
1 

BRB 2017年 6月号   

 
 
 

 

 
 

 

 

～平成 29 年度定時総会～ 
小嶋淳平（平 12 経済） 

 5 月 30 日（火）午後 6 時 30 分より、平成 29 年度定時総会及び懇親会が開催されました。場所は古

くから政財界の社交場として世界中の VIP から愛されてきたと言われる神戸オリエンタルホテルで、歴

史と伝統を重んじる神戸慶應倶楽部の総会を開催するのに相応しく、49名もの参加となりました。 

 総会は、皆で塾歌を斉唱した後、はじまりました。そして、今年で 4 回目の登板となる堺会長が議長

となり、提出されたすべての議案が原案通り承認されました。また会員数について、前年より 13名増加

の 261 名になったという喜ばしい報告もありました。 

 懇親会では、浅沼評議員の乾杯のご発声ではじまり、140年以上続く、オリエンタルホテルの味に舌鼓

を打ちながら、各テーブルで会話に花が咲いていました。途中、奈良三田会からいらした吉田実行委員長

から 11 月 26 日(日)に橿原神宮で開催される関西合同三田会のご案内あり、萩原会員の結婚発表あり、

終始和やかな雰囲気に包まれておりました。また新年度幹事団の紹介の際には、本年度は今まで以上に倶

楽部に貢献できるよう決意を新たにいたしました。徳丸副会長に中締めのご挨拶をいただき、最後は恒例

の「若き血」を松尾副幹事長の指揮のもと、元気一杯合唱し、お開きとなりました。
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～～４月例会レポート～～ 

高橋 毅（平 6 商）   

 4 月 14 日（金）神港ビルにて 4 月例会が開催され

ました。今回の講師は、岡田歯科医院の岡田哲也院

長で、「現代版身体学問のすすめ 科学ではわからな

い人間の本質」という講演をしていただきました。 

 岡田先生は 1963 年に兵庫県でお生まれになり、

大阪歯科大学をご卒業後は、岡田歯科医院（神戸・

大阪）の院長、および一般社団法人ブレインズ・コ

ンセンサス・コミュニケーションズの代表理事とし

てご活躍です。 

 岡田先生は歯科診療を通じ、原因不明の症状に悩

む人に共通する身体の「力み」に着目、無理なく効

率よく、いつでもどこでも簡単に体を支えることが

できる身体の使い方、「山おり理論」を構築され、こ

の理論をもとにした歯科診療や、全身の症状の改善

に対応するための個人指導が人気となり、地元神戸

での市民講座やラジオ講座の講師、情報ラジオ番組

にもご出演されています。 

 また、自己管理セミナーやアスリート向けのメン

タルトレーニングセミナー等も開催されています。

企業のメンタルヘルス相談にも対応し、心に対する

身体からのアプローチで成果を出され、行けば必ず

元気にしてくれる「奇蹟を起こすちょっと変わった

歯科医」としてご評判です。 

 講演の冒頭で、先生の病院は歯科医院であるにも

かかわらず、肩こりで来院される患者さんもいらっ

しゃるということをお話になり、正直に申し上げる

と、はじめは半信半疑でしたが、講義を拝聴するに

つれ、肩こりの患者さんが岡田歯科医院を訪れる理

由が納得できました。講義を通して、先生は身体に

ついて知ることの大切さや、本当に大切なものは見

えないところにあるということ、誤った健康の知識

に惑わされないことを繰り返しお話いただきました。 

私たちは自分の身体について知らないことがあまり

にも多いのです。 

 先生の提唱される「山おり理論」を、出席者に対

して実演をしていただき、不思議な体験を通じて「山

おり理論」を実感できました。文章でお伝えするこ

とが非常に難しいのですが、「山おり理論」とは身体

への意識の持ち方を変えることにより、身体にスイ

ッチが入った状態を作り出すことであると理解しま

した。身体にスイッチが入った状態になると、身体

が本来持っている潜在的な筋力等の能力をより発揮

することができるようになります。 

 逆に言うと、普段私たちは身体が持っている能力

を発揮できていないということです。姿勢、意識の

持ち方、メンタル、ルーティン等、ほんの些細なこ

とですが、それらを上手にコントロール・マネジメ

ントすることで人間は驚くような力を発揮できます。 

 余分な筋力を付けすぎたアスリートのパフォーマ

ンスは必ずしも芳しいものではありません。私たち

は外見や先入観に惑わされ、本質を見失っているこ

とはないでしょうか。この講義を通じて、自分の身

体についてもっと知りたいと考えるようになりまし

た。岡田先生、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 
 

 

