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～～10 月例会～～
池内大雅（平 16 経）
１０月例会が１

一人が正義感を持ち、目を光らせることで、大きな

０月１３日（金）

犯罪を未然に防げたり、多くの事件を解決する可能

神港ビルにて開催

性もあることを知ることができました。

されました。

最後は尾川先輩にアンコールを含め２曲の引き語り

今回の講師は、

をしていただきました。警察官の情熱を感じさせる

尾川哲郎先輩（昭

素晴らしい歌声に拍手喝采で閉会を迎えました。

５２・法）を講師
としてお招きし、
「治安の維持と警察活動

～警察人生を振り返って

～」というテーマでお話しをしていただきました。
尾川先輩は、ご在職中にはドイツ・ミュンヘンへ
総領事館領事として渡られ、１９９２年のミュンヘ
ン・サミット、１９９３年の天皇皇后両陛下ご訪独
の際には、ドイツ警察と共に警備のご対応をされた
そうです。その貴重なご経験から組織で守る日本警
察の特色をお話しいただきました。
ご帰国後の神戸で起こった中国人集団密航事件の
捜査に当たられたお話しでは、通話記録をくまなく
辿り、繰り返しのガサ入れをされるなど、黒幕を逮
捕するまでの緊迫した８カ月間の様子は警察２４時
さながらでした。私たちには見えていないだけで身
近なところに多くの犯罪が隠れていることを知り、
警察の役割の大きさを改めて感じました。
また、密航事件の黒幕のように、数多くの犯罪に
関わっている犯罪者も多いと思います。私たち一人

（小椋桂／さらば青春・白い一日）
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のですが、ハンディに恵まれ優勝させて頂きました。

～濱根杯～

私は、約 2 年前に神戸慶應倶楽部に入会させて頂
いたばかりで、会合にも数回しか参加した事がない、
新米会員でありますが、参加をさせて頂く度に、皆
さんに温かくして頂き、大変楽しませて頂いており
ます。
ゴルフも初めての参加でしたが、清水先輩、山上
先輩、松尾さんの同伴者にも恵まれ、好プレー、珍
プレーも有る等、大変楽しく回らせて頂きました。
優勝させて頂き驚いた事は、お預かりした優勝ト
ロフィーが大変立派である事です。表彰式の席上、

武市寿一（昭59法）

五代顧問から教えて頂いた、濱根元会長の豪快で面

第 3 回濱根杯が、10 月 21 日（土）有馬ロイヤル

倒見の良い人柄が良く判りますし、狭い家の中で、
大変な存在感を示しています。

ゴルフクラブ ロイヤルコースで 11 名参加の下、開

最後になりますが、次回幹事を仰せつかりました。

催されました。

まだ早いですが、せっかくの濱根杯です。来年皆さ

当日は、大型台風が直撃する前日にあたりました

んの積極的な参加をお待ちしています。

が、スタート時は雨も降らず、今日は大丈夫かもし
れないとの、淡い期待を抱きつつスタートしました。
しかし、現実は厳しく、3 番ホールを過ぎた当たりか

（参加者/卒業年度順）

ら降り始め、9 番ホールが終わる頃には、グリーンに

五代友和（昭 37 商）
、池田雅彦（昭 39 工）
、清水賢

水が浮き、前半で上がる事になりました。大変良い

（昭 50 経）
、山上高弘（昭 52 経）
、堺充廣（昭 53

コースなので、18 ホール回りたかったのですが、こ

法）
、城口隆（昭 56 経）
、武市寿一（昭 59 法）、松

の楽しみは次回にとっておきたいと思います。

尾茂樹（昭 60 商）
、和田真一（平 7 商）
、今泉良太（平
10 経）
、小松原健裕（平 13 法）

悪天候にも関わらず、好スコアーの方も多かった
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切り出しから神社まで若者たちが曳いていくため先

