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平成３０年度定時総会 

～堺会長から木村新会長へ～ 

 

宮田沙織（平 16 法） 

 5 月 29 日（火）午後 6 時 30 分より、神戸外国倶楽部にて平成 30 年度定時総会が開催されました。

64 名の参加により議案はすべて承認されました。そして、堺充廣会長が退任され、木村健新会長が就任

されました。また、小池剛幹事長が再任されました。また、会員数は昨年と同じ 260 名とのことです。 

 堺前会長からは退任にあたり、最近 20 代 30 代の会員が増えて例会等の運営にも関わりつつあり、90

周年から 100 周年に向けての足場を固める意味においてよい流れができてきたのではないか、とのお話

がありました。これを受けて木村新会長からは、慶應で培った独立自尊の心とコミュニケーションを大切

に、来年の関西合同三田会や 100 周年に向けて倶楽部をつくっていきたい、そのためには、何事も各会

員が自ら考えつつ、互いを尊重して議論し、交流を深めていければ、とのご挨拶がありました。 

 懇親会は、美味しいお料理に会話も進みました。途中、ご出席の新入会員のご挨拶、新しいホームペー

ジのご紹介がありました。また、近江慶應倶楽部の正村嘉規副会長、木下俊夫副実行委員長、戸井善彦幹

事長より、「琵琶湖周航の歌」の熱唱とともに 2018 年関西合同三田会のご案内、連合三田会・渡辺新実

行委員長、福引部会・二上吉男様、竹岡眞美様よりチケットのご案内がありました。そして、「若き血」

合唱とエール交換の後、今後の倶楽部の発展を祈って散会となりました。 
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『会長退任挨拶』    堺充廣（昭 53 法） 

 ５月の定時総会で木村健新会長にバトンを引継ぎ，

５年間の会長を終えることになりました。５年間は

長かったのですが，過ぎてみればあっという間で，

ようやく肩の荷を下ろせたなというのが実感です。 

思い起こせば，平成２５年（２０１３年）８月３日

の神戸慶應倶楽部９０周年記念例会の後，佐井会長

の後を継いで神戸慶應倶楽部の会長に就任したので

すが，参加された総勢１１５名に及ぶ会員やご来賓

の方々の前で就任のご挨拶をさせていただき，責任

の重さを痛感し，緊張の極みであったことを昨日の

ことのように思い出します。 

 神戸慶應倶楽部には，「慶應義塾社中の一員として，

改めて『気品の泉源，智徳の模範』をめざし，福澤

先生の期待に応えるべく，その活動を一層充実させ

ていく覚悟である。」との「慶應義塾社中の約束」と

いう良き伝統があります。会長就任に当たり，この

良き伝統を守りながら，１００周年に向け，神戸慶

應倶楽部を永続的に発展させなければとの思いで初

めの１歩を踏み出しました。個々の活動を話し出す

と話が尽きませんが，家族例会を含む例会の活性化

を通じた会員相互の絆の高まり，指定寄付奨学金の

授与，関西合同三田会各会との連携等々，相当程度

の成果を残すことができ，塾からも，また，他会か

らも，立派な良い会だと言っていただけるだけの活

動はできたと自負をしています。これも，会員各位，

役員，幹事の皆様の絶大なるお力添えの賜であり，

ご協力に心より感謝申し上げます。 

 神戸慶應倶楽部は５年後に１００周年という全国

の三田会の中でも未踏の域を迎えます。神戸慶應倶

楽部が，「慶應義塾社中の誓い」の元，会員の皆様の

団結をもって，日本一のすばらしい１００周年を迎

えますよう心から祈念し，また，今後は一会員とし

て，神戸慶應倶楽部の発展に微力ながらも寄与する

ことをお誓いし，退任のご挨拶とさせていただきま

す。５年間ありがとうございました。 

『会長就任挨拶』   木村健（昭 57 法） 

 このたび五月神戸慶應倶楽部定時総会にて、堺充

前会長の後任として会長に就任いたしました。 

大役を任ぜられましたことは、身に余る光栄に存じ

ますとともに、身の引き締まる思いでございます。 

 2023 年には、創立 100 周年を迎える伝統ある神

戸慶應倶楽部の運営に尽力されました歴代会長をは

じめ諸先輩方々の功績に敬意を表し、今後、会員皆

様のご期待に添うべく微力ではございますが、慶應

義塾塾員であること、神戸慶應倶楽部会員であるこ

とに誇りを持てる倶楽部の発展に誠心誠意努力して

参る所存でございますので会員皆様のご支援ご指導

を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後に、五年間の長きに亘り会長職にてご尽力さ

れました堺充廣前会長に厚く御礼申し上げます。 
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～～春の慶早ゴルフコンペ～～ 

