時間を迎え、木村

副会長に締めのご挨拶を頂き、小池副幹事長のもと「若き血」を合唱しました。 

 最後になりましたが、中神先輩、並びに東天閣のみなさまに、この場を借りて御礼申し上げます。早く

も来年の 3 月例会を待ち遠しく感じております。 
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≪新入会のご挨拶≫ 

佐藤禎朗（平１経） 

 この度、入会させて頂きました平成１年経済学

部卒業の佐藤禎朗（よしお）と申します。 

 私は、塾高から慶應にお世話になり卒業して日

清製粉（株）に入社、昨年６月に延べ１０ヶ所目

の異動で神戸に赴任しました。過去に大阪勤務が

２回あり初めての関西ではないのですが、今回、

趣味のトランペット演奏がきっかけでＫＫＪＣの

皆様とご縁が出来まして、入会させて頂く事とな

りました。中学から始めたトランペット演奏は、

大学時代に先輩に誘われて“社会人のビックバン

ド”に所属したことで、仕事をしながらも楽器が続

けられることが分かり、転勤先の各地で、吹奏楽

団やジャズバンドに入り地元の皆さんと交流を行

なってきました。また、趣味は楽器演奏以外にテ

ニス、ゴルフ、食べ飲み歩きなどなど、いろいろ

やりますので、神戸慶應倶楽部でも様々な方々と

交流が出来ることを楽しみにしております。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

 

嶋津貴浩（平１6商） 

 この度、新規入会させていただきました平成１

６年商学部卒の嶋津貴浩と申します。職業は大阪

市内で司法書士及び土地家屋調査士の事務所を経

営しています。資格取得後、約３年間東京の事務

所で勤務した後、関西へ戻ってくるのを機に開業

し、９年目に入るところです。 

 大学時代はバンドサークルに所属してバンドの

楽しさに目覚め、現在もバンドを結成してギター

を弾いています（腕前は聞かないでください・・・）。

趣味はギター以外特にない感じですが、これから

会員の皆様といろいろ交流させていただき見聞を

広めていきたいと思います。 

 今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

 

久留島綾子（平 19経） 

 皆さま、初めまして。平成 19 年経済学部卒業の

久留島（くるしま）と申します。私は、現在、大

阪在住・在勤ではありますが、金融機関に勤めて

おり、2 年程前、三宮に配属だった時分に、木村

副会長にご紹介を賜りました。 

 何故 2年も経ってしまったかはさておき、神戸

が大好きであること、神戸慶應倶楽部のアットホ

ームで和やかな雰囲気、皆さまのお人柄に吸い込

まれ、この度、入会させて頂くこととなりました。 

 ピアノやゴルフの練習と個人で楽しむものを趣

好する傾向にあり、大学や高校時代の友人と集ま

る機会も減っていることから、休日は、気が付け

ば、丸一日誰とも会話しない日もあり、寂しさを

覚えることもあります。今年度は、公私に亘り、

積極的に活動しようと決意した次第ですので、

様々なイベントにも参加させて頂きたいと考えて

おります。 

 若輩者ではございますが、これから、宜しくお

願い致します。 
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≪新入会のご挨拶≫ 

 

