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くげぬま探求クラブ 20周年祝賀会は 6月 15日、アコレードで行われました。「夕方からは雨」の予報

も逆転、好天の土曜日の夕、会場には来賓・招待者 14 人、退会者 4 人、クラブメンバー40 人の総勢 58

人が参集。開宴前から心地よい高揚感が漂いました。この日まで熱いこころでクラブを支えて来た多く

のメンバーの胸に去来したものは、どうだったでしょうか。 

初代の北岡代表はじめ歴代代表による乾杯発声でパーティーは快調にスタート。その後の小山ＭＣか

らの寸評つきの創立時八人衆の紹介は、クラブ 20年の流れを一気に源流に戻し、会場に新たな話しの輪

が広がりました。 

リラックスタイムは来賓の金子さん得意のアルトサックス演奏を口火に､ヤングハーツの演奏、ヤング

ブラザーズの合唱と、日頃の自己研鑽ぶりを披露。メンバーの習作がずらり並ぶ会場に華を添える競演

となり、祝賀会は一気に盛り上がりました。 

祝賀会のお開きは、宮澤彰さんによる一本締め。ぴたり息の合ったヨー・ポン！は、これからの 10年

に向かって心地よく響き渡りました。 

世のシニア世代でボランティア活動に携わる人は数多く、趣味に没頭する人もまた数え切れませんが、

自分のしていることをまわりと関わりをもたず、自らの中で完結してしまっている人たちが大半でしょ

う。これに対して我がクラブ同人は、それぞれのボランティア活動や自己研鑽活動を例会で報告し、み

んなでそれを確認しています。ここが世間一般とそれとはおおいに違っているところです。評価されて

満足する、あるいは反省を余儀なくされ次回以降に工夫する決意をする場として、例会はその大きな役

割を担って来たのでしょう。 

時が流れ今年で 20年。この習作展と祝賀会を幕開けに、将棋界から佐藤九段（前王将）を迎えての講

演と子どもたちとの多面指し将棋会、片瀬在住の作家・佐江衆一さんの講演とシンポジウム、八ヶ岳周

辺へのバス旅行、記念音楽祭と催事も目白押し。クラブメンバーの熱い思いと先人の積み上げた実績が

このプログラムに現われています。新たな 10年へ、くげぬま探求クラブの歩みは続きます。 

 

  

創立２０周年祝賀会（2013年 6月 15日 アコレードにて） 
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2013年 6月 2日から 6月 30日の期間、

習作展をアコレードにて開催しました。 

探求クラブの習作展は 10周年記念に開催したのが

第一回目です。その 3年後に第二回目、そして 15週

年記念に第三回目が開催されましたので今回は第四

回目となります。第一回目はそれまでに蓄積されてい

た作品がたくさんあったため出展数が多すぎ、開催期

間 1ヶ月を二回に分け、半月づつの展示となった事を

おぼえています。第二回はほどよい点数でした。第三

回目はインターバルが二年しかなかったため出展数

はやや少なめでした。そして今回 5年間のインターバ

ルを置いて 30点を超える出展がありました。これは

ほぼ第一回目の出展数に相当し、従来の展飾法（絵画、

写真などを壁に一列に並べる）だととても面積が足り

ないため、今回は 2列に並べることとして、全出展作

品を全期間展飾するよう計らいました。 

人数の多いクラブのことだけあって、趣味も様々

で、木版画、水彩絵、油絵、シャドウボックス、写

真、木工品、鉄道模型、などなど。また今年初めて

俳句の会（似歌会）の出展もあり、内容豊かな展示

となりました。 

それらの作品の中で 6月 15日来客を交えた記念式

典も行われ、習作展出展者の皆様もこの上ない喜び

を感じたのではないかと察しております。 

私は 10周年記念の第一回習作展の実行委員長を経

験し、今回は実行のお手伝いをすればよいと思って

いましたが、実行委員長の鈴木勝彦さんが不慮の怪

我をされたため、急遽代役を務めることになりまし

たが、実行にあたっては諸氏の手際の良い応援があ

り、ほとんど何の支障もなく開催できました。クラ

ブメンバーのチームワークの良さをいまさらのよう

に感じ取りました。ご協力いただきました方々には

心からお礼申し上げます。 
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退会者とのつながりの推進にあたって 

