
くぐひ・・・1 

平成 26年 1月 1日 

くげぬま探求クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

第 7６号(新年号) 

 

 

いくつになっても新しい年を迎えると、それなりの感慨があるものです。私にとってのそれは 20周年

の去年、みんなが底力を発揮して成功させた各イベントの達成感にひたれたことでしょうか。 

くげぬま探求クラブの持てるものをすべて出し切る、行動の年でした。いつものことを粛々とこなし

ながら、習作展、祝賀会、将棋の佐藤康光九段招聘、バス旅行、佐江衆一氏講演とパネルディスカッシ

ョン、地域の人たちと歌った音楽祭・・、鵠沼公民館で、鵠沼の街で、晩夏の信州路に、充実したみん

なの笑顔がはじけました。 

これらの周年記念イベントは、３つまでもが鵠沼公民館との共催でした。それはまさに地域還元その

ものであり、我がクラブ 20年の蓄積の重さと大きさを物語っています。 

大きな節目のこの年は、かけがえのない先達との別れもありました。また新しい何人もの仲間との出

逢いもありました。20年を跨いで、静かに時は流れています。 

さて新しい年には新しい気持ちで臨みたいものです。ボランティア活動しかり、親睦・研鑽活動にお

いてはなお、クラブを育て自らも楽しむ原点を今一度見直すのはどうでしょうか。我がクラブは「午後

の人生を愉しむ」（佐江衆一氏）ための場として機能してきました。自分を生かす、愉しむのに格好な存

在なのです。 

ここ１年、文芸系の某部会が元気でした。部員の年齢層も高いのに、なかなかヴィヴィッドな動きを

みせているのはナゼだ、と私はぼんやり観ていました。どうやらその部会には物事を面白がる人たちが

多いせいではないか、との思いに達しました。 

要はそこを踏み台にして、上手に楽しんでいるんだと察しています。そこで提案です。今年、私たち

は改めて面白がる気持ち、愉しむ気持ちを持ちませんか。そして部会活動を活性化させましょう。 

21 年目の今年の我がクラブが、新しい何かと出遭う年になって欲しい――これが達成感にひたった後

の、私の今年の思いです。午後の人生の時間はたっぷりあります。面白い、愉しい、いい年にしたいも

のです。 

 

 

 

 

 

 

  

忘年会（アコレードにて 12 月 21日） 
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会社人間から社会人間へ 

