
1 

BRB2018年 11月号   
 
 
 

 

 
 

 

  

～関西合同三田会 びわ湖近江大会～ 
池内 大雅（平 16 経） 

 2018年 10月 20（土） びわ湖大津プリンスホテルにて関西合同三田会が開催されました。 

式典前には、クルーズ船めぐみで近江の歴史と自然を楽しむびわ湖周遊と、千日回峰行者の講話

を拝聴する比叡山延暦寺参拝という２つのオプショナルツアーが行われ、近江の歴史と伝統を満

喫できる素晴らしいツアーだったようです。 

 塾歌斉唱で幕を開けた式典では、関西合同三田会 渡辺岳夫会長より、慶應義塾が社会の発展

に寄与することが大切であること、特に地方活性化のために東京外の三田会や慶應倶楽部の役割

が重要であるとのご挨拶がありました。 

 長谷山彰塾長のご講演では義塾の近況をお話しいただきました。塾高が１０年ぶりに夏の甲子

園へ出場したことや、先般行われたアジア大会 2018で塾員が５個のメダル獲得をしたことなど

スポーツでの塾員の活躍を振り返られました。また、中国での電気自動車の普及率とキャッシュ

レスの急速な普及を例に、日本の競争力や国際化がこのままで良いのかという問題提起や、これ

から人間の未来に大きな影響を与えると考えられるサイバー文明の台頭が真に人類の幸福につ

ながるものとして先導すべく、新たにサイバー文明研究センターを開設したこともお話しいただ

けました。最後は、「世の中にて最も大切なるものは人と人との交わり付き合いなり。是即ち一

つの学問なり」との福沢諭吉先生のお言葉で締めくくられました。 

 式典最後は天台宗宗務総長 杜多道雄様による記念講演でした。「現代世相を考える」の題目

で、機械への依存と心の喪失についてお話しされました。便利さや快適さを求めてばかりいると、

気付かぬうちに人間らしい能力である、思いやりや考える力が失われていくのではないかという

メッセージを投書を交えてお話しいただきました。便利さや快適さに寄り添う弊害について、若

い世代にこそ真剣に伝えていく必要があると感じました。 

 懇親会は、びわ湖ホール声楽アンサンブルの美しい歌声で始まり、近江の国の食材と地酒を堪

能することができました。応援指導部パフォーマンスの後は、我ら神戸慶應倶楽部 木村会長、

松尾副会長、橋本副幹事長による、来年度関西合同三田会の案内を行っていただきました。笑い

もとりながら会場の皆様にしっかりと魅力を伝えることができ、神戸慶應倶楽部にとっては最高

のスタートを切ることができました。 

 懇親会最後は、総勢４００名による若き血で大盛況のうちに幕を閉じました。  
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～～9 月例会～～ 

 

 上畠寛弘（平 22 総）   

 9 月例会は三宮のスペイン料理店カルメン

で開かれました。 今回は講師を迎えず、皆で

スペイン料理を堪能。店内は満席で計 32 名。

初参加の方も参加され、来年の関西合同三田

会 in 神戸に向けて和気あいあいと親交を深め

ることが出来ました。私も初めて知りました

が、カルメンは日本で最初のスペイン料理店

とのこと。本格的なスペイン料理のフルコー

スと自家製サングリアなどのお酒に舌鼓を打

ち、心もお腹も大満足の例会でした。ここカ

ルメンではフラメンコライブもやっていると

先輩に教えて頂いたので今度は週末に来てみ

たいです。帰りは急な土砂降りでしたが、ほ

ろ酔い気分で帰路につきました。 
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～濱根杯～ 

 

第 4 回濱根杯      堺充廣（昭 53法） 

H30.10.27（土）

有馬ロイヤルゴ

ルフ倶楽部 

ロイヤルコース 

 第 4 回濱根杯

で優勝いたしま

した堺です。慶早

ゴルフコンペは

毎年 2 回開催さ

れておりますが、

濱根杯は神戸慶

應倶楽部唯一の単独ゴルフコンペです。五代先輩

の呼びかけで長年在位されました歴代濱根会長の

お名前を冠して復活いたしました。早いもので、

今年で 4年目を迎えました。 

 前回チャンピオンの武市会員と山本会員と同組

で回らせてもらいました。 同伴者にめぐまれた

おかげで、ハンデに恵まれ、念願の初優勝を飾ら

せていただきました。 

 今回は次年度の関西合同三田会の準備や、例年

にない災害が続き、皆さまお忙しくされておられ、

参加人数が少なかったですが、秋晴れの本当に穏

やかな天候の元、紅葉交じりの素晴らしいロケー

ションの有馬ロイヤルゴルフクラブで純粋にゴル

フを楽しみました。 

 ゴルフというスポーツは力量の差があってもハ

ンデが与えられますので、老若男女が同じ土俵で

全力を尽くせばだれにでも優勝のチャンスがあり

ます。生涯を通して楽しめるスポーツです。 

次回の第 5 回大会は幹事を務めさせていただきま

すが、より多くの会員のかたに、ゴルフを楽しん

でもらいたいと考えております。倶楽部唯一の栄

冠を競っていただくために、参加者の増員を試行

錯誤していきたいと思います。 

 みなさま、一緒にゴルフをたのしみましょう！ 

参加者：五代友和，堺充廣，武市寿一，山本俊一，

延原耕三，城口隆，松尾茂樹，和田真一 

 

