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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。皆さまにおかれましては穏やかな新年を迎えになられたことと

お慶び申し上げます。お陰様で神戸慶應倶楽部は創立 95 周年を迎えました。これも一重に慶應義塾、関

西合同三田会の各倶楽部の皆さまを始め、多くの皆さまのご厚情の賜物であり、心より御礼申し上げます。 

 今年の干支の戊（つちのえ）は「草木が繁盛して盛大になること」、戌（いぬ）は「切るという意味で、

草木が枯死すること」を意味するそうで、戊戌（つちのえいぬ）の年は「変化の年」になる傾向があるそ

うです。神戸慶應倶楽部も、今年は 100 周年に向けた新たな一歩を踏み出す１年になりますので、正に

変化の年になろうかと思います。 

 神戸慶應倶楽部は、伝統の半学半教の精神で毎月の例会や同好会の活動を行い、会員相互の親睦と絆を

深めてきました。慶應義塾に入って本当に良かったと思うのは卒業してからかも知れない、とも言われて

います。神戸慶應倶楽部の活動が、慶應義塾及び神戸慶應倶楽部の魅力の発信となり、１人でも多くの方

が慶應義塾に魅力を感じ、我々の仲間に加わっていただけることを願っています。 

 私達神戸慶應倶楽部の会員は、今後も、日々の生活や倶楽部活動の中で「気品の泉源、智徳の模範」の

実践に努め、慶應義塾と地域社会に貢献するという「慶應義塾社中の誓い」を果たし続ける所存です。一

層のご指導、ご鞭撻を賜りたいと思います。 

 本年が、皆様にとって、明るく平和な 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。本年もよろしくお願い申し上げます。
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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。来たる関西

合同三田会 in 神戸の話や、塾での思い出話等、閉会予定時間を大幅に上回る賑やかな会となりました。 

 最後に、浦上先輩の万歳三唱、木村副会長のご挨拶のもと閉会しました。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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～１２月家族例会レポート～ 

 

小松原健裕（平１３法） 

 12月16日（土）18時よりANAクラウンプラザホテル神戸にて家族例会が開催されました。ご夫婦やご

家族で参加された方も多く、大人39名、子ども3名、全42名の方が参加され、和やかで明るい雰囲気の非

常に楽しい会となりました。五代顧問、堺会長からご挨拶いただき、幅広い世代での家族も含めた繋がり

を大事にしている神戸慶應倶楽部の姿勢を再確認し、家族例会がスタートしました。 

 今回例会初参加の北浦美好様、吉沢尊文様の紹介がありました。新規入会者が加わり、神戸慶應倶楽部

がますます発展していって欲しいと感じました。その後、マジックショーが行われました。軽快なトーク

で観客ともコミュニケーションを取りながらマジックを行うので、一同あっという間にその世界に吸い込

まれました。堺会長そして森本評議員のご子息が登壇しての参加型マジックも行われ、間近で見てもタネ

が分からない驚きと、好奇心を刺激される楽しさが融合された素晴らしいエンターテインメントでした。 

 そして、恒例のオークションです。長きに渡りオークションを盛り上げてくださった浦上評議員ご夫妻

から若手メンバー（天竹、今泉、小嶋、寺田、鳥巣、西川）に進行役がバトンタッチされました。まずは

浦上ご夫妻がご持参品のオークションをご自身で行い、いきなり若手の上本さんが口火を切ったことで、

一気に活気を帯びたオークション会場となりました。今回は紅組白組の２組に分かれて落札額の合計を競

うゲーム要素を高めたシステムで行われ、出品された品々も、ポートピアホテルのチケット、五代顧問の

絵画といった恒例の目玉となる品に加え、大型テレビや高級バッグなど素晴らしい品が多数提供されまし

た。そして先輩方を中心に皆様が高額で落札していただき非常に盛り上がったオークションとなりました。

結果として、目標の30万をクリアし、378,000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。 

 内容が盛りだくさんの充実した会であり、時間があっと言う間に過ぎていきました。最後に、徳丸副会

長のご挨拶、そして松尾副幹事長の音頭で「若き血」を斉唱し、散会となりました。 
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～関西合同三田会＜奈良大会＞～ 

