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新年例会 
萩原勇作（平２１政） 

 1 月 26 日(金)午後 6 時 30 分より、「西村屋 和味旬彩」にて新年例会が開催されました。

41 名の参加で、小池幹事長の司会のもと、堺会長のご挨拶に続き、和田顧問の乾杯ご

発声で例会がスタートしました。 

 お料理は、前菜、かにすき、雑炊、デザートと、とても美味しくいただきました。特に、大

きな身がポロッと取れるかにすきは絶品でした。例会当日に、慶應義塾高校のセンバツ

出場が決まったことが話題にあがるなど、終始楽しい会話で盛り上がりました。会の中盤

では、新入会の上畠会員のご挨拶がありました。 

 木村副会長に中締めのご挨拶をいただき、恒例の「若き血」を松尾副幹事長の指揮の

もと斉唱し、お開きとなりました。最後になりましたが、本年もお世話になりました西村屋の

皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。
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参月例会 
松沢尚浩（平１６経） 

 3 月 9 日金曜日 中神先輩のご厚意にて東天閣神戸本店にて、3 月例会が開催されま

した。異人館が立ちならぶロマンティックな坂道に、100 年以上の歴史をもつ建物は、兵

庫県の重要建築物保護の一環として、2009 年「ひょうごの近代住宅 100 選」にも指定され

ているとの事で、これぞ神戸という雰囲気の中、当日は 49 名の方が参加されました。 

 堺会長より開会のご挨拶の後、篠崎先輩から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、これぞ神戸の中華料理というべく豪華な料理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、3 月度をもって転勤される会員や新入会員の

ご挨拶がありました。時間があっという間に過ぎ、木村副会長からご挨拶をいただき、中

村会員から「若き血」を合唱しお開きとなった後、こちらも恒例のお店の外で全員集合の

記念撮影を行いました。最後になりましたが、中神先輩をはじめ、東天閣の皆様にはいつ

も大変お世話になり誠に感謝申し上げます。来年も是非とも、この格式と伝統のあるお店

で会を開催させて頂ければと思います。 
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会員だより 
 
新入会のご挨拶 

榎戸康二（昭５８経） 
 ５８年経済学部卒の榎戸康二（えのきど
やすじ）と申します。どうぞよろしくお願い致
します。大学時代は體育會でアイスホッケ
ーに明け暮れておりました。パナソニックに
入社後多くの時間を海外で過ごしていた
ので、義塾関係の行事にはすっかりご無沙
汰しております。昨年末地元で自分の会
社を始め、自由人になりましたので、今後
は慶應の先輩、同期、後輩の方々との親
交を深めたいと思っております。 
 ゴルフも真剣にやろうと練習に励み始め
ました。練習の成果は全く出ておりません
が、是非ごいっしょさせて頂ければと思いま
す。下手の横好きで何にでも興味はありま
すので、いろいろな場でお付き合い頂けれ
ば幸いです。 
 
新入会のご挨拶 

岡田ゆうじ（平１３法） 
 この度、神戸慶應倶楽部に入会させてい
ただきました、垂水区選出自民党所属の
神戸市会議員、岡田ゆうじと申します。平
成１３年法学部卒です。 
 私は大学院の修士課程も慶應で学びま
したので、計６年、日吉と三田のキャンパス
でお世話になりました。私が入学した平成
９年は、全国の大学に先駆けて、キャンパ
スにコンピュータを導入したばかりの頃で
した。それまで Windows に触れたことがな
った私は夢中になり、コンピュータルームに
通い詰めていたことを思い出します。 
 政治学科ゼミナール委員会の主催で、
当時の鳩山由紀夫・民主党代表の講演会
も開催しました。経済学部は加藤紘一代
議士を講師に招いており、「どちらが先に
総理になるか」と競っておりました。結果は
皆様のご案内の通りですが、勝った気もい
たしません。諸先輩方のご指導を得ながら、
神戸、垂水をより住みよい街にするため、
微力を尽くして参る所存です。皆様、今後
ともご指導頂けますよう、よろしくお願い申
し上げます。 
 

 
新入会のご挨拶 

武井芳三（昭６０政） 
 初めまして、昭和 60 年政治卒の武井芳
三（たけいよしぞう）と申します。名古屋の
東海高校出身で、大学時代はサニーテニ
スクラブに所属していましたが、演劇にも
興味があり、少しかじったりしていました。
ゼミは法律の霞先生の所におりました。 
 会社勤めは名古屋、大阪、東京と転々と
しておりましたが、現在は、帝人フロンティ
ア（帝人グループの専門商社）の大阪本社
でスタッフ業務をしております。 
 趣味は、スポーツではテニスを月 1～2
回程、ゴルフは年2回程度ですがやってお
ります。文化活動ではジャズクラブではお
世話になっており、聞くのも歌うのも楽しま
せていただいています。あとは温泉、映画
観賞、読書など好きですが、最近芝居を
見に行ってないので、好きな方いれば教え
ていただきたいと思います。よろしくお願い
します。 
 