天竹清裕（平 15 経済） 

 5 月 23 日（火曜日）第 56 回慶早ゴルフコンペ

が廣野ゴルフ倶楽部にて開催されました。 

当日は朝から快晴で、最高のコンディションでし

た。今年は慶應 13 名、早稲田 8 名の計 21 名、7

組でした。熱い戦いが繰り広げられました。 

 結果は神戸慶應倶楽部 384 ストローク、神戸早

稲田倶楽部 404 ストローク、神戸慶應倶楽部が 20

ストローク差で勝利しました。（上位 5名のネット

スコアの合計） 

個人戦でも神戸慶應倶楽部の圧勝という結果に終

わりました。優勝は神戸慶應倶楽部から、土井先

輩。これで大会 2 連覇です。どこまで連勝記録を

伸ばされるのでしょうか！？ 

 秋の慶早コンペは 9 月 7 日（木曜日）に神戸ゴ

ルフ倶楽部で開催されます。恒例のすき焼きパー

ティーも行われますので、また参加させていただ

きたいと思います。 

（出席者（卒業年度順）） 

森隆／堺充廣／徳丸公義／城口隆／田辺恭久／  

安井明子／土井正孝／山本俊一／河野忠友／ 

茂木立仁／和田真一／小松原健裕／天竹清裕 

 

 

 

 

 
 
 
 

≪新入会の挨拶≫  高橋毅（平 6商） 

平成 6 年商学部卒業の高橋毅です。所属ゼミは

金子隆ゼミです。平成 29 年 2 月より山陰合同銀

行西宮市店で支店長をしております。出身は島根

県松江市で松江南高校を卒業しました。 

当地での勤務は初めてで、戸惑うことも多々あ

りますが、神戸慶應倶楽部の皆様と知り合うこと

ができ、大変心強く感じております。現在単身赴

任中ですので、どちらにでも顔を出させていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

≪新入会の挨拶≫   藤井隆志（平 8 商） 

 皆様初めまして。平成 8 年商学部卒業の藤井隆

志と申します。この度副幹事長の今泉さんのご紹

介により神戸慶應倶楽部に入会させていただくこ

とができました。 

 在学中は、日吉での自由な生活を経てゼミでは

村田研究会に所属し、主にマーケティングを研究

しておりました。マーケティングとはいっても村

田教授の教えは「マーケティングは愛だ！」とい

うものでしたので広告学や市場調査というよりは、

楽しく心の熱いゼミ生活を過ごしておりました。 

 卒後は当時の三和銀行に入社、現在に至るまで

金融の世界におります。 

 私自身は関東で育ちましたが両親が大阪出身で

私の本籍も大阪であったことから、配属が大阪と

なり、それ以来ずっと関西で生活をして参りまし

た。転職を含めまして実に 17 年間という月日を関

西で楽しく過ごしております。現在は大阪在住で

はありますが西宮に 10 年住んでおりましたので、

特に阪急沿線が大好きです。趣味はサーフィンと

演劇鑑賞です。 

 多種多様な経験と知識をお持ちの先輩方を始め

神戸慶應倶楽部の皆様とお付き合いさせていただ

き、自身もさらに成長していきたいと思っており

ます。何卒ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしく

お願い申し上げます。  
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【囲碁同好会】≪活動状況≫ 

＜通常例会＞ 

毎月第３土曜日 

場所 神港ビルヂング C会議室 

年 2 回（1 月～6 月、7 月～12 月）リーグ戦を行っ

ています。現在 14 人が参加、1 部と２部に分かれ、

優勝を競っています。 

＜プロの指導碁＞ 

３月３日(金)   

先生：水戸夕香里３段 

３面打ちを２回、６人が指導を受けています。年３

回で次回は６月３０日(金)の予定です。  

＜第１回麻雀大会＞ 

２月２２日(水) 

場所：りぼん（五代先輩馴染みのサロン） 

９人参加 ４回戦を行い丸山氏が優勝しました。 

＜お知らせ＞ 

第２回ジャパン碁コングレス（国際大会） 

７月１４日（金）～７月１７日（月） 

会場：宝塚ホテル 

 世話役 菊田義正（昭 42 商） 

 