 

松尾茂樹（昭６０商） 

 11月２６日に関西合同三田会が奈良の橿原にて開催されました。奈良大会はこれまで奈良や天理で開

かれていましたが、初めて橿原での開催でした。今回は初の試みで、前日にもエクスカーションと前夜祭

が行われました。前日から参加の方々と合流し橿原神宮の本殿における特別参拝をさせて頂きました。境

内は５０万㎡にも及び、神武天皇をお祀りしております。とても厳かで清らかな気持ちになりました。 

 橿原神宮境内の崇敬会館養生殿にて記念式典が行われました。まず冒頭で慶應義塾ワグネル・ソサイエ

ティ関西ＯＢ男性合唱団によるアトラクションから始まりました。カレッジ・ソングを中心に素晴らしい

歌声を聞かせてもらいました。平越奈良三田会会長のご挨拶、錢高関西合同三田会会長のご挨拶、落合慶

應連合三田会副会長のご祝辞の後、長谷山新塾長の講演をお聞きしました。新塾長は体格も良く、強面の

イメージがございましたが、とてもお話しが上手で、穏やかでわかりやすい話しぶりでした。時折ユーモ

アも織り交ぜながら、ご自身の経歴やエピソードのお話しをされ、さらに塾長として人格と教養の兼ね備

えた多様な人材を養成していきたいとのお考えをお聞かせ頂きました。 

 その後、場所を神宮会館に移して懇親会が行われました。初めに橿原青年会議所の有志による和太鼓の

演奏から始まり、橿原神宮の久保田宮司のご挨拶を頂きました。とても美味しいお料理を頂きながら、開

場一杯の各三田会の方々との懇親をさせて頂きました。 

 次回は、２０１８年１０月２０日（土）に近江慶應倶楽部の主催で開催される予定です。また、再来年

の２０１９年は我が神戸慶應倶楽部の主催での開催と決まっております。最後は、応援指導部とチアリー

ダーによるエールと若き血で締めくくり、閉会となりました。 
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【ＫＫＪＣ】 

