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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。 

昨年は、イギリスの EU 離脱国民投票、アメリカ大統領選挙でのトランプ氏の勝利など、予想を覆す現象

が起こり、また、排外的な風潮が増大するなど、社会が大きく変化し、不安定化する兆しも伺えました。

トランプ氏の勝利で下落すると思われていた株価も予想に反し上昇していますが、今年は経済や世界情勢

はどの様に変動していくのでしょうか。 

 

 本年の干支は丁酉（ひのと・とり）です。新年も一番に鳥が鳴く、ということから酉年は縁起が良いと

されており、殊に、「とり→とりこむ」ということで商売関係に縁起のよい干支とされているそうです。

変化の潮流の中、溢れ返る多様な情報の分析、評価、判断も一層難しくなっています。この様な時代だか

らこそ、独立自尊の精神が重要になると思います。 

 神戸慶應倶楽部は、卒業して、なお「気品の泉源、智徳の模範」の実践を続ける会員が集い、社中協力

の元、「慶應義塾社中の誓い」を建て、慶應義塾及び地域社会に貢献すべく活動を続けてきました。本年

も、例会等の活動を通じて会員相互の親睦と絆を深めるとともに人格の陶治に努めるべく活動を続けてい

きます。 

 

 本年が、皆様にとって、酉年らしい飛躍、繁栄の 1 年となりますこと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、倶楽部ルームにて「新年顔合わせ会」が行われ、14 名が出席されました。 

大澤副会長からご寄贈いただいた「徳若」での乾杯をはじめ、お酒を酌み交わしながら、先輩方と交流を

深めることができました。井上先輩からはイーゼル会（私も参加しております！）、浅沼先輩からは読書

会と囲碁同好会、大場先輩からは KKJC の活動についてご紹介いただき、その他時事問題や塾での思い出

話等々、閉会予定時間を大幅に上回る賑やかな会となりました。今年は KKJC に入会してしまおうかなと

考えています。最後に、木村副会長のもと一本締めで閉会しました。なお、当日は募金が行われ 11,000

円が集まりました。この顔合わせ会、毎年楽しいです。皆様ありがとうございました。
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～１１月例会レポート～ 

藤本華子（平 16法） 

 

