会員の皆様
「東京六甲クラブ便り」1 月号をお届けします。
東京六甲クラブの詳細はホームページをご覧下さい。https://www.rokko-club.jp/

（１） １月のことば
明けましておめでとうございます。新年早々、イランとアメリカが戦争を始めるのではないか、とか、
“Ghosn is gone.”とかありました。不穏な始まりですが、それだけに良い年になって欲しいとの希望は
強まります。
1 月 11 日、クラブの新年互礼会が開催されました。森口理事長は、会員増強とクラブ諸活動の充実、大
学との一層の連携強化、将来の移転問題への対応模索、の３点を今年の重点課題とされました。続いて武
田学長があいさつされ、大学の現況について話されました。科学技術イノベーション研究科ですでに５つ
のベンチャー企業が発足していること、海事科学部を海洋政策科学部に改組すること、文科省の大学評価
に人文社会科学分野の成果も含ませるべく動いていることなどを話され、神戸大学で始まった文理融合は
今や多くの大学が追及することになっていると話されました。最後に、2022 年は大学創立 120 周年となる
が、海外から招く先生がたの宿舎を建設するなどの記念事業のため、大型の寄付を法人や個人から募るべ
く準備を開始したとのお話でした。学長のお話からは母校が研究大学として着実に発展している様子が感
じられ大いに感銘を受けました。今回の互礼会は 100 名近い方々の出席で大いに盛り上がった会となりま
した。

（２） クラブからのご案内
①ドメイン（URL）の変更・・・クラブのメールアドレスを tokyo@rokko-club.jp に、ホームページの
URL を https://www.rokko-club.jp/ に変更しました。旧アドレスとホームページ URL は、1 月 26 日以
降は使えなくなりますので、登録の変更をお願いします。不着、迷惑メールとなっているケースが有りま
す、お手数をお掛けして申しわけありません、宜しくお願い致します。
②飲食・利用料金の改定・・・4 月より下記の通り改定します。消費税引上げ、仕入れ飲食材料の値上が
り、クラブ財政の赤字基調、に対応するもので、ご理解・ご協力をお願いします。
ビジター料金 ＠300 円/人⇒＠500 円/人・・・（部屋代＠300 円は据え置きです）
ビール中瓶
＠550 円⇒＠600 円（税込）・・・（日本酒、焼酎など他は据え置きです）
オードブル盛合せ（5 人盛）@1,000 円⇒＠1,200 円（税込）・・（他のお食事、昼食などは据え置きです）

（３）トピックス
①SKYPE（電話会議システム）を活用した東西会合
東京・大阪のクラブで SKYPE（電話会議システム）を活用して、東西で合同の会合を、お互いの顔を見
ながら開催できる体制を整えました。早速、11 月 25 日に三菱電機会が東西で 20 数名づつの会合を同時開
催し、大きなスクリーンに映し出される、久し振りに会う顔に歓声が起こっていました。

②大学よりのご案内「KU-Net」への登録
大学学友会より、神戸大学コミュニティネットワーク（ Kobe University Community Network）「KU-Net」
へのご登録のお願いが来ています。
要綱：卒業生／在学生並びに教職員 (退職された方を含みます。) の方々を対象に、皆様と本学及び皆
様同士の緊密な連携を図るため、皆様が、“とき”と“ところ”に関わりなくネットワークを築き、生涯
にわたって相互に絆を保てるよう、インターネットを利用した皆様への新たな環境をご用意するものです。
是非ご登録ください。詳細は以下をご参照下さい。
https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/index.html

