
平成 25年 4月 1日 

くげぬま探求クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 73号(春号) 

 

 

謹厳で温厚そのものの河村前代表の後任を仰せつかった私ですが、優柔不断で確たる

ビジョンがあるわけでもなく、いずれ会員からブーイングを浴びることになるかもしれ

ない----世話人内定後の今年の弥生 3 月は、おっかなびっくりの毎日でした。仲間に入

れてもらってちょうど 2 年。この間先輩方のやることをボンヤリみていたら、みなさん

徹底的にポジティブな発想と行動をすることが判りました。自分の好きなこと（親睦・

研鑽の部会活動）をする時はもとより、ボランティア活動（地域社会への貢献活動）を

するにしても、それを自分の楽しみにしてしまっている。そう、みなさん名人、達人ぞ

ろいなのです。鵠沼の街にこんなに宮本武蔵や柳生十兵衛がいるとは驚きました。こう

なれば、私も急いでその域に到達しなくてはなりません。正に“泥縄”ですが仕方があ

りません。 

今年のくげぬま探求クラブは創立 20 周年です。すでに記念イベント（習作展、記念

祝賀会、佐藤九段（前王将）の講演と指導対局、公開パネルディスカッション、音楽祭

ほか）も決まり、作業もズンズン進んでいます。 

よって新年度の総会で承認を受けるべく今期の運動方針を以下の 3点の案に絞りまし

た。 

１． 20 周年事業を 探求パワーと笑顔で成功させよう 

２． 地域活動をさらに深化させよう（担当世話人制で現場の実情を共有する） 

３． 新会員の発掘活動を 20 周年事業も活用して継続しよう 

こうなったら自分にはビジョンがないと開き直っているわけにもいかないなぁと思

っていたら拾う神あり。信頼できる 5 人の世話人（米今さん、田中章さん、太田さん、

小山さん、田中力さん=入会順=）から次々と活動案が披瀝され、上記のようになりまし

た。 

さて、これからしばらくの探求丸の航路をどうとればいいのか。慣行に従い、前例に

倣い、これに該当しないことが起きたら、5 人の世話人のアイデアをパクって、うるさ

そうな先輩方にこっそり訊いたりしてやっていこう----こう考えてからやっと、にわか

不眠症から開放されました。 

はなはだ心もとない新代表でまことに恐縮ですが、微力を尽すつもりです。名人、達

人のみなさんのご寛容を切にお願いします。  
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くげぬま探求クラブ 20周年寄稿 