  11 月 11 日（金）18 時 30 分から、神港ビル

7 階会議室にて 11 月例会が開かれ、講師に中山太

郎元外務大臣秘書の西野あすか氏（平成 16 年・総

合政策学部卒）をお招きしました。 

 西野氏は、高校時代のオーストラリアでのホー

ムステイのご経験から、海外にご興味をお持ちに

なりました。大学時代はフランス交換留学中に、

ヨーロッパ 10 カ国以上でホームステイをご経験

され、大学院時代は、ヨーロッパのトラムやレン

タルサイクルの仕組みをご研究、地方自治体の活

性化に取り組まれました。 

 卒業後、中山太郎元外務大臣の議員秘書となり、

世界各国の要人との会談やレセプション、ＡＰＥ

Ｃ等のフォーラム、視察等の外遊に同行し、外交

の片鱗を垣間見てこられました。現在は大手メー

カー営業部に所属、日々海外と取引・提携業務を

行われています。また、2013 年の「きものの装い

の準女王（カジュアル部門優勝）」（関西きもの

装いコンテスト）でもいらっしゃいます。 

 今回の講義では、「マル秘話～秘書日記メール

マガジン～」と題して、政治家秘書の業務内容や

裏話等を語っていただきました。 

多岐に渡る秘書の業務内容として、下記のご紹介

がございました。 

【国会会期中】 

・議員会館で待機、来客対応 

・議員のお抱え運転手や議員の移動のサポート 

・各種議員連盟に関するイベントや勉強会の運営 

・地元の支援者の国会議事堂への案内 

・後援会・座談会のアテンド、議員の代理出席 

【選挙期間中】 

・選挙区内での後援会への挨拶まわり 

・候補者への為書き作成・送付 

・講演サポート 

・ポスター作成・配布 

・各種座談会・後援会のセッティング 

また、「議員の寝言チェック」という少し変わっ

た大切な業務があり、新幹線等の移動中に、中山

先生が寝言で失言しないかチェックしていたそう

です。 

 今回のご講演では、スペイン・サウジアラビア・

ドバイ・イラン等、外遊先でのオフショットや、

地元・党本部・官邸内部等、国会内部の写真まで、

多数のご紹介があり、なかなか見ることができな

い貴重な写真を拝見することができました。 

 秘書の仕事の良い点としんどい点のご紹介があ

り、良い点では、議員の傍で働くからこそ得られ

る利点を挙げられていました。 

 また、丸秘話では、党首選挙の開票作業にあた

られた際の裏話や、イラン入国時のビザ取得の裏

話、差し支えない範囲では中山太郎元議員と小泉

純一郎元首相が同じ理容店に通われていたことや、

福田康夫元首相は歩くのが早くＳＰも付いていけ

ない程だったといった面白いお話がありました。 

 西野氏は、中山先生が秘書を募集されているこ

とを知り応募したところ、中山先生の母と西野氏

の曾祖母が同じ時代の国会議員であった奇遇なご

縁から採用が決まりました。西野氏の曾祖母は武

田キヨ氏で、初代女性国会議員の市川房枝氏と同

期でいらっしゃいます。 

 西野氏のご講演は、当時お世話になった先生方

の大半が引退されたことをきっかけにスタートさ

れ、ラジオやロータリーでもご講演なさっている

そうです。元外務大臣秘書の業務内容や裏話等、

盛りだくさんの内容で大変参考になりました。 
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～１２月家族例会レポート～ 

 

寺田以統子（平１４環） 

 平成28年12月10日(土)、神戸ポートピアホテルにて家族例会が開催されました。ご家族も含め、50名

の方が参加され、和やかな雰囲気の中、多いに盛り上がりました。 

 今回は、清水先輩のご息女であるソプラノ歌手の清水美也子様とピアニストの石川武司様による共演が

行われました。清水美也子様の力強い歌声と石川武司様の滑らかな演奏で、「Memory」（ミュージカル「キ

ャッツ」より）や「夢やぶれて」（ミュージカル「レ・ミゼラブル」より）など馴染みのあるミュージカ

ルナンバーが披露されたので、皆さま聞き入っておられました。また、参加者全員で、ベートーベンの交

響曲第9番「歓喜の歌」を合唱し、充実した時間があっという間に過ぎていきました。想定外のアンコー

ルに戸惑いながらも応えてくださった、アカペラでの「私のお父さん」（プッチーニ歌劇「ジャンニ・ス

キッキ」より）も素晴らしいものでした。 

 そして、恒例のオークションでは、中内先輩からご提供いただいた神戸ポートピアホテルの宿泊券や五

代先輩の絵画などが、浦上ご夫妻による名司会により次々と落札されていき、最終的に163,500円の売上

となりました。たくさんの出品、ありがとうございました。 

 最後に、松尾副幹事長のエールの下、「若き血」を合唱し閉会となりました。 
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【ＫＫＪＣ】 