藤崎茜（平 18 経） 

 はじめまして、平成 18 年

経済学部卒の藤崎茜と申し

ます。この度は松尾幹事長と

の御縁で神戸慶應倶楽部に

入会させていただきました。 

 私は高知県出身ですが、昔

から神戸は大好きな街で大

学受験は慶應義塾大学と神

戸市内の大学を受験したほ

どです。神戸慶應倶楽部への

入会を大変嬉しく思うとともに、深く感謝してお

ります。 

 私自身の自己紹介をさせていただきますと、卒

業後は地元・高知県のテレビ局に就職し、高知を

拠点に仕事をしておりましたが、5年前に大阪支

社へ転勤となり今に至ります。 

 趣味は発展途上のゴルフとスワロフスキーのア

クセサリー作り、着物（日本の文化を大事にした

いという想いから）です。 

 飲むことや食べることも大好きで色んな飲み会

を主催したり、はたまた参加したりしています。

「明るく、楽しく、笑顔で」というのが私の人生

のモットーです。皆様とそのような時間を共有で

きればとてもありがたく、幸せに思います。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

山本大介（平 23 政） 

 神戸慶應倶楽部の皆様、はじめまして。この度井

上祥先輩のご紹介で入会させて頂きました、2011

年（平成 23年）法学部政治学科卒の山本大介と申し

ます。 

 実は居住地は広島で、広島慶應倶楽部にも所属さ

せて頂いております。広島にお立ち寄りの際は、是

非お声がけ頂ければ幸いです。では神戸との関わり

は？と色々なご指摘を頂くかと存じますが(笑)、以

前父が神戸市内の通販会社の経営もしておりました。

（と言いましても、20 年ほど前のことですが。） 

 私自身と神戸との関わりは、NHKの朝ドラ「甘辛

しゃん」を拝見していたことくらいでしょうか…是

非これからたくさん接点を持っていきたいと思って

おります。 

 大学在学中は運良く？単位交換留学という形で、

海外に留学させていただく機会を持ち、自身の世界

観が広がったような気がします。また入学時は総合

政策学部で、会計士試験（短答式）に合格したのを

契機に 2 年次編入で法学部へ移籍、というちょっと

（いやかなりの）変わり者です。(笑) 

学生時代は起業をしたり、ワグネル（ほぼ幽霊部員）

で歌を歌ってみたり、監査法人に勤務してみたり…、

という面白い経験や友人とたくさん接することが出

来ました。 

 大学卒業後は外資系証券会社の投資調査部門とい

う部署で 2 年間勤務し、父の会社（山(さん)章(しょ

う)株式会社）を第二創業するという形で現在に至り

ます。主な仕事は事業用不動産に関わる業務全般

（AM や税務・会計コンサルまで）と教育事業部門（ビ

クトリーゼミナールという大学受験専門の進学塾）

の運営です。 

 とにかく「面白い！」ことが大好きです。また塾

の活動を通じての経験や、知り合うことのできる塾

生・塾員の皆様は私にとってかけがえのない、一生

の財産になると思っております。まだまだ若輩者で

至らぬ点ばかりですが、皆様より見聞を広め、さら

に自己研鑽して参りたく存じます。今後とも公私

共々、ご指導、ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 
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≪11 年ぶりの例会出席≫ 

 

井上祥（昭 56 法） 

 年会費だけを１１年間支払続け出席できずにいま

した神戸慶應倶楽部例会に昨年の９月に約１１年ぶ

りに出席することができ、白駒紀登美さんの興味深

い講演、サテンドールでの素晴らしい藤村麻紀さん

達の JAZZを鑑賞できた家族例会、西村屋和味旬彩、

東天閣での美味なお食事と月例会で塾員の皆様との

なつかしい再会、新しい出逢いに感動をさせていた

だいたこの約半年間の月例会出席でした。   

 私は慶應義塾創立１００周年の１９５８年に東京

の神楽坂で生をうけ、３１年文学部卒で当時読売新

聞社勤務の父の東京から初めての九州への転勤で福

岡の小倉高校を卒業し１９８１年に慶應義塾大学の

法学部法律学科を卒業いたしました。卒業後は、大

手旅行会社勤務時に初めての単身赴任がこの神戸の

地でした。 

 神戸慶應倶楽部例会出席時には数々の思い出がご

ざいますが、一番の思い出は絵など全く描けなかっ

た私が、イーゼル会に入会し毎月出席し、「忠臣蔵の

ふるさと赤穂ツアー」で初めてのスケッチ旅行に参

加させていただいたことです。雨で播磨灘にぼんや

り浮かぶ島影を車中から眺めながら、浅野匠頭、大

石内蔵助以下四十七義士を合祀して創建された大石

神社を饅頭屋さんのオモシロオカシイ案内人のガイ

ドで参拝し、赤穂城址を見学し、はるか江戸時代の

忠臣蔵のロマンに思いをはせましたことがつい昨日

の様に瞼に浮かびます。参加いただいた先輩方と例

会で再会できたことはこの上なく嬉しかったです。 

 現在は、経営コンサルタントとして福岡・広島を

公私の拠点とし九州、中国四国の各県の主に旅館の

売上・利益をあげるコンサルティング業務などに携

わっています。サラリーマン時代と異なり時間があ

る程度自由になります。また、広島在住の平成２３

年卒の新入会の山本大介君と積極的に例会に参加さ

せていただきたく存じますのでよろしくお願いいた

します。ちなみに関西不動産三田会、関西１２２期

三田会、福岡三田会、米子三田会、旅行三田会、広

島慶應倶楽部などに所属し学生時代よりも多いくら

い？の出席率で三田会に積極的に出席をしています

今日この頃です。 

 

 