昨年の春頃、反省会の席などで何人かの方から

「ＯＢの方々とも何らかのつながりを持っていた

い」との思いを聞かされた。それはかつて一緒に

活動した仲間を大切に遇したいとの純粋な気持ち

からのことと察せられる。発端はどうあれ、私か

らみてもこれまでくげぬま探求クラブを支えた先

人に礼を尽くすのはもっともなことであるし、積

極的に推進していきたいものと考えた。そのこと

を世話人会で話したところ、ぜひ取り組んでいこ

うとの方向となり、必然的に私がまとめ役として

進めることとなった。以上の趣旨を形としてまと

めるべく小さいながらプロジェクトとし、入会時

期のバランスも考えて 3人の方 （々磯川、長谷川、

池田修さん）にも加わってもらい検討会をスター

トさせた。 

つながりの中身としてまず考えたのは情報交換

をベースとして継続的にコミュニケーションをと

ることであった。情報源である配布資料としては、

①例会資料、②“くぐひ”、③毎年度初の定期通信、

④記念誌などを対象とし、またイベント情報の案

内なども想定して、ＯＢの方々に希望調査のアン

ケートを実施することとした。ここで直面したの

が整理されたＯＢ名簿が無かったことである。幸

いにも北岡さんが 36名のＯＢ（他 18名の故人、

不明者）情報を持っておられたのは大いに助かっ

た。 

その後対象者は 40名に増えたが、無回答および

宛先不明者があり、結局 31名の方から回答をいた

だいた。その内容はいろいろで辞めた理由も千差

万別であろう。必ずしもほとんどのＯＢが歓迎し

ている訳ではなく、「今更つながりなど必要としな

い」との冷たい内容も中にはあるものの、大勢は

好意的で感謝の意を表したものであり、いずれ復

帰を望まれている方もおられた。アンケートによ

る希望結果に基づき、今年に入ってまず例会資料

の配布からスタートし、新年度からはくぐひや定

期通信の発信と予定通り進められている。 

くしくも今年はクラブ創立 20周年の記念の年

であり、今回の調査から現会員も含めるとこれま

で 100余名の方が在籍されたことになる。退会し

た理由もそれぞれで必ずしも円満にとばかりは言

えないかもしれない。しかし、この節目の年を機

に一歩ずつでも、同じくげぬま探求クラブ人とし

てＯＢも含めた大きな輪が形成され、今後一層充

実していくことを望みたい。誰もがこのクラブに

在籍してよかったと思えるように！ 

 

 
子どもと遊ぶ会部会長をお引き受けするにあたって 

 

