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創立２０周年記念行事（平成 25 年 8 月 18 日） 

ちょうど 10 年前のくげぬま探求クラブの 10 周年記念行事に佐藤九段(当時は棋聖)に参加して頂いた。

この間、常にトッププロの地位を維持されてこられた。 

父子一緒に来られると思い込んでいた。待ち合わせのＪＲ藤沢駅の改札口で齋藤氏とお待ちしていた

ところ父上は確認できたが、九段の姿が見えない。一瞬“よもや”の懸念が過ぎった。「小田急で来てい

るはずだが。まだかな？」。小田急の改札口で九段とお会いして何はともあれハードルを一つ越えた思い

だ。１年以上前の今回のお願いである。健康面の管理や棋士会長としての重責を担う職務の都合等、不

測の事態の発生も起こりえると内心言い聞かせてきたからだ。 

もう一つの懸念は、超一流のしかも現役の棋士を迎えるにふさわしい会場の盛り上がりを実現できる

かだ。前回は、比較的お忍びでの来館であったようだが、今回はそのような気遣い無用とのことである。

とは言え鵠沼公民館との共催でもあり、行政サイドの広報は鵠沼地区を中心としたに南地区の公民館に

よる比較的狭い範囲への働きかけにとどまる。共催のくげぬま探求クラブとしては会員各位の協力を得

て、ポスターを掲示（町内会掲示版、個人宅、商店街、クリニック）、チラシの配布（町内会回覧、中学

校、市内の将棋教室、老人福祉施設など）を行った。また、報道機関へのプレスリリースの送付など多

岐にわたって精力的に動いた。はたして、会場は指導を受ける子ども 36 人を含め、父兄、一般の観客、

探求クラブのメンバーと約 120 名の人で埋った。会員の“成功させるべし“と言う気概が約半数の当ク

ラブメンバーに足を運ばせ他の観客と一体になり会場を盛り立てくれた。 

準備作業（※）では会場を事前に確認して資機材の配置等設営計画の検証。横断幕の制作では、枠の

サイズに見合う文字の大きさ、フォントの選定、そして組み立てと多くのメンバーが携わった。かねて

よりくげぬま探求クラブのメンバ

ーのその時折の理に適えた行動に

は驚き以上の敬意を覚えている。

目的と目標を理解するや遺憾なく

発揮する術を心得ていることだ。 

そしてその集大成が当日のスム

ースな進行だ。計画の大要をつか

み夫々の担当の役割を理解し、か

つ細かいところはごく自然に補佐

し合う我ら「くげぬま探求クラブ」

の真骨頂を発揮した。 

20周年記念行事の対外的イベン

ト第 1 弾として「佐藤康光九段（前

王将）の講演と指導対局」が無事

おおよそ成功裏に終えたと今では

ホッとする思いである。関係者の

各位の協力にお礼を表し、二人の

感想を披露して報告の締め括りと

したい。 

  

佐藤九段の講演 

鵠沼公民館ホール 
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車谷瞭文君の感想（中学 2 年・1 級の申告。春のトーナメント大会常連） 

「佐藤康光九段が鵠沼公民館で対局して下さると聞いた時は興奮した。それで張り切って出かけた。 

僕は過去にプロと二枚落ちで指したときにぼろ負けした。それが悔しかったので、今回も二枚落ちで

お願いした。対局中は、佐藤九段が回ってくるにつれ

緊張が高まった。指すうちに、佐藤九段が講演でも話

されていたような大きな分岐点に立たされた。僕は迷

ったすえ重く攻めた。これがミスとなり、以下は佐藤

九段の攻めを観るまでとなった。周囲は勝利している

人が多くいたこともあり、負けはとても悔しかった。

ミスをすると厳しくとがめてくる、プロの強さを改め

て実感した。またこのような機会があれば参加したい。 

佐藤九段は、写真撮影や、サインもあっさり応じて

下さりとても嬉しかった。また、講演を聞いていて、

本当に将棋好きなんだということも知ることが出来

た。このような機会を作ってくださったくげぬま探求

クラブの方々、ありがとうございました。」 

 