【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 50 回≫ 

 第５０回目の学問のすすめ読書会は、平成２９年

６月２日（金）１５時から阪本豊起評議員の事務所

で行われました。参加者は、青戸、浅沼、古淵、得

田、善塔、藤井、六拝、福野、清水、池田、宍戸、

大塚、阪本の１３名でした。 

 文明論の概略の巻の三、第６章「智弁の件」を全

員で輪読し読了しました。福沢先生の著作を輪読す

る形での読書会としてはとりあえずは今回が最後に

なりました。 

 次回からはあらたにこの読書会のメンバーでこれ

から激変することが予想される世界を読み解いてい

きたいと思います。 

そのためにまずは以下の２冊を並行して読んでみる

ことになりました。その下は推薦図書です。 

（１）第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来 

  クラウス・シュワブ著 世界経済フォーラム訳 

   日本経済新聞出版社 2016 年 10 月 14 日発行 

（２）サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福 

  ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴田裕訳 

    河出書房新社 2016 年 9 月 30 日発行 

①余震アフターショックそして中間層がいなくなる 

  ロバート・B・ライシュ著 雨宮寛／今井章子訳 

②格差と民主主義 

    ロバート・B・ライシュ著 雨宮寛／今井章子訳 

③SAVING CAPITALISM 最後の民主主義 

    ロバート・B・ライシュ著 雨宮寛／今井章子訳 

④大停滞 経済成長の源流は失われたのか？ 

 タイラー・コーエン著 若田部昌澄解説 池村千秋訳 

⑤大格差 機械の知能は仕事と所得をどう変えるか 

 「テクノロジー失業」に陥らないために 

 タイラー・コーエン著 若田部昌澄解説 池村千秋訳 

 

（１）第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来

は、事前の予習が必要と思われますから、まず第１

章、２章を読んでおいてください。 

そのうえで輪読し、不明な個所をみんなで解明して

いきます。 

（２）サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福は、

参加者で輪読していくことにします。 

今後の読書会は、２か月に一度のペースで開催し、

１６時から１８時までの２時間を読書会に当てます。

その後２次会も従来通り続けることになりました。

興味をお持ちの方がいらっしゃったら大歓迎です。 

 次回の第５１回目の読書会は、平成２９年８月１

７日（木）１６：００から、阪本評議員の事務所（建

隆ビルⅡ３階）で行います。前記（１）第四次産業

革命と（２）サピエンス全史をお持ちください。 

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。     読書会世話役 阪本豊起 
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【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫ 

 今回の報告は２件です。５月１４日、慶應の大先輩で現役最高齢のジャズプレーヤー・鍋島直昶さんのバー

スデーライブを「ソネ」にて鑑賞。KKJCの皆さまも精力的にビブラフォンを演奏する鍋島さんの姿を拝見し、

いつもながら元気を頂いている次第です。１０月には卒寿のお祝いを神戸外国倶楽部で開催する予定ですが、

関西の著名なジャズプレーヤーが大勢お祝いに参加する予定ですので、今から楽しみにしております。 

 もうひとつは、KKJC メンバーでトランペット奏者の佐藤禎朗さんが、転勤の為神戸を離れることになり、

芦屋にて送別セッション会が開催されました。KKJC からは８名が参加し、それぞれが歌や楽器を披露したり

会話を楽しんだりと、大いに盛り上がって新天地での門出をお祝いしました。佐藤さんもトランペット演奏の

他にボーカルも披露し、新たな楽しみを見つけられたのではと思っております。神戸を離れても公私ともにご

活躍されることを KKJCメンバー一同祈っております。 

 さて、７月の予定はメンバー参加のライブイベントが３件、８月は藤岡幸夫さん指揮・関西フィルハーモニ

ー管弦楽団とジャズピアニスト・小川理子さんの共演コンサート（いずみホール）が有りますので、今年の夏

は大いにお楽しみ頂けるのではないでしょうか。 

ＫＫＪＣ世話役 大場知之 

 

【イーゼル会】 

≪今月の絵≫ 

前田剛志（昭 39 工） 
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編集後記 

先日、福井に行ってきました。うちの子に恐竜を見

せてやろうと思いまして。恐竜博物館、子供が怯える

くらいリアルで迫力がありました。おすすめです。 

そして、福井と言えば鯖江の眼鏡。日本の眼鏡の

96％がここで生産されています。鯖江には、メガネ

ミュージアムがあり、ここがとても格好よくおすすめ

です。みなさん、福井に行ってみてください。 

           （BRB編集長 鳥巣慶太） 

 

 

 

～6 月例会～ 

日時：6 月 23日(金) 18:30～ (受付 18:00) 

会費：3,000 円 (ビジターは+1,000 円） 

場所：神港ビル７階 会議室 

講師：子守康範氏 

内容：「放送の現場で学んだ伝えるチカラ」 

締切：6 月 16日(金) 

 

～7 月家族例会～ 

日時：7 月 22日(土) 18:00～ (受付 17:30) 

場所：神戸ポートピアホテル 

会費：未定 

★恒例のオークションを開催いたします★ 

 皆様、1人 1 点の商品をご持参ください。 

 

～慶早ゴルフコンペ～ 

日時：9 月 7日(木) 

場所：神戸ゴルフ倶楽部 

＊詳細は別途ご案内いたします。 

 

～濱根杯～ 

日時：10 月 21日(土) スタート 8:35 

場所：有馬ロイヤルゴルフクラブ 

   「ロイヤルコース」インスタート 

プレーフィー：約 28,000 円（昼食代込み） 

＊詳細は別途ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度倶楽部会費・維持会費は  

 今月末までにご納入ください。 

［今後の予定］ 

 

 

［事務局よりお知らせ］ 

 

 