私は４月の例会で「ひょんなことから、子ども

と遊ぶ会の部会長を引き受けることになった山田

です」とご挨拶させていただきました。私自身、

思ってもみなかったその『ひょんなこと』のいき

さつをお話ししようと思います。 

今年の２月だったでしょうか、子どもと遊ぶ会

の備品整理のつもりでクラブの倉庫に行くと、お

や誰も来ていない、これは変だなと公民館の会議

室を覗きました。すると世話人の方々が打合せの

真っ最中、今日は倉庫整理ではなかったと判明し、

失礼しましたと退出しかかると、「ちょうど良い時

に来た。少し話を聞いてください。」と声がかかり

ました。 

子どもと遊ぶ会の部会長が急にクラブを退会す

るため後任を探しているとの事。ちょうど良い時

に顔を出したとおっしゃってあれよという間に部

会長をやらないかという話に。 

私は子どもと遊ぶ会の例会にも出席したことが

なく、様子もほとんど分からないのでお断りして

辞去したのですが、世話人のお一人が追いかけて

来られたのです。何とか前向きに考えられないか

と口説かれ、会議室に戻り話を聞くことになりま

した。議事録を見ながら説明を受け、部会の窮状

を聞き、はたして何も分からない自分に務まるか

との思いは強くあったもののそこまでお困りなら

とお引き受けすることになったのでした。 

活動し始めたばかりですが、年に８回のイベン

トを行うための外部との打合せはなかなか大変で

す。そのイベントも、私自身がまだ参加したこと

のないものが大半で正直言って途方に暮れている

ような状態・・・。世話人の方々がバックアップ

をお申し出下さいましたのでそれが頼みの綱です

が、恥ずかしながら皆さんのお力をお借りしない

ことにはどうにもなりません。ご指導ご鞭撻をど

うかよろしくお願いいたします。 

部会長として私がご挨拶しました時には、皆さ

ん唐突に感じられ困惑されたことでしょう。伝統

のある部会の今後を心配なさる方も多くいらっし

ゃると思います。ご意見やご希望がございました

らどんどんお聞かせください。私のできる限り、

頑張りたいと思います。 
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ここに一冊の本がある。題して「ジャズ喫茶に

花束を」。ジャズ好きのレポ－タ－が知る人ぞ知る

ジャズ喫茶（9店）を訪問し、その店とジャズレ

コ－ド、オーナ－とジャズメン達とのかかわりに

ついてまとめたものである。 

これを手にしたのは今から 7、8年前盛岡の大通

のさわや書店。新幹線の時間待ちで肴町から大通

をぶらぶらしていたとき、店頭で偶然手にしたも

のである。 

目次を開いて目についたのは、一関・ベイシ－

と藤沢・響庵。“ベイシ－”が一関にあることは以

前から知っており、機会があればぜひ行ってみた

い店であった。ここ“ベイシ－”のアンプは客席

を圧巻するが如き凄いダイナミックな音を出し、

私達はコーヒ－を前にお互いの

声も聞き取れずに、ただアンプ

から伝わってくる強烈なサウン

ドを聴き入ることしかできなか

ったのを覚えている。メンバー

の一人がオ－ナ－と交渉し持参

のレコ－ドをかけてもらいご満

悦のようであった。 

さて、話をもう一軒の店“響

庵”に戻そう。神奈川県藤沢市

鵠沼海岸 4-15-2、これが“響庵”

