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～７月家族例会～
岡本 一真（平 11 医）
7 月 22 日土曜日、神戸ポートピアホテル本館地下 1 階の「布引」におきまして 7 月家族例会が開催さ
れました。奥様やお子様も含め、36 名の方が参加され、ゴージャスながらも和気あいあいとした雰囲気
で盛大に行われました。
堺会長より開会のご挨拶の後、浅沼評議員に乾杯のご発声を頂戴し、会が始まりました。しばしの歓談
の間に、美味しいお料理と豪華なデザートを存分に楽しませていただきました。食事も一段落したところ
で、オーケストラ「アンサンブル神戸」より金管楽器５奏者をお招きしてのコンサートが開幕しました。
ヘンデルの水上の音楽、モーツアルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークから始まり、ずいずいずっこ
ろばしといった邦楽曲、そして映画曲に至るまで、美しくも迫力ある演奏を楽しみました。金管楽器のご
紹介も頂き、「チューバってこんな楽器だったのだ」などと勉強にもなりました。
そして、恒例のオークションです。浦上先輩ご夫妻の息の合った名司会のもと、阪神タイガースグッズ、
大澤副会長からの銘酒「徳若」
、中内先輩からのポートピアホテル宿泊券、五代先輩の絵画などなど次々
に落札され、終わってみれば 183,300 円の売上となりました。たくさんのオークションへの出品、あり
がとうございました。大澤副会長より中締めのご挨拶を頂戴し、松尾副幹事長のエールの下、若き血を合
唱し、楽しい会はお開きとなりました。
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話すのではなく、①声の大小をコントロールする②

～～6 月例会～～

スピードの緩急③トーンの高低④間（ま）が大切で
あると教えて頂きました。確かに話を聞いていると
４つのことが絶妙に絡み合っているからこそ、自然
と話に吸い込まれていたと感じました。
参加者の皆さんも子守先輩の伝えるパワーを感じ取
り、何かを伝えるにはしっかりと準備をして、本気
で挑まなければならないことを学べたと思います。

中村 利充（平 18 商）
6 月例会が 6 月 23 日（金）神港ビルにて開催され
ました。今回は、神戸慶應倶楽部の会員でもいらっ
しゃる子守康範先輩（昭 60・商）を講師としてお招
きし、
「放送で学んだ伝えるチカラ」というテーマで
お話をして頂きました。
ご存知の方も多いかと思いますが、簡単に子守先
輩のご経歴をお伝えします。塾卒業後は、毎日放送
のアナウンサーとしてご活躍され、独立後は自分史
の映像を製作する[アンテリジャン]を立ち上げられ
ました。一方でラジオパーソナリティとしてもご活
躍され、多くのファンを魅了していらっしゃいます。
冒頭から子守先輩の熱い語り口に引き込まれまし
たが、
「伝わっていない」という現実を受け止める必
要があるというフレーズを聞いて、普段の生活や仕
事で思い当たる節が無いか考えるきっかけとなりま
した。我々は人に話を聞いて欲しいという思いから、
相手の気持ちを考えずに一方的に話すこともありま
すし、その時の気分で声のトーンも高低があると思
います。誰しも経験があると思いますが、あの時絶
対伝えたから聞いているはずだという事がしばしば
あります。しかし、これは「伝わっていない」とい
う現実を受け入れることが出来ず、矢印を自分に向
けずに相手のせいにしているだけなのです。
相手に何かを伝える時は、やみくもに大きな声で
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～～9 月例会～～
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を中心にコンパやディスコ、合宿など楽しかった
思い出が甦ります。ゼミは石川忠雄（当時塾長）
研究会（中国の政治外交）。名塾長と謳われた石川
塾長から薫陶を受けたことは私の人生の財産であ