（４）イベント案内
① 1 月 20 日（月）13 時～JASS 共催講演会
長寿の象徴で国民的敬愛を受けた日野原先生は神戸の出身です。その長寿法の解説を、日野原先生直属
の音楽家として先生に仕えた、S38 年卒中島 良能氏に「日野原重明先生に学ぶ健康長寿の法」として
お話し頂きます。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.01.20
② 1 月 21 日（火）12 時～特別火曜会講演会
元プリマハム（株）基礎研究所長の鮫島 隆 博士に「美味しさの科学：ソーセージ編」と題して、美
味しさに係る製法などを科学的に解説して頂きます。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.01.21
③ 1 月 31 日（金）19 時半～若手の会・「しゃべり Bar 730」
若手の方が気楽にふらっと立ち寄れる「しゃべり Bar 730」、第 6 回は 2004 年経済卒・伊地知勝さんに
「自転車の話をしよう ～Paris-Brest-Paris 2019・世界最大の長距離サイクリングイベント～」を語っ
ていただきます。平成 10 年以降の卒業生の会です。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.01.31
④ 2 月 5 日(水)18 時～第 4 回夢舞台
昭和 45 年に経営学部を卒業し、野村総研で活躍された山内一三氏に、「人生 100 年時代を生ききるた
めの、気づきの経済学」として、進行する人生 100 年時代を、無事生ききる知恵を語っていただきます。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.02.05
⑤ 2 月 13 日(木)18 時～第 152 回木曜会講演会
昭和 56 年医学部卒、慶應義塾大学病院 副院長で臨床研究推進センター長も務める、佐谷秀行氏に「が
んといかに戦うか」というタイトルでご講演頂きます。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.02.13
⑥ 2 月 15 日（土）14 時～JASS 共催コンサート
「グレン・ミラー他の名曲をジャズオーケストラで」。青春時代によく聴いたジャズのスタンダード
ナンバー、グレン・ミラーやラテン音楽の名曲の数々。18 名編成（トランペット、サックス、トロン
ボーン、ピアノ、ギター等）のモーフィアス・ジャズ・オーケストラが奏でる心地よいサウンドをお
楽しみください。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.02.15
⑦ 2 月 18 日（火）12 時～特別火曜会講演会
寄席を支える裏方の内緒噺等を、橘 右樂 さんに「寄席と寄席文字の解説」として伺います。寄席文
字の実演もあり、何名かの希望の一文字を色紙に書いて貰えます。
https://www.rokko-club.jp/event/index.html#2020.02.18
⑧ 3 月 2 日（月）14 時～JASS 共催コンサート
「女声アンサンブルと器楽演奏で名曲鑑賞」日本人の心に響く名曲を女声 3 部合唱とフルート、バイオ
リン、ピアノの演奏でお聴き下さい。出演は女声アンサンブル・Bel monte 六甲（教育学部音楽科出身）
と日野原重明記念管弦楽団の皆さんです。

⑨ 3 月 3 日（火）18 時～第 5 回夢舞台
昭和 55 年卒経営の奥田豊史さんにより、琉球王国 450 年の繁栄と宮廷楽器三線の調べと共に沖縄民謡を
きいて頂きます。
⑩ 3 月 7 日（土）16 時～第 11 回今年のタイガース
間もなくプロ野球もキャンプイン、新メンバーも加わり、今年こそ矢野阪神の優勝です!!
⑪ 3 月 12 日（木）18 時～第 153 回木曜会講演会
経済学研究科のヴィエシボフスカ アガタ准教授をお招きして「英国のＥＣ離脱の経緯と今後の展望
（仮題）」としてお話しいただきます。もちろん日本語です。
⑫ 3 月 16 日（月）19 時～平成卒・若手の会
「就活応援！現役学生＆若手社会人交流会＆新卒者歓迎会」を今年も開催します。就活学生・新卒者の
フレッシュさを見直して下さい。
⑬ 3 月 17 日（火）18 時～特別火曜会講演会
冷凍食品ジャーナリストの山本 純子さんから「冷凍食品について（仮題）」としてお話しいただき
ます。クラブの食事向上に役立つと思っています。
⑭ 3 月 26 日（木）15 時～映画会
アガサ・クリスティーによるサスペンス「情婦」、ちょっとドッキリする題名です。

（５）会員からの報告
①11 月 18 日「東京六甲クラブ囲碁会研修旅行」
恒例の研修旅行に今年も 23 名が参加し、碁盤 12 面と対局時計が準備されました。午後６時半からは宴
会場で懇親の夕食会。温泉で対局の疲れも癒されました。
https://www.rokko-club.jp/oshirase/index.html#2019.11.18
②12 月 14 日「ホッケー部東京 OB 会」
定例の東京 OB 会を、今回は三商大戦で上京した現役 28 名を迎えて開催。当日は丁度六甲台グランドで
念願であった人工芝グランドの起工式が行われ、一部復帰への夢を膨らませました。
https://www.rokko-club.jp/oshirase/index.html#2019.12.14
③12 月 20 日「忘年会」
恒例の「餅つき」に始まり、「Bel monte 六甲」による格調高いピアノ連弾と歌のひととき、お楽しみ
マジックショー、全員参加のじゃんけんゲーム大会、最後には全員で「ホワイト・クリスマス」を合唱
しました。
https://www.rokko-club.jp/oshirase/index.html#2019.12.20
最後までお読み頂き有難う御座います。
皆様のご感想、ご意見などを頂きたく、メール返信にてご連絡頂ければ有難く思います。
東京六甲クラブ IT 広報委員会