【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫

の方は擦り切れるそうです。と、お土産屋の看板娘

今年の秋は週末に台風が来るケースが多く、私ど

の説明を受け皆様その可愛らしさにお土産を沢山買

ものイベントにぶつかる恐れが有りました。9 月 16

いました。
当日 9 月 15 日は十五夜相撲神事の日で、

日から 2 泊 3 日で行われた蓼科ジャズツアー旅行は、

相撲甚句のようなものを歌いながら土俵入りする力

天気予報を毎日チェックして一喜一憂しておりまし

士たちを見ることが出来ました。さて、次は松本に

た。総勢 35 名が参加し、東京からも 5 名、蓼科か

向かい早速松本美術館の見学に向かいました。見ど

らも 3 名参加したイベントでしたが、皆さん台風を

ころは松本市出身の草間彌生さんの作品が沢山展示

覚悟してその日に臨みました。

されておりますので、お楽しみ頂いたと思います。

神戸組は夙川・芦屋からバスで蓼科に向かいまし

そういえば市バスも水玉模様でした。その後は国宝

たが、何とか大雨にならないうちに最初のイベント

松本城を見学し、天守閣まで登りましたが、その角

が行われる、蓼科・原村（ペンションビレッジで有

度たるやかなり急で降りるときは特に神経を使いま

名）のリングリンクホールに到着。小林節子さん

した。続いて近くにある旧開智学校を見学しました。

（S43.文――テレビ東京のレディース４等で活躍さ

この学校は明治初期の洋風校舎ですが、文明開化時

れたアナウンサーで今は蓼科在住）他、原村の皆さ

代の小学校建築を代表する建物として知られており

んや東京・鎌倉から駆け付けた理子ちゃんファンも

ます。観光も終わり 2 日目の夕食はフレンチでワイ

交えて、ジャズライブが行われました。一部は 91

ンを飲みながら大いに盛り上がりながら蓼科の最後

歳の鍋島直昶大先輩と小川理子さんの DUO で息の

の夜を過ごしました。

あった素晴らしいジャズ演奏を堪能致しました。そ
して 2 部はＫＫＪＣの誇るボーカルの皆様が登場し、
アンディー＊＊、ジョニー＊＊、ヒラリー＊＊とボ

3 日目は朝から好天で、最後の目的地・名古屋の
徳川美術館に向かって出発。途中「たてしな自由農
園茅野店」で果物・高原野菜・きのこ・ジャム等々

ーカルネームで 7 名の皆様が歌い、大いに会場を沸

をお買物、中には宅配便で送った方もいらっしゃい

かせました。鍋島さんと理子ちゃんの演奏をバック

ました。さて、名古屋について昼食・ひつまぶしを

に素人が歌うパートがメインなので、蓼科の皆さま

食してから徳川美術館の見学です。尾張徳川家に伝

はびっくりしていました。なんて豪華なと言ながら。

えられた数々の重宝を収め、徳川家康の遺品も収め

ジャズライブと原村の皆様との交歓会が無事終了

られております。国宝「源氏物語絵巻」のレプリカ

し、宿泊先の東急ホテル・ホテルハーベストに向か

もあり（本物は年 1 回展示）見ごたえが有ったとの

ってバスで出発しました。夕食は美味しい和食のコ

皆様のご意見でした。楽しかった 2 泊 3 日の蓼科ジ

ースで皆さん盛り上がっていましたが、外は風雨が

ャズツアーも帰路に向かい芦屋・夙川で解散。今年

激しくなり翌日の観光を心配しながら 1 日目が終了

のツアーも無事終了しました。

しました。

ＫＫＪＣ世話人 大場知之

2 日目の朝、小雨でしたので台風はどうなったの
かと思いましたら、スピードを上げて夜中に蓼科か

【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 52 回≫

ら東に過ぎ去ったようで、少しラッキーな気分にな

第５２回目の学問のすすめ読書会は、平成２９年

って観光に出発しました。
流石に雲が多く八ヶ岳連峰の雄大な景色は見るこ

１０月１７日（火）１６時から阪本豊起評議員の事

とができませんので、早速御柱祭で有名な諏訪大社

務所で行われました。参加者は、浅沼、古淵、善塔、

上社本宮へ向かいました。御柱祭は 6 年に 1 回樅を

藤井、福野、清水、阪本でした。
最初の１時間で『サピエンス全史

切り出し、社殿の四方に建てて神木とする祭りで、

人類の幸福
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文明の構造と

ユヴァル・ノア・ハラリ著