くげぬま探求クラブ設立 20 周年おめでとうご

ざいます。 

私がくげぬま探求クラブの存在を知ったのは、

昨年鵠沼公民館に着任してからですが、250 近く

ある鵠沼公民館サークルの中でも最も活発に、い

ろいろな分野にまたがって活動されているサーク

ルだということはすぐに知ることができました。 

また、福祉や防災、自治会・町内会、公園愛護

など鵠沼地域の様々な団体の中に探求クラブの会

員の方が大勢いらして、中心的に活動されている

ことも徐々に分かってきました。 

20 年前に「会社人間から社会（地域）人間に」

のスローガンのもとに、仕事を定年退職された男

性を中心に結成され、年々活動の幅を公民館だけ

でなく地域の中にも広げ、会員も増やしてこられ

たことに敬服するとともに、驚きでもあります。 

くげぬま探求クラブは、公民館事業の分野でも

大変お世話になっているサークルであり、私が知

っている事業だけでも毎月定例の「おもちゃの病

院」「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」３月の「囲碁・将

棋大会」そして古本市をはじめとして、毎年の公

民館まつりでの力強いご協力には、重ね重ね感謝

申し上げます。 

最近では、定年年齢の延長も論じられるように

なりましたが、会社や仕事一筋で地域との関わり

はほとんど無いまま定年退職を迎える方は、まだ

まだ多いことと思います。公民館や地域の中で自

分の好きなことを楽しみながら、地域の人たちと

触れ合い、活動することは退職後の生活を豊かに

する有効な方法と言えます。 

そうした人たちにとって、公民館の果たす役割

や存在は大変重要だと自覚しています。そして、

くげぬま探求クラブの存在価値は、今後もますま

す高まってくるものと思われます。 

過去にも公民館とくげぬま探求クラブとで「団

塊の世代の皆様へ」などの共催講座を実施して会

員が増えたこともあると聞いております。また、

平成 25 年度は結成 20 周年を記念して、いくつか

の共催事業も計画されているようですので、是非

こうした事業をひとつ一つ成功させて、ますます

「鵠沼に探求クラブあり」を周知して頂ければと

思っています。 

20 年は、人間で言えばやっと成人になったとい

うことです。くげぬま探求クラブのこれからの 20

年の活躍、発展を楽しみにさせて頂き、そのため

に鵠沼公民館としても微力ながらお力添えができ

ればと思っています。 

末筆ながら、会員の皆様のますますのご健勝を

祈念いたします。 

旧世話人に 2年間の任期を振り返って貰いました。 

 

  ２年間を振り返って 

２期に亘り被選挙人辞退を申し出たこともあり、

今度は世話をする番だぞとのメッセージなのか最

多得票の私が前例に従い代表を仰せつかった。当

クラブのメンバーの年齢幅はおよそ 20歳、育った

環境、歩んで来た経歴と経験が異なるが故に、当

然価値観や認識の違いは言うまでもない。唯一共

有する認識は「くげぬま探求クラブ」の一員であ

ること。はたして世話人代表としてこの方々と上

手くやっていけるかの不安がよぎった。現に意見

の相違は多々あり、時に乗り越えられそうもない

壁が立ちはだかったこともあった。然しながらメ

ンバーの節度をわきまえる言動と良識のお蔭で、

大過なく遂行できたと感謝と敬意を表させて頂き

たい。そして改めて会員であることの認識と仲間

の一員に迎えられたと感じる機会を得させてもら

った思いである。 

印象に強く残っているのは、東日本大震災によ

る被災の類を見ない悲惨さとその際にいち早く取

った我々クラブの冷静且つ当を得た行動だ。ただ

ちに花見を中止し、その費用を被災地への寄付へ

振り替え、そして被災者への救援物資を送るなど

のボランティア活動だった。次に、この 3 年の間

に 14名もの新会員を迎えたことである。世話人と

なった２年前の前年（平成 22年）に 1回目、引き

続き２回に亘る新会員募集プロジェクトの一員と

して携わり、新会員の入会に立ち会えたことだっ

た。世話人全員が一丸となって取り組んだ姿勢と

多くの関係者の協力を引きだしたリーダーの卓越

した能力に負うところが大きい。クラブの皆様そ

して世話人各位ありがとうございました。 
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 ２年間を振り返って 

再度の任期も大過なく終えられそうで一安心だ

が、心残りもある。 

公民館まつりの担当は古本市となり一昨年は順

調に終えた。昨年も古本受付の初日、本の持込み

の多い土、日曜、及び整理日など張り切っていた

が、生憎と腰を痛めてしまった。まつりまでに 1

週間あったので、治療院に通い、電気、マッサー

ジなど受けたが治らず、急遽、祭りの前日に、鈴

木(英)さんに販売初日の段取りをお願いし、その

他は相棒の杉元さんにお任せした。古本市は売上

も最高となり、いつも通りメンバーの協力で順調

だったが、私は販売両日とも静養の仕儀となった。 

世話人の 2 年間、いろいろな行事に関与して充

実感を味わった一方、時に世話人への過大な期待

が寄せられると気持ちの上で負担となった。近頃

入られた若手のクラブ員の活発な各行事への参加

を見ていると、クラブも世話人会も変わっていく

ことを予感させる。20周年を控えて、今後の変化

と発展を楽しみに協力していきたい。 

 

 世話人としての２年間を振り返って 

2 年前、世話人に選任されたときは、まだ一定

の仕事も抱えていたし初めての経験ということも

あって、正直なところ一抹の不安を抱えながらの

スタートであった。 

２年間の任期の中では世話人としての通常の担

当業務以外に、私にとって特記すべきこととして

次の 2 つが挙げられる。1 年目に取り組んだのが

「新会員募集プロジェクト」である。当クラブや

各部会の PR、見学に加えて健康講演会なども盛り

込みながら実施した結果、6 人の新人を迎えるこ

とができた。この方々が早速部会長を始め、いろ

いろなイベントで活躍されているのをみると私自

身も嬉しく、協力していただいた方々には改めて

お礼を申し上げたい。2年目に取り組んだのが「退

会者との繋がりプロジェクト」である。これはか

って一緒に活動した仲間を大切にとの趣旨のもと、

情報の交換をベースとして継続的にコミュニケー

ションをとることにした。本格的な活動はこれか

らだが、ＯＢの方々に喜んでもらえれば幸いであ

り、今後の世話人にも受け継がれていくことを願

っている。 

任期中に世話人が１人減って 5 人となったが、

代表以下のチームワークで無事役目を果たせたと

思う。いま任期を終えて振り返ってみると、同じ

世話人やクラブ内の協力者にも恵まれ、大過なく

務められたことは幸せであり感謝するものである。 

 