鈴木幸四郎さん（鵠っ子囲碁・将棋ルーム創成期の部会長） 

「10 年前には、佐藤九段もまだ独身でしたが棋聖のタイトル保持者でした。当時は特に派手なＰＲは

しなかったと記憶しています。 

今回は佐藤九段のご同意を得て、くげぬま探求クラブが作った綿密なスケジュールと公民館の協力で

大会はスムースにかつ盛大な賑わいでした。特に子供たちによる多面指しは 2 回に分けて対戦者全員が

直接、佐藤九段の指導を受けたことは生涯忘れられない大きな思い出となることでしょう。将来名人、

竜王が出ることを期待（？）したいですね。 

前と同じく佐藤九段の自然体で指導された真摯な姿には敬服しています。いろいろなタイトルを持っ

ている中で「升田幸三賞」を 2 度受賞していること、「勝つしか戻る方法なし」との佐藤九段の名言を付

記しておきます。前回と同じく齋藤さん（元くげぬま探求クラブ会員）のご協力に感謝しています。」 

※ ビデオ、プロジェクターの調整と当日の映写では公民館 角田さんのご子息夫妻に協力を頂いた。 

 

くげぬま探求クラブ創立 20 周年を記念する公式行事の一つとして、八ヶ岳への一泊旅行が 9 月 27 日

(木)～28 日(金)に実施された。会員 22 名、ゲスト 3 名、計 25 名が参加、以下、この旅行の模様を報告

する。 

＜第一日目＞ 

メディアでは「観測史上初」、「経験したことのないような」という文字が踊った酷暑が白露を過ぎて

もなお続き、何時残暑が終わるのかと思われたこの 9 月、台風も 20 号が本土接近中であったが、20 周

年を祝ってくれるかのように進路は本土を回

避、旅行は予定通り決行となった。当日の天気

は晴れ時々曇り、今夏の異常気象が嘘のような

絶好の旅行日和となった。12 時、八ヶ岳自然

ふれあいセンターに到着。標高約 1200ｍ、八

ヶ岳はやや肌寒い程である。ここからウォーキ

ングを開始。ガイドは谷村さんの長年の友人で

あり、八ヶ岳歩こう事務局長で鵠沼出身の多賀

純夫さん。多賀さんの軽妙な語り口は、清里の

歴史への理解を一層深めさせてくれる。先ずは

清里の開拓に力を尽くしたポール・ラッシュ博

士の碑へ。1938 年に未開の原野に最初の鍬を

入れて以来、清泉寮を拠点に 

様々な施設を建設したラッシュ博士の胸像

は博士が好きだった富士山に向かって立って

いる。 

  

多面指しによる指導対局 

八ヶ岳高原のウォーキング 
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森林と牧草地の自然豊かな草原は澄んだ大気が心地良い。八ヶ岳高原は植物の宝庫として知られる。

ウォーキングの途中で珍しい草花を見つけ写真を撮る人や落ちている栗から実を取り出す人も。20 分程

歩いて農場の牧草地の中に立つカフェレストランで昼食。昼食後食したジャージー牛のミルクを使用し

たソフトクリームは牛乳が普及していなかった当時、ラッシュ博士が学生の栄養補給のために作ったも

のとか。再びウォーキングを開始、清里アンデレ教会(ラッシュ博士が 1948 年に設立)、清里駅前を経由

して萌木の村にある地ビールレストランへ。ここで、同レストランで休憩を取る人と更にウォーキング

を続ける人に分かれる。1 時間後再集合、宿泊先の藤沢市八ヶ岳野外体験教室へ。夕刻同施設に到着。夕

食後、メインイベントの懇親会開始、有志による歌・演奏で盛り上がる。田中(力)さんによるサックス演

奏の初披露も。更にソロ、ユニット演奏が続き、閉会後外に出て夜空を見上げれば満天の星。その美し

さは八ヶ岳に来て良かったと改めて思わせる瞬間であった。 

 