柴田裕訳

河出書房新社』を輪読。第１部認知革命 第２章「虚

１２日（火）１６：００から、阪本評議員の事務所

構が協力を可能にした」３４Ｐから５８Ｐまでを読

（建隆ビルⅡ３階）で行います。前記『第四次産業

了しました。認知革命により、ホモ・サピエンスが

革命』と『サピエンス全史上』をお持ちください。

生き残り、人類が生物学の世界から歴史のステージ

読書会世話人 阪本豊起

に移行したところまでです。次回は第３章狩猟採集
民の豊かな暮らしからです。
更に次の１時間で『第四次産業革命
が予測する未来

ダボス会議

クラウス・シュワブ著

【イーゼル会】≪秋の写生会≫

日本経済

恒例のイーゼル会秋の写生会は秋晴れに恵まれた

新聞出版社を輪読。見慣れないカタカナ用語の連続

１０月２６日北野異人館街で行われました。流石は

でなかなか難しく、第１章「第四次産業革命とはな

神戸随一の観光スポット、内外からの大勢の観光客

にか」の歴史的背景の途中１８Ｐから２３Ｐまでし

に混じって我々の他にも写生を楽しまれる方が結構

か進みませんでした。次回は２４Ｐからです。次回

沢山居られ、当方もいささか競争心をくすぐられた

からもこの２冊の続きを輪読・判読していきます。

所も．
．
．。当日の雰囲気は、下の萬野画伯の＜今月の

１８時からは、これまでどおり居酒屋を開店して、

絵＞とスナップ写真でお感じ頂ければと思います。

秋の夜長を談笑で楽しみました。

イーゼル会世話人

次回の第５３回目の読書会は、平成２９年１２月

＜イーゼル会

天木明

グループ展のお知らせ＞

イーゼル会では「神戸慶應俱楽部 イーゼル会 第７回グループ展」を下記の通り開催させて頂きます。お時
間のおありになる方等、是非お立ち寄り賜ります様メンバー一同お待ち致しております。
期間：１１月１４日（火）～１１月１９日（日）
時間：ＡＭ １１：００～ＰＭ ６：００（最終日はＰＭ ４：００まで）
場所:ギャラリー花六甲 ℡０９０－７７６６－８７６５（ＪＲ六甲道より東北へ徒歩３分）

イーゼル会

<<今月の絵>>

萬野紀代（昭 44 文）
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会員一同

～～平成 29 年度慶應義塾大学指定寄付奨学金授与証交付式～～

9 月 15 日(金)午後 6 時から三田キャンパス・西校舎ホールにて平成 29 年度慶應義塾大学指定寄付奨学金授与証
交付式が開催され，昨年に引き続き，来賓として出席してきました。
指定寄付奨学金制度は社中協力の精神に基づき，主として塾員が資金を捻出して授与する奨学金で，塾も重要視
している奨学金制度です。指定寄付奨学金を授与する奨学会は，年度三田会，地域三田会，職域三田会，篤志家，
工学部同窓会の 5 種の団体から構成されており，本年度は，31 団体から延べ 221 名の奨学生に奨学金が授与され
ました。神戸慶應倶楽部は平成 25 年度から奨学金を授与しており，今年は甲陽学院高等学校卒の理工学部 3 年生
辰巳周一君に奨学金を授与しました。
交付式では，長谷山彰新塾長と千田憲孝大学奨学委員長・学生総合センター長がご挨拶をされました。長谷山彰
新塾長は，指定寄付奨学金制度は長谷山塾長が学生総合センター長に就かれていたときに始まった奨学金であり感
慨深い，授与される塾生は，縁を大事にし，精進して欲しいとのお話をされました。続いて，長谷山塾長から奨学
生代表の看護医療学部の宮里美春さんに授与証が交付され，奨学生代表の理工学部 3 年若井舞希さんが謝辞を述べ
ました。若井さんは海洋生物に興味があり，遺伝子工学を研究しているとのことで，家庭の事情から大学院への進
学を迷っていたが，大学院へ進学し，今後も研究を続けていきたい，と感謝の言葉を述べられました。交付式への
出席は 5 年目ですが，いずれの年も奨学生代表には女性が選ばれており，改めて女性塾生の質の高さを感じました。
交付式終了後は西校舎地下 1 階の「生協食堂」で懇談会が開催され，駒村圭吾常任理事の，自分も奨学金で大学
院を卒業できたので感謝に絶えませんとのご挨拶の後，渡部直樹常任理事の乾杯の発声で懇談会が始まり，奨学生
や他の奨学会塾員と「人間交流」を深めました。
塾生の 7 割が首都圏の出身者で，地方から塾へ進学する人が減ってきていると聞いています。指定寄付奨学金が神
戸からの進学者の増加に少しでも役立ってくれればと願っています。会員の皆様のより一層のご協力をお願い致す