≪新入会の挨拶≫

り誇りです。

金子太郎
（昭 58 経）

この度入会させていただきました金子太郎（か

卒業後は当時バブル景気に沸いていた証券業界

ねこたろう）と申します。よろしくお願いします。

に５年間身を置いた後、故郷に戻り兵庫県庁に奉

出身は東京で、塾高から慶應です。学生時代は

職してもう 25 年。現在は防災企画課長として県の
防災・危機管理政策を推進しています。

ショカールスキークラブというサークルに入って

平日は県庁近くの災害待機宿舎で単身赴任生活、

おり、クラブのメンバーを中心に多くの仲間たち

週末はたつの市の自宅に帰り、ガーデニングやク

と大いに学生生活を楽しませていただきました。
卒業してからはニッカウヰスキーに就職、その

ラシック音楽で心と体を癒やしています。皆様と

後アサヒビールとの営業統合があり、かれこれ３

の新たな出会いと交流を楽しみにしておりますの

０年以上も酒類業界にどっぷりと浸かっています。 でよろしくお願いします。
赴任地はずっと東日本が多く、神戸に住むのは今

≪新入会の挨拶≫

回が初めてで、現在は業務用部門を担当していま

早川直樹（平６商）

す。業務用部門とは、飲食店を担当する部門で、

平成６年商学部卒業の早川です。商学部では小

お陰様でこの１年間で多くのお店にお邪魔しまし

林ゼミに所属してい

た。趣味は広く浅くで、旅行、スポーツ、映画・

ましたが、同ゼミの

演劇鑑賞、読書など多岐に渡っていますが、やは

後輩の中西さんが同

り一番は仲間たちと一緒に飲んで盛り上がること

じ神戸勤務というこ

です。いろいろな機会にお声がけをいただけたら

とで、一緒に参加し

嬉しいです。これからもよろしくお願いします。

た会合で、松尾副幹
事長にお声かけいた

≪新入会の挨拶≫

松久士朗
（昭 62 政）

だいたのをきっかけ

皆様、初めまして。昭

に当倶楽部に入会さ

和 62 年法学部政治学科

せていただきました。

卒業の松久士朗です。

平成６年に卒業後は日本火災に入社、２回の合併

伝統ある神戸慶應倶楽

と５回の転勤を経験し、現在は、損害保険ジャパ

部に仲間入りさせて頂

ン日本興亜の神戸支店に勤務しております。

きました。よろしくお願

出身は愛知県で千種高校を出ております。大学

いします。

では、学生健康保険委員会と陸上同好会に所属し

私が入学した昭和 58

ておりました。学生の頃からやっていたランニン

年は慶應義塾創立 125

グは今でも続けており、年に２～３回ほどフルマ

周年、翌年が日吉開設

ラソンを走っております。

50 年。翌々年が福沢先

神戸では単身赴任をしており（家族は福岡在住）、

生生誕 150 年、この年

例会などできる限り参加させていただきたいと思

は秋の東京六大学野球優勝、ラグビー日本選手権

いますので、何卒よろしくお願いいたします。

で日本一。神宮球場、国立競技場での歓喜の瞬間
を今も覚えています。大学生活はテニスサークル
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≪新入会の挨拶≫