＜第二日目＞ 

当日は朝から快晴。

富士山の頂きや八ヶ

岳の雄姿も鮮やかに

望める。早起きして

施設の周りを散歩す

る人も。朝食後向か

った松本では、国宝

松本城の庭園・本丸

(現存最古の五重六

階の木造天守 )を見

学。そして程近い旧

開智学校へ。旧制小

学校である同校校舎

は明治時代の代表的

な疑洋風建築。明治

時代の教育資料を展

示した博物館になっ

ており、当時使われ

ていた机 (二人掛け

で、天板が開く)や筆

記用具 (チョークと

黒板消し)などが展示してある。「懐かしい！」と声を上げる人も。見学後は御坂農園に向かい遅めの昼食

とぶどう狩りの後、シャトー勝沼でビン詰め工場とワインセラーを見学、同工場のオリジナルワインの

味と香りを楽しむ。 

ここが今回のツアーの最終目的地であったが、これで終わらないのが当クラブ。野口さんの発案によ

り帰路のバス中では全員参加による句会が行われる。野口さん、鈴木(英)さんらによる選考の結果、10

句が優秀作品として発表され賞品が手渡された。盛り沢山な二日間であったが、斯くして事故一つ無く

無事終了したことを嬉しく思う。 

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

今回の旅行が実現した経緯は、昨年、20 周年記念行事のアイデアが募集された時、企業研究部会とし

て普段は遠距離のため足を伸ばすことが出来ない現地で一泊することにより、長野や山梨の企業を訪問、

見学出来ないかと考えたことに始まる。その後紆余曲折があったが、健康部会他の部会の賛同により公

式行事として認められることとなった。クラブの歴史上、全会員を対象とした宿泊旅行は今回が 2 回目

であったが、参加者の皆さんにとって満足のいく旅であったことを願っている。中心となって旅程の企

画立案をしてくださった谷村さんの他、事前の準備を含めご協力くださった小山さん、池田(修)さん、黒

川さん、太田さん、田中(力)さんに厚くお礼を申し上げる次第である。 

 

最後に企業研究部会について一言付言したい。この 7 月に急逝された西元久雄さんから部会長を私が

引き継いだのが昨年。今回の旅行を部会としてカウントすると 99 回目。今 10 月の部会で 100 回となる。

部会立ち上げから、3.11 の東日本大震災の月を除き、一回も休むことなくこの部会を続けてこられた西

元前部会長に改めて哀悼と感謝の意を表し、結びの言葉とする。 

  

八ヶ岳自然ふれあいセンターで（9月 27日） 
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園児と楽しむ花壇の公園 

藤が谷公園の花壇は遊びに来る人々に潤いを与

えています。5 月に初夏から秋までの草花のベコ

ニア、サルビア、ペチュニア、セキチク、マリー

ゴールド、バーベナ、ガザニアなどが、10 月には

秋から春までのビオラ、アリッサム、葉牡丹、パ

ンジー、ストック、ノースポール、シクラメンな

どが植えられていつも色とりどりの花が咲いてい

ます。 

藤が谷公園愛護会は春秋に花壇に草花を植えて

きましたが、2 年前から江ノ電鵠沼駅近くの鵠沼

めぐみルーテル幼稚園の園児と一緒に花植えを楽

しんでいます。毎日公

園に遊びに来る保育園

キディ鵠沼藤沢の園児

も去年から一緒に花植

えを楽しむようになり

ました。今年 5 月の花

植えは幼稚園児 77 人、

保育園児26人に先生や

お母さんや保母さんに

くげぬま探求クラブの

会員が加わって総勢

140 人を超えるイベン

トになりました。 

花壇は 3 カ所あります。植える花の種類と色や

場所を幼稚園の先生とお母さんが絵に描いて、苗

の購入数を決めてくれます。当クラブの会員が前

もって花壇の古い草花を取り除き植えやすいよう

に地ならししておきます。 

花植え当日の朝に加藤園芸がポット苗を公園に

届けてくれます。そしてお母さん達が公園に集ま

る頃、子ども達が保母さんや先生に引率されて公

園にやってきます。挨拶が終わるといよいよ花植

えの始まりです。 

花壇毎に大人が植え方を教えながら決められた

場所に植えます。子供用の小さなシャベルで上手

に地面を掘る子もいるし、シャベルが初めての子

もいます。花植えが初めてというお母さんもいま

す。植える場所に大人が穴を掘ります。「植えた花

を踏んじゃーだめだ

よ！」「上手に植えた

ねェ！」「ポットを外

して植えるのよ！」

「その花はこっちに

植えるのよ！」「もっ

と 深 く 植 え る ん だ

よ！」ワイワイ、ガヤ

ガヤ、にぎやかに花植

えが終わると子ども

達が小さなジョウロ

やバケツで水をやり

ます。花植えにあきて

遊び始める子や何回も水やりをする子がいてやが

て花植えが終わると、全員が子供用のジュースを

飲んで終了です。 

Ps.夏場はクラブ会員が当番で水やりをします。 
 

 