の所在地で、家から自転車で 15

分である。「ジャズ喫茶に・・・」

を読んでいくと、地元のジャズ

愛好家や響庵オーナ－の過去を

知っている人たちがわざわざ訪

れているという。 

オ－ナ－の大木俊之助さんは

1932年生まれで、1964年から

93年まで神田・神保町で“響”というジャズ喫茶

を開いていた。私の持っている大木さんのＣＤの

文中から冒頭を引用すると当時の神保町の雰囲気

がよく伝わってくる。 

「靖国通りと白山通りの交差点を包むように＜

神田神保町＞がある。ここは明治大・日本大・専

修大・電気大・・・・小学館・集英社・有斐閣・

岩波書店、学生と本の街である。交差点北東の一

角、150メ－トルぐらいの両側に、安くて旨い食

べ物屋が 10数軒集まっている小さい通りがある

-------街の人は＜人生通り＞と呼んでいる。靖国

通りからひとつ北寄りの裏道みたいなのが、堪ら

なくいい」 

こんな雰囲気の中で 1964年 11月 5日、レコ－

ド総数 236枚で“響”は開店し、1993年 12月 31

日の閉店までの 29年間多くのジャズメン、ジャズ

ファンとの交流を深める。

1995年藤沢に引っ越してきた大木さんは 98年に

“響庵”を開店する。 

そのキッカケはというと「自分が毎日コ－ヒ－

飲みたいし、ジャズも聴きたい。当時小冊子にエ

ッセ－を連載していたのだがジャズを聴きながら

それを書ける部屋があったら・・・・という気持

ちもあった。『湘南海岸の風にのせて』という湘南

の風物詩を絡ませながらＣＤを紹介するエッセ－

だったが、一方ご近所でジャズ好きな方がいたら

一緒にコ－ヒ－を飲みながらジャズを聴きたいと

いう気持ちも大きかった」（「ジャズ喫茶に花束を」

から）とのこと。 

私が“響庵”を知ったのは、この本を手にした

時だから今から 7、8年前。店もオ－プンして 7年

ぐらい経ち、ジャズ好きの仲間たちで話が弾んで

いた頃だろうと思う。 

そのうちに行ってみようと思いつつ 2、3年が経

ってしまった。ある夏の暑い盛り、住所番地を手

に自転車で場所を探し回るが、探しあてることが

出来ない。閑静な住宅街のなか“響庵”という看

板が見当たらないのである。何度か後に、番地を

確認して目の前の住宅を見ると、ごく普通の住宅

の玄関先に“ＣＯＦＦＥＥ＆ＪＡＺＺ ＨＩＢＩ

ＫＩan”という看板があった。ついに発見。 

場所を確認してからしばらく行く機会がなかっ

た。というより、場所を確認したのでいつでも行

けるという気持ちの方が強かったのかもしれない。 

そして再訪したのは今から数年前だったろうか、

「美味しいコ－ヒ－を飲みながらジャズを聴こう」

とジャズ好きの友人を誘ったのである。  
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ある春のポカポカ日和の午後、私と友人は今日

こそは・・・という気持で“響庵”の玄関前に立

つ。しかし、目の前にあるのは「本日休業」とい

う冷たい表示版。「金、土・日・祝日のみ営業」と

のことで、私達が行ったのは月～木曜日というこ

とになる。電話をして確認すれば済むことなのに

ウカツであった。 

その後すぐ行けばよかったのだが、そのうち、

そのうちに・・・という気持ちで、再訪しようと

思った時にはすでに閉店していたのである。（2009

年 3月閉店）。残念至極。 

まさに幻の“響庵”となってしまった。 

この話には後日談がある。 

一年ぐらい前から地元の音楽好きが集まって月

一回レコ－ドを聴く会を開いている。ジャズ、ポ

ピュラ－、クラシック・・・自分の好きな曲をレ

コ－ドで聞きながら昔話に花を咲かせようという

訳だ。秘蔵のレコ－ド

を持ち込む人、気に入

ったアーティストの

レコ－ドがあれば聴

きに来る人など毎回 5

～8人ぐらいの人たち

が集まる。“なつかし

の名盤愛好会”という。

定例会は鵠沼海岸の

貸席でビ－ル、ワイン、

冷酒などを傾けなが

ら約２時間余り、毎回、

曲にまつわる話で場

は盛り上がる。 

去年（2012年）の

11月だったろうか、

その会でアートブレ

－キ－の「モ－ニン」

を聴きながらふと、幻

の“響庵”の話をすると、隣の席にいた小山さん

が「大木さんだったら、うちの隣だよ」という。

「エッ、だったら『ジャズ喫茶に花束を』とＣＤ

を持って行って大木さんのサイン貰ってきてくれ

ない・・・」と気軽な気持ちで頼むと、小山さん

も即ＯＫ。 

そして一か月後の会にサイン本とＣＤを持って

きてくれる。本の“響庵”レポ－トの冒頭部分に

「ジャズは好奇心と観察力です 大木俊之助

2013.1.13」、ＣＤジャケットは神田神保町「響」

のカラ－写真であったがここにも「大木俊之助

2013.1.13」とサインをしてくれる。そのうえ、簡

単な便りと一冊の本が添えられていた。 

最後にその大木さんからの便りを紹介して幻の

“響庵”を締めくくりたいと思う。

 

 

 