～～慶早ゴルフコンペ～～ 

小池剛（平 1 経） 

 本年秋の慶早ゴルフコンペが神戸早稲田倶楽部

主催で９月１１日（火）に開催されました。 

 当初は慶應側も若手会員含め１３名の参加と強

力な布陣でしたが、平日ゴルフの急遽の日程変更

に伴い、残念ながら調整がつかなかったメンバー

も多く、今回慶應側は延原耕三（S５２政治）さん、

山上高弘（S52 年経済）さん、田中圭（S５７文）

さん、安井明子（S60 理工）さんの４名の精鋭

メンバーでの参戦となりました。早稲田側はお世

話役の尾上伸年（S45 商）さん、幹事長の原田和

人（S61年 社会）さんはじめ７名の参加となり、

３組で和気あいあいとコースを回りました。優勝

は早稲田の岡野雅昭（S57 商）さん＝ネット６

１．８（グロス８７）準優勝は我が方の安井明子

さん＝ネット６２．０（グロス８６）でした。 

 対抗戦は今回は早稲田側の勝ちとなりました。

プレー後は恒例のチェンバーハウスでのすき焼き

懇親会となり、小生もお世話係として会食のみ参

戦させていただきました。おいしいお肉を堪能し

ながら慶早ノーサイドでの懇親会、楽しませてい

ただきました。 
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≪新入会の挨拶≫   改田 諭士（平 8経） 

 バブル景気真っ只中の平成元年、モテモテ慶応

ブランドへの入学ならびに一人暮らしへの憧れを

抱いていたコテコテの大阪人の私は、「尊敬する福

沢諭吉先生から名前を頂きました。（諭吉という字

から口の字を抜くと私の諭士となります。）」とい

う営業トーク？を武器に、見事に１５歳からの一

人暮らしを実現させたのです。 

 志木校では、大阪の北野高校で橋本徹氏と同級

生であった姉の影響で、ラグビーに興味を持ち、

蹴球部に入部し、ラグビーのステップ技術向上の

ため、練習後、埼玉志木から渋谷のディスコまで

ステップのお勉強をしに行く日々を過ごしており

ました。大学では、準体育会のＪＳＫＳラグビー

フットボールクラブに所属。悠々自適な毎日を過

ごしていましたが、阪神大震災の影響で、帰郷す

ることに。父の不動産業の手伝いなどを経て、和

田会長とのご縁から現在の和田興産(株)に勤め、

現在勤続 1８年になります。 

 大阪営業所長として、和田興産(株)のさらなる

躍進のため、分譲マンション開発を中心に日々邁

進して参りたいと思います。 

 

≪新入会の挨拶≫  山田多恵子（平 12文） 

 この度、新規に入会させていただきました、山

田多恵子と申します。これまで関東に長かったの

ですが、心理系の大学院に通うため、この春、関

西に越してきました。 

 大学時代は、文学部に在籍するかたわら、法学

部設置の言語学のゼミにも顔を出すという気の多

いタイプの学生でした。一昨年から、その言語学

のゼミの OB・OG会がほぼ定期的に開かれるよう

になり、恩師やかつての同期との旧交を温めると

ともに初対面の後輩とざっくばらんに議論を交わ

す機会を、毎年、心待ちにするようになりました。 

 慶應の卒業生や在校生の方々と接する度に、時

代は変わっても、独特の自由闊達な雰囲気が脈々

と受け継がれているということを実感し、それを、

とても尊いものと感じます。会員の皆様と今後、

親交を深めてゆけますことを、今から楽しみにし

ています。 

 

