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～平成２8 年度定時総会～ 
和田真一（平 7 商） 

 2016 年 5 月 26 日（木）18 時半より、平成 28 年度定時総会及び懇親会が開催されました。 

会場である神戸外国倶楽部（KOBE CLUB）は、古くから、神戸における海外の方たちの社交場であり、

歴史的にみても、神戸らしい施設のひとつです。当日は雨にもかかわらず、48 名（内初参加 6 名）のご

参加となりました。 

 総会では堺会長の手慣れた議長運営のもと、すべての議案が原案通り承認されました。会員数は、昨年

度から 2 名減少という報告でした。補足としましては、会費の未納による強制退会者数が 3 名と例年に

なく少なかったということで、喜ばしいことです。今般の熊本地震義援金への協力のお願いもありました。

人事案件では、本総会をもって松尾幹事長はご退任されることになり、小池新幹事長が選任され、総会途

中での司会交代となりました。その後の懇親会は、上島顧問の乾杯の音頭で始まり、外国倶楽部のおいし

い食事とともに交流が始まりました。 

 冒頭、大阪慶應倶楽部からゲスト参加された、錢高一善会長、津田晴史幹事長がご挨拶され、9 月 24

日（土）に開催される関西合同三田会の PR をしていただきました。懇親会中には、新年度幹事団の紹介

もあり、気が引き締まる思いでした。楽しい時間はあっと間に過ぎ、大澤副会長の中締め挨拶で懇親会は

終了いたしました。最後は、恒例の全員で肩を組んでの「若き血」の合唱となりましたが、松尾幹事長最

後の大仕事（？）として、自らの渾身の指揮のもとで行われました。 

 松尾幹事長、2 年間の幹事長職お疲れさまでございました。 
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『幹事長就任挨拶』 

小池剛（平１経） 

 このたび伝統ある神

戸慶應倶楽部の幹事長を

拝命することになりまし

た小池剛です。歴代の名

幹事長、大幹事長が脈々

と引き継がれてきた、気

品がありスマートでかつ広く多くの会員を包み込む懐

の深い会務運営のバトンを、松尾前幹事長からしっかり

受け取り、会員の皆様のお世話係として少しでもお役に

立てるよう努めさせていただく所存です。何卒宜しくお

願い申し上げます。 

 奇しくも、定時総会の週に発売された週刊ダイヤモン

ドは慶應同窓会の特集でした。慶應の卒業生は学生時代

から半学半教の精神で鍛えられ、おのずと社会人として

の基礎力を磨かれてビジネスの世界に飛び込んでくる

から多くの卒業生が出世するのだ、という記述がありま

した。それももちろん得心の行くことではありますが、

学生時代に中途半端な鍛え方しかしてこなかった私の

ような者からすれば、今までお世話になった各三田会、

そして当神戸慶應倶楽部の中で先輩方に少しずつ大切

なことを教えていただきながらやっと何とか塾員の端

くれに加えていただいているような気がしております。

また、塾員はなぜ世代や地域や時には国を超えて結束す

ることができるのかという問いには、塾員は福澤先生の

理念を共有しているから、という解が示されていました。

まさしくその通りだと思います。 

 これから堺会長のもと役員・幹事団の皆様にお力添え

をいただき、先輩方や優秀な後輩の皆さんからも倶楽部

のためにお智恵を拝借しながら、みずから汗をかいて神

戸慶應倶楽部共有の大切な理念を形にしていけるよう

努力してまいります。なによりも、より多くの会員にた

びたび例会にご出席賜り、硬軟取り混ぜた様々なコミュ

ニケーションの中から倶楽部共有の大切なものを引き

継いで行けるようなお世話を心がけてまいります。 

引き続きご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

『幹事長退任挨拶』 

松尾茂樹 

(昭 60 商) 