創立２０周年記念行事（平成 25年 11月 9日） 

「会社人間から社会人間へ」をテーマに公開パネルディスカッションが企画された。このテーマは、「く

げぬま探求クラブ」が目指している精神そのものである。当クラブのメンバーはこの精神にあこがれ、

居場所を求めて集まった連中だ。 

基調講演者は、佐江衆一氏にという総意はすぐに決まった。氏は、月刊「現代」

の 1997 年（平成 9 年）連載「人生の午後を愉しむ法」の一番（8 月号）に、“熟

年なんでも「探求クラブ」に学べ”を約 3,000 字（6 頁）に熱く語った本人だ。

願ったりかなったりで、ぜひご登場いただくことになった。 

佐江氏とは、20 周年記念行事関係の当クラブスタッフが、お住いに近いパイニ

ー（ＰＩＮＹ）片瀬山本店で打ち合わせを行った。そこでは、会社人間から地域

人間というテーマ名も挙がった。地域では小さいので宇宙人間なんては、という

冗談を言いながらの和やかな会合だった。 

さて、お話しいただくパネリストをお願いするに当たっては、とにもかくにも、

当クラブから絶対に出さなければいけない、ということで、入会が比較的新しい田中章氏にこころよく

引き受けていただけた。司会には、20 周年委員会委員長の、やはり入会間もない小山和彦氏を指名した。

平岩多恵子鵠沼公民館長には、「いずれは現役を終えたときのご自分の身の振り方についてお考えでしょ

う。だがまだ早い。今のお立場から、自治行政のご見解をご披露ください」とお願いした。かつて当ク

ラブのリード役のお一人であった故蓑島禎男氏の奥様、蓑島登美子氏には当時のご主人の会社生活とク

ラブの活動を通しての日常生活のモデル事例のお話をお願いした。当クラブ以外の方では会社人間から

社会人間の証人として社会福祉協議会という幅広い事業で活動している三宅良介氏に、やや腰を引かれ

気味ながらもお受けいただいた。 

当クラブメンバーにとって、「公開パネルディスカッション」は自分たちが開催するのだが、おれたち

が味わっているこのクラブでの人間としての生き生き感や社会や地域へのおすそ分けの充実感を、世の

同世代の人びとに知らせ、分かち合うことなんだと開催期日が近づくにつれ意識された。 

メンバーは、友達のお友だちへチラシを配り、家の付近とか行きつけのお店にはポスターの貼付を頼

みなどして、みんなで来場者をお迎えした。藤沢市の労働会館、藤沢公民館と済美館を始め、近隣の片

瀬公民館、辻堂公民館にチラシとポスターを配った。開催期日の 2 週間前に丁度、遊行寺で開催される

伝統ある「遊行かぶき」の実行委員長佐江衆一氏が、「遊行かぶき」の会場で「公開パネルディスカッシ

ョン」のチラシを配るので、すぐに

送って欲しいとのうれしい電話を

いただいた。援軍来たるの思いであ

った。 

部会活動のひとときを写真にし

て壁一面に展示したのは、講演や発

表だけではなく、目で見てクラブの

活動の一端を分かっていただこう

と試みた。常に、説明の要員として

だれかが待機し、写真を指差し見学

者に向かって熱く語っていた。 

公民館のアンケートでの出席者のコメントのいくつか。 

● 人生の午後に向けて、「先ず、飛び込んでみる」そうやって生きて行きたい 

● 何かこれから挑戦しなくては、今日はいい時をありがとう 

● 先ずやる、実行しながら考えるやり方に賛成 

● 人は、居場所が家庭の他にあることが大事とわかった 

● 勇気を持って、新しいスペースに入ることの必要性を実感した 

● 社会人間になるためには“冒険”が必要 

● 社会に出てから何十年、本物の社会人間になりたい 
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20周年音楽祭：当代隠居考 

音楽祭も無事終了し、くげぬま探求クラブの 20年目も恙無く年の瀬を迎えることが出来そうです。 

50数人の当代の元気なご隠居が、一年間パネルデイスカッション、将棋イベント、バス旅行等々知恵

と体力を思う存分使って楽しみました。 

さて、音楽祭ですが、落語の「寝床」のご隠居は、自らの実力も

知らずに、強引に観客を集め，御簾のうちからわけの分らない義太

夫を唸りまくりますが、当代の元気で、生涯現役、但し社会人間と

して、を志す当クラブのご隠居連は、会場の皆様も巻き込んで楽し

い音楽祭を開催しました。何が楽しかったかというと、音楽祭実行

委員が同じ立場でいろいろな意見を出して、当クラブ以外の誰の助

けも借りずに、音楽祭を作り上げたことだと思います。 

例えば、第 3部のヤングハーツの曲は藤澤先生の編曲と指導をお

願いしましたが、これも長老実行委員の意見に、他の初老実行委員

が賛成したものです。ヤングハーツのこれからの可能性を広げる大きなアドバイスでした。 

音楽祭は、終わってみると、あれもすればよかった、あそこはこうすればよかったと、思うこともあ

りますが、でも全体としてよかった。これが、社会人間として当代のご隠居連に必要なことだと思いま

す。 

段々、同じことを将来経験する機会が少なくなってゆく年頃が隠居世代の宿命ですが、社会とささや

かながら関わりを持ちつつ自己実現を図る当クラブのイベントとして一つの先例が作れたと思います。 

一年間にわたって、実行委員としてお付き合いして頂いた方々、ご支援、ご協力を頂いた当クラブの

皆様、ヤングハーツ、ヤングブラザーズのゲストメンバーの皆様、平岩館長並びに公民館スタッフの皆

様に心から感謝申し上げます。 

鵙（もず）の声 昨夕（ゆふべ）の祭り 思ひ出し  青鳰才 

早朝の散歩で、今年初めての鵙を見かける。 

鳥類の囀りは音程がとれないが、これはむしろ人

間がわずか 500年ほど前に作った音階が、所詮、1億

5千万年の歴史を持つ鳥類の音を表現できないので、

鵙の凛とした声に暫し聞き惚れる。昨夜の音楽祭で、

今朝の鵙のように速贅をゲットできたのか。忸怩た

る思いの鵙との初出会い。 

 