「谷村様 せっかくご近所にお住まいでしたの

に、申し訳ありませんでした。東京・神田神保町

で“響”を 30年営業して、藤沢では 10年ほど“響

庵”と改称して続けてきましたが、2009年 3月で

完全に廃業いたしました。いまでも時々「今日は

何時からやっていますか？」などお問い合わせな

ど頂き、ご迷惑をおかけしています。 

お預かりしたＣＤのジャケットは 93年？に東

芝ＥＭＩ（現在のＥＭＩジャパン）から出したと

いう前代未聞のタイトル（“BLUE NOTE AT THE 

HIBIKI”神田神保町「響」大木俊之介のブルーノ

ート）ですが、ＣＤショップで何のジャンルに入

れてよいか迷ったそうです。「ジャズ喫茶に花束を」

の“響庵”本文は評論家・村井康冶さんがお書き

になり、項目末の『響庵の 30枚』のセレクトとコ

メントは私が記述したものです。」 

同封されてきた一冊の本は「面白いほどよくわ

かるジャズの名演 250」。

モダンジャズ黄金期を

彩るプレ－ヤ－の名演

を徹底的に紹介した本

であるが、全体の 70％

を大木さんが執筆され

ており、単に曲目を紹介

するだけでなくプレ－

ヤ－の歩んだ人生を絡

めた読み物として、ジャ

ズファンにはこたえら

れない一冊となってい

る。これからの私にとっ

てジャズ鑑賞の絶好の

教科書となるに違いな

い。 

そして、追伸として次

のことが書かれてあっ

た。 

「昨年 6月からブログを開設しました。昨今、

出版界は冷え込んで印刷による発表が見込めない

ので、今まで収集してきたジャズ関係の映像や書

籍を中心に、自分のジャズ感を述べたものです。」 

早速ブログを開いてみると 6編のジャズ評論が

載っている。一編が投稿字数ぎりぎりの超長文（大

木さん談）は力作揃い。きめ細やかな文章で当時

のシ－ンを蘇えさせる文章はブログ『響庵通信』

で検索できる。 

私は元来ビッグバンド（スイング）・ラテン指向

なのだが「ジャズは好奇心と観察力です」という

大木さんの言葉を頭の片隅におき、これまで以上

にモダンジャズにも関心を持つことにしようと思

う。 

大木さんのジャズに対する飽くなき追究はこれ

からも続くようである。 

以上
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私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 51名になりました 

 