≪KKJC 活動報告≫ 

  明けましておめでとうございます。本年もど

うぞ宜しくお願い致します。 

さて、毎年年末のイベントとして行われる「ＫＫ

ＪＣジャズ忘年会」は、今回で 3 回目になる本山

のフレンチレストラン「ブルーミン・メード―」

で行われました。卒寿を迎えても、なおお元気に

演奏活動を続けておられる鍋島直昶大先輩と、東

京から駆けつけていただいた超多忙な小川理子さ

ん、ベースの吹田善仁さん、ドラムの木村オウジ

さんのカルテットの演奏で軽快なスイングジャズ

を楽しんだ後、浅沼先輩の乾杯の音頭で食事会が

始まりました。コースの後半になったところで恒

例の喜寿のお祝いです。今回は昭和 39 年卒の方々

に楽器のピンバッチの授与を行いましたが、なん

と近藤様はじめ 10 名いらっしゃいまして、会場は

大賑わい、プレゼンタ―の團裕子さんも皆様とツ

ーショットの写真を取って大役終了。 

 さて、この後は少し休憩を取ってから第 2 部の

スタートです。第 2 部はこの豪華カルテットをバ

ックにアマチュアのボーカリストが歌うセッショ

ンタイムです。この日の為に歌の練習を重ねて臨

んだ皆様、それぞれの方が実力をいかんなく発揮

されたのではないでしょうか、また大いに楽しん

で頂けたのではと思っております。小川理子さん

からは、個性的に歌われた曲と歌声が頭を離れず、

その後も楽しませて頂いてますと感謝のメールが

有りました。ＫＫＪＣ9 名、ゲスト 3 名の 12 名に

よるセッション会も最後は全員で「サイレント・

ナイト」を歌って終了。来年も良い年になります

ようにと思いながら帰途につきました。 

 今年度のイベントは現在計画中です。概略のス

ケジュールが決まりましたら会員の皆様にはＫＫ

ＪＣメーリングでご案内いたしますのでもう暫く

お待ちください。      世話人 大場知之 

【読書会】 

≪神戸慶應倶楽部読書会第 53 回≫ 

 第５３回目の学問のすすめ読書会は、平成２９

年１２月１２日（火）１６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、浅沼、古淵、

善塔、藤井、六拝、古武、清水、阪本に新しく小

林誠が加わり９名でした。 

 最初の１時間で『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 日本経

済新聞出版社を輪読し、感想を述べ合いました。 

 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 柴田裕

訳 河出書房新社』を輪読。第１部認知革命 第

３章「狩猟採集民の豊かな暮らし」原初の豊かな

社会を読了しました。 

 狩猟採集民もなかなか豊かな暮らしをしていた

こと、古代の狩猟採集民が個人のレベルでは知識

と技能の点で歴史上最も優れており、平均的なサ

ピエンスの脳の大きさは狩猟採集民時代以降、縮

小しているようですが、第四次産業革命以降はま

すますその縮小が進むと危惧しました。次回は、

口を利く死者の霊（７５Ｐ）から輪読します。 

 ところで、次回から『第四次産業革命 ダボス

会議が予測する未来』は音読をやめ、事前に第２

章「革命の推進力とメガトレンド」を読んできて

頂き、そのうえで、４３Ｐの表１に提示されてい

る２０２５年までに起きると予想されるティッピ

ング・ポイントの実現性をみんなで意見交換する

ことになりました。 

 １８時からは、これまでどおり居酒屋を開店し

て、ラテン語でのカエサルのガリア戦記読了が間

近な古淵と新聞社で活躍している若い小林の話を

肴に盛り上がりました。 

 次回の読書会は、平成３０年２月２０日（火）

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『第四次産業革命』と

『サピエンス全史上』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。         世話人 阪本豊起

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

 明けましておめでとうございます。 

 イーゼル会第７回目のグループ展を昨秋１１月中旬にギャラリー花六甲で開催させて頂きましたが、今回も

たくさんの会員諸兄姉においで頂き、イーゼル会メンバー一同心から感謝申し上げている次第です。毎月の例

会で描いた静物画、人物画の他、写生会あるいはあちこちへ旅行した際の風景画等まあ夫々下手糞なりに頑張

った結果の展示でした。 新しい年を迎え今後共皆様のますますのご指導をお願い申し上げ御礼にかえさせて

頂きます。                                                                         世話人 天木明 

 

<<今月の絵>> 天木 明（昭４０商） 
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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） 

 

≪新入会のご挨拶≫ 

黒澤玲央（平 18商） 

 平成 18 年商学部卒業の黒澤玲央（くろさわれ

お）と申します。青森県・八戸高校出身です。今

回、赤のれん・畑中会長とご縁がありましたのを

機に入会させて頂きました。 

慶應大学在学中は、商学部・組織心理学のゼミに

所属しておりました。が、体育会スケート部ホッ

ケー部門にも所属しており、専らアイスホッケー

中心の生活をしておりました。出身地の地域柄、

小 3 から競技を始めて約 26 年、今は健康維持の

ために趣味で続けています。大学卒業後は国内外

あちこちに住む機会があり、約 1 年前からは結婚

を機に神戸に住み、現在はサッカークラブ・ヴィ

ッセル神戸に勤務しております。 

出会いやご縁は一期一会。まだまだ神戸のことを

勉強中ですが、同じ慶應義塾の先輩方又後輩の皆

様方に多くのことを学び刺激を受け、自身の活力

ともしたいと思います。皆様どうぞ宜しくお願い

致します。 

 

～新年例会のお知らせ～ 

日時：１月 26日（金） 18時 30分開始 

          （18時 00分受付開始） 

場所：西村屋 和味旬彩 

会費：メンバー 9,000円／ビジター 10,000円 

締切：1月 19日 

※参加ご希望の方は、氏名・卒年・学部を事務局

へご連絡ください。 

 

～３月例会のお知らせ～ 

日時：3月 9日（金） 18時 30分開始 

               （18時 00分受付開始） 

場所：東天閣 

会費：メンバー 9,000円／ビジター 10,000円

※参加ご希望の方は、氏名・卒年・学部を事務局

へご連絡ください。 

 