クラブ短信 

１、20周年記念行事、タウンニュースで紹介される！  

“佐江衆一氏が講演”のタイトルで、11 月 9 日のパネルディスカッション開催が、タウンニュース藤沢

版 11 月 1 日号で紹介された。記事は、くげぬま探求クラブ創立 20 周年記念行事の公開パネルディスカ

ッション“会社人間から社会人間へ”で始まり、講演内容にも触れられていた。当日は、佐江先生の人

気もあり予定した席がほぼ埋まる盛況のうちに無事終了し、先生を交えての懇親会も大いに盛り上がっ

た。 （20周年記念行事実行委員会・世話人会） 

２、秋晴れの下の公園愛護活動  

10月 30日、藤が谷公園では春の花植えに続き、鵠沼ルーテル幼稚園児と楽しく賑やかな花壇づくりが行

われた。寒さに強い、パンジー、ビオラなど色とりどりのきれいな花壇が誕生し子どもたちも拍手。ま

た、鵠沼松が岡公園では 20 周年記念に樹名板設置を検討していたが、クラブ 15 周年で植えたハナモモ

が枯死状態のため、20周年を機にソメイヨシノを記念植樹することとした。 

（藤が谷公園・松が岡公園両公園愛護会） 

３、鵠沼のサンタ村は今年も大忙し！  

フィンランドの本家サンタ村の冬の季節は、世界中の子どもたちの期待に応えるべくサンタの手紙発送

に大忙しの毎日だそうだが、我が探求村のサンタクロースは手紙ではなく子どもたちの笑顔に会いに行

く。今年も、12月 3日の「ももっこ」に始まり 16日の鵠洋児童館まで 5回の出前があり、探求村サンタ

たちは子どもたちの本物の笑顔に出会い沢山の元気を貰うことができた。 

（子どもと遊ぶ会・クラブ有志） 
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年頭に当たり、今年の年男の抱負を投稿していただきました。午年生まれは 3人です。 