 この度、先日

の総会をもち

まして２年間

務めさせて頂

きました幹事長職を全うすることが出来ました。これも、

堺会長の温かくおおらかに私をリード下さったことに

加え、幹事団がサポートしてくれたこと、会員の皆様の

ご支援やご協力があったお陰であります。皆様、本当に

ありがとうございました。事務局の西川さんも、細かい

フォローを丁寧に明るく対応してくれてありがとう。た

だ、皆様方には、いろいろと不手際や、至らなかった点

など、数多くあったかとは存じますが、ご容赦願います。 

 この２年間で、会員の増強と、例会に多くの方々に参

加して頂くこと、若い会員がもっと参加しやすく、幅広

い年代が和気藹々と集う倶楽部になればいいな。と欲張

りな気持ちで臨んでおりました。結果として、２年間で

４１名の入会がありましたが３８名が退会されて、あま

り会員の増強はできませんでした。例会の参加者につい

ては、平均で３５名、夏と冬の家族例会は平均で４７名

でしたので、私としては多くの方々に参加下さり、良か

ったと思っております。また、木村副会長のお陰で、Ｋ

ＫＪＣとのコラボレーションもでき、ジャズの街・神戸

らしさも演出できたかと思っております。 

 私自身、ＫＫＪＣやイーゼル会にも顔を出したり、慶

早ゴルフや濱根杯ゴルフにも参加したり、関西合同三田

会の他の倶楽部・三田会の方々ともお会いする機会も多

くございました。多くの塾員の方々と、本当に数多くの

場での交流ができ、先日発売された週刊ダイヤモンドに

も書かれておりましたように、慶應義塾の素晴らしさを

実感できた２年間でした。 

 若手会もメンバーを増やして活発に活動しているよ

うです。これからは、堺会長、小池幹事長の体制の下、

幅広い年代層の多くの会員様が楽しく交流できる倶楽

部へ飛躍していって欲しいと思います。本当にこの２年

間、お世話になりました。ありがとうございました。  
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～～４月例会レポート～～ 

 

伊勢和子（平14政）   

4月例会が4 月22 日

（金）18 時30 分より神

港ビル7階会議室にて行

われました。29名の参加

で、松尾幹事長の司会の

もと、兵庫県立粒子線医

療センター勤務の亀井了

先輩（昭和54年工学部卒）より、「がん治療における

粒子線治療と兵庫県が整備を進める小児がんに重点

を置いた新粒子線治療施設について」ご講演を伺い

ました。 

 粒子線治療は放射線治療の一種で、1990 年にアメ

リカで運用が開始されました。ピンポイントでがん

細胞を標的として照射ができ、優れた物理学的・生

物学的効果が得られるため、「痛くも痒くもない」治

療ができるという点で、非常に QOL(Quality of Life)

に優れた治療方法として評価が高まっています。が

ん治療に対しては、外科治療、化学療法が一般的で

すが、粒子線治療は、体内の他の正常細胞に与える

影響が小さく、免疫が抑制された患者さんにも治療

できるため、最小 2 歳から最高 98 歳の方までの治療

実績を得ているそうです。実際に、頭頸部がんの患

者さんの貴重な症例写真を拝見しましたが、鼻の横

に大きな腫瘍ができており、これを外科手術で取り

除こうとするとどうしても顔に傷が残るように思え

ましたが、粒子線治療のおかげで傷ひとつなく腫瘍

が小さくなっていたことに大変驚きました。 

 兵庫県はこの粒子線治療に対して、最前線で取り

組んでおり、2001 年、世界初の粒子線医療センター

を播磨に立ち上げています。粒子線治療にも二種類

あり、重粒子線の一種で、骨肉腫等のなかなか治ら

ないがんに対して使われる炭素線治療と他のがんに

使われる陽子線治療、双方できる施設は今でも国内

でこの兵庫県立粒子線医療センターのみだそうです。

2011 年に兵庫県といくつかの企業が参加して、株式

会社ひょうご粒子線メディカルサポートが設立され、

このノウハウや技術を日本全国だけでなく台湾や中

国、アメリカといった世界にも提供されています。 

また、ポートアイランドに小児がんを主な対象とし

た新たな粒子線センターを立ち上げるとのことで、

建設状況の写真も拝見させていただきました。来年

下半期に治療が開始される予定だそうです。 

 当日は、質疑応答も数多くありました。一部講演

内容も含まれますが、当日、その他に話題に出た内

容は下記となります。 

・対象となるがん：胃がんと大腸がんは、粘膜が薄

く、穴があくおそれがあるため、粒子線治療はでき

ない。乳がんは現在臨床試験中であるが、それ以外

のがんは治療の対象になりうる。 

・照射回数：最高 8 回 

・費用：高額療養費制度を使用して 300 万円ほど。

保険適用されれば 250 万円ほどに。現時点では、陽

子線治療は小児がんに、炭素線治療は、手術が難し

い骨や筋肉などの骨軟部腫瘍に適用されている。 

・1 日に治療できる人数：100 人程度。 

・治療開始までの期間：10日前後で治療開始できる。 

・放射線の被ばく量：少ない 

今後の課題として、人への被ばくをより少なくする

機材の採用や一回に照射する線量を増やす技術を高

め、照射回数を減らし、患者さんの負担を少なくし

たい、とのことです。 

 1 時間少々では尽きない話で、参加者の皆さんもま

だまだお聞きしたいことがあったのではないかと思

うくらい質疑応答も大変活発でした。亀井先輩、貴

重なお話をありがとうございました。 
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～～春の慶早ゴルフコンペ～～ 