 

 クラブ世話人をふりかえって 

私は、現役のサラリーマンであったため例会資

料編集、クラブ活動の公民館部屋取りの担当から

外してもらいました。他の世話人の方のご配慮に

は大変感謝しています。その分担当の会計につい

ては正確かつ迅速に行うことを心掛け、並びに各

部会活動には可能な限り参加させて頂きましたが、

会社休日とか早朝にしかクラブ担当の仕事が出来

ず至らぬ点も数多くあったことクラブ員各位にお

詫びします。 

私たち世話人は、2011年 3月 11日の東日本大震

災に始まり爆弾低気圧や台風など自然の猛威と災

害に見舞われたことが印象に強く残っています。

東日本大震災の義捐金の提供へ義捐物資の整理活

動、台風災害に遭った鵠沼松が岡公園の松の枝や

流砂撤去作業など、くげぬま探求クラブの団結の

強さとボランティア精神の高さに感服しました。 

最後にエクセルを使い現金出納簿および会費記

録簿から決算・予算対比ができる管理表を作成し

ました。次の会計担当の方、気にいったら使って

ください。また遅くなりましたが「やきいも」の

制作マニュアルも出来ましたので興味のある方は

ご活用下さい。 

 

 

 長くて短い２年間 

私のくげぬま探求クラブ歴はたった３年。うち

２年間は世話人としてご奉公した。 

２年前の臨時総会で、多分自分は世話人に選ば

れるだろうなとは思っていた。というのも   

入会半年でホームページの管理人になり、結構あ

れこれお願いしたりアピールしたりで目立った。

世話人になってホームページとの関連で自分から

立候補して、「広報」全般をやります、と宣言して

しまったのが運のつき。 

例会資料取りまとめ編集、２ケ月活動日程表、

部会活動参加表、加えてホームページ全般。忙し

いのなんのって毎月目が回る。おまけに途中から

部会長二つ。とはいえ、皆さんにそれなりにお役

にたっているだろうとの認識（自己満足）はあっ

た。一方失敗も山ほどでゴメンナサイ。怒涛の２

年間は良い肥やしになった。世話人の皆様、途中

でいろいろグダグダ言って反省。クラブの皆様、

お世話になりました。 
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くげぬま探求クラブ創立２０周年記念行事決まる！ 