今を生きる 

昭和 17年生まれの 71歳、元来平凡だった体力、知力、気力にどっと問題が出てきた◆朝、ひげを剃

るたびに顔のシミが目に入り、顔や首の乾燥肌、足のひび割れと、今や身体じゅう、経年劣化が我がも

の顔にまかり通る。もの忘れの中で生きるようになり、土地や人の名前など言いたい事が出てこず、知

力は自信喪失。ストレスには耐えられず、嫌なものは迷いなく避け、テレビを見ていてもいじめの場面

などになるとチャンネルを変える気力の無さ◆6回目の年男の私は、何とか低空飛行でも三力を保つべく、

日々報われる事の少ない努力を続ける◆10 年前、最後の冒険と鵠沼に移ってきて、新しい生活に入った。

稼ぐことを辞めた者には、「きょういく」（今日行く所）と「きょうよう」（今日する用事）が必要だ

と言う。くげぬま探求クラブに入会し 8年、地域活動や、ヤンブラ、探訪、健康部会などに参加し楽し

んでいる。他のボランティア、学習支援では苦手な幾何なども生徒と一緒に考え、頭の体操をしている。

会社仲間とはゴルフ中心の付き合いだが、懐かしい青春時代に戻れる学友との会食が増えてきた◆この

頃、毎日何かあるのもしんどくなって来た。ちょっと無理をすると腰に来る、膝がやられ肘が痛む。適

度に、ぼやっと一日過ごしたいと思うのはやはり年か◆自由に行動できるのだから、元気なうちに精々

行きたいところに行き、やりたいことをしよう。先延ばしにする時間的余裕はないのだから、実行する

のは「今でしょう」。残りの人生、一生懸命楽しんで、加齢と上手く付き合っていこう。みなさんにこ

れからも迷惑を掛けるだろうが、お付き合いをお願いしよう◆先ずは、東京オリンピックぐらいは元気

に見たい。 

あきらめを知らない年男の夢 

テレビコマーシャルで中年の建築家の父娘がキャンプをしながら、夢について話し合うシーンで、父

親が娘の夢について聞いた後、娘から「お父さんの夢は何？」と聞かれ、父親は「お父さんはもう・・・」

と返事に詰まる場面がある。 

くげぬま探求クラブに入れていただき、活動的で元気な先輩諸氏に囲まれて活動してきたので、今ま

で世間一般でいわれるような高齢者としての肉体的・精神的な年齢を感じないまま過ごしてきた。それ

なりに毎日楽しく、元気に有意義に過ごしてきたし、あらためて自分の“夢”をはっきりと定めて行動

してきたことはなかった。 

7回目の午年にあたり、自分なりの“夢”を決めることにした。 

それは「40 年もプレイし続けているのに思うように上手にならない、力でボールを打ちに行き、飛ば

しにこだわってきたゴルフを見直し、もう少し上手に、良いスコアでプレイできるようになること」。 

今まで集め、読み込んできたゴルフの入門・基本の書籍を取り出して読み返し、グリップ、スタンス、

ポスチャー、スイング、体重移動、タイミングなど自分のプレイの全てを見直していこうと思っている。 

長年、自己流のゴルフが体に染み付いているので、簡単には、また最終的に直らないかもしれないが、

それでも一歩一歩試しながら。 

若い頃と比べ体力、柔軟性や感性ではかなわないことはあろうが、そこは小技・戦術を駆使し、体に

負担の少ないプレイなど対抗措置も考えている。 

いつまでも、自分なりの“夢”を定め、それをかなえようと努力し続けていくことがこれからの人生

を過ごしていく上で大切なことと思っている。 

人の輪を大切に 

早いものでついこの間古希のお祝いをしたと思ったらもう今年は歳男である。 

先日病院で医者からＣＴ画面を見ながら「あなたの年なら普通 92歳まで生きられる。そのためにはこの内

臓脂肪を減らしなさい」と言われた。3 年後は後期高齢者になり、5 年後は喜寿、6 年後は東京オリンピック

がある。それまで元気でいるためには内臓脂肪の減量が必要なようだ。 

会社を退職して社会人間になってから 10年経ったが、振り返ってみると結構忙しく過ごしてきた。即ち佐

江衆一先生の講演にあった「きょういく（今日行く）」、「きょうよう（今日用）」のある生活が送れてきたと

思う。 （次ページにつづく） 
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退職と共に藤沢市に住み、市の生涯学習大学（2年間）に入学し、同じような環境の人達と今後の生き方に

ついて勉強、議論をした。その中の 3 人の仲間と学校支援ボランティアグループを立ち上げた。今でも図書

ボランティア、中学校の補助授業、県中央児童相談所の学習指導、外国人の子どもの学習指導等 6 人の仲間

で活動を続けている。 

また、学校に地域住民の力をより一層活用できる制度を導入するために市の教育委員会の臨時職員として 3

年間勤務し、市職員、教職員、学校ボランティア、3者連携等沢山の人達と知り合えた。 

生涯学習大学での仲間からくげぬま探求クラブを紹介され、さらに人の輪が広がった。最近は大きな手術

を 2 回受けたこともあり、なかなか諸活動に参加ができなくなってしまった。体力を回復させるとともに内

臓脂肪を減らし、部会活動、ボランティア活動を継続しながら今までに培った貴重な人との輪を大切にしさ

らに拡大していきたいと思っている。 

 