新入会のご挨拶 

上畠寛弘（平成２２総） 
 はじめまして、平成 22 年 総合政策学部
卒業の上畠 寛弘（うえはた のりひろ）と申
します。昨年 10 月に当選し、神戸市会議
員（東灘区選出）を務めております。前職
は SFC のある藤沢市のお隣で慶應のご縁
もあって、鎌倉市議会議員を務めていまし
たが、いざ鎌倉ならぬ、いざ神戸で、郷土
にお役に立ちたいと帰って参りました。 
 塩川正十郎先輩に憧れて、大学入学し
た平成 18 年は小泉内閣でした。政治家の
夢を抱き、上京した４月に塾員の先輩がお
誘い下さった会合に参加して、現職総理
の小泉純一郎先輩にお会いして言葉を交
わしたことで、やる気が益々上がりました。 
 大学を卒業して 8 年になりますが、会社
に勤めて、選挙に出て、また議会と卒業し
てからこそ、母校・慶應義塾のありがたさ
を強く感じます。福澤先生、諸先輩の賜物
と感謝しておりますが、私も次の世代の後
輩のために、頑張らなくては・・・！と意気
込んでいます。 
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同好会だより 
 
【読書会】 
《神戸慶応倶楽部読書会 第５４回》 
 
 第５４回目の学問のすすめ読書会は、２
月２０日（火）１６時から阪本豊起評議員の
事務所で行われ、参加者は、青戸、浅沼、
古淵、善塔、藤井、六拝、古武、得田、清
水、福野、阪本の１１名でした。今回は残
念ながら昨年１２月１６日に亡くなられた堀
切民喜先輩の追悼の会になってしまいまし
た。 
 堀切先輩は昭和２９年経済学部を卒業さ
れ、当時の住友信託銀行に入られ副会長
で退任され、本州四国連絡公団の最後の
総裁、民営後の本州四国連高速道路の初
代社長を歴任されました。また関西経済同
友会の活動にもご尽力され、代表幹事も務
められました。日本経済新聞の平成２９年１
２月２８日号には「堀切民喜氏死去 関西
同友会の隆盛支える」という表題の評伝が
掲載され、１９９１年に関西財界訪中団のメ
ンバーとして周恩来との会談を果たし、翌
年の日中国交回復に先鞭をつけた功績が
称えられています。 
 この読書会は平成２０年６月に堀切先輩
が神戸慶応倶楽部で読書会をやりません
かとの呼び掛けされたことからスタートしま
した。そのときに提案されたのが、「学問の
すすめ 岩波文庫」と「人々はなぜグロー
バル経済の本質を見誤るのか 水野和夫
著」の２冊でした。 
 以来９年の間に、福沢先生の「学問のす
すめ」と「文明の概略」の２冊を原文で何度
も繰り返し輪読してきました。また激動する
時代を背景に経済を論じて頂くことができ
ました。堀切先輩とのこのような濃厚なお
付き合いが９年間もできたことは本当に幸
福で有難いことでした。 
 昨年３月２４日の４９回の読書会で堀切先
輩は、「次会の５０回で福沢先生の著作を
輪読する読書会は一旦終了し、その後は、
このメンバーでこれから激変することが予
測される世界を読み解いていきませんか」
と提案されました。 
 この４９回を最後に堀切先輩の読書会出

席は叶いませんでしたが、しばしば電話を
頂き、５１回以降の運営方針についても熱
心な提案を伺うことができました。 
 そこで、読書会では、５１回以降は「第四
次産業革命 ダボス会議が予測する未
来」と「サピエンス全史 文明の構造と人
類の幸福上下」に取り組んでいるのですが、
残念ながら、これが堀切先輩の遺言になっ
てしまいました。 
 本日は、『第四次産業革命 ダボス会議
が予測する未来の第２章「革命と推進力と
メガトレンド」の最後（４３Ｐ）に掲げている「２
０２５年までに起きると予想される２１のティ
ッピング・ポイント」について、全員で意見
を述べ合いました。これで予定時間が終わ
ってしましました。従って『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』のほうは全く手が付けられません
でしたので、次回は「口を利く死者の霊」
（７５Ｐ）から輪読します 
 「第四次産業革命」は次回までに第３章
「経済、ビジネス、国家と世界、社会、個人
への影響」（４７Ｐから６２Ｐ）まで読んできて
ください。 
 １８時からは、ビールとワインを堀切先輩
に献杯しました。古淵からラテン語のカエ
サルのガリア戦記の全巻の読了が報告さ
れ、皆でその偉業を称えました。 
 尚、「革靴製造ロボ活用 熟練工高齢化
に対応 神戸のカワノ」（日本経済新聞１月
１６日号）で神戸慶応倶楽部の河野会員の
取り組みが紹介されております。第四次産
業革命の一端の動きが身近に感じられま
す。また池田から、同君が主催者の大阪
弁川柳コンテストの作品集、船場のおひな
まつりのパンフレットが届けられました。 
 次回の第５５回目の読書会は、５月８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。 
 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。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。 