廣野ゴルフ倶楽部 

 

茂木立仁（平 1 法） 

 ゴルフしか参加していないので、他にレポート

ができないためにこのレポートを仰せつかりまし

た、（たぶん）お久しぶりの茂木立です。 

5 月 17 日（火）第 55 回慶早ゴルフが廣野ゴル

フ倶楽部にて、前日の雨や風と異なって最高のコ

ンディションのもと開催されました。 

 慶應 12 名、早稲田 10 名の計 22 名の参加で、

団体戦は、上位７名のネットスコアで競いました。 

結果は神戸慶應倶楽部 511 ストローク、神戸早稲

田倶楽部 558 ストローク、神戸慶應倶楽部が 47

ストロークの大差で勝利しました。個人戦でも 1

位から 4 位まで神戸慶應倶楽部が独占し、個人戦

優勝は土井正孝さん、同 2 位でベスグロは延原耕

三さん、3 位は山本俊一さんでした。秋の慶早コ

ンペは 9 月 21 日（水）に神戸ゴルフ倶楽部で開

催され、コンペの後には、恒例のすき焼きパーテ

ィーも行われます。私も、秋のコンペの他にも、

今年中に一度は例会に出席しようと思っています。 

（出席者（卒業年度順）） 

多木良晴／延原耕三／堺充廣／城口隆／松尾茂樹 

安井明子／土井正孝／山本俊一／河野忠友／ 

茂木立仁／今泉良太／天竹清裕 

 

 

 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

松本一朗（昭 54 文） 

はじめまして。この度、嘉納忠夫先輩のご紹介

を賜り、由緒ある神戸慶應倶楽部に入会させて頂

きました松本一朗と申します。出生は伊丹ですが、

高校から豊中に転出しましたので、半世紀ぶりの

兵庫県民です。 

日本経済大学という私立単科大学が 2010 年に

三宮に開学し、縁あって神戸キャンパスを託され

ることになり、30 数年ぶりに関西に戻って参りま

した。最終学歴が文学部仏文学科卒業であるにも

かかわらず、恥ずかしながら経済学部商学科で教

鞭を取っております。 

学部在学中は、テニスサークルと麻雀に明け暮

れた記憶しかございません。テニスと麻雀は、い

つの間にかゴルフと囲碁に移行してしまいました。

前任地福岡では、福岡三田会にて末席を汚してお

りましたが、神戸におきましても塾員の方々との

親交を結びたく、お見知り置きの程お願い申し上

げます。 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

藤本華子（H16 法） 

 この度新入会させていただきました平成１６年

法学部卒の藤本華子と申します。 

 私は、通信過程でしたので、実家（不動産業）

で勤務しながら単位取得のため、科目試験の勉強

に必死に取り組む毎日でした。日吉・三田の校舎

で学ぶ夏のスクーリングはとても楽しく、良い思

い出になっています。その後、方向転換し、司法

試験を目指して、岡山大学法科大学院へ進学、卒

業後は東京で予備校通いをしながら受験していま

したが、不合格となってしまい、２年前から実家

の兵庫に戻り、再び実家で勤務しています。 

 趣味はバレエです。体が硬くなかなか上達しま

せんがストレッチが楽しみで頑張っています。 

 若輩者ですが、皆様、どうぞよろしくお願いい

たします。 
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≪新入会のご挨拶≫ 

八木浩一（昭 62 経） 

 私は昭和 55 年に慶應義塾高等学校に入学し、3

年間を日吉で過ごしました。塾高では軟式野球部

に入り、夏休みの間も朝から日が暮れるまで野球

漬けの日々であったことを思い出します。その後、

昭和 58 年に慶應義塾大学経済学部に入学し、ゼミ

は社会政策・福祉を専門とする小松ゼミに入り、

卒論は年金をテーマとし作成しました。ゼミの仲

間とは日吉駅の反対側（俗に言うひようら）の雀

荘で麻雀をしたり、冬のシーズンになれば毎週の

ようにスキーをしていたことを思い出します。 

 私が現在関西に住んでいることもありますが、

当時の仲間と会う機会はめっきり減りましたが、

この度神戸慶應倶楽部を知り、入会することがで

き、今後大学の諸先輩方と会う機会が得られるこ

とを大変うれしく思っております。どうぞよろし

くお願い致します。 

 