部入学後，慶應義塾女子高等学校，慶應義塾大学

中西正憲（平 8 商）
はじめまして。

法学部法律学科を経て，２００９年（平成２１年）

平成 8 年商学部卒

に慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）

業の中西正憲です。 を卒業しました。その後，司法試験合格を経て弁
出身は奈良県です。 護士登録をし，東京で活動して参りましたが，日
大阪の私立高校卒

に日に幼少期を過ごした神戸への郷土愛が強くな

業後、商学部に入

り，この度，２０年振りに神戸に戻って参りまし

学。三田では小林

た。現在は，神戸市内の法律事務所に所属し，引
き続き弁護士として活動しております。

啓孝ゼミに所属し、ディベート漬けの日々を過ご
していました。現在三菱 UFJ 信託銀行神戸支店に

趣味は，ゴルフ（下手の横好き）
，パン・コーヒ

勤務。当該配属をきっかけに神戸慶應倶楽部に入

ー・ラーメン研究，鉄道旅行（いわゆる「乗り鉄」

会させて頂きました。

「路線図鉄」の鉄子です），特技は，絶対音感があ
ることです。

趣味は旅行と食べ歩き。美味しいお店がたくさ
んある神戸が大好きです。地元のグルメ情報を是

１２年間過ごした慶應義塾への愛着はひとしお

非お教え下さい。特技は資格取得。社会人になっ

ですが，神戸慶應倶楽部において，皆様方と“慶應

てから、MBA・証券アナリスト・１級 FP 技能士・

義塾愛”を共有できることを，とても嬉しく思って

宅地建物取引士等を取得。大学院は実は早稲田を

おります。それでは，これからご指導のほど宜し

修了していますが、慶早戦は当然のことながら慶

くお願い申し上げます。

應を応援しています。歴史ある神戸慶應倶楽部の
皆様とのご縁を大切にしたいと思いますので、引
き続きご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。

≪新入会の挨拶≫

【イーゼル会】

田中圭（昭 57 文）

≪今月の絵≫ 井上光（昭 35 法）

はじめまして。昭和 57 年文学部社会学科卒業の
田中圭です。私自身は東京生まれ東京育ちですが、
主人の出身である神戸に移り住み、早くも 25 年以
上経ちました。学生時代はテニスの同好会 (SLC)
に所属していましたが、現在テニスからはすっか
り遠ざかり、目下のところゴルフの魅力に取り憑
かれています。神戸慶應倶楽部も、ゴルフ友達の
安井明子さんの紹介で入会させて頂きました。神
戸はゴルフ場へのアクセスが非常に良く、魅力的
なコースも多いので恵まれた環境に感謝している
次第です。みなさま、よろしくお願いいたします。

≪新入会の挨拶≫

太田理映
（平 19 法）

皆様，はじめまして。この度，堺会長にご紹介
頂き神戸慶應倶楽部に入会致しました，太田理映
と申します。
私は，１９９７（平成９年）年に慶應義塾中等
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【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 51 回≫