「おもちゃの病院の受付を担当して」 

私がおもちゃの病院に携わって、早や一年半に

なり、子供たちとの触れ合いを楽しんでいる。 

持ち込まれるおもちゃを見るにつけ、今のおも

ちゃは私の子どもの頃とは大違いであると思う。

私が子供のころは戦後の混乱期でおもちゃなど買

ってもらえず、川遊び、野球（三角ベース）、おに

ごっこ、チャンバラなど外遊びが全てであった。

今風に言えば「アウトドア」の遊びである。おも

ちゃは手づくり、遊び場所はと言えば、校庭はも

ちろんのこと、公園、空き地と事欠くことはなか

った。時がたって今は公園も球技はだめ、何はだ

めと制約され、学校の校庭でさえ、遊んで良い日

が限られるなど遊び場所が少なくなっているのが

現状である。そうなると子供は必然的に屋内でお

もちゃやゲームで遊ぶことになる。時とともに遊

び方も玩具も変わり、今おもちゃの病院の受付を

していてつくづく時の流れを感じている。 

さて、おもちゃの病院のことである。病院の主

役はドクターである。ここでドクターの皆さんの

奮闘ぶりを紹介したい。現在ドクターは総勢 13 名。

月 2 回の開院にありとあらゆるおもちゃが持ち込

まれ、それぞれ得意分野を活かして全力で修理に

取り組んでいる。 

先日驚いた事があった。ドクターＨ氏が針と糸

を持って一生懸命何かを縫っていた。聞くと依頼

者がぬいぐるみを洗濯したところ中のスポンジの

アンコが全部出てしまいどうしても元に戻せず持

ち込まれたもの。このぬいぐるみはＨ氏の前にＩ

氏がチャレンジしたがアンコの形が複雑で依頼者

が描いたスケッチのようにどうしても戻らず降参

したものである。一人が諦めても他のドクターが

再挑戦して治すといったことは日常茶飯事。頼も

しいドクターたちである。 

持ち込まれたおもちゃが治って引き取りに来た

時の子どもの嬉しそうな顔が忘れられず、頑張っ

ているのだが、反面どうしても治らない時は寂し

そうな顔をする子供に“ごめんね”と謝るドクタ

ーの顔が印象的である。 
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世話人だより 

今号から、このコラムで世話人から季節のたよりを発信します。貴重なスペースを使わせてもらっ

て、日頃の想い、折々に感じたこと、また時にはクラブへの提言など、自由に、勝手に、独善的に発

信していきます。世話人唯一の役得と思って、各自が健筆？をふるいます。期待しないでお付き合い

ください。 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

初回なので、世話人６人がどんなキャラクターなのかをお話ししましょう。古い人でもクラブ５年

生がひとり。あとは３年生と２年生ばかりが５人。どうりで覚束ないのはそのせいか、と納得する顔

がそこかしこ。  （順不同） 

Ｏさん 貴公子然としたタイプなので、とっつき難いかと思うと、さにあらず。ヤングハーツ部会長

として施設など外部との折衝は見事なもので、窓口の担当者の信頼も厚い。興味を示す範囲

も広く、知識も広く深そう（未確認）。 

Ｉさん 歌を唄って余生を過ごそうとヤングブラザーズに入会したのが運のつき。上部団体がくげぬ

ま探求クラブと分った時にはもう動きがとれず。その後は流される日々。お天道さまに「自

分のためばかりじゃダメ」って言われたのだ。 

Ｋさん 明朗闊達、アグレッシブ…。どの部会へでも出て行って、新しいものでもスマートにこなし

てしまい、涼しい顔をしている。でしゃばりと言われかねないのに、そんなことは全くなく

感謝されている珍しいキャラ。 

Ｔaさん 当クラブ以外にも留学生の世話をするボランティア活動も忙しくミーティング中も携帯が

鳴ることが多い。“探求ク愛”は世話人中でも屈指で、新会員の招聘をいつも意識して東奔

西走中。音楽ビジネスに精通。 

Ｔrさん 湘南の自由人とＷebで表明しているが、チカラ仕事も厭わず、他人の面倒もよくみることが

判明。意外性の人らしくアルトサックスの音を探求中で、先ごろステージデビューを果たし

た。声が大きいのがいい。 

Ｙさん ６人の中でクラブ歴最古参。静かなること、なだらかな山のごとし。卓越した事務処理能力

に物静かな物言いは信頼感がある。ＰＣのレベルも高い。部会活動の間口が広く、歩くのも

好き。遠方から“通クラブ”している。 

 