廣野ゴルフ倶楽部 
 

天竹清裕（平15経済） 

 5 月 22 日（火曜日）

第 57 回慶早ゴルフコ

ンペが廣野ゴルフ倶

楽部にて開催されま

した。 

 当日は朝から快晴で、最高のコンディションで

した。今年は慶應 13 名、早稲田 12 名の計 25 名

でした。熱い戦いが繰り広げられました。 

 結果は神戸慶應倶楽部 645 ストローク、神戸早

稲田倶楽部 656 ストローク、神戸慶應倶楽部が 11

ストローク差で勝利しました。（上位 8 名のネット

スコアの合計）。残念ならが、個人戦では神戸早稲

田倶楽部に優勝を奪われました。 

 次回は個人戦でも神戸慶應倶楽部が優勝をもぎ

とり、リベンジを果たしたいと思います。 

（出席者（順不同）） 

堺充廣／徳丸公義／城口隆／山上高弘／延原耕三／

土井正孝／山本俊一／河野忠友／田端晃／和田真一

／今泉良太／小松原健裕／天竹清裕 

 

 

 

 

 
≪新入会の挨拶≫    岩岡龍磨（平 10 経） 

 皆様，はじめまして。この度入会させて頂きま

した岩岡龍磨です。平成１０年に経済学部，平成

１２年に法学部法律学科を卒業しました。宜しく

お願いします。 出身は兵庫県芦屋市です。西宮

にある私立甲陽学院中学校，高等学校を卒業後，

経済学部に入学しました。ゼミは，法律学科の北

居ゼミと井田ゼミに所属していました。 

 卒業後は，公務員をしていたのですが，弁護士

に職替えし，所属事務所が神戸慶應倶楽部と同じ

神港ビルであったことをきっかけに入会させて頂

きました。 

 趣味は，お酒と食べ歩きです。美味しい日本酒

やワインを飲みながら，癖のある味が濃いものを

食べるのが大好きです。また，海が好きで，セー

リングボートのスクールにも数年前から通ってい

ます。今年は時間を作って，スキューバダイビン

グの免許を取りたいと画策しています。 

 歴史ある神戸慶應倶楽部の皆様とのご縁を大切

にすべく，いろいろな会に積極的に参加したいと

思っています。何卒よろしくお願いします。 

 

【イーゼル会】≪今月の絵≫ 井上光（昭 35 法） 
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【読書会】≪神戸慶應倶楽部読書会第５５回≫ 

 第５５回目の学問のすすめ読書会は、平成３０年５

月８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、清水、福野、宍戸、堀田に阪本の１１名でした。 

 ちょうど本日の日本経済新聞の時論に「ＡＩは人を

幸せにするか」というクラウス・シュワブ（世界経済

フォーラム会長）の記事が掲載されていましたが、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（４７Ｐから６

２Ｐ）を輪読し、成長、高齢化、生産性、雇用、労働

代替のキーワードに沿って、指摘されている事柄につ

いて意見を述べ合いました。 

 また、技術のメガトレンドの一つとして３Ｄプリン

タで人間の細胞や臓器も造れるようになる（３１Ｐ）

ということが理解できませんでしたので、小林に新聞

社のデーターボックスにある情報の提供をお願いして

おりましたが、同君から二つの記事が寄せられました。

まず、３Ｄプリンタで何が作れるの？という２０１３

年８月２９日の朝日新聞の朝刊記事「バンパーや人工

骨などの立体物。樹脂を塗り重ねていく」のイメージ

で、樹脂を塗り固めていくのにどうして人間の細胞や

臓器が作れるのかという疑問を抱いていたわけです。

しかし、２０１７年５月２８日の朝刊には「プリンタ

で人工組織」「生きた細胞積み上げ立体に」という記事

が取り上げられていました。わずか４年の経過でこの

ようにイメージが変わってしまうのに驚かされました。

この本に取り組むことは、堀切先輩の遺言ですが、難

しい、読みにくいと文句を言いつつ読み続けています

が、今回からは面白いと言う感想が出てき始めました。 

 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」の途中「ジェンダ

ー・ギャップと第四次産業革命（６３Ｐから７２Ｐ）

まで読んできてください。『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時からは、ビールとワインで居酒屋を開店しま