世話人だより 

私の会社人間から社会人間 

今、岡山行きの新幹線の中でこの「世話人だより」用の原稿を書いている。 

会社人間時代に阿蘇山のふもとにある工場に 7年間勤務した事があり、その時の仲間 20名と小豆

島へ 1 泊 2 日の旅をすることとなり集合場所である岡山駅に向かっている。「昔馴染みの会」と適

当な名前を付け毎年１回旅行しているのだが、このメンバーを見てみると私が直接知っていた人は 8

名のみである。 

なぜこのようになったのかはくげぬま探求クラブへ入会した理由とも関係がある。 

先日もある世話人から「なぜそんなに遊ぶことが多いのか」と呆れられたり、新しく入られた会

員からは「なぜそんなに頻繁に東京から来るのか」としばしば聞かれるので私のことについて書い

てみる。 

それは定年を迎えた直後にゴルフに行った時、先輩から「ゴルフを続けてやりたいなら 1 組 4 名

の枠があるから 4名、8名と固まったグループに入るのは難しい。やりたければ自分でグループを作

れ」と言うものでした。また「一度断ると次からは誘われないぞ」とも言われた。 

それほどゴルフをやりたかった訳でもなく、元来あまり積極的でない私は、「誘って頂ける事が

あれば 」と決心した。 

そんな時に鵠生園へ手伝いに行っていた女房からくげぬま探求クラブの活動を聞き、是非入会し

ろと後ろから押され入会させてもらうこととなった（ヤングハーツ様々ですね）。 

その後東京へ転居致しましたがこんな楽しいクラブはないと思い、居続けさせてもらっている。 

当クラブ以外の遊びだが、冒頭で述べた「昔馴染みの会」は製造現場で製品の目視選別をしてい

た女性が中心で男女半々程度のグループであるが、私が参加するようになったきっかけは 5 年前に

このグループが箱根旅行を計画し、当時関東に住んでいた私に計画及び案内を頼んできたことが始

まり。参加してみると楽しい会であるし、その後も誘ってくれるのでずるずると毎年参加している。 

またゴルフは先輩の言いつけを守っていたら毎月開催するグループが 3 組＋不定期開催数件とな

り満杯状態になっている。 

そのほかに、住んでいるマンション関係では理事（2 年間で辞めた）、ウオーキンググループ(月

1 回)、高齢者との繋がりの会（月 1 回）、品川区消費者センターが主催するおもちゃの病院（毎土

曜日）、ＯＢ会の世話人、女房と約束の海外旅行年 1 回 等々半分ボランティアの遊びを楽しんで

いる。―― ―― 

社会人間のつもりになってから 6 年半経ったが、行事が多くなりすぎて断る事も目立ってきた。

当クラブの行事に支障をきたす事もあり、年齢と相談しながら整理して行く必要があるかなと思う

この頃である。 
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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 53名になりました 

平田篤男さん 

秋晴れのある朝に自宅から川沿いの目

と鼻の先の公園を散歩していると、熱心に

清掃をしているグループとよく出会いま

す。 多分、市から請け負っている人材セ

ンターの清掃員だとずっと思っておりました

(失礼しました）。 

花壇には春秋の季節になると色鮮やかな花が植

えられ、公園全体が一段と明るい雰囲気に包まれ

ます。その中では、子供たちの歓声、近所の人達

の立ち話や静かに本を読む人など様々で公園をよ

く利用する者にとって大変有り難いと思っており

ました。 

この公園を定期的に清掃、花植えなど面倒を見

ているのがくげぬま探求クラブの藤が谷公園愛護

会の有志の皆さんであることを知ったのはつい最

近のことでした。 

公園の清掃や花壇作り？それは簡単に聞

こえるかも知れませんが、年間を通じて継

続して行うことは大変なことだと思いま

す。地元の公園を愛し、よりよい環境にし

てゆく愛護会の活動を知り、同じ自治会で

役員をされている長谷川さんの紹介でさっ

そく入会させていただきました。 

二年半前になりますが、職場をリタイアしてか

らそれまでの勤め先の時間の束縛から自由になっ

て、自分の一番好きなこと、やっていて楽しいこ

と、継続していて飽きないこと、心地よい疲労が

生まれ充実感を味わえることなど、この中の一つ

でも味わえればいいと思っています。でも、いく

ら力んだところでたいしたことができる訳ではな

いので、あるがままお手伝いできる範囲の公園清

掃、花植えからスタートしたいと思っております。 

どうぞよろしくお願い申しあげます。

 