文責 阪本豊起 
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【ＫＫＪＣ】 
《ＫＫＪＣ活動報告》 
 

 今年の開花は例年より10日ほど早いそう
で、3 月中に満開を迎えそうです。綺麗に
咲いた櫻の花を見ながらのブラブラ散歩も、
この時期の楽しみのひとつですね。 
 さて、3 月度はＫＫＪＣ主催で 2 日間連続
のジャズライブを行いました。東京から有
名なジャズドラマーのバイソン片山さんとベ
ーシストの山村隆一さんをお迎えし、関西
からはパナソニック役員でジャズピアニスト
の小川理子さんが参加したトリオの演奏を
楽しみました。 
1 日目の 3 月 24 日は、芦屋の「甘辛処す
ずき」で満席のお客様の中、素晴らしいジ
ャズの演奏が行われ、「ボーカルナイト」と
いうテーマでしたので、小川理子さんと小
生のボーカルで 12 曲のスタンダードナン
バーをお楽しみ頂きました。 
 

 
 

 
 翌 3 月 25 日は、神戸・北野坂の「ミッドナ
イトサン」でＫＫＪＣの会員23名が参加して、
上記のトリオ演奏を楽しんで頂きました。
小川さんの元上司でボーカリストの木村さ
んがボーカルで参加し、大いに盛り上がっ
て連日のライブが終了。 
この日は会員とミュージシャンが参加した、
打ち上げを兼ねた食事会を「にしむら珈琲
北野坂店」で行い、会員同士のコミュニケ
ーションとノミュニケーションを楽しんで頂き
ました。 
 次回のイベントはボーカルを楽しむ方の
為に、セッション会を開催する予定（6 月
頃）ですので、新曲へのチャレンジや日頃
の練習等々宜しくお願い致します。 
 写真（3 月 25 日のライブ） 

世話人 大場知之 
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【イーゼル会】 
《今月の絵 池田雅彦（昭３９工）》 
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今号のＢＲＢは、神戸慶應倶楽部ＨＰリニュ
ーアルを記念して、アニメエヴァンゲリオン
風に作成してみました。完成版ＵＰまで、もう
しばらくお待ちください。COMING SOON !! 

【今後の行事】 

 
 ４月例会  
日時：４月２０日（金）１８時３０分～ 
              （受付開始：１８時００分） 
場所：神港ビル７階会議室 
講師：日本銀行大阪支店 副支店長 
      福地慶太氏（平２法律卒） 
演題：「最近の金融経済情勢 
             ～神戸を中心に～」 
会費：３,０００円/ビジター＋１,０００円 
締切：４月１３日（金） 
（※）参加ご希望の方は、氏名・卒年・学部   
   を事務局へお知らせください。 
 
 評議委員会  
４月例会終了後、同会議室にて開催いた
します。（２０時開始予定） 
 
 
 
 慶早ゴルフコンペ  
日時：５月２２日（火）集合：９時３０分 
場所：廣野ゴルフ倶楽部 
会費：７,０００円（パーティー代・賞品代） 
（※）プレーフィー及び昼食代等は各自で 
   ご精算ください。 
締切：４月２６日（木） 
（※）参加連絡をいただいた方に、後日組    
   み分けのご連絡を差し上げます。 
 
 
 
 定時総会   
日時：５月２９日（火）１８時３０分～ 
           （受付開始：１８時００分） 
場所：神戸外国倶楽部 
会費：９,０００円/ビジター＋１,０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【新入会員紹介】 
 
岡田裕二（平１３法／平１５法修士） 
神戸市会議員 
田中俊郎ゼミ／名古屋市立菊里高 
絵画（ＣＧ）・卓球 
 
上畠寛弘（平２２総） 
神戸市会議員 
加藤秀樹研究会、坂明研究会／甲南高 
柔道 
 
榎戸康二（昭５８経） 
創援株式会社 
体育会スケート部(ホッケー)／慶應義塾高 
酒・ゴルフ 
 
武井芳三（昭６０政） 
帝人フロンティア株式会社 
霞ゼミ／サニーテニスクラブ／東海高 
テニス・読書 
 
岩岡龍磨（平１０経／平１２法） 
神戸ブルースカイ法律事務所 
北居ゼミ・井田ゼミ／バロニーテニスクラブ
／甲陽学院高 
セーリングボート・ワイン、ウィスキー 