神戸慶應倶楽部会長

次第です。
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堺充廣（昭 53 法）

えて言った「現地に行けば何とかなる」との言葉を
信じて、エージェント手配を止め、オールドコース
ホテルだけを個人的にネットで予約しました。

「Home of Golf でプレー」

8 月のエジンバラは賑やかです。ミリタリータトゥ
−（Royal Military Tattoo）という軍楽隊のイベント

城口隆（昭 56 経）

があり、世界中から観光客が 22 万人も集まる時期で
す。今年から初めて自衛隊も参加していました。
私たちは、オールドコースホテルのゴルフコンシ
ェルジュに頼んで、Old Course でのプレー枠を取る
ために、現地で２日前に開催される抽選会に３日間
(滞在期間)エントリーしましたが全て外れました。オ
ールドコースホテルに泊まっていても St Andrews
Links’とは関係が無いので、全くアドバンテージはあ
りません。少しの絶望感を味わいながらもここまで

今年 8 月 9 日に友人夫妻、私たち夫妻と娘の 5 人

来たらゴルフをしないで帰るわけにはいかないとい

で St Andrews Links’ the home of golf(Old

う強い意志を持って、残された最後の手段、早朝か

Course)に行きプレーをしてきました。翌日には、

ら当日受付に並ぶことに賭けました。朝 3 時半に起

2017 全英女子オープンを開催したばかりのキング

きて 4 時に受付に着いた時、既に 11 番目。先頭は前

スバーンズ GL でラウンドしました。2 日間とも天候

日の夜 8 時半から寝袋で並んでいました。6 時に受

にも恵まれ結果的には、大変楽しく想い出深いラウ

付が開始され、何時にプレーできるかは直前まで分

ンドになりました。しかし、予約もせずにこの時期

からない状態ですが、hopeless と言われなかったの

(8 月上旬)にラウンドしようと企画すること自体非

で今日必ずプレー出来るだろうと期待しながら待つ

常に無謀であった事を反省すると共に、いつか Old

ことになりました。結局、私が 10 時 50 分、友人夫

Course でプレーしたいと考えている方に多少の参

妻が 15 時 30 分、娘が 16 時 30 分にスタート出来

考になればと思い筆を執りました。

ました。10 分前に「Are you ready?」と声をかけら

今年の 3 月頃、大学時代の友人から夫婦で Old

れ、スタート確約が取れた時の嬉しさと 18 番ホール

Course をプレーしないかと誘われました。私の娘が

に戻ってきた時の満足感は、
「これが最初の Old

現在イギリスの大学院留学中で大学のゴルフ部出身

Course.これで最後の Old Course」という感じでし

だったこともあり、ゴルフが出来る通訳付の旅行に

た。ちなみに私の妻はハンディが 36 以上なので今回

なるだろうと目論んで私を誘ったようでした。友人

はギャラリーで一緒にラウンドしました。

は現地のエージェントを知人から紹介を受けていた

Old Course でプレーしたい場合は、５つの方法が

ので、英語が出来る私の娘に交渉させれば大丈夫だ

あるようです。

と安易に思ったようです。ところが、3 月の時点でも

1.10 ヶ月以上前から R&A 公認エージェントに依頼

既に Old Course のプレーを確約できる予約枠は無

する。
（値段は高い）

く、あの 17 番ホール横のオールドコースホテルも 3

2.前年の 8 月 20 日頃～２週間のオープンバロット

日間宿泊が確定出来ない条件での高額な見積もりを

(抽選)に申込む。但し、確約ではなく、10 月末に抽

提示されました。来年に見送ろうとも考えましたが、
Old Course ラウンド経験がある複数の知人が口を揃
6

選結果が通知され確定されます。8 月のハイシーズン

［若手会］

の当選確率は 50％以下だとか。
3.現地 2 日前のローカルバロット(抽選)に申込む。

ＢＲＢ副編集長 天竹清裕

4.当日並ぶ。
（原則一人でプレーする人の受付で、多

9 月 24 日(日)に早稲田若手会と合同で若手会を

くて 2Ball までです）
。

開催しました。総勢 40 名以上が参加しました。

5.R&A のメンバー同伴でプレーする。R&A メンバー

はじめての試みでしたが、ＢＢＱと相俟って、

には、一定枠が確保されています。世界中に 2500