米倉貞敏さん 

昭和 18年 3月生まれの 70歳です。 

出身地は長野県上田市です。毎月お墓参

り行くのを楽しんでいます。 

趣味は歌ですが音痴です。楽器の演奏はダ

メです。 

教科書に出て来る唱歌の様な曲が好きです。 

今はシューベルトの「菩提樹」を歌って

います。もちろん日本語で。 

将来はドイツ語で、なんって夢を見てい

ます。 

酒は大好きですがカラオケは嫌いで逃

げています。 

芸が無いですが宜しくお願いします。 

佐々木和彦さん 

昭和 21年生まれです。香川県高松市で高

校卒業まで育ち、その後大学入学で上京し

ました。昭和 45年に某保険会社に就職し爾

来およそ 40年間勤務し、平成 21年 6月に退

任しました。それから 4年あまり現在まで素浪人

生活で無聊の日々を送っている次第です。趣味は

麻雀、歴史探訪、ドライブ、サイクリングなどで

麻雀を除けば体を動かしている方が性に合ってい

るようです。 

こうした毎日を過ごす中で 

・愛犬の散歩で行く鵠沼松が岡公園の清掃をされ

ている方々 

・孫のおもちゃが壊れ「おもちゃの病院」で修理

をしていただいた方々 

・公民館まつりで古本市、屋台などで活動されて

いる方々 

に興味があり、どんな団体の方々なんだろうと常

づね思っていました。 

偶々この 10月に古本市で「会員募集」のチラシ

を見て「くげぬま探求クラブ」を知りました。今

迄は上記の方々は別々のボランティアグ

ループかと思っていましたが、ひとつの団

体で多岐に亘る活動をしていることを知

り本当に驚きました。この鵠沼には優しく、

気高い精神を持っている人々が多くいる

ことをあらためて知らされました。当クラブ

加入の動機はまさしくこの事でした。私も仲間に

加えて頂ければと思い応募しました。 

10月末、池田代表と世話人の方々との面接、11

月例会での承認など久しぶりに快い緊張感を思い

出しました。 

私のいた保険業界は転勤が多く、私も大阪をス

タートに東京、仙台、札幌、名古屋、そしてまた

東京と全国主要都市を廻って来ました。そして感

じたことは「鵠沼」ほど素晴らしい人と環境の町

はないということでした。鵠沼に住んで 30年（単

身赴任で 8年不在でした）になりますが、地域の

ためになにかお役に立てるような、クラブ憲章に

いう「社会人間」になれるよう努めたいと思いま

す。 

誠に非力でご迷惑をおかけすることもあるかと

思いますが今後ともよろしくお願い致します。 
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鵠沼地区公民館まつり 