【読書会】 

≪神戸慶應倶楽部読書会 第４２回≫ 

 第４２回目の学問のすすめ読書会は、平成２８年１

月１３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、堀切、青戸、浅沼、古淵、得田、

藤井、福野、善塔、宍戸、六拝、清水、古武に阪本

の１３名でした。 

 今回からは、文明の概略の第１章に戻って輪読を

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。 

 そして緒言に続き、巻の一第１章「議論の本位を

定る事」まで読了しました。緒言の「恰も一身にし

て二生を経るが如く」に関して、それぞれの人生に

置き換えて感想や議論がありました。戦前と戦後を

分断している政治体制、産業資本主義が妥当してい

た高度成長時代とその後の脱産業資本主義の進展、

それが大きいかさほどではないかは別にして、人間

の一生には「一身にして二生を経るが如く」がある

ものだと実感しました。そのためにも「議論の本位

を定る事」が重要なのでしょう。輪読が６：３０か

ら８：３０迄の２時間、飲み会が修了したのは１０

：００でした。新年らしく日本酒を楽しみました。 

 

≪神戸慶應倶楽部読書会 第４３回≫ 

 第４３回目の学問のすすめ読書会は、平成２８年３

月１５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、

池田、福野、善塔、宍戸、六拝、清水、古武、野田

に阪本の１４名でした。 

 この日は、まず堀切先輩の今日までの日本経済の

総括についての解説から始まりました。読書会の準

備を始めたのが、平成８年６月ですが、その年の９

月にリーマンショックがあり、翌９年３月には日経

平均株価はバブル後最安値７０５４円を付けました。

その後民主党に政権が交代し、同１１年３月には東

日本大震災が発生しましたが、同１２年１２月から

は第２次安部政権発足に伴っていわゆるアベノミク

スが始動し、昨年末には株価も２万円程度まで回復
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していましたが、実体経済が回復したという実感は

乏しく、今年に入って株価も低迷しとうとう日銀が

マイナス金利を導入するという局面になっています。 

この間の経済の推移を経済学や経済政策の意味とと

もにお話頂きました。堀切先輩は、現在の世界経済

の実態は、これまで有効と理解されていた財政支出

の増加を求める「景気対策」でも金融緩和は景気を

回復する力を持つと確信している黒田日銀の「金融

政策」でも解決することが期待できないような状況

に変質してしまっていることをこの読書会でもずっ

と指摘されていましたが、ここにきて愈々その変質

とその原因について確信に至って本日の解説をされ

ました。 

 その後、８時まで文明の概略巻の一第２章「西洋

の文明を目的とする事」を１４名で輪読を一巡して、

飲み会に移りました。飲み会では、福野君から慶応

大阪シティキャンパスの「戦争の時代と大学」の特

別企画展の案内、池田君から理事長・審査委員長と

して関わっているなんなんタウン商店街振興組合の

恒例（今回は１９回）の大阪弁川柳コンテストの作

品集の紹介がありました。また藤沢市に転居する公

認会計士の野田君から別れの挨拶があり、飲み会は

同君の送別会・激励会になりました。 

 次回の読書会は、平成２８年５月１８日（水）１

８：３０から、阪本評議員の事務所（建隆ビルⅡ３

階）で行います。巻の一第２章「西洋の文明を目的

とする事」の途中（岩波版では３６Ｐの後ろから５

行目から）からです。 

 飲み会の割り勘代は３０００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。１

８：３０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。 

文責 阪本豊起 

 

 

 

 

 

【イーゼル会】 

≪今月の絵≫ 

鳥巣慶太（平 12 理工） 

 

【ＫＫＪＣ】 

≪KKJC活動報告≫ 

 昨年も桜の開花が例年より早くなりそうと書き

ましたが、今年も更に数日早くなるのではとのニ

ュースが流れております。やはり地球の温暖化が

少しずつ進んでいるのでしょうか。。。 

 さて、今年のＫＫＪC の活動は 1 月 30 日、ザ・

シンフォニーホールで行われた「NEW  YEAR  

JAZZ  CONCERT」で関西の一流ジャズミュージ

シャンの演奏を鑑賞しました。今回は特に小川理

子さんリーダーのトリオが出演しましたので、Ｋ

ＫＪCからは30名の皆さまが参加して大いにジャ

ズ演奏や歌を楽しみました。3 月 12 日には小生と

ＫＫＪC 会員・宮本美代子さんとのジョイントラ

イブを芦屋の山村サロンの能舞台で行いました。

演奏は大先輩の鍋島直昶さんのビブラフォンを中

心に関西の名だたるミュージシャンに参加して頂

き、満員のお客様のご声援を頂きながら無事終了

しました。ＫＫＪCからは 22 名の皆さまにお越し

いただき心から感謝しております。 

 3月 21にはＫＫＪC会員の山田百合子さんが主

催した食事付き講演会に、浅沼さんご夫妻、古武

さん、樫根さん、下岡さん、大場の 5 名が参加。
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講演はＮＨＫ朝ドラ「あさが来た」～広岡浅子・