 

クラブ短信 

１、涼を求める子どもたちで大盛況！ ソーメン流しと水鉄砲 

今年の湘南の夏は、連日猛烈な暑さが続いた。こんななか、8月 4日鵠洋児童館で恒例のソーメン流しが

催され 100名分のソーメンを流しきる盛況。1週間後の探求さんとあそぼうは、炎天下の水鉄砲作り。先

生 5名に作り手 13名、終了時には子ども活き活き、先生グロッキー。水が絡むと子どもは元気！ 

（子どもと遊ぶ会） 

２、広報ふじさわに“おもちゃの病院開院風景”が紹介される 

開院日を患者（の持ち主）が楽しみにされるようにまで地域に根付いた、おもちゃの病院。7 月 25 日版

の広報ふじさわ公民館行事枠にその開院風景を紹介する写真が掲載され、ドクター連の鼻も高々。ＰＲ

効果が出てますます繁盛か （おもちゃの病院） 

３、10月で 100回を迎える企業研究部会 

平成 17年 4月の日産追浜工場見学に始まった同部会もこの秋第 100回を迎える。会社人間を脱して地域

社会の生活者の眼で、近場の企業の在り方を眺めてみようとスタート。見学のなかで企業、組織のマイ

ンドに触れ、製品の造り方・機能に眼を見張る新たな発見がある。そして、たまには余禄を手に、口に

して楽しむこともでき反省会も含め向上心に磨きがかけられるところが長寿の秘訣か （企業研究部会） 
  

「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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長年くげぬま探求クラブでご活躍になられた西元久雄さんがお亡くなりになりました。謹んでご冥福

をお祈り申し上げます。 くげぬま探求クラブ代表 池田 修 

 

故・西元久雄さんの逝去を悼む 

去る平成 25 年 7 月 13 日早朝、病気療養中の当くげぬま探求クラブ会員・西元久雄さんが急逝されま

した。心よりお悔やみ申上げます。享年 75、真に惜しい友人を失いました。 

故・西元さんは昭和 12年 9月に石川県金沢に生まれキリンビールに入社、後年鵠沼海岸に終の住処を

構えられ、退職後は町内会長を務めるなど熱心に地域活動をされていました。 

くげぬま探求クラブに入会されたのは平成 11年 11月で 14年間在籍されています。 

思えば平成 11年の秋でした、突然、氏から電話で当クラブについての問合せがあり十分な説明が出来

ず公民館でお会いし詳しく説明したのを覚えています。 

平成 13～14年には三代目のクラブ代表を務められ会員の先頭に立って活動し、在任中にはクラブの各

部会を地域活動部会と親睦研鑽部会に分類整理し、会員は一つ以上の地域活動部会（ボランティア）に

参加することを提案しています。 

また、代表の後半には翌平成 15 年に開催の創立 10 周年記念行事を世話人方と共に企画立案に尽力さ

れ成功に導かれています。 

平成 17年には新たに企業研究部会を立ち上げられて、主に県下の優良企業の見学探訪を企画し、先頃

まで部会長として元気に活躍されていまいた。 

氏とは私的にはグルメに旅にと家族でのお付き合いで有り、飲み物はキリンビールしか飲まない？と

言いながらワインには一言有り色々と勉強になりました。 

京都には造詣が深く、春に秋にと幾度かご一緒し、改めて京都の良さを教えられました。祇園で行わ

れる節分方の行事”お化け”（舞妓、芸妓衆が仮装してお茶屋を回り隠し芸を披露する、一見さんはお

断り）に参入するなど‥‥、また、氏の誘いで韓国へも里帰りの旅をしたことも懐かしく‥‥語り尽く

せぬまゝに。（くぐひ 44号・湘南瓦版参照） 

キリンビールしか飲まない？ 西元さんのご冥福をお祈りしながら。   合掌 

 

