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ノーサイド・ゲーム出演 アストロズエース浜畑
（元日本代表キャプテン 廣瀬俊朗氏）
関西合同三田会 in 神戸 参戦決定!!
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～～6 月例会～～

～～７月サマーパーティ～～

黒川早苗（平 12 経）

橋本敦子（平 1 文）
7 月 27 日、
令和初のの家族例会サマーパーティが、

６月 27 日（木）三宮のボナトリーチェにて、株式

旧居留地の神戸オリエンタルホテルにて開催されま

会社エスアールアイトレーディング代表取締役 今

した。初めに木村会長にご挨拶をいただき、浦上さ

泉良太氏（平成 10 年 経済学部卒）による「宝石・

んのご発声による乾杯にて会が始まりました。しば

貴金属の知らない世界」の講演がありました。
神戸市西区の農家から取り寄せたおいしい野菜や、
イタリアンを頂きながら、華麗なるダイヤモンドの

し、食事と会話を楽しんだ後、チプリアン・マリネ
スク様とその奥様のデュオによるバイオリンリサイ
タルがありました。

世界を垣間見ることができました。

チプリアン・マリネスク氏は、ルーマニア生まれ。

ダイヤモンドの仕入れ市場では、取引金額が多額

ルーマニア国立音楽アカデミーをご卒業後、ヨーロ

にもかかわらず、ダイヤモンドの包み紙にサインを

ッパと日本で演奏家として活躍されてきた経験をお
持ちです。現在は演奏家としてのみならず、若手指

交わすだけのシンプルな形式であるとか、天然ダイ

導、音楽監督、指揮者など多方面にご活躍とのこと

ヤモンド VS 合成ダイヤモンドの熾烈な戦い？だと

でした。ご夫妻の息のぴったりあった演奏と、合間

か、テレビショッピングのダイヤモンドが安い理由

の流暢な日本語でのトークを堪能した後は、恒例の

とか、ダイヤモンドの歴史から、現在の裏事情まで、

オークションがおこなわれました。
11 月 10 日ポートピアホテルで開催される関西合

どれも面白くて聞き入ってしまいました。

同三田会 in 神戸 松尾実行委員長・橋本副実行委員

最後に、今泉先輩が「実物」のダイヤモンドジュ

長のコンビで進行役をさせていただきました。今回、

エリーの数々をお持ち下さっていて、それに群がる

若手参加者が少なかったことが大変残念でした。一

女性陣の熱気は、かなりのものでした。私も、1,575

方で、しっとり落ち着いたサマーパーティとなり、

万円のダイヤモンドリングの大きさと輝きは、目に

外の暑さをすっかり忘れるような、旧居留地の雰囲

焼き付いています。職業柄、1,575 万円なんて、築

気にふさわしい夜を堪能させていただきました。

４０年７０㎡くらいのマンションの値段にしか見え

最後は城口副会長の締めのご挨拶の後、再び松尾

ません。ダイヤモンドの１カラットの値段に比べれ

実行委員長にご登場いただき、
「若き血」を全員で肩

ば、土地なんて安いものですね。

を組んで歌い、閉会となりました。

ちなみに、今泉先輩の会社では、宝石のクリーニ
ングもして下さるそうです。汚れきった結婚指輪を
磨いてもらって、結婚生活もリセット・・じゃない、
リフレッシュしてみたいものですね！今年結婚１０
年目なので、スイートテンダイヤモンドを是非とも
頂きたいと思いました。
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もできます。神戸慶應倶楽部の皆さんにはお申し

～～9 月例会～～

出で、
「入館料無料・制作体験ご優待」といたしま
すので、ぜひぜひ足をお運びください！

≪新入会の挨拶≫

中田ゆかり（昭 57 文）

S５７年文学部卒業の中田ゆかりと申します。大
阪の高槻市に住んでおりますが、以前から神戸や
阪神間が好きで、時々遊びに行っています。入会
させて頂いて阪神間に行く機会が増えればと思い、
楽しみです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
仕事は現在デザイン業に従事しております。主
に印刷物です。そろそろリタイアの声が周りから
聞こえますが、当分続ける予定です。大学時代は
テニス同好会のソフィアに所属しておりました。
卒業後も暫くはテニスをしておりましたが、３０
年ほどラケットを握ることはなく、今はゴルフに
いそしんでいます。なかなか上達はしませんが。
その他は歌舞伎鑑賞や食べ歩きを楽しんでおりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

