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～７月家族例会～ 
岡 篤志（平 23 商） 

 7 月 28 日土曜日、神戸ポートピアホテルのレヴァンテにて 7 月家族例会が開催されました。台風直撃

というあいにくの天気ではありましたが、会員本人のみならず会員の奥様・お子様を含め合計 43 名の方

にご出席いただき、盛大に執り行われました。 

 木村会長による開会のご挨拶の後、浦上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

談となり、素晴らしい料理・デザートに舌鼓を打ちつつそれぞれ親睦を深める中、ゲストとしてサックス

プレーヤーの稲屋浩様を中心とした「稲屋浩スペシャルカルテット with 西田ふさ」の皆様をお招きしご

演奏いただき、素敵な音色・歌声で会に華を添えていただきました。 

 そして恒例のオークションですが、鳥巣副幹事長・天竹副幹事長の司会のもと、阪神タイガースグッズ、

中内先輩よりご出品いただいた神戸ポートピアホテルの宿泊券など次々に落札され、最終的に 20 万円を

超える売上となりました。皆様、多くのご出品ありがとうございました。最後に中村幹事のエールの下、

若き血を合唱し、会はお開きとなりました。 
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～～6 月例会～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小嶋 淳平（平 12 経）   

 6 月例会は、6 月 29 日（金）神港ビル 7 階会議室

にて、「心臓治療最前線～なるべく切らないハートフ

ルな心臓手術～」と題して、岡本先輩（平成 11 年医

学部卒）がご登壇なされました。当日は移動もまま

ならない大雨で参加者が少ないのではという心配も

ありましたが、健康に対する意識が高い 24 名もの多

くの方が集まられ、心臓治療の最前線を勉強させて

頂きました。あとの質疑応答では、健康に対する質

問が殺到し、最終的には皆さんの健康法をご披露頂

く場となり、結果として広く健康について学べる貴

重な時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪新入会の挨拶≫   千葉 茂樹（平 3政） 

 はじめまして。この度入会させて頂きました千

葉茂樹と申します。志木高校を経て大学へ進み、

平成３年に法学部政治学科を卒業しました。 

 高校時代はラグビー部に所属、大学ではイーグ

ルスラガーソサエティというラグビーサークルに

所属していました。 

 大学卒業後、オリックス株式会社に入社し今年

で 28 年目になります。関東出身なのですが、入社

後は首都圏と近畿圏の部署を行ったり来たりして

いまして、近畿圏は今年で通算 12 年目、昨年から

神戸支店に勤務しています。先日、経済団体の会

合で偶然に志木高校のラグビー部の先輩とお会い

し神戸慶應倶楽部への入会をお勧めいただいたこ

とからこのたび入会させて頂きました。神戸へ来

て以来、色々な方とお話させて頂いていると、こ

の神戸の地においても神戸慶應倶楽部の活動が活

発なようだというお話をよく耳にします。 

 これからご縁を深めさせて頂ければと思います

ので、何卒よろしくお願いします。 

 

 

≪新入会の挨拶≫  岡 篤志（平 23 商） 

 皆様初めまして、平成 23 年商学部卒の岡篤志と

申します。生まれも育ちも神戸で高校は兵庫県立

長田高等学校を卒業致しました。 

 高校までは野球一筋で、熱心にやりすぎたせい

か一年の浪人生活を経て慶應義塾大学に入学する

こととなりました。現在は神戸市で税理士をして

おります。 

 なお、まだまだ下手くそですが趣味でゴルフを

しておりますので例会等の集まりのみならず、そ

ちらの方でも会員の皆様と交流させていただけれ

ばと考えております。これからどうぞ宜しくお願

い致します。 
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≪新入会の挨拶≫  黒川 早苗（平 12法） 