昨年 5 月、世話人会からの委嘱により「２０周年記念行事委員会」（通称「２０周年委員会」）が発足し

た。以後月１回委員会を開催し、記念にふさわしい行事にしようと検討を重ねた。委員会が主体となっ

て行う行事に加え、部会ならびにメンバーからの提案も受けて最終案をまとめ、去る 1 月の例会におい

て最終案を報告し、総意を得て２０周年記念事業が決定した。 

決定した行事は開催予定順に以下のとおり。（カッコ内は担当） 

１．習作展（6月 1日～30 日） 

「アコレード」のギャラリースペースを 6 月の 1ヶ月間、メンバーの作成した絵画、版画、写真、

工作などなど数々の自信作で埋め尽くし、地域の皆さんに我がクラブメンバーの多才さをアピール

する。 （スケッチ部会） 

２．祝賀会（6月 15 日） 

メンバー全員、そしてお世話になった方々も招待して創立２０周年を「アコレード」で盛大に祝

う。 （２０周年委員会、サロン会） 

３．くげぬま探求クラブホームページのリニューアル（6月） 

ホームページのデザイン、ページ構成を見直し、より見やすいものにする。 

 （デジタル情報部会） 

４．佐藤九段（前王将）による講話と指導対局（8月 18日） 

鵠っ子囲碁・将棋ルームと公民館の共催で、佐藤康光九段（前王将）を公民館にお招きし、講演

と子供達を対象にした将棋指導対局を行う。 （２０周年委員会、鵠っ子囲碁・将棋ルーム） 

５．部会合同バス旅行（10月下旬、1泊 2日） 

バスを貸切り、各部会が合同して長野方面への現地企業訪問、ウォーキング、合宿など部会活動

を行い、夜はメンバー間の交流をさらに深める懇親会も行なう。 

 （企業研究部会、健康部会他） 

６．公開パネルディスカッション「会社人間から社会人間へ（仮称）」（11 月 9日） 

公民館と共催で、高齢化社会を見据えて定年後のセカンドライフをテーマに直木賞候補作家 佐江

衆一先生の講演に続いて行政関係者、地域ボランティア、当クラブメンバーなどが参加してパネル

ディスカッションを行う。 （２０周年委員会） 

７．「みんなで歌おう楽しい音楽祭（暫定）」（11月 30日） 

ヤングハーツ、ヤングブラザーズを中心に音楽を通じて地域の皆さんとともにひと時を楽しむ。

ソロ演奏やヤングハーツスペシャルなども計画されていて楽しい音楽祭になりそうだ。 

 （ヤングハーツ、ヤングブラザーズ） 

８．クラブ憲章の制定（時期検討中） 

くげぬま探求クラブの基本方針や活動、ルールを端的に表した憲章を制定する。 

 （提案者をリーダーとする憲章制定チーム） 

９．鵠沼松が岡公園樹木名札設置（時期検討中） 

以前にも取り付けたことがあったがいたずらなどで現在は皆無となっている公園の樹木の銘板を、

地域の人にも作成、取り付けに加わってもらい、取り付けを行う。  

 （鵠沼松が岡公園愛護会） 

１０．10周年記念樹の説明板設置（時期検討中） 

10 周年記念として植樹した鵠沼公民館敷地内の「梛（なぎ）」の木に樹木の説明板を作成し、取

り付ける。 （提案者をリーダーとする説明板作成チーム） 

１１．記念小冊子発行（2014年 3月） 

くげぬま探求クラブの生い立ちから現在までの 20年の歩みをたどり、記録した小冊子を発行する。 

 （２０周年委員会、小冊子作成チーム） 

以上 11 の行事をもって 20 周年の記念とするとともに、次の 20 年に向けてのスタート台としたい。 
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 「進化するヤングハーツ」 

「今日は美男美女ばっかり」、「今日は皆さん声
が良く出ていますね、ここへ来ると我々も楽しく
なります」と野村さんの名調子で毎月、施設への
音楽ボランティアが進行します。簑島さんの「チ
チチ、チロリン」のマンドリン前奏、高橋（正）
さんの湯の町情緒たっぷりの
ハーモニカ、池田（雅）さん
の本当に箱根に馬がいたのか
と思わせるフルート馬子唄な
ど、司会者の名調子に負けず
に芸人たちが妍を競っていま
す。 
今年は当クラブ２０周年な

ので今までの演奏+合唱に加
えてメンバーによる演奏も始
めました。ささやかな２０周
年プレゼントです。１月はフ
ルート合奏、２月はハーモニカ合奏、３月はウク
レレ演奏を予定しています。ほんの少しですが，
変化（成長？）しているヤングハーツです。各々
の演奏の最後に「今日のひととき」を歌うのです
が、本当に４０分前後の時間があっという間に過
ぎてゆく感じです。そして、施設の利用者の方々
も、スタッフの方々も満足されて時間を過ごされ
た感じが毎回伝わってきます。・・・「今日も来て
良かったなあ。」 
ところで、先般 G 先輩のご紹介で F 病院へ行っ

て来ました。今までは高齢者介護施設への訪問で
したが、今回は入院中の患者の方々への音楽訪問
ということで全員いつにも増して（いつに無く）
緊張して演奏しました。大成功。・・・「やれば、
できる」 

F 病院の方からは是非定期
的に訪問して欲しいというご
要望です。定期訪問化すると、
ヤングハーツだけで月に４回
集まることとなるので今思案
中です。皆さんが月に４回も
同じ顔を合わせても飽きない、
ということであればお引き受
けしようかなと思っています。
また、もう一つ年に３回ほど
ですがやはり新規の「出演依
頼」があり湘南の名（迷）楽

団は大忙しです。もう新規はお引き受けできませ
ん。 
最後に、当クラブメンバーの方々へ。 

とても楽しい集まりですので是非ご参加下さい。
楽器は C または G のメロディのユニゾン演奏なの
でどんな楽器でも OK です。また、歌での応援も大
歓迎です。 
気楽で、喜んでもらえるボランティア活動を今