≪新入会の挨拶≫

宮本恭庸
（昭 62 経）

長男の経済学部入学を機に、日吉・三田訪問、
六大学野球観戦など卒業以来すっかり疎遠になっ
ていた慶應への愛塾心？が再び高まっていたタイ
ミングで、木村会長・松尾副会長に「塾生家族地
域連絡会」でお会いし、お誘いいただきました。
お久しぶり、また初めましての皆さまどうぞよろ
しくお願いします。
大学では逗葉ヨットクラブ・商学部村田昭治研
究会に所属し、5 年間の大学生活を満喫。JTB 勤
務後、三宮センター街にて経営していた飲食店（例
会に出前もしてました！）が阪神・淡路大震災で
全壊。その後大きく人生が変わることに。
同じ地で始めたクラフトショップでとんぼ玉に
出会い、震災 10 年の 2005 年に旧居留地で
「KOBE
とんぼ玉ミュージアム」を開館、現在に至ってい
ます。とんぼ玉とは穴の開いたガラスの装飾玉の
こと。当館ではとんぼ玉をはじめとするランプワ
ークという技法で作られた古代から現代までのガ
ラス工芸作品を展示。工房ではとんぼ玉制作体験
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和田真一（平 7 商）
2019 年 9 月 11 日水曜日

神戸ゴルフ倶楽部

【ＫＫＪＣ】≪KKJC 活動報告≫

快晴（非常に暑かったです）

今年の夏は暑かったですね。でも 8 月の終わ

参加者 18 名（慶応 6 名／早稲田 12 名）
【成績】

り頃になると朝方はふと秋を感じさせる風が吹い

1 位 安井明子（慶Ｓ60 理工）NET60.20GROSS77

たり、四季の移り変わりを感じる季節になるので

2 位 安西正幸（早 H5 商）NET61.20GROSS66

すが、今年は残暑が厳しそうです。

3 位 小林裕武（早 S44 法）NET61.60GROSS82

さて、KKJC の夏の活動は猛暑にもかかわらず皆

【優勝チーム】

さん元気で活動しました。先ずはメンバーのジャ

早稲田

ズライブを 2 回行いました。7 月 20 日芦屋のレ

※両チーム上位 4 名の NET 合計（慶応 256.2 早

フトアローンにて小生と宮本美代子さんの DUO

稲田 249.2）

ライブ、8 月 17 日は三ノ宮グレートブルーで團裕

プレー後、チャンバーでのすき焼きで懇親を深
めました。神戸慶応倶楽部参加者（敬称略）

子（H2・法）さんのライブが行われ、KKJC メン

城口隆・田中圭・中田ゆかり・安井明子・山本俊

バーの皆様にも大勢お越しいただきました。また、

一・和田真一

ボーカルや楽器の演奏を楽しむセッション会も 8

普段ゴルフをしない小池幹事長が懇親会のみ参

月 24 日芦屋の「甘辛処すずき」で開催。浅沼先

加されました。慶応の参加者が少なくさびしかっ

輩の新曲ご披露の他皆さんもそれぞれの歌にチャ

たので次回は多くの参加をお待ちしております。

レンジしました。楽しみはこの後の 2 次会です。
いつもの魚が美味しい店で打ち上げをして終了し
ました。
8 月 4 日の昼には、岡本のボーンフリーにて、
今回初めて東京からジャズテナーサックスの名
人・山口真文（塾員）さんをお呼びして、関西の
有名な若手ジャズメンとの素敵なジャズの競演を
企画しました。トランペットの広瀬未来さん、ピ
アニストは東西で活躍する生田さち子さん、萬恭
隆さんのベース、ドラムはボストンのバークレー
音楽院を飛び級で卒業した中道みゆきさんのクイ
ンテットで、ジャズのスタンダードを中心に素晴
らしいジャズを聴かせて頂きました。この企画は
来年も同じ時期に企画し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 62 回≫
第６２回目の学問のすすめ読書会は、令和 1 年 7 月 18 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、浅沼、古淵、善塔、古武、六拝、福野、阪本の７名でした。前回、仮想通貨
「ブロックチェーン」について議論を交わしましたが、フェイスブックが発行予定の「リブラ」が話題
を集めているところから、今回は「リブラ」の持つ意味について議論をしました。その後、「第四次産業
革命」の輪読に戻り、第３章「経済、ビジネス、国家と世界、社会、個人への影響」の四

「地域、都

市」
（１００P）から国際安全保障を一変させるエマージングテクノロジー（１１９Ｐ）まで進めました。
なお，第６３回目の読書会（９月１９日開催）は，次号に掲載いたします。
次回の第６４回目の読書会は、令和元年１１月１９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。
『第四次産業革命』と『サピエンス全史上』をお持ち下さい。
「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」の四「世界の安全保障の新境地」
（１
２０P）から始めます。
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≫ 野村恵子（昭 58 文）
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［今後の予定］

関西合同三田会 in 神戸
２０１９年１１月１０日
神戸ポートピアホテル
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