五代友厚とその時代～をテーマに、大阪大学名誉

教授・大阪企業家ミュージアム館長の宮本又朗様

の軽妙なトークで語られ、参加された方は皆さま

熱心にしかもリラックスして講演を楽しみました。

特に武田鉄也の福沢先生役はミスキャストでした

ねとの話には我々も納得しましたが、皆様は如何

でしょうか？ 

 5 月はＫＫＪC メンバーのライブや昨年の家族

会に 2 回参加した藤村麻紀さんのライブもありま

すので、以下ご紹介いたします。 

 

（１）5/1（日）19時開演 

   三ノ宮「BASIN STREET」 

   http://www.basin-st.com/ 

 團裕子さんが中山瞳さんのピアノ上山崎初美さ

んのベースをバックに歌います。 

（２）5/5日（木）19時 30 分開演 

  「PIANO CLUB」 

   http://www.pianoclub.jp/ 

 藤村麻紀さんと竹下清志（pf）さんのＤＵＯ 

（３）5/11（水）19時 30 分開演 

   三ノ宮「BASIN STREET」(同上) 

 小生が生田さち子トリオをバックに歌います。 

（４）5/18（水）19時 30 分開演 

   三ノ宮「BASIN STREET」(同上) 

 藤村麻紀さんが東京の堀秀彰（pf）さんとＤUO 

（５）5/22（日）14時開演 

  「神戸 ALWAYS」 

   阪急六甲駅北側下車すぐ横 

 ＫＫＪＣメンバーが参加するビッグバンド・サ

ンセット 77 の公演 

 

 参加ご希望の方は直接お店に問い合わせて頂く

か、大場までメール頂ければ予約いたします。 

tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne.jp  

         世話人  大場知之 

 

 

 

【事務局からお知らせ】 

 3 月 10 日、倶楽部ルームに嬉しいご訪問があり

ました。 

「平成 27年度 慶應義塾大学指定寄付奨学金」

で、神戸慶應倶楽部からの奨学金を授与された新

井健矢さんが、春休みの帰省を利用して、御礼の

ためにお立ち寄りくださいました。新井さんは兵

庫高校をご卒業され、4月からは商学部の 2 回生

です。ご卒業後は関西での就職をお考えとのこと

で、神戸慶應倶楽部に入会し、たくさんの先輩方

交流させて頂きたいと仰っていました。 

【若手会】 

 3 月 4 日（金）、13 回目となる若手会を開催し

ました。初参加２名（入会希望者 1 名含む）全 12

名にご参加を頂きました。 

若手会は、約 40歳以下の若手会員により構成さ

れ、格式ばらない交流を定期的に行っています。 

若手会を通じて入会下さる方も少しずつ増えてお

り、今年度も交流の輪を広げて参ります。 

 若手の皆さま、本会も楽しいですよ。 

 そうだ、本会に行こう！！ 

mailto:大場知之tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne.jp
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【今後の行事】 

 ４月例会  

日時：４月２２日（金）１８：３０～ 

   （受付開始：１８：００～） 

場所：神港ビル７階 会議室 

会費：￥３，０００/ビジター ＋￥１，０００ 

講師：亀井了 会員（昭５４工／兵庫県立粒子線  

   医療センター勤務）  

締切：４月１４日(木) 

☆参加ご希望の方は、事務局まで氏名・卒年・学

部をお知らせ下さい。 

 評議員会  

日時：上記例会終了後 ２０：００～ 

メンバー：会長・副会長・会計監査・評議員・幹

事長・副幹事長の方々、お集り下さい。 宜しくお

願い致します。 

 慶早ゴルフコンペ  

日時：５月１７日（火）１０：００～ 

場所：廣野ゴルフ倶楽部 

締切：４月１８日（月） 

☆参加ご希望の方は、事務局まで氏名・卒年・学

部・ハンディキャップをお知らせ下さい。 

 定時総会  

日時：５月２６日（木） １８：３０～ 

   （受付開始：１８：００～） 

場所：神戸外国倶楽部 

 

 