後も続けて行きたいと思っています。 
 

 「ヤングブラザーズ、10歳に・・・」 

“らしい顔”ってありそうですよね。そう職人
らしい顔とか先生らしい顔とか。だから“歌いそ
うな顔“ってのもあってもいいのでしょうが、ヤ
ングブラザーズには格別歌い手らしい顔がいるよ
うにも思えません。それでもヤンブラは昨年 11月
に記念すべき結成 10周年を迎えました。やっぱり
歌は顔じゃないことが証明されました。これまで
に延べ 42人が籍をおき、19人の歌い手（指導者 3
人）で現在を迎えています。 
結成時は 7 人でした。誰かが学生時代に合唱に

打ち込んでいたとも聞いていませんが、今なお歌
い続けている永年歌唱者が 4 人（鈴木英紀、五島
寛之、西野行、野村時男の各会員=当クラブ入会順）
もいるのだから、歌好きなのは間違いないでしょ
う。結成時に指導者として迎えたのは、五島会員
の知人で中央大学白門グリークラブの小川勝久さ
ん。三拝九拝のすえ、口説き落としたのでした。
手探りの二部合唱で始めたのに今や四部合唱が普
通で、昨年秋の公民館まつりでは黒人霊歌をこな
すほどになりました。 
指導者に恵まれたのと、会員の向上心と探究心

の成果でした。この 4 人の先達の個性はそれぞれ

で、特に仲がいいようにもみえませんが、間違い
なく「合唱」時には結束します。ズブの素人が集
まって指導者を探し、やがてピアノ伴奏者を迎え
て・・・というのはすごい執念です。意気やよし、
○○の一念（失礼）は岩をも動かしたのでした。 
当クラブの部会活動とはいえ、指揮者、ピアノ

伴奏者、歌い手などビジターの参加が不可欠で、
それだけにクラブ諸兄の理解があってこそ続けら
れた 10 年でした。1 月 11 日の「ヤングブラザー
ズ 10周年記念の夕べ」にはゲスト、OB、会員夫人
など総勢 44人が集い、来し方に想いを致し、歌声
を合わせ、盛り上がりました。記念の小冊子『歌
声合わせる…』（Ａ4 判・カラー10 ﾍﾟｰｼﾞ）の原稿
の集まりもスムーズでした。中に◆結成時の指導
者探し◆ヤンブラの名付け親◆10年の歩み◆美人
ソプラノ先生との自主的発声練習顛末◆OBリスト
◆会員プロフィール◆手がけた楽曲一覧などを盛
り込みました。 
さてヤンブラのこれからの 10 年はどうなるの

でしょう。歌好きがいれば道は続く？そう、ヤン
ブラのモットーは『合唱を楽しむ』。名言です。 

  



 くぐひ・・・6 

 

 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 50名になりました 

 