 
 

≪新入会のご挨拶≫ 

野間口隆郎（平 4 経） 

 平成 4 年に経済学部

を卒業しました野間口

隆郎です。神戸に住ん

で 4 年になります。こ

のたび、神戸慶應倶楽

部に入会させていただ

きまして大変光栄です。現在、和歌山大学経済学

部ビジネスマネジメント学科というところで経営

学、情報学の大学教授をしております。（神戸から

和歌山まで遠距離通学しています）最近は起業家

研究をしております。神戸は起業家が沢山おられ

る土地柄でいろいろお話をお聞かせいただければ

と思います。 

 何故、神戸から和歌山に通学しているかと言い

ますと、妻の実家がお好み焼き屋でして、マスオ

さんしているからです。お店が六甲道と神戸空港

にありますので、是非食べにきてください。最近

はお腹がだいぶでてきたので、何年かぶりにテニ

スをはじめました。どなかた御お付き合いいただ

ける方を探しています。どうぞ宜しくお願いいた

します。写真は、豚玉お好みと海外カンファレン

スの証拠写真です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

≪新入会のご挨拶≫ 

和田朝喜（昭 56 商） 

 初めまして、今年 4 月から入会させていただき

ました和田朝喜（わだともよし）と申します。 

昭和 56 年に商学部を卒業し、現在は有限責任監

査法人トーマツのパートナーとして神戸事務所に

勤務しております。 

 私にとっての在学中の思い出は、何と言っても

早慶戦です。友人とよく神宮球場に通い、慶応カ

ラーの三角帽子をかぶって応援をしていました。

応援団の方のリードに従って、歌詞カードを見な

がら声を張り上げて応援歌を歌ったものです。残

念ながら、在学中には一度も優勝の美酒を味わう

ことが出来ませんでしたが、色々な楽しい経験が

出来ました。試合後は、慶応テリトリーの銀座か

渋谷辺りで気勢をあげるのが常でしたが、一度新

宿まで遠征したことがあります。そのときは、早

稲田の学生と意気投合し、終電に乗り遅れたあげ

く、慶応の友人ともども下宿に泊めていただいた

のですが、これも懐かしい思い出の一つです。 

会員の皆様と交流させていただけるのを楽しみに

しております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫ 

 5 月度の活動ですが KKJC としてのメインの活動

はありませんでしたが、皆さまそれぞれライブに行

かれたり、ライブを行ったりと新緑の季節を楽しん

で頂いたと思っております。その中でも特筆すべき

は神戸慶應倶楽部・KKJC のメンバー（長田さん・

39 経、永山さん・50 商、佐藤さん・H1・経）が参

加するジャズのビッグバンド「サンセット７７」の

年次演奏会に伺って、私もボーカルで一曲参加させ

ていただきました。このバンドは 60 歳代から始めた

バンドで最初は「ルート６６」というバンド名でし

たが、高齢化に伴いバンド名が変わったとのことで

す。でも 80 歳代になったらどの様なバンド名にすれ

ば良いかとバンドマスターの長田さんは悩んでおり

ました。当日はボーカルも含めて 22 曲を演奏して頂

きましたが、年を経るたびに音が重厚になって素晴

らしいビックバンドになったのではと思っておりま

す。これはお忙しい中でも練習を重ねた皆さまの日