 

西元さんに教えられたこと 

西元さんとは長いつきあいでした。くげぬま探求クラブには平成 11年に入会されたと思います。私は

その 1年前に入会しておりましたが、当初からなぜかウマが合い、近くの飲み屋に入っては 3、4人で語

り合ったものです。話の内容は総花的ではなく、ひとつの問題をじっくり話すというものでした。代表

になられた時もクラブの改革を次々と提案し、例会で賛同を得ると先頭に立って実行してくれました。

「くげぬま探求クラブ」という本来の骨格を立て直してくれたのも彼あってこそ、と思います。 

いろいろな所を一緒に歩きました。葉山ハートセンター、最高裁判所、生麦事件の現場とキリンビー

ル工場など。鵠沼松が岡公園の清掃にも毎月顔を見せていました。松林の間を東西に通じる小径があっ

て、その両側に大人の頭ほどの石を下から運んでは並べていく、骨の折れる作業を腰をかばいながら黙々

とやっていました。長さ 30m程ですが、私たちはこの小径を「西元ロード」と名づけました。「西元ロー

ド」は鵠沼松が岡公園がなくならないかぎりくげぬま探求クラブに語り継がれていくことでしょう。 

思い出は尽きません。最後に彼の人柄を表していると思われる文を紹介しておきます。 

2001年(平成 13年)、くぐひ 24号新年号。「私の 21世紀特集」に掲載されたものです。題は「昭和 20

年を起点に」。「・・・・・・百年に歴史の括りとして意味があるなら、私はその起点に昭和 20 年(1945

年)をおきたい。以来 55 年間努力して繁栄し、戦争なく平和に過ごしてきた自分の国、日本がこの後 45

年をどのような道を歩んで百年目を迎えるのであろうか。思いは深まるばかりである。」 

もう少し長生きしてもらって、原発だの憲法だの、いやもっとくだけた話などしたかったなあ・・・・

西元さんよ。 
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 

○例会１日(土)  42名 
○世話人会     
○くぐひ編集部 20 日(金)8 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 2日(日)11名 北面の土留、
縁石の手直し作業など 

○藤が谷公園愛護会 9日(日)8 名  植木の剪定など 
○ヤングハーツ ①5 日(水)21 名 定例練習 ②12 日

(水)9名 みどりの園訪問 ③18日(金)14名 藤沢病
院訪問 ④25(火)日 17名 鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①9日(日)12名 来院 8名 新患 15
件 ②23 日(日)12 名 来院 16 名 新患 18件 

○子どもと遊ぶ会 8 日(土)5 名、子供 5 名 折紙コマ
箱 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16 日(日)9+2 名,囲碁 3
名、将棋 25 名,保護者 12名,囲碁同好会 3名 恒例
の村岡公民館将棋サークルとの交流対決 

○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 休会 

○健康部会 28 日(金)4 名 大山登山 
○探訪部会 18 日(火)5+1名 相模新西国三十三観音霊
場巡り（平塚・土屋地域） 

○娯楽部会  
○農園部会 ①2日(日)7 名 玉葱の収穫 ②17日(火)長
葱の仮植付け、じゃがいもの土寄せ 

○談話室 19 日(水)9名 
○スケッチ部会 中止 
○デジタル情報部会 24日(月)9+2 名  
○ヤングブラザーズ ①14日(金)10+13 定例練習 ②22
日(土)9+12 名 

○近代史を語る会 13 日(木)11+5 名 明治時代第 25回
「産業の発展、財閥の成長」 

○企業研究部会 中止 
○なつかしの名盤愛好会 17 日(月)6 名 
○俳句の部会「似歌会」11 日(火) 9 名 鎌倉吟行「養
老の滝」兼題「紫陽花」「空」 

 

  7 月  July 

○例会 6日(土) 出席 43名  
○世話人会 ①1日 6 名 ②29 日 6 名 
○くぐひ編集部 19 日（金）7 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 7 日(日)8 名  
○藤が谷公園愛護会 14日(日)10 名  
○ヤングハーツ ①3 日 22名 練習 ②5 日 9名 ささ
え訪問 ③10日 13名 緑の園 ④18日 14名 藤沢病
院⑤22日 16名 鵠生園訪問  以上の各訪問先にく
ぐひ最新号を届ける 