吉原 正夫さん 

昭和 22 年 10月 2日東京生まれの日光育ち。 

日光小学校の修学旅行で江の島に来たのが、

ここ湘南藤沢との最初の出会いです。あれか

ら 53年が・・・・藤沢は第二の故郷となり

ました。振り返ってみると、今世間を騒がせ

ている体罰問題は、中学時代に私の周辺にも

あり、私も先生にはよく叱られ廊下に立たさ

れたものでした。自分に悪いことをしたとい

う自覚があるので仕方なかったのですが、今で

もその先生を慕い尊敬をしています。毎回クラス会

にも出席し、一緒に酒を飲み交わして旧友たちと一

緒に旧交を温めています。 

若いころから健康に留意し、特に山登りには関心

がありました。当初、百名山の 20座ぐらいは登ろ

うと意気込んでおりましたが、結局８座しか登れま

せんでした。その後、スキ－などで汗をかいてまし

たが、仕事の忙しさにかまけてスポ－ツとは縁遠い

生活が続きました。 

そんな中で友達に勧められたのがウォ－キング

です。40代後半だったでしょうか・・・・。神社・

仏閣を巡り、四季に咲く花々を愛でながら良い汗を

かく。これは私にとって最高の贈り物でした。今で

も勧めてくれた友人には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。その後、以前からスタッフをして

いる谷村さんと巡り合い、そのお付き合いも

15年以上になります。所属しているのは“湘

南ふじさわウォ－キング協会”。会員数 500

名弱で年間 40 回ほどの例会がありますが、

仕事の関係から私の出番は土・日・祝日だけ

となっております。ウォ－キングを通じて友人

も増えました。そして、私にとっての至福の時間は

歩き終わった後のビールで、その味は何とも言えま

せんね・・・・ 

当クラブに入会するにあたり、私に何が出来るか

考えてみましたが、とりあえず私の趣味である「将

棋」を通じてお役に立てればと思っております。た

だ、仕事の関係でフル稼働とはいかないと思います

が・・・・。 

（追伸：鵠沼公民館では妻も浅野深雪先生の鵠沼

混成合唱団「波」にお世話になっております。妻に

は「あなたは口笛は上手いのに、歌は下手ねえ・・・」

などと言われております） 

 

 

 

クラブ短信 

1. 愛読者の眼は鋭い・・外にも“くぐひ”のファンはいるのだ！ 

本誌に何度か寄稿して頂いている館林の嶋田さんの読後感想レターを読ませてもらう機会があ

った。67秋号に対しては、「くぐひの 8ページ目は、食後の薫り高いカフェの如くであり、このペ

ージに粋が無いと“くぐひ”全体の後味が・・・」と“湘南かわら版”が途絶えていることに優し

くお叱りを頂いている。71 秋号では、野口さんのリレーエッセイに対し「言葉っぷりが如何にも

融通無碍でそのお人柄のままの文だと思う。飾らず地元の店（人間）を語ってくれて、しかも味わ

いに富み、散歩の楽しみの会得者ですね、少年の眼で見た如しです」と最大級のお褒めがある。新

年号では、公民館祭りで地域活動初参加を感じたメンバーの報告に対し、今後に期待を寄せてくれ

た。これだけしっかり読んで頂けると、編集子としては嬉しいし気も引き締まる。クラブメンバー

もたまにでもいいから読後感を寄せて欲しいと思うし、遊びの気持ちでどんどん投稿をして欲しい

と思うのは贅沢か？ （くぐひ編集子） 

 

2. 20年という年月は節目、時代が変わる予感がある 

近代史を語る会を率いる佐藤さん。明治維新、日清戦争そしてその後と 2,30 年を一区切りに変

化する日本の歴史にひっかけ、くげぬま探求クラブも生誕 20 周年、変わり目だねーと例会で。確

かに、クラブとしては若手の人たちの活躍が、近い将来のこのクラブを地域の心棒として大きく発

展させていくかなぁーとの予感はある。そうなればめでたし、めでたし！ （近代史を語る会） 

盛 

  
「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～ 

１２月  December 

○例会 1日(土)   35名 
○世話人会 22日 4+1名 
○くぐひ編集部 21日(金)6名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 2日(日)9名 北側の流砂止

め縁石作業はほぼ完了 
○藤が谷公園愛護会 9日(日)8 名  
○ヤングハーツ ①5日 19名 定例練習 ②12 日 15名 

みどりの園鵠沼訪問 ③18日 9名 鵠南児童館クリ
スマス会参加④25日 16名鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①9日(日)11名 来院 10名 新患 17
件 ②23日(日)12名 来院 11 新患 11件 

○子どもと遊ぶ会 22日(土)5+1 名、子供 14名、父兄
4名 ミニ松飾りづくり 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16日(日)6+1名,囲碁 3名、
将棋 12名,保護者 6名,囲碁同好会 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 15日(土)38名 忘年会 アコレード   

○健康部会  21日(金)9+2名 港南台から金沢八景 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 16日(日)4 名 
○農園部会  2日(日)7 名 長葱の収穫、玉葱の植付け 
○談話室  19日(水)8 名 20周年記念行事など 
○スケッチ部会 休会 
○デジタル情報部会 17日(月)14+3名 パソコン乗り
換え体験談など 

○ヤングブラザーズ ①14日(金)10+11名 定例練習 
②22日(土)10+11名 定例練習  

○近代史を語る会 13 日(木) 明治時代第 20回「日清
戦争」 

○企業研究部会 20日(火)3名 三菱財閥のルーツを探
る（湯島、丸の内） 

○なつかしの名盤愛好会 17日(月)4名 
○俳句の部会「似歌会」11日 9+1名 江ノ島吟行、忘
年会（あさば） 

 