柳澤 吉男さん 

この度、家内が参加しているウクレレ愛好

会メンバーの一員の福田勝之さんの紹介で

入会しました柳澤吉男です。 

くげぬま探求クラブの活動についての知

識等は全く持ち合わせていませんでしたが

4月 6日の夕方に初めてクラブの定例総会に

出席させていただき、このクラブは歴史も古く、

今年で設立 20 周年と聞き、改めて立派なクラブで

あることを誇りに思っています。会議では会員の皆

様が和気あいあいで楽しく、活発に交流されていま

す事を感じました。私も会員の一員になれましたこ

とを感謝しております。 

私も喜寿を迎える老齢の新人ですが、たくさんの

部会のどこかに加わり、微力ですがお手伝い

をさせてもらいたいと思い活動日程表を眺

めました。 

私のピックアップしました部会は、おもち

ゃの病院、サロン会、企業研究部会、公園愛

護会、農園部会等があります。都合をつけて

参加してみようと思っています。 

話は変わりますが、私の趣味は鉄道模型製作や簡

単な大工仕事や園芸です。今でも孫達にＮゲージの

ジオラマを製作しています。 

これからくげぬま探求クラブの諸先輩のお世話

になりますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

クラブ短信 

1. いずれ神の腕の存在に・・好奇心旺盛なドクター軍団！ 

ここのところ開院日には、常に 10名以上の来院者とそれ以上の患者があり嬉しい悲鳴の探求ド

クターの面々。4月には玩具と一言で片づけ難いオートバイが来院し、5月にもエーッと目を見

張るような年代物のラジコンカー“ベンツ”が入院した。物珍しさもあり病院総がかりで野次馬

的治療に挑む。このような好奇心とチャレンジ精神あるところに進歩あり、“神の手軍団”とい

われる存在になる日も遠くないかも・・・？ （おもちゃの病院） 

2. 継続は宝なり。楽しいから続く訪問演奏 

ヤングハーツの施設訪問活動の歴史は古い。活動当初から十数年続いている鵠生園訪問、鵠沼地

区敬老会地元演芸への出演や最近の藤沢病院と活動の場は広い。同病院からは、毎回の別れにみ

んなで歌う「今日のひととき」を練習したいので音源をＣＤ化して欲しいとの要望を受け、ヤン

グブラザーズの協力のもとに作成、配布した。今、食事時にバックミュージックとして食堂で流

しているとのこと。 （ヤングハーツ） 

3. 黒川部会長のお人柄か？  サロン会の賑わい 

4月はアッと驚く 23名の大宴会。新旧世話人、新人募集プロジェクトチーム慰労会の位置づけ

もあり、大盛況。5月もゲスト１名を入れ 16名と賑わいは途切れない。人数が多ければ各自持

参の料理の総ボリュームは大きく膨らみ、結果一時的には総メタボ。 

人数が多いと必然的に大小の話の輪ができ、一升瓶片手に渡り歩く人が場を盛り揚げて楽しさが

倍増する。部会長の魅力はいうまでもないが、参加して楽しめるのは自分。たまに、覗いてみる

だけでもストレス解消の特効薬になりますよ！ （サロン会） 

4. 象潟や雨に西施がねぶの花  芭蕉 

似歌会の６月吟行は鎌倉。表題の句は芭蕉の奥の細道の句で、6月を意識しての 5月の俳句談議

の話題でもあった。お神酒好きの面々が集まり立ち上がった似歌会も常に 10名近いメンバーの

集まる知的集団に変身しつつある。ただの駄句会とは一線を画し、日頃の俳句談議、名句鑑賞等

をとおし、また、潤滑油（アルコール）の助けも借りながら脳の活性化を図った成果が各々の句

に息吹き始めている。 （似歌会） 

  

「くげぬま探求クラブ」はあなたの入会をお待ちしています。 

「会社人間から社会人間へ」を目指す方々は「発行人の池田」までご連絡下さい。 

ホームページアドレス http://members3.jcom.home.ne.jp/kugenumatankyuclub/ 
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～例会・各部会活動報告～ 

３月  March 

○例会ならびに臨時総会 2日(土)   38 名 

○世話人会 4,20,28日  

○くぐひ編集部 15日(金)6名 

○鵠沼松が岡公園愛護会 3日(日)10 名 砂の流失を防ぐため

玉石を埋める 

○藤が谷公園愛護会 10日(日)8 名  

○ヤングハーツ ①6日 22名 定例練習 ②13日 9 名 みどりの

園鵠沼訪問 ③15日 14 名 藤沢病院定期訪問初回④21 日 20

名 「ささえ」全体会 観客 100 名⑤26日 17名 鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①10日(日)11名 来院 10名 新患 6件 ②24

日(日)7名 来院 10 新患 22 件 

○子どもと遊ぶ会 9日(土)4名、子供 13 名、父兄 1名 六角形

変わり絵 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日(日)11+1名,囲碁 4名、将棋

29 名,保護者 40名,囲碁同好会 1名 、春のトーナメント大会  

○鵠沼災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｾﾝﾀｰを考える会 休会 

○サロン会 ①16日(土)14 名 忘年会②31日(日)30+1名 雨天

で中止になった花見の宴を町内会館で実施  

○健康部会 22日(金)7+2名 中央林間界隈の自然や文化財を鑑賞 

○探訪部会 休会 

○娯楽部会 17日(日)1+4名 

○農園部会  3 日(日)6 名 玉葱、エシャレットに追肥 

○談話室 20 日(水)7名 

○スケッチ部会 21日(月)2名 20 周年記念習作展作品制作 

○デジタル情報部会 25日(月)12+3名  

○ヤングブラザーズ ①8 日(金)9+12名 定例練習 ②9日

(土)9+11名 春のコンサート③23日(土) 7+12名 定例練習 

○近代史を語る会 14 日(木)12+7 名 明治時代第 23回「大津事

件と司法権の独立」 

○企業研究部会 27日(水)4名 電車とバスの博物館 

○なつかしの名盤愛好会 18日(月)5名 

○俳句の部会「似歌会」12 日(火) 10 名 片瀬方面吟行の後、「く

ま乃」集合 

 
 

４月  April 

○例会 ならびに定時総会 6 日(土) 出席 34 名  

○世話人会 2日、30日 

○くぐひ編集部 19日（金）8名 

○鵠沼松が岡公園愛護会 ①7日(日)9名 流れ出た土砂の除去

作業、記念樹手当・樹名板試作・年度概況報告など ②13日

(日)12 名 松が岡公園愛護会 15 周年記念の植樹（ソメイヨシ

ノ） 

○藤が谷公園愛護会 14日(日)8+1 名 病気に強いスーパー松４

本に囲いを施す 

○ヤングハーツ ①3日(火)17+1 名 練習 ②10 日(水)14名 み

どりの園訪問 ③19日(金)12名 藤沢病院 ④23日(火)17名 

鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①14日(日)13名 来院 11名 新患 8件 ②28