○おもちゃの病院 ①14日(日)14名 来院 8名 新患 6
件 ②28 日(日)14 名 来院 21 名 新患 3件 

○子どもと遊ぶ会 13 日（土）8 名,子ども 11名 大
人 2 名 わりばし飛行機作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日(日)8+2 名 囲碁 2
名、将棋 20 名、囲碁同好会 1 名,父兄 5 名, 公民
館の角田氏より佐藤九段の講演会と指導対局の応
募要領について説明を受けた 

○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)16 名 クラブ会員の池田（雄）
さん宅でバーベキュー 

 

○健康部会 休会 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会  
○農園部会 7日(日)9名 ジャガイモの収穫と長葱の植
付け 

○談話室  17日(水)7名 子どもと遊ぶ会の発足の経
緯、「くぐひ」の位置づけ、辻堂海浜公園イベントの
協力依頼の話など 

○スケッチ部会 18 日(木)3 名  
○デジタル情報部会 22日(月)12+3名 外部講師による
説明 

○ヤングブラザーズ ①14日（金)10+12 名 ②27 日
(土)9+12 名 

○近代史を語る会 11 日(木)10+5 名 明治時代第 26回
「産業の発展、財閥の成長」 

○企業研究部会 24 日(水)11 名 大田区にある「共立
模型」訪問。静かだが物凄い技術を持った物作り集
団 

○なつかしの名盤愛好会   
○俳句の部会「似歌会」9日(火) 9+1 名 兼題「日傘」
「地」 

8 月   August 

○例会 3日(土) 41名 
○世話人会  
○くぐひ編集部 16 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護会 4日(日)10名 清掃と水遣
り 

○藤が谷公園愛護会 11日(日)7 名 水遣り作業 
○ヤングハーツ ①7 日 20名 定例練習 ②14日 11
名 みどりの園訪問 ③16日16名 藤沢病院 ④27
日 21 名 鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①11日(日)13 名 来院 8 名 新
患 6 件 ②25日(日)9名 来院 10 名 新患 7 件 

○子どもと遊ぶ会 10 日(土)5 名 子供 13名  
「水鉄砲」 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 休会（佐藤九段イベン
トのため）  

○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 17 日(土)10 名  

○健康部会 休会 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 4 日(日)7 名 7 月より 1人 3 日間の水遣り
当番制を実施 

○談話室 21 日(水)5名 佐藤九段の将棋イベント、「く
ぐひ」の広報的側面、例会の発言など 

○スケッチ部会 15 日(木)5 名  
○デジタル情報部会 26日(月)11+3 名  
○ヤングブラザーズ ①9日(金)11+14名 定例練習、 ②

24 日(土)定例練習 
○近代史を語る会 休会 
○企業研究部会 28 日(水)8+3 名 生麦のキリンビール
横浜工場見学 

○なつかしの名盤愛好会  
○俳句の部会「似歌会」13日(火)6+1 名 兼題「月」「窓」 
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湘南かわら版  