前回の出席者以外の方は阪本まで事前にご連絡頂

第５１回目の学問のすすめ読書会は、平成２９年

ければ幸いです。

８月１７日（木）１６時から阪本豊起評議員の事務

読書会世話役 阪本豊起

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、池田、古武、福野、清水、

【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫

大塚、阪本に慶応法科大学院のインターシップ生の

今年の夏は暑い日が続きましたが、ＫＫＪＣ関連

西井が加わって１４名でした。

のイベントも数多くあり、会員の皆さまは暑さにめ

今回からはこの読書会のメンバーでこれから激変

げずお忙しかったのではないでしょうか。

することが予想される世界を読み解いていくことに
なりました。最初の１時間で『第四次産業革命
ボス会議が予測する未来

7 月 15 日・神戸ハーバーランドの「モズライトカ

ダ

フェ」で行われた、小生他 2 名のボーカリストを中

クラウス・シュワブ著

心としたエルビスプレスリーのライブに、大勢の

日本経済新聞出版社』を輪読。

方々に参加して頂き、青春時代に戻ってお楽しみ頂

しかし、見慣れないカタカナ用語の連続でなかな

きました。このライブからスタートして、7 月 23 日

か難しく、数行ごとに意味を確認しながら判読して

はＫＫＪＣメンバーが参加するビッグバンド「サン

いきますので、はじめにという序章までの１４P と

セット 77」のコンサートが六甲であり、ジャズを大

第１章「第四次産業革命とはなにか」の歴史的背景

いに楽しみました。7 月 29 日はＫＫＪＣメンバーの

の途中１８P の１０行目までしか進みませんでした。

ＣＤ発表ライブが北野坂の「Basin Street」で行わ

しかし、これからの生活、政治、経済、人間のあり

れ、ＫＫＪC の皆さまもセッションに歌で参加して、

方を考えるとき、第四次産業革命への理解は不可欠

大いに楽しみました。この日は引き続き神戸倶楽部

であることはよく分かりました。

で行われた「カントリー＆ウエスタンの夕べ」に参

次の１時間は『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

加してアメリカ南部料理をいただきながらＣ＆Ｗの

柴田裕訳 河

演奏を楽しみました。

出書房新社』を輪読。これは文明の構造と人類の幸

8 月 10 日には藤岡幸夫さん指揮・関西フィルハー

福をテーマにした壮大な物語で、第１部認知革命

モニー管弦楽団と小川理子さん共演の公演が「いず

第１章「唯一生き延びた人類種」３３P までを読了

みホール」で行われ、ＫＫＪC の皆さま以外にも大

しました。歴史年表でいうと１３５億年前に物質と

勢の塾員が参加して、バッハのピアノ協奏曲を鑑賞

エネルギーが現れた物理的現象の始まりから２０万

しました。後日談ですが、リハーサルでは上手くい

年前に東アフリカでホモ・サピエンスが進化を遂げ

かなかったそうですが、本番では少しジャズらしい

るときまでを１時間で学んだということです。テン

フィーリングを入れた演奏で弾き切り、満員の聴衆

ポもよくグイグイ惹きつけられました。次回からも

から大声援が起こりました。

この２冊の続きを輪読・判読していきます。１８時

21 日にはもうひとつのイベント、セッション会を

からは、居酒屋を開店して、暑気払いをしました。

芦屋の「甘辛処すずき」で行いました。9 月の蓼科

次回の第５２回目の読書会は、平成２９年１０月

ジャズツアーのセッション本番を前にして、皆さま

１７日（火）１６：００から、阪本評議員の事務所

それぞれのエントリー曲の練習に余念のない一日で

（建隆ビルⅡ３階）で行います。前記『第四次産業

した。9 月 16 日の本番が楽しみですね！！

革命』と『サピエンス全史上』をお持ちください。

ＫＫＪＣ世話役 大場知之
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【テニス同好会】～再開の呼びかけ～
9 月例会にて、酒井宏会員（昭 33 経）より、テニス同好会再開のお呼びかけがありました。入会を希望さ
れる方、ご興味をお持ちの方は、11 月 30 日(木)までに事務局（kobekeio[AT]dream.ocn.ne.jp）へご連絡
をお願いいたします。希望者が集まりましたら、酒井会員が世話役に就任し、運営する予定です。
※メールでご連絡くださる方は、上記アドレスの[AT]を＠に変換して送信ください。

～関西合同三田会 奈良大会～
★橿原神宮行きのバスを手配いたします★

日時：11 月 26 日(日)
受付 10:00

（芦屋三田会と共同）

式典 11:00～12:30

【運行スケジュール】

懇親会 13:00～14:40

往路:JR 三ノ宮駅 7:30 発→JR 芦屋駅 8:00 発

場所：橿原神宮

復路:JR 芦屋駅 16:30 着→JR 三ノ宮駅 17:00 着

会費：大人 10,000 円（高校生以上）

※集合時間と場所の詳細は別途ご案内します。

子供 5,000 円（小中学生）/幼児

【乗車料金】

無料

締切：10 月 2 日（月）

往復 3,000 円（小学生以下半額）

備考：25 日（土）にエクスカーション・前夜祭

※原則として往復乗車です。片道乗車をご希望の

締

方は、登録前に事務局へご相談ください。

切：9 月 30 日(土)

［今後の予定］
～10 月例会～

～濱根杯～

日時：10 月 13 日(金) 18:30～ (受付 18:00)

日時：10 月 21 日(土)
集合 8:15／スタート 8:35

会費：3,000 円 (ビジターは+1,000 円）

場所：有馬ロイヤルゴルフクラブ

場所：神港ビル７階 会議室

「ロイヤルコース」インスタート

講師：尾川哲郎氏（昭 52 法）

プレー費：約 28,000 円（昼食代込）

内容：「治安の維持と警察活動」

懇親会費：5,000 円

～警察人生を振り返って～
締切：10 月 4 日(水)
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