永年、焼きいもの師匠として努めて来られた加藤さんが退会し、今回初めて師匠のいない作業となっ

た。焼き芋は、小石の中に芋を入れて焼くのが一般的

であるが、クラブの焼き芋は石の中に水を入れその上

に芋を置き焼き蒸す方式だ。これを加藤方式と呼ぼう。 

ホクホク感に若干欠けるが、甘味が出てしっとりや

わらかく特に高齢者にはなぜか評判が良い。今年の芋

は茨城産の紅まさり、天候に恵まれ出来は良好。 

製造部門は小山世話人、大野（伴）さん、山田を含

め、黒川さん指導の下、実技特訓の成果でこれからは

自信満々。また販売部門は杉山さん、佐藤さん、西野

さん、高橋が精力的に呼び込み、列が出来るほど盛況

であった。 

初日は好天に恵まれたが肌寒く、暖かい焼き芋は大

変喜ばれた。日曜日は雨と予想し当初の４釜を焼く予

定が、製造部門の判断で５釜に増やし全て売りつくした。 

案の定翌日は大雨で来訪者も非常に少なく朝の１釜で終了。売店では客が少ないので場内出張販売を

行う。杉山さんの顔と高橋の押しで何とか売りつくす。 

値引きは一切おこなわず、OK スーパー対抗価格１００円を維持、会計は大野（忠）さん、北岡さんが

担当し銭あわせご苦労さんでした。 

残った芋（生）５箱は小山さんが、引き取り先を見つけこれまた完売。 

終了後、雨の中使用した釜を綺麗に洗い流す作業は経験した者でないとわからない苦労があるが愚痴

ひとつ言わず現状復帰、見事なチームワークであった。 

最後に毎年燃料のまきを調達いただいている社協連の北島さん、囲碁将棋グループから友情応援をい

ただいた五島さんに感謝申し上げたい。 

例年通り、色付けコマ 50 円、輪ゴム鉄砲 50 円、竹笛 30 円で販売。販売途中で欠品しないように長谷

川工房を借用し 2 日間にわたって十分な事前準備をした。 

例年とは変えて今年は完成品を売らずに、子ども達に

手作りの楽しさを知ってもらうように自分で作ってもら

うことにした。竹笛がうまく鳴った時、輪ゴム鉄砲が出

来て的に当たった時、色付けコマを回してきれいな色に

なった時の子どもの嬉しそうな顔が最高。手作りの面白

さを実感してもらったと思う。 

初日は寒く強風が吹きサンプルのおもちゃが吹き飛ば

されてしまうような大変な一日だった。寒さに加え小学

校の運動会とも日程が重なり例年に比べて子どもの数が

少なかった。 

2 日目に期待したが残念ながら雨天で中止。長い歴史

の中で最初から雨天で中止になったのは 2 回目とのこと。 

結果として最終の販売量は例年の 4 割程度に終わった。売れ残り分は次回以降の活動時に活用するこ

とになる。 

「お土産に買って帰りたい」、「作る時間がない」との理由で完成サンプル品を買っていくお客もボチ

ボチおり、急いで竹笛、輪ゴム鉄砲の完成品を作り足した。それなりの数を準備しておく必要がある。 

手作りおもちゃには 11名のクラブ員が参加したがベテランと新人とがうまく組み合わさって運用がで

きた。 

２日目は雨だったため翌月曜日に都合のつくクラブ員で後片付けを行った。 
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くげぬま探求クラブの鵠っ子囲碁・将棋ルーム部会が担当した公民館まつりの「囲碁・将棋」コーナ