 初めまして、平成１２年法学部法律学科卒業の

黒川早苗と申します。在学中は、北居ゼミ及び九

球テニスクラブに所属しておりました。神戸海星

女子学院小、中、高校卒業で、神戸は大好きな町

です。現在は夙川にて、父から継いだ司法書士事

務所を営んでいます。芦屋三田会、関西不動産三

田会、関西宝塚を観る三田会で、沢山の先輩方に

可愛がっていただき、この度入会のご縁を賜りま

した。家族は、７才（男）５才（女）４才（男）

の３児及び温厚な夫が一人います。趣味は、銭湯

と商店街散策、牛乳パック工作です。（毎日２本消

費される牛乳パックの活用法を模索し、何個も椅

子を作っては、夫に嫌がられています。） 

 ジャズはトニー・ベネットやダイアナ・クラー

ルなどが好きです。一人での外出は、実家及び夫

との関係を良好に保った上で、万障繰り合わせる

必要がありますが、神戸慶應倶楽部で、自分の世

界を広げたいと思っておりますので、宜しくお願

いいたします。 

≪新入会の挨拶≫  鍵田 佳成（平 22 法） 

 この度、神戸慶應倶楽部に入会させていただき

ました、平 22 年政治卒の鍵田佳成（かぎたよしな

り）と申します。在学時は、法律学科のゼミであ

る金山ゼミに所属しておりました。 

 卒業後、法科大学院を経て、大阪にて弁護士を

しておりましたが、退職し、平成 28 年より家業で

ある㈱鍵田組（総合土木建設業）に戻り、専務取

締役として勤務するという少し変わった職歴を経

ております。趣味は、ゴルフです。今年ようやく

シングルハンデとなり、これからより一層努力せ

ねばと思っていた矢先、娘が生まれ、育児とゴル

フの板挟みとなり、ラウンド数は減ってしまいま

した。ただ、隙間時間の練習でより一層精進し、

慶早ゴルフ対抗戦で少しは活躍したいと思ってお

ります。入会後、なかなか時間が取れず参加でき

ていませんが、神戸慶應倶楽部の皆様とのご縁を

大切に、様々な会に参加し、見聞を深めさせて頂

きたいと思います。若輩者ですが、何卒よろしく

お願いいたします。 
 

 
 
 

 

【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 56 回≫ 

 第５６回目の学問のすすめ読書会は、連日の猛暑

の中、平成３０年７月１９日（木）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、青

戸、浅沼、善塔、藤井、六拝、古武、清水、福野、

阪本の９名でした。 

 本日は、『第四次産業革命 ダボス会議が予測する

未来の第３章「経済、ビジネス、国家と世界、社会、

個人への影響」のうち、経済への影響の一部（６３

Ｐから６７Ｐ）を輪読し、スキルに対する影響、ジ

ェンダー・ギャップと第四次産業革命に沿って、指

摘されている事柄について意見を述べ合いました。

これで予定時間の２時間が終わってしまいました。 

 ところで、塾商学部の教授であられた佐野陽子先

生が、株式会社サノックスという会社で出版活動を

されておられますが、堀切先輩が２０１６年２月に

同社から「２つの時代を生きるー近代経済学の魅力

と効用」という小冊子を出版されていることが分か

りました。 

 青戸先輩が佐野先生を東京に訪ねていかれた際に

偶然分かったとのことでした。堀切先輩の形見とし

てその小冊子を読書会のメンバーを中心に配布（５

００円）することにしました。必要な方は阪本まで

ご連絡ください。 

 以下は佐野先生から読書会に寄せられたメッセー

ジです。 

 「堀切様は学者よりも学者でいらっしゃいました。

このたびの技術進歩が失業をもたらすことに早くか

ら警鐘を鳴らしておられました。２０１５年の秋、

私は岡山まで行った帰りに神戸で堀切様とお会いし

て、ご自分のこれまで書いた論文などのコピーをい

ただき、そのうえに第四次産業革命のことを書き下

ろして、１冊の本を作りたいというご希望でした。

ところがその後、帯状疱疹のこともあり、筆が進ま
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ないので止めるとおっしゃいましたので、私は小冊

子を作ったらとお勧めして２０１６年２月に出来上

がったのです。この頃からメールのやり取りも間遠

になり、東京のゼミの同窓会にはもちろんいらっし

ゃいませんでした。そして昨年１２月の訃報を新聞

で知り、びっくりいたしました。 

 気分のお悪い期間も長かったのでしょうか。でも

御地で研究会を立ち上げられ、それが今まで続いて

いらっしゃるということは、阪本様はじめ会員の皆

様方の団結力によるものと思います。インフォーマ

ルな会合が何十回も続くのは容易なことではありま

せん。青戸様のお声がけにより、堀切小冊子が皆様

に読まれることは、彼にとっても望外の幸せであり

ましょう。皆々様のご健勝をお祈りいたします。」 

 次回は「第四次産業革命」第３章「経済、ビジネ

ス、国家と世界、社会、個人への影響」の途中「開

発途上国に対する影響（６７Ｐ）から始めます。 

 『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』のほうは今回も全く手が

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 

 あまりに熱いので、恒例の１８時からの居酒屋は

おやすみしました。 

 次回の第５７回目の読書会は、平成３０年９月１

４日（金）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。 

読書会世話役 阪本豊起 

 