≪KKJC 活動報告≫ 

 昨年末の 12 月 17 日(土)、本山中町のカナディ

アンフレンチレストラン「ブルーミンメド―」で、

KKJC ジャズ忘年会がリラックスした雰囲気の中

で行われました。今回も鍋島直昶さん（vib）、小

川理子さん（p&vo）、嶋仲潤さん（b）の塾員トリ

オにギターの名手・塩本彰さんが加わったカルテ

ットの演奏で第一部がスタート、季節柄クリスマ

スソングを中心に楽しいライブとなりました。小

川理子さんの「第 2 部には素晴らしいボーカリス

トが控えている」とのアナウンスでドット盛り上

がったり、歌われる方は気が引き締まったりした

のではないでしょうか。続いて浅沼さんの乾杯の

音頭でディナータイムがスタートしました。 

 食事も半ばにさしかかった頃、恒例の喜寿のお

祝いの時間となりました。今年の対象者は昭和 38

年卒の川口さん、若杉さんのお二人で、それぞれ

田村さん、山田さんの女性陣からピンバッチのプ

レゼントの贈呈があり、参加者全員でお祝いを行

いました。続いて 4 名の新入会員(田村さん、岡西

さん、杉本さん、菅沼さん)の方から自己紹介をし

て頂き、会員同士の交流を深めました。さて、そ

うこうしているうちに第 2 部のセッションライブ

のスタートです。このライブは歌手や演奏者とし

ての舞台ですので、それらしい名前でお呼びする

ことにしており、今回は神戸慶應倶楽部の方の紹

介を致します。浅沼さんはフランシスコ浅沼、佐

藤さんはヨッシ―佐藤、ちなみに小生はトミ―大

場です。10 名の方が参加したセッションライブは

大盛り上がりのうちに終了。フィナーレは全員で

On the sunny side of the street を歌ってお開き

となりました。 

 今年も楽しい KKJC イベントを御案内しようと

思っておりますので、宜しくお願い致します。 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 

mailto:大場知之tomoyuki.ohba@sand.ocn.ne.jp
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【イーゼル会】 

<<今月の絵>> 

井上翠（昭３５法 井上光氏夫人） 

世話人 天木明 

 

 

【読書会】 

≪神戸慶應倶楽部読書会第 47 回≫ 

 第４７回目の学問のすすめ読書会は、平成２８年

１１月８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、青戸、浅沼、古淵、得

田、藤井、福野、清水、阪本の９名でした。 

 輪読に先立ち、藤井から「岩波現代文庫 和田洋

一著 新島襄」から新島襄が福沢先生をどう見てい

たかのくだりが紹介されました。 

 そして、読書会のほうは、文明の概略巻の二第５

章「前論の続」を「一国民の知徳を論ず」を読了し

ました。この章は第４章「一国民の知徳を論ず」の

続きですが、やはりなかなか難しい内容でした。飲

み会では本日が投票日だった米国の大統領選の話題

などで盛り上がりました。 

 次回の読書会は、平成２９年１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。巻の三、第６章「智弁の件」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。

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。 

世話人 阪本豊起 

 

 

 

 

 
 

≪新入会のご挨拶≫ 

石原俊樹（平 18総） 

 平成 18 年総合政策学部卒業の石原俊樹と申し

ます。地元六甲高校を卒業後、総合政策学部に入

学。湘南藤沢キャンパスでラグビー漬けの毎日を

過ごしておりました。 

 卒業後は東京の海運会社に約 10 年勤め、一昨年、

故郷である神戸に戻ってきました。業界の末端な

がらも、今も船の業界で仕事をしており、非常に

充実した日々を送っております。 

 一方、プライベートはというと、残念ながら地

元の友人はほとんど神戸から出て行ってしまって

おり、アルコール不足も相まって消化不良。ライ

フワークバランスが崩れています。 

 在学中はなかなかキャンパス外の方々とのお付

き合いはありませんでしたので、今回の神戸慶應

倶楽部への入会を機に、皆様とたくさん交流させ

て頂くこと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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編集後記 

 

あけまして 

おめでとうございます 

本年も、ＢＲＢをよろし

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～ 

「何のために勝つのか」 

～日本ラグビーの若きレジェンド  

       廣瀬俊朗が神戸にやってくる！～ 

日時：１月 27日（金） 18時 30分開始 

場所：西村屋 和味旬彩 

ゲスト：元ラグビー日本代表 廣瀬俊朗 様 

 （平成１６年理工卒） 

会費：メンバー 9,000円／ビジター 10,000円 

  （講演のみ 2,000円/ビジター 3,000円） 

※参加ご希望の方は至急事務局へご連絡ください。 

 

～３月例会のお知らせ～ 

日時：3月 10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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