頃の努力の成果だと思っております。ジャズは参加

するのも楽しいですよ！！ 

 ビッグバンドついでに、上記の佐藤さんが参加す

る「ドルチェ・ジャズ・オーケストラ」の演奏会が

下記のスケジュールで行いますので、参加ご希望で

有れば大場宛連絡を頂ければチケットを用意します。 

tomoyuki.ohba[AT]sand.ocn.ne.jp 

①日時 7 月 30 日（土） 16 時開場 17 時スタート 

18 時半ごろドルチェの出番、20 時頃終了です。 

②会場「チキンジョージ」（生田神社の西側横） 

http://www.chicken-george.co.jp/ 

③チケット 前売り 2、000 円 当日 2、500 円 

（別途飲食代 1、000 円要） 

④出演バンド「ドルチェ・ジャズ・オーケストラ」 

＊梅田のドルチェ楽器のビッグバンド教室のバンド

（河田健さんの指導）「ヘビームーン」 

ＫＫＪＣ世話役 大場知之 

【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 44 回≫ 

 第４４回目の学問のすすめ読書会は、平成２８年

５月１８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、藤

井、池田、福野、六拝、清水、古武に阪本の１１名

でした。この日は、まず曽野洋・四天王寺大学教授

（教育学部長、慶応義塾大学福沢研究センター客員

研究員、明治大学客員研究員）が「範は紀州史にあ

りーわかやま教育今昔」と題して毎日新聞に連載中

の記事のなかから本年４月２０日の「激しい地震相

次ぐ その時、福沢諭吉は？」が紹介されました。 

 曽野は、若き頃神戸大学の大学院で研究生活を送

っていた縁から現在も神戸慶應倶楽部に所属してい

ますが、最近は、福沢先生の業績を教育文化史と経

営史の視点から再吟味しているとのことです。現代

人が福沢先生のベンチャー精神から学ぶべき事柄は

大きいことから、経営史の視点が出てきたようです。 

 昨今、日本国中に大地震が相次いで起こっていま

すが、福沢先生も明治２４年１０月に岐阜と愛知一

帯を襲った濃尾震災（全壊焼失家屋１４万６０００

戸、死者７２７３名）に際しては、個人的に義捐金

の拠出などの支援活動に加え、『時事新報』に義捐金

を募る広告を出し、社説でも連日震災を取り上げて

政府に積極的に財政支援に当たるよう求めていたこ

とが紹介されています。 

 また池田からは、「芸能衣装の美―吉村ゆきそのの

美意識」と題する上方舞の吉村ゆきそのさんの芸能

衣装の展示展についての披露がありました。池田は

大阪の文化の保存・育成の支援に尽力していますが、

この展示（東大阪市民美術センターで平成２８年６

月１２日まで）も池田の尽力によるものです。読書

会のほうは、文明の概略巻の一第２章「西洋の文明

を目的とする事」を読了して、飲み会に移りました。 

 次回の読書会は、平成 28 年 7 月 12 日（火）18:30

より、巻の一第３章「文明の本旨を論ず」からです。

ご参加の方は、阪本までにご連絡頂ければ幸いです。 

読書会世話役 阪本豊起 
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【イーゼル会】 

 

≪今月の絵≫ 

槌橋眞美（昭 47 法） 

 

 

 