「鵠沼の緑と景観を守る会」最近の活動 

今月、当会の機関誌 117 号を発行した。機関誌は月 1 回発行を原則としているので 1 号創刊から約 10

年にもなるわけである。たまたま 116 号に佐藤さんが書いた「仮称渡辺邸を守る会第 1 回発起人会」の

記事が掲載されているが、それによると会の原点は今から 13 年前で発起人にくげぬま探求クラブのメン

バー4 名（杉山・佐藤・西元・北村 ）が参加していた。現在、会員数は鵠沼在住者が中心で約 140 名。

初代の代表は杉山さんが勤め、次を北村が引き継ぎ現在に至っている。会の幹事に佐藤さん・北岡さん

が就任しており、大野（忠）さん・河村さん・長谷川さんも古くからの会員である。スタートは平成 14

年 4 月で鵠沼地区に現存する緑と景観を守り、由緒ある歴史的建造物を保存しようとの目的で「鵠沼の

緑と文化財を守る会」が結成され、16 年 4 月に「鵠沼の緑と景観を守る会」と名称変更した。 

今年度の主なる活動方針 

●鵠沼地区の緑と景観を守るための運動●鵠沼の緑と景観の現状把握とその保存活用●海岸防災林造

成のための植栽運動の展開●行政・地域団体との連携●会の活性化●PR 活動の推進などである。 

☆最近の会の活動のいくつかを次に紹介しよう。 

□5 月 25 日（土）、7 月 13 日（土）鵠沼地区内六自治会などによる風致条例意見交換会に参加、市側

へそれぞれ質問・要望を提出することになった。 

（鵠沼地区の大半は緑ある良好な住環境を維持する区域として風致地区に指定されている。これまで

は神奈川県の条例であったが藤沢市が独自に風致条例を定めることになった。） 

□6 月 27 日（木）、7 月 5 日（金）、2013 年度湘南学園中学 2 年の総合学習に協力。テーマは「鵠沼・

江の島を守り、そこに住んでいる人々から学ぶ」で 2 年 E 組 41 名が参加。当会会員 7 名が 6 月 27 日の

学習会に参加し、7 月 5 日に 7 班編成でまち歩きを引率した。9 時集合、15 時 40 分解散のほぼ 1 日の行

程であった。そのなかの 2 コースを紹介します。 

鵠沼コースＡ      学園➝鵠沼松が岡公園➝本真寺➝旧後藤医院 

➝蓮池➝学園 

江ノ島コース Ａ   鵠沼海岸駅➝防災林・避難タワー➝ 

江ノ島神社➝江ノ島商店街➝片瀬江ノ島駅 

□7 月 22 日（月）国登録有形文化財（建造物）の旧後藤医院（現

鵠沼橘市民の家）を創立者後藤瞭平医師の出身地である群馬県吾妻郡

高山村の村長・村会議長などが鈴木藤沢市長の案内で見学。当会員が

建物の解説を行った。 

□7 月 25 日（日）鵠沼公民館分室―高木ふれあい荘庭園の清掃。

毎月第３日曜午前中に実施。当会員が 5 名参加。   北村裕彦 

 

編集後記 鯊焼くや深川晴れて川ばかり（長谷川春草）◆夏季オリンピックの東京開催が決まった。オリンピ

ック期間中は千万人ともいわれる外人の日本受け入れが出来ることは本当にありがたい。外国からの観光客

はいわば帰国してからの日本の広告塔の様な役割を担ってくれるだけに「おもてなし」の心で暖かく接した

い◆その入会以来、世話人代表、企業研究部会の立上げなどを中心として多くの活動でこのくげぬま探求ク

ラブの発展に貢献された西元さんがこの７月に亡くなられた。時折の辛口の批評には当クラブの抱えている

問題点を明らかにすることも多く、「くぐひ」への投稿も多かった。親友としてお付き合いの深かった北岡さ

んと佐藤さんに追悼文をお願いしたが、もっと多くの人にお願いしたかった。紙面の制約もありご容赦いた

だきたい。西元さんのご冥福を心からお祈りします◆習作展、祝賀パーテｲに引き続いて、第３弾以降の記念

事業が始まった。先ずは佐藤九段を迎えて催された講演と多面指し、公民館との共催という公の事業でもあ

ってその準備には期間も長く用意周到な作業が要求された。河村さんが書かれた文章を読むと、その辺りの

話がサラッと書いてあるように見えるが、ここに見えない多くの苦労がその裏に潜んでいる。中学生からの

コメントも現場で観戦したわれわれに「そうだろうな」と思わせるものがあり、短い文章ながら多くのもの

を伝えてくれている◆20周年記念行事の八ヶ岳バス旅行を楽しんだ。リーダーの田中さんには「くぐひ」締

切の迫る中、無理を言って原稿をまとめてもらった。いよいよ出発する

まで、費用や参加人数の確保の問題、そして折から関東地方を窺ってい

る台風 20号による悪天候が予想されるなど、その心中察して余りある

ものがある。そのご苦労のお蔭で当日は多くの参加者を得、われわれは

内容豊富な旅を満喫することが出来た。有難うございました。◆コラム

「世話人だより」を新設した。いつも会の運営に苦労？していると思わ

れる世話人諸兄の密かなつぶやきを聞いてもらおうという目論見であ

る。今回は人物短評だが、一発で誰だか判らないようではクラブメンバ

ーとしてまだ新米ということだろう（巳の刻） 