非常に盛り上がりました。その証拠に、後日慶應

人メンバーがいると言われていますので、三田会関

の本当の若手と、早稲田の本当の若手と、40 歳未

係者もいらっしゃるかもしれません。但し、最もハ

満の若手同士で飲み会が行われたそうです。

イシーズンである 8 月上旬～中旬を外せば、4 月～

ＢＢＱでは池内くんがずっとみんなの肉を焼い

10 月の期間で余裕のある時期もあります。その場合

てくれて、本当によく働いてくれました。また、

は、今回の報告とは異なります。

池内くんは後日の若手同士の飲み会にも積極的に

今から考えると無謀な旅にも関わらず強い期待と

参加してくれました。ありがとう、池内くん。

根拠の無い自信を持って楽観的に出発した私たちで

次回、12 月 19 日(火)に若手会を開催します。

したが、心に残る多くの時間を共有することが出来

参加希望の方は事務局までご連絡ください。

ました。寒い中早朝より並んだ待ち時間に、世界中

（事務局：078-393-0050）

から集まったゴルフ愛好者たちと交わしたゴルフの
話、見ず知らずの同伴プレーヤーとの緊張感のある
ラウンド、自分専属のプロキャディーがバックを担
ぎ、的確なアドバイスを受けて打つことのみに集中
できたゴルフ。今まで味わったことのないゴルフの
楽しみ方をゴルフの聖地で学んだように思います。
ゴルフという共通語があれば、言葉等が話せなく
ても何も問題ありません。気の合った仲間とプレー
するのも楽しいですが、Old Course では世界中から
集まってきている『ゴルフが大好き』な人と一緒に
プレーする事をお薦めします。今回 Home of Golf
でプレー出来たことは今までのどんなコースでプレ
ーするより良い記念になりました。
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［今後の予定］
～～12 月家族例会～～
日時： 12 月 16 日（土）18 時 00 分～（受付開始：17 時 30 分）
場所：ANA クラウンプラザホテル神戸内容／内容：マジックショー、オークション
会費：大人 10000 円（高校生以上）／子供 5000 円（小中学生）／幼児無料
※ 恒例のオークションを行います。みなさま、当日、出品商品を 1 品お持ちよりください。
※ 出品商品は、倶楽部ルームに事前にお持ちより頂いても構いません。2 品以上も大歓迎です。
※ 気合入ってます！！何卒ご協力をお願いします。
※ 参加ご希望の方は、氏名・卒年・学部を事務局までお知らせください。

～～イーゼル会第七回グループ展～～

第 183 回福沢諭吉先生誕生記念祝賀会

日時：11 月 14 日（火）～11 月 19 日（日）

日時：1 月 10 日（水）18 時 00 分～21 時 00 分

11 時 00 分～18 時 00 分

（受付開始：17 時 30 分）

※最終日は 16 時 00 分まで

場所：ﾎﾃﾙ阪急インターナショナル 6 階「瑞鳥の間」

場所：ギャラリー花六甲

※参加ご希望の方は大阪慶應倶楽部事務局へ各自

神戸市灘区森後町 1-4-6

～～関西合同三田会

でお申込みください。

奈良大会～～

～～1 月新年例会～～

【日時】11 月 26 日(日) 10 時 00 分 受付開始

日時：1 月 26 日（金）18 時 30 分～

【記念式典】橿原神宮 崇敬会館養正殿

場所：西村屋

（受付開始：18 時 00 分）

11 時 00 分～12 時 30 分
【懇親会】

編集後記

橿原神宮 神宮会館

先日、金沢 21 世紀美術館に行ってきました。

13 時 00 分～14 時 40 分
【会費】

大人 10000 円（高校生以上）/

現代アートが山盛り、お腹いっぱいになりまし

子供 5000 円（小中学生）/幼児無料

た。金箔ソフトとお寿司でもお腹いっぱい。
私事ですが、いまニンテンドースイッチのマ

※ 申込み受付は終了いたしました

リオにはまっています。マリオはやっぱり面白
いですねぇ。さて、今月は、ボストン美術館の

～～新年顔合わせ会～～

至宝展にでも行くとしますかね。

日時：1 月 4 日（木）11 時 30 分～14 時 30 分

（BRB 編集長 鳥巣慶太）

場所：神港ビル 6 階 倶楽部ルーム
会費：飲み物やおつまみ等、差し入れをご持参く
だされば幸いです。
行事やイベントはございませんので、ご都合のつ
く方は上記時間帯でご自由にお越しください。
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