１月  January 

○例会 ならびに臨時総会 1日(土) 出席 39名  
○世話人会 26日(土)5名 
○くぐひ編集部  18日（金）6名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 6日(日)10名  
○藤が谷公園愛護会 13日(日)6名   
○ヤングハーツ ①8日(火)15 名 練習 ②9 日(水)み

どりの園鵠沼は先方都合により中止 ③18日(金)10
名 藤沢病院（トライアル演奏）④29日(火)14名 鵠
生園訪問 今月から 20周年記念として楽器演奏を 1
曲加える 

○おもちゃの病院 ①13日(日)12名 来院 6 名 新患 4
件 ②27日(日)9名 来院 11 名 新患 7件 

○子どもと遊ぶ会 12日（土）5名,子ども 14 名 母親
2名 折紙タイプのかざぐるま 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20 日(日)7+1名 囲碁 5
名、将棋 11名、その他 11 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)11+1 名 
○健康部会・探訪部会合同 15日(火)8名 湘南平塚
七福神めぐり 

○娯楽部会 20日(日)1+3名 
○農園部会  6日(日)7 名 
○談話室  16日(水)8 名 20周年行事など 
○スケッチ部会 17日(木)4名 平成 25年計画打合せ 
○デジタル情報部会 28日(月)18名 インターネット
中心で楽しんだ 

○ヤングブラザーズ ①11日（金)10+12名 定例練習
の後、「ヤンブラ 10 周年記念の夕べ」（レスプリ・
フランセ）44名 ②26日(土)10+10名 

○近代史を語る会 10日(木)11+6名 明治時代第 21回
「日清戦争」後半 

○企業研究部会 22日(火)3名 鈴廣のかまぼこ博物館 
○なつかしの名盤愛好会 21日(月)5+1名  
○俳句の部会「似歌会」11日 7+1名

 

２月  February 

○例会 2日(土)36名 
○世話人会 23日 5名 
○くぐひ編集部 15日(金) 6 名  
○鵠沼松が岡公園愛護会 3日(日)7 名  
○藤が谷公園愛護会 10日(日)8名 
○ヤングハーツ ①6日(水)16 名 定例練習 ②13日み

どりの園訪問は先方都合により中止 ③26日 20名 
鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①10日(日)12名 来院 7 名 新患 3
件 ②24日(日)10名 来院 19 名 新患 10 件 

○子どもと遊ぶ会 9日(土)7名 子供 6名 保護者 1名 
折り紙(ひなまつりのお内裏様とお雛様)。 4月か
ら山田さんに部会長交替 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日(日)7+1名,囲碁 0名 
将棋 12名 保護者 5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 16日(土)10名  

○健康部会 22日(金)7名 幕山梅林から五郎神社 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 休会 
○談話室 20日(水)9名 20周年記念行事の他、成瀬さ
んからロングステイの話題 

○スケッチ部会 21日(木)4名 公民館にて 20周年記
念習作展作品制作 

○デジタル情報部会 25日(月)14+1名  
○ヤングブラザーズ ①8日(金)10+11名 定例練習、 
②23日(土)7+13名 定例練習 

○近代史を語る会 14 日(木)10+8名 明治時代第 22
回「日清戦争」最終回 

○企業研究部会 27日(水)14名 黄金井酒造 
○なつかしの名盤愛好会 18日(月)3+1名 
○俳句の部会「似歌会」12日 7名＋投句 2
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禁じられた遊び 
〜ギターが好き〜 

 