日(日)10名 来院 11 名 新患 11 件 

○子どもと遊ぶ会 13 日（土）5 名,子ども 17名 紙ブーメラン

作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日(日)7+1名 囲碁 4名、将棋

14 名、囲碁同好会 4名,父兄 7 名 

○鵠沼災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｾﾝﾀｰを考える会 休会 

○サロン会 20日(土)23名 旧世話人と新会員獲得プロジェク

トチーム慰労会を兼ねる  

○健康部会 26(金)6+1名 金時山 

○探訪部会 16日(火)7名 相模新西国三十三観音霊場巡り（平

塚地域） 

○娯楽部会  

○農園部会 8日(月)4名 エシャレット収穫とジャガイモ植付け 

○談話室  17日(水)6 名 20 周年行事など 

○スケッチ部会 18日(木)2名 20周年記念習作展作品制作 

○デジタル情報部会 22日(月)13+2名  

○ヤングブラザーズ ①12日（金)8+13 名 ②27日(土)8+14 名 

○近代史を語る会 11 日(木)12+5 名 明治時代第 24回「富岡製

糸場の設置と推移」 

○企業研究部会 24日(水)7名 明治大学平和教育登戸研究所資

料館 

○なつかしの名盤愛好会 15日   

○俳句の部会「似歌会」9 日(火) 8+1+1名 兼題「春深し」「杖」 
 

5 月  May 

○例会および臨時総会 4日(土)41名 

○世話人会 27日 

○くぐひ編集部 16日(金) 10名  

○鵠沼松が岡公園愛護会 5日(日)10名 先月植樹したソメイヨ

シノの囲い設置作業、反省会で昨年度の決算と本年度の計画

報告など 

○藤が谷公園愛護会 ①12日(日)10名 作業後藤が谷市民の家

で総会開催、昨年度会計報告と今年度の活動方針の報告 ②

16(木)「園児との花植え会」7 名、園児 100名 先生と母親

30 名 

○ヤングハーツ ①1日(水)26名 定例練習 ②8日 10 名みどり

の園訪問 ③13日(月)11名 ささえふれあい荘訪問④17 日

(金)14 名 藤沢病院⑤28日(火)18 名 鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①12日(日)12名 来院 12名 新患 8件 ②26

日(日)12名 来院 10 名 新患 5 件 

○子どもと遊ぶ会①11日(土)9 名 子供 17 名「輪ゴム鉄砲」 ②

18 日(土)7 名、児童と父兄 130 名 鵠南子供の家開館記念行

事 ③26日(日)手作り凧揚げ 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日(日)7+1名,囲碁 3名 将 

棋 15名 保護者 8名 同好会 2名  

○鵠沼災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｾﾝﾀｰを考える会  休会 

○サロン会 19日(土)15+1名  

○健康部会 24日(金)10+2名 生田緑地バラ苑 

○探訪部会 21日(火)6 名 相模新西国三十三観音霊場巡り（平

塚地域） 

○娯楽部会 20(月)春のゴルフコンペは雨天中止 

○農園部会 5日(日)8名 ジャガイモの芽かきなど 

○談話室 15 日(水)7名 20 周年記念祝賀会などの打ち合わせ 

○スケッチ部会 16日(木)6名 スケッチ部会メンバーと習作展

関係者の打合せ 

○デジタル情報部会 27日(月)11+3名  

○ヤングブラザーズ ①10日(金)11+11名 定例練習、 ②25日

(土)8+14名 定例練習 

○近代史を語る会 9日(木)10+6 名 江戸東京博物館と築地市

場見学のあと「江戸銀」で懇親会 

○企業研究部会 9 日 近代史を語る会と共催 

○なつかしの名盤愛好会  

○俳句の部会「似歌会」14日 7+1+2名 兼題「焼酎」「道」 
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湘南かわら版  