＜＃７「くいしん坊！万才」のロケ見学に行く＞ 

ＢＲＢ編集長 鳥巣慶太 

 新年度初のBRB放送局は、「くいしん坊！万才」

のロケ見学のご報告です。 

…と言いますのも、ＢＲＢ編集部・天竹副編集長

の実家に「くいしん坊！万才」のロケ依頼が入っ

たためです。 

 この番組は、フジテレビで毎週月曜日 21 時 54

分～22 時に放送されていますが、残念なことに関

西地方では放送されません…。しかしながら、出

演者はお茶の間の人気者・松岡修造氏…これはぜ

ひ生でお会いしたく、そして何より、松岡さんは

幼稚舎から高校 1 年生まで塾で学ばれた先輩…取

材に行かないわけにはいられません（笑） 

 天竹副編集長の実家は、「天竹工務店」に併設し

ており、神戸市長田区にあります。今回紹介され

た名物料理は、皆さまご存知「ぼっかけ」です。 

「天竹工務店」のご厚意で、松岡さんから２ｍの

近さでロケ見学ができました！ 

「ぼっかけ」の歴史をお父様が説明され（「ぼっか

け」は、昭和 30 年頃、かつては廃棄されていた牛

のスジ肉を美味しく食べる方法として考案された

ことが起源だそうです）、お母様手作りの「ぼっか

けお好み焼き」と「そばめし」を松岡さんは生ま

れて初めて「こて」を使って召し上がっていまし

た。 

 「そばめし」は、長田のケミカルシューズ工場

で働く人達がお腹を膨らますためにお好み焼き屋

さんにご飯を持参し、時間短縮のために焼きそば

とごはんを合体させたことが始まりだそうです。 

 松岡さんは、お箸でなく「こて」で食べること

が印象的だったようで、天竹副編集長の両親から

「こて」を使った上手な食べ方をレクチャーされ

ていました。皆さまも「こて」を使う際は、角の

部分から食べると口の中をヤケドせずに済みます

ので、是非お試しください。 

 松岡さんは 188 ㎝の長身で、テレビで見る以上

に恰好良く、男の私もクラクラしましたが、ファ

ンサービスも満載で、松岡さんを見に来ていたギ

ャラリーの方々もメロメロでした。さすがです。 

 ロケ終了後、お好み焼きとそばめしをご馳走に

なりました。天竹副編集長のお母様の作るお好み

焼きとそばめし、プロ級でした。めちゃめちゃ美

味しかったです。なお、松岡さんが「ぼっかけお

好み焼き」に、さらに「ぼっかけ」をトッピング

していたのでマネてみたのですが…やはり基本に

忠実に「ぼっかけお好み焼き」のままで食べるの

が一番美味しかったです（笑）。 

 なお、松岡さんにサインを貰いましたので、夏

のオークションに提供させていただきます。 

 最後になりましたが、松岡さんと天竹工務店の

皆さまにこの場を借りて御礼申し上げます。関東

地方にお住いの皆さま、ぜひ放送をご覧ください。   

BRB 放送局（不定期連載） 
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定時総会と同日、5 月 26 日（木）21 時半から

14 回目となる若手会を開催いたしました。 

定時総会に出席くださる若手会員の増員を目標

に、定時総会の二次会を兼ねて、通常の 19 時開始

から時間を遅らせてのスタートとなりました。 

今回の参加者は、初参加 1 名、入会希望者 1 名

を含む 12 名が出席し、全員で 1 つのテーブルを

囲み、和気あいあいと行いました。 

若手会は、約 40 歳以下の若手会員により構成さ

れ、2013 年 5 月の初開催から丸 3 年を迎えまし

た。今年度も、若手会を通じて神戸慶應倶楽部に

ご入会くださる方、定例会への参加者の増員を念

頭に、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！！ 

 

 

 

○熊本地震義援金に慶應義塾を通じて２５万円を

寄付させて頂きました。 

 我々は、阪神淡路大震災で被災し、その際には

全国から多額の義援金を頂いております。総会の

第５号議案にてご承認を頂きましたので、今期の

予算外となりますが寄付させて頂きました。「三田

評論」等に公表される予定です。現在、会員数が

２４８名となっておりますので、会員一人当たり

１０００円の寄付に相当する金額となります。 

 

○［関西合同三田会 役員変更］ 

泉州慶應倶楽部 会長：島田 誠次郎 様（昭 36 卒） 

    → 西村 元秀 様（昭 53 卒） 

奈良三田会 会長：倉本 堯慧 様（昭 44 卒） 

      → 平越 國和 様（昭 47 卒） 

大阪慶應倶楽部 幹事長：上田 満重 様（昭 60 卒） 

   → 津田 晴史 様（昭 45 卒） 

京都慶應倶楽部 幹事長：中村 政温 様（昭 59 卒）  

   → 草鹿 晋一 様（昭 63 卒） 

関西婦人三田会 幹事長：大谷 早苗 様（平 3 卒） 

→ 菅沼 久美子 様（平 17 卒） 

○［神戸慶應倶楽部エンブレム］ 

 神戸慶應倶楽部のエンブレムが完成しました！

ご希望の方は事務局までご連絡ください。下の写

真には写っていませんが、エンブレムの下に名刺

を入れるケースがついていて、この部分を胸ポケ

ットに差し込んで使うタイプです。 

 

 

申込締切：6月 15日（水） 

料金：6,000 円 

   （専用箱 540 円） 

 

 

～～6 月例会のお知らせ～～ 

内容：「スポーツにおける日本社会 

    ～大相撲・高校野球を例として～」 

日時：6 月 14日(火) 18:30～ (受付 18:00) 

会費：4,000 円 (ビジターは+1,000 円） 

場所：神港ビル７階 会議室 

講師：慶應義塾大学 商学部教授 中島隆信先生 

 

～～7 月例会のお知らせ～～ 

内容：「プロシャンソン歌手 玉田さかえさんをお   

    迎えしてのシャンソン・ショー」 

日時：7 月 9日(土) 18:30～ (受付 18:00) 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

会費：9,000 円 (ビジターは＋1,000円/中高生 

         3,000 円/小学生以下無料) 

ご家族もどうぞご一緒にお越し下さい。 

 

［若手会］ 

 

 

［ご報告］ 

 

 