私とギターとの出会いは受験浪人中のことだった。

60年前のことだ。 

その当時、フランス映画「禁じられた遊び」が封

切られ､その主題曲に魅せられ、無性にその曲を弾い

てみたくなった。その曲「禁じられた遊び」は今も

ギターを手にするものは必ず試してみる不朽の名曲

となっていて、映画の中では、名手ナルシソ・イエ

ペスがもの悲しい音色を響かせている。 

親にギターをねだったが聞き入れられな

かった。ところがある日、父親の知人が、

わざわざ自宅までケース入りのヤマハ

ギターを持参し、プレゼントしてくれ

た。教習本もついていた。父親が何か

の拍子に私がギターを欲しがってい

るのを話したらしい。 

それ以来今日まで、断続的にギター

を弾いてきた。ようやくある大学に受

かったあと、銀座7丁目にあった「ヤ

マハ音楽教室」に通い出した。大学の

サークルでは柔道部に入った。これは取

り合わせが悪かった。ギターを弾くには右

手の指の爪を伸ばす。爪を伸ばした指で相手

の柔道着をつかむと爪が引っかかって割れる。結局

ギター教室はやめた。 

初めてギターを手にしてから40年余りが過ぎ定年

退職した。この間、弾くのはまれだが必ず傍らにギ

ターがあった。年経るとともに数本のギターを買っ

た。最初のヤマハギターは大阪万博の頃まで持って

いたが壊れてしまった。今は、自作のギターを含め

て、4本持っている。 

定年退職する3年前、「くげぬま探求クラブ」の設

立に参加した。地元にソフトランディングする手段

として、クラブの創立は絶好の滑走路となった。「会

社人間から社会人間へ」のキャッチフレーズもしっ

くりと受け止めた。 

そんな頃、特捜検事からボランティア活動へと見

事に転身した堀田力氏がこんなことを言った。 

「定年退職後何をするかは皆さんが悩むことです

が、若い頃やりかけてやり遂げてないこと、またや

りたかったが出来なかったことをこれからの時間を

使って過ごすのが最適だと思います」 

「そうだ。これからはギターを弾こう」そ

う思った。 

すぐさま N ギター音楽院に入学した。

初等科、中等科、高等科､研究科とグレ

ードアップしながら終了まで 10 年通

った。 

ある日「こんなのがあるよ」と妻が

タウン誌の記事を見せた。「湘南クラ

シコギターラ」というギター合奏団の

記事だった。妻がみつけてくれたのだ。

今、このアンサンブルでサードパート

を弾いている。 

「ギターは小さなオーケストラだ」とベ

ートーベンとベルリオーズは言ったとか、パ

ガニーニは「和音がたまらない」と言ったとか物の

本に書いてある。私もそう思う。ギターはメロディ

と伴奏を同時に奏で、醸し出すその音はまさに小さ

なオーケストラであり、その和音の響きは実にたま

らない。自分が指揮者となって一人で音楽を作り出

せる。それは、それは楽しい。 

寄る年波か、近頃演奏中に左手の指がつって動か

なくなることがある。そのうち弾けなくなるかも知

れない。しかし、私はギターを放さないだろう。ギ

ターが好きだから。

 

 
編集後記 行春や鳥啼き魚の目は泪（芭蕉）あれから 2 年たった。いつもは明るい
電燈の下で暖かく過ごしていただろう夕餉時は暗く、寒い中でひたすら計画停電解
除の知らせを待っていた。福島の人々のリスクの上に私達は当たり前のように快適
な生活を享受していたのだ。いまでも 30 万人以上が自宅に帰れずに過ごしている
という。原発立地地域の人々の負担によって快適な生活を過ごしているという思い
を強めた 2 年だった◆いよいよ当クラブは創立 20 周年を迎えることになった。こ
の時期に世話人が交代したが、過去 2 年間の活動におおいにお礼を言いたい。この
間に新たな会員を多く迎えることが出来たため、クラブ活動が活性化して一段の飛
躍の時期を迎えるだろうとの予感を持ったのは私だけではあるまい。ここ 3年間に
入会した人々がいろいろな部会長として活躍し、新世話人の大半を占めていること
がその証だ。2 頁には旧世話人にこの 2 年間を振り返ってもらった感想が書かれて
いるが、一番の功績は何と言っても粘り強く新会員の募集に努力され、実績を挙げ
たことにある。これからもこのような活動を新世話人にもお願いしたいし、この期
待に応えるがごとく、巻頭には新代表に就いた池田（修）さんからの、頼もしい今
期の運動方針が示されている。◆当クラブの 20 周年を迎えるに際し、鵠沼公民館
館長の平岩氏に特別寄稿をしていただいた。過分のお褒めの言葉でわたしもメンバ
ーの一人として大変嬉しくまた恐縮している。鵠沼地区にはまだまだ社会人間にな
り切れていない人が多いと思う。当クラブのメンバーに迎えることが出来ればよい
のだが、われわれとの活動の方向が違っても当然で、別のグループとして新たにス
タートすることも考えられる。これからもわれわれは公民館と手を携えていろいろ
な活動を進め、このような人たちに会社人間からの発想の転換を進めてもらい、結
果としてご本人の生きがいや地域全体の老人力？が強まればこれに越したことは
ない（巳の刻） 