≪新入会の挨拶≫  石本 豊（平 21法修） 

 この度、神戸慶應倶楽部に入会させていただき

ました、法学研究科民事法学専攻卒の石本豊（い

しもとゆたか）と申します。 私は、民法の武川幸

嗣研究会に所属し、火曜日や週末には三田キャン

パスすぐにある「つるの屋」で、先生方や有志と

朝まで法律の議論をしておりました。時には、飲

みすぎて吐きながら議論を戦わせていたことをと

ても良い思い出と今でも昨日のことのように思い

出します。他には、慶應三田自治会に所属し学校

運営の裏方をサポートしておりました。趣味は大

学時代からストリートダンスをしており、３４歳

を超えた今でも続けています。現在は神戸市灘区

で、教育と ITサービスの会社をしております。諸

先輩方のご指導を頂き、新しい教育事業の幕開け

を神戸から微力を尽くして参る所存です。皆様、

今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

≪新入会の挨拶≫  竹中 由佳（平 17 文） 

 皆様はじめまして。平成１７年文学部卒の竹中

由佳と申します。姫路慶応倶楽部や関西婦人三田

会からご縁がつながり、この度神戸慶応倶楽部に

入会させて頂くことになりました。現在は元町に

ある国会議員事務所にて、秘書としてお手伝いを

させて頂いております。 

 姫路に生まれ育ち、大学卒業後はアメリカ留学

や東京での就職を経て、再び地元姫路に戻ってま

いりました。現在も姫路に住んでおりますが、前

職から継続して７年ほど仕事をしている神戸は、

とても馴染み深く大好きな街です。卒業から１０

年以上が経った今でも、この慶応倶楽部を通じて

様々な塾員の方々とのご縁が広がっていくことに、

大変感謝しております。未熟者ではございますが、

たくさんの方にお会いして見聞を広めてまいりた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 
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【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫ 

 今年度のメインイベント・KKJC岡山・牛窓ジャ

ズツアーは、総勢 39名が参加して 10月27日（土）

28日（日）の両日、好天の中行われました。1日

目は恒例のジャズライブとセッション会を、日本

のエーゲ海と言われる、岡山県瀬戸内市牛窓の「ホ

テルリマーニ＆スパ」で行いました。 

 全室オーシャンビューの素敵なホテルで、ライ

ブ会場は「バー・ラウンジ」に設定、オーシャン

ブルーをバックにピアノトリオの演奏からスター

トです。 

 ミュージシャンは、お忙しい中、貴重な時間を

割いて毎回参加されている、小川理子さん（p&vo）。

東京からはジャズドラム界の大御所・バイソン片

山さん（ds）。関西からベーシストの吹田善仁（b）

さんの素晴らしいメンバーです。バイソンさんが

加わる理子さんの新発売 CD「Baluchon」の曲を

中心に、バスで移動中にガイドさんが歌った「赤

とんぼ」をジャズ風に即興アレンジしたり、日没

の夕日をバックに「夕日に赤い帆」が演奏された

り、素晴らしいシチュエーションのライブでした。

第 2部は恒例のセッション会です。今回はお 2人

の方が初めてボーカルで参加して素敵に歌って頂

きました。浅沼さんはじめ 9 名のボーカリストと

永山さんがドラムで参加して、セッション会も大

いに盛り上がりました。お腹がすいたところで会

場を移し、ギリシャ料理のディナーを美味しくい

ただいてからお開きとなりました。 

 2 日目はオーシャンビューのテラスでシャンパ

ンブレックファースからスタート。朝食メニュー

も豊富でリゾート気分を満喫してからバスで出発。

倉敷美観地区をぶらぶらしたり、岡山の後楽園を

見学して今年のツアーも無事終了です。 

 さて、毎年恒例の年末イベント KKJC ジャズ忘

年会は、昨年と同じ会場・本山の「ブルーミンメ

ドー」で 12月 15日（土）18時開始で行います。

小川理子さん中心のミュージシャンの演奏と恒例

のセッション会、そしてフレンチのディナーとワ

インで大いに盛り上がって今年も締めようと思っ

ております。 

ＫＫＪＣ世話役 大場知之 
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【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第 57回≫ 

 第５７回目の学問のすすめ読書会は、平成３０年９月１４日（金）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、善塔、藤井、古淵、得田、六拝、古武、阪本の８名でした。 

 本日は、「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、企業への影響の③協調的イノベーションまで（８０P）まで読み進め

ました。感想を述べたり質問しあったりしているうちに予定の２時間が終了してしまいました。『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。１８時からの居酒屋は今回もお休みしました。 

 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」の企業への影響の

④新たな経営モデル（８１P）から始めます。 

 次回の第５８回目の読書会は、平成３０年１１月６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。 

読書会世話役 阪本豊起 

 

【イーゼル会】        ≪今月の絵≫五代友和（昭 37 商） 
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～～12 月家族例会～～ 

日時： 12月 1 日（土）18 時 00 分～ 

                    （受付開始：17 時 30 分） 

場所：ホテルオークラ神戸 「松風」 

内容：「マーベラス・トリオ」 

本格的なクラシックのピアノ三重奏曲から、映画

音楽・ポップス・ジャズ・タンゴにいたるまで何

でも演奏する、ヴァイオリン・チェロ・ピアノの

プロフェッショナル・ユニットです。 

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。 

～～新年顔合わせ会～～ 

日時：1 月 4日（木）11 時 30 分～14時 30分 

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。行事はありませんので、ご都

合のつく方は上記時間帯でご自由にお越し下さい。 

～～福沢諭吉先生誕生記念祝賀会～～ 

日時：1月 10 日（水）18 時 00 分～21時 00分 

（受付開始：17時 30分） 

場所：ﾎﾃﾙ阪急インターナショナル 6階「瑞鳥の間」 

※参加ご希望の方は大阪慶應倶楽部事務局へ各自

でお申込みください。 

～～1 月新年例会～～ 

日時：1 月 11日（金）18 時 30 分～ 

場所：西村屋    （受付開始：18 時 00 分） 

 

 

 

［今後の予定］ 
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