鵠南子どもの家 

「鵠南子どもの家」はニックネームを「ひょっこ

り鵠南島」という。藤沢市には 17施設ある子供の家

のひとつである。1991年 4月の設立時には、藤沢市

は 1 小学校に 1 施設を計画したらしいが、現在 2 小

学校に 1 施設のわりに設立されている。これら子ど

もの家にはそれぞれ言いえて妙なニックネームがつ

けられている。 

建物は自然と、木のぬくもりを感じさせるログハ

ウス構造である。転倒をおそれて、子どもたちは夏

冬を問わず素足が原則で、靴下、上履きは禁止され

ている。真冬の木の床の冷たさは格別である。木の

ぬくもりなどとんでもない話で、子どもたちは可哀

想である。 

ひょっこり鵠南島には有給のボランティアである

12 人の「見守る人」が、2 人一組で終日子どもたちを見守っている。20 名あまりの無給ボランティアであ

る運営委員が子どもの家の各種行事の開催に協力している。くげぬま探求クラブ員が 3 名運営委員に加入

している。運営委員会が主導する行事の中で、クリスマスでのサンタクロース、手作りおもちゃ、射的な

ど探求クラブ会員のはまり役が多く、われわれの存在価値大である。 

広いホールには、屋根裏アスレチック、子どもエレベーター、回転滑り台、吊り輪、床マット、各種お

もちゃなどがあり、一部畳の部屋は図書室や会合に利用されている。ホールは学校の体育館とは比べるべ

くもないが、それでも思い切りあばれることが出来るとあって、子どもたちは走り回っている。 

また、子供の家内では一切の飲食は禁止されている。乳児への授乳など、母親からの強い要望があって、

一部条件付で解禁されたが…。ゲーム機もだめであるが、こっそり持ち込んで遊んでいる子がいる。 

野外にはジャングルジム、浮橋のある大型水槽、吊り輪渡り、滑り台などがある、数十メートルのロー

プウェーは他の子供の家にはないらしく人気がある。水槽にはまり、びしょぬれになった子どものため、

着替えが準備してある。 

ひょっこり鵠南島は年間に 5 つの行事を行っている。開館記念行事、七夕祭り、手作り教室、クリスマ

ス、節分祭りである。行事参加者は何人であったかは、われわれの最大の関心事である。このように、子

供の家は地域住民の協力によって支えられている。 西村前運営委員長 

 
編集後記 着ながらにせんたくしたり夏の雨（一茶）アベノミクスの効果
であろうが、昨年来の為替と株価の激しい変動に振り回されて世の中は
一喜一憂、この十数年我慢に我慢を重ねてきた鬱憤と金融緩和の金がど
っと噴出したものだからたまったものではない。この副作用に困惑して
いるのは、一獲千金のチャンスに乗り遅れてはたまらじとばかり俄か投
資家に変貌した庶民だけではあるまい◆谷村さんの「幻の“響庵”」は
読みごたえがある。ジャズ一途の谷さんならではのジャズに対する情熱
をそこここに感じる。私は数回、響庵に行ったことがあるが、このよう
な詳しい話は知らなかった。神田に行った際、入ったジャズ喫茶の店主
に教えてもらって、かつて響庵が営業していた跡を訪ねた事があるが、
その店主も鵠沼の響庵の消息までは知らなかった。いまではこの名店
“響庵”でジャズを聴くことがかなわないのが少し寂しいし、東京の友
人たちに対して地元の自慢話が出来ないのが残念である◆山田さんの
「子どもと遊ぶ会部会長をお引き受けするにあたって」を読んだ。「ひ
ょんな」いきさつから当クラブの中核を担う部会の部会長に就いた戸惑
いと悩みが書かれている。今まであまり関わりがなく、過去のしがらみ
から自由な人の持つ強みをむしろ発揮してもらいたい。この稿を読んで
「応援をしなくては」と感じさせる山田さんの人柄が読み取れる◆杉元
さんには「退会者とのつながり」の制度を作った当事者からの観点から
投稿してもらった。種々な事情から退会や休会を余儀なくされたメンバ
ーの待遇について過去いろいろな議論があり、今回はその第一段階とし
ての整理がなされたように思う。今後当クラブが存続するにつれ在籍者
の人数は増加し、アクティヴでなくなるメンバーも増えていくことは容
易に予想できる。これからも「このクラブに在籍して良かった」と感じ
させるような組織に一層発展してもらいたい（巳の刻） 