した。古淵からラテン語のローマ皇帝列伝に取り組み

始めたという報告がなされました。 

 次回の読書会は、７月１９日（木）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。         

読書会世話役 阪本豊起 

 

【ＫＫＪＣ】≪活動報告≫ 

 今年のゴールデンウイークも各地でジャズフェステ

ィバルが行われましたが、4 月 29 日(日)には芦屋で開

催されました。好天の中、芦屋各地でジャズのライブ

演奏が有りましたが、ＫＫＪＣの皆様はメンバーが参

加した演奏を聴きに「レフトアローン」に集合、ビー

ルを飲みながらジャズを楽しみました。5 月 13 日(日)

は鍋島大先輩の 92 歳のお祝いの為、北野坂の「ソネ」

に 13 名が参加し、益々お元気にビブラフォンを演奏さ

れる鍋島様の長寿をお祝いしました。（卒寿のお祝いの

後は毎年長寿のお祝いですね。） 

 5 月 19 日(土)は「レフトアローン」で小生のライブ

を行いましたが、ＫＫＪＣの皆様から過分にも｢古希｣

のお祝いをして頂き、心からの感謝とともに、これか

らもジャズにかかわる楽しい企画をご案内しなければ

と思った次第です。そして浅沼様、近藤様、田村様に

は発起人としてお世話になり心より御礼申し上げます。 

 さて、これからの予定ですが、6 月 12 日(火)には芦

屋の｢甘辛処すずき｣でセッション会を行います。ジャ

ズやポピュラーの歌を楽しみたい方が増えてきており

ますので、今後は定期的なイベントにしていこうと思

っております。次回は 8 月頃に企画する予定です。 

また、7 月 22 日（日）には「神戸オールウェイズ」で

サンセット 77 のライブを行います。ＫＫＪＣからも６

名参加致しますので、ビッグバンドの演奏やボーカル

をお楽しみ頂きたいと思っております。 

ＫＫＪＣ世話役 大場知之 
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 編集後記 

 

ＨＰ開通 ～http://www.kobekeio.org/～ 
関西合同三田会 in 神戸
2019 委員会始動 
 

ＢＲＢ編集長 鳥巣慶太 
 

 

 

 ～7 月家族例会～ 

日時：7 月 28 日(土) 18:00～ (受付 17:30) 

場所：神戸ポートピアホテル レヴァンテ 

会費：未定 

★恒例のオークションを開催いたします★ 

 皆様、1 人 1 点の商品をご持参ください。 

 

～幹事会～ 

日時：8 月 10 日(金) 19:00～ 

場所：未定 

 

～関西合同三田会 近江大会～ 

日時：10 月 20 日(土) 12:00～ 

場所：びわ湖大津プレインスホテル 

 

～濱根杯～ 

日時：10 月 27 日(土) スタート 9:10 

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 

会費：5,000 円 

 

 

 

 会員の皆さま、初めまして。西川さんに代わっ

て事務局を務めさせて頂きます霍見（つるみ）と

申します。二人の子どもの成長に伴い、私も自分

のしたいことや仕事に時間を割き、子離れしてい

きたいと考えています。 

 まだ不慣れなこともあり多々ご迷惑をお掛けす

ることもあるかと思いますが、皆さまがスムーズ

に活動できるよう努めます。 

 先にご紹介頂きました通りライバル校卒業です

が、東京出身ということもあり、塾員の方々とは

これまでにもたくさんのご縁を頂いてきました。

加えて、このところ「慶應」という言葉を何度も

書いたり話したりしていますので、「私も塾員だっ

たかしら？」という気分になってきています。  

 皆さま各方面でご活躍のことと存じますので、

お会いできる機会には、さまざまなお話を伺うこ

とができると楽しみにしています。どうぞよろし

くお願い致します。 

［今後の予定］ ［事務局よりお知らせ］ 