 

 

 

【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫ 

 KKJC 真夏のイベントを２件紹介します。８月５日、

塾高が夏の甲子園に出場してサヨナラ勝ちを収めた

あの日、１３時から明石のライブハウス「ポチ」に

集合、本格的なジャズの演奏を楽しみました。東京

からテナーサックスの達人・山口真文（塾員）さん

と、素晴らしいドラマー・奥平慎吾さんを招いて、

関西の一流ミュージシャンとのジャズの競演、その

アドリブの凄さ、久しぶりにモダンジャズの良さを

満喫しました。その後駅前の店に場所を移して塾高

の応援、９回裏の勝利の瞬間、我々のテーブルのみ

拍手で盛り上がりました。でも他の人達は何で。。。

という目で見られてましたが。再度ビールを注文し

て勝利に乾杯！！ 

 さて２つ目のイベントはジャズを歌って楽しむセ

ッション会を、８月１２日芦屋の「甘辛処すずき」

で行いました。この日も塾高の甲子園 2 回戦と重な

り、気もそぞろの方もいらっしゃいましたが、浅沼

さんはじめ常連メンバーに加えて、今回は初めての

方が３名参加、ピアノとベースの生バンドをバック

に歌いました。カラオケと違うので何となく戸惑い

は有ったようでしたが、直ぐに慣れたようで、皆さ

んしっかり楽しそうに歌われました。ジャズのスタ

ンダード「All Of Me」を歌われた山崎さん、懐かし

い曲「Tattoo」を歌われた村上さん、エルビスプレ

スリーのライブで最後に歌う曲「An American 

Trilogy」に挑戦された木村さん、3 名とも KKJC ボ

ーカリストの仲間入りですね。そして当日のセッシ

ョン会は、皆さん３曲ずつ歌い、最後は恒例の「On 

The Sunny Side Of The Street」を全員で歌って終

了。場所を移動して 2 次会の暑気払い会を「レフト

アローン」で行いました。新しいメンバーも加わり、

美味しい中華料理とビールで乾杯！歌い終わった後

も大いに盛り上がって長い 1 日が終了しました。 

ＫＫＪＣ世話役 大場知之 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イーゼル会】 

≪今月の絵≫ 井上翠（昭 35 法 井上光氏夫人） 
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                           池内 大雅（平 16 経） 

 8/29 に若手会をホテルトラスティ２階の Mark 

Place にて開催しました。久しぶりの参加者も多く、

「初めまして」の挨拶が飛び交う会となりましたが、

３名のビジターを含む１５名が集まり大変盛り上が

りました。 

 私は今回から若手会の世話役を仰せつかりました。

先輩方に恥じぬよう先輩方の作り上げてきたこの会

を大いに盛り上げていきたく思っております。  

 

～関西合同三田会 びわ湖近江大会～ 

日時：10 月 20 日(土) 12:00～15:45 

   *オプショナルツアー8:15～11:30 

場所：びわ湖大津プリンスホテル 

会費：大人 10,000 円（高校生以上） 

   子供 5,000 円（小中学生）/幼児無料 

締切：9 月 28 日(金)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江慶應倶楽部 http://ohmikeio.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～読書会～ 

日時：9 月 14 日（金）16 時 00 分～ 

場所：阪本評議員の事務所（建隆ビルⅡ3 階） 

会費：3,000 円  

☆新たに参加ご希望の方は、阪本評議員までご連

絡ください☆ 

～濱根杯～ 

日時：10 月 27 日（土） 

   集合 8 時 45 分／スタート 9 時 10 分 

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 

プレー費：約 28,000 円（昼食代込） 

懇親会費：5,000 円 

［今後の予定］ 

 

 

編集後記  
 

新若手会始
動 
 
 
ＢＲＢ編集長 鳥巣慶太 

 
 
 

［若手会］ 

 

 