ーは第一駐車場の一角に設けられた。祭り開催の前々日に行われたテント設営では河村部会長の指示に

より、囲碁・将棋コーナーのテント横に例年と同様に 4メートルほどのスペースを確保した。このスペ

ースにはテント内に置ききれないテーブルとイスが

設置された。対局のスペースはテント内 8面、テン

ト外 2面であった。 

初日、まつり開始早々は客足が遅く閑散としてい

たので、部会員同士が呼び水となるべくデモ対局な

どを行っていたが、次第に来訪者が増え、午前中に

はテント横の席まで満杯になった。小学生高学年男

子が多かったが、女子や大人も参加していた。大盛

況であった。公民館まつりにはほかに多数の興味を

引くコーナーがあったにもかかわらず少年たちはよ

く集まってくれたと思う。 

脇から熱心に対局を観戦している客もあり、関心

の高さをうかがわせた。先般の「佐藤康光九段の講演と指導対局」のイベントなどの効果もあったかも

しれない。「囲碁ってどうやるんですか？」と尋ねてきた子供に対しては、部員が碁石を並べて親切に基

礎的なルールを教えたりして、なごやかな風景であった。 

2日目は台風の余波で朝からあいにくの風雨となり、テント内のテーブルも濡れてしまい、とても対局

できる状況ではなく中止となった。 

鵠沼地区公民館まつりの看板行事である古本市を一昨年初めて受付、販売から撤収までを体験し昨年

はまた担当世話人として重責を担いました。 

まずは例年通り本の受付です。8 日間に亘り延べ

103 名のクラブ員が連日駆けつけ、323 名の方々から

総数１万１千冊あまりを受付けました。まだまだ真新

しい本や、更には大きな袋に何十冊もの本を抱えて持

って来られ、感謝、感謝であります。 

次は販売日の一週間前のそれらの本の整理、陳列で

す。さすが 10 数年携わってこられたクラブ員もいて

それぞれ培われたノウハウにより準備は整いました。 

さあ、いよいよ販売初日です。聞いていたとおり開

場 30 分前には 100 名あまりの行列ができ、午前中の

会場内はかなりの混雑。10 名あまりのクラブ員と公

民館職員が販売ならびに袋詰めにてんてこ舞いの状

態でした。 

2日目も同じように実施しましたが生憎朝からの強い雨風のため客足は伸びず、両日で購買者数766名、

販売数 5,362冊、売上金 21万円余りで前年比、販売数 2割減、購買者数、売り上げとも 3割減の結果で

した。 

数字的には残念な結果に終わりましたが、購入者の方々の嬉しそうな顔を拝見して当行事に携わって

良かったと感じます。 

年々、本離れの感は否めませんが当行事の大半を担っている我がくげぬま探求クラブの知恵と体力、

総力を挙げて今年も来場者の方々の「良かった」の言葉を励みに頑張りたいと思います。 

 

  「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～ 
9月   September 

○例会 8日(土)  名 
○世話人会 ①2日(月)   ②30 日(月)6 名 
○くぐひ編集部 20 日(金)7 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 8 日(日)11 名 
○藤が谷公園愛護会 22日(日)4+1名  15日の定例活
動日が台風の接近で 1週間延期。ルーテル幼稚園
長の参加も得て台風の後片付け 

○ヤングハーツ ①8月 29日(木)21名 定例練習 ②4
日(水)26 名 敬老会の予行演習 ③12日(木)10 名 
みどりの園 ④18日(水)24名 敬老会（秩父宮武道
館）400人以上の観客⑤20日(金)13名 藤沢病院 ⑥
24(火)日 17 名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①8日(日)12 名 来院 23 名 新患
22 件 ②22 日(日)11 名 来院 18 名 新患 8 件 

○子どもと遊ぶ会 14 日(土)5 名、子供 15名 板紙か
くし絵 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 台風接近により中止 
○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 21 日(土)11 名 
○健康部会 27～28日(水)22+3名 20周年記念行事で
八ヶ岳山麓へバス旅行 

○探訪部会 17 日(火)7 名 相模新西国三十三観音霊
場巡り（その 5 ・秦野地域） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 8 日(日)7 名 雨中で長葱に追肥。大根の
種をまく 

○談話室 敬老祝賀会と重なったため中止 
○スケッチ部会 中止 
○デジタル情報部会 23日(月)13名 Windows 2014年
問題など 

○ヤングブラザーズ ①13日(金)10+12 定例練習 ②
28 日(土)10+11 名 

○近代史を語る会 12 日(木)10+4 名 明治時代第 27
回「日露戦争」その 1 

○企業研究部会 27日(金)22+3名 20周年記念行事バ
ス旅行の一環としてシャトー勝沼のワイン工場見
学 

○なつかしの名盤愛好会 
○俳句の部会「似歌会」10 日(火) 8+1 名 兼題「露」
「声」 

 「声」が難しかった 

  10月  October 

○例会 5日(土) 出席 35名  
○世話人会 28 日(月) 6名 
○くぐひ編集部 18 日（金）10 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 6日(日)7名 前月の台風に
よる流砂除去作業など 

○藤が谷公園愛護会①13日(日)6+2 名 ②31 日 10名 
  幼稚園の子どもたちと秋の花植え 
○ヤングハーツ ①2 日(水)19 名 練習 ②8 日(火)13
名 大ホールで音のバランスチェック ③9日
(水)10名 みどりの園 ④18日 11名 藤沢病院⑤20
日(日)公民館まつり出演 ⑥22日(火)16名 鵠生園   

○おもちゃの病院 ①13日(日)9 名 来院 11 名 新患
16 件 ②27 日(日)13 名 来院 12 名 新患 9 件 

○子どもと遊ぶ会 12 日（土）4 名,子ども 9名「折
り紙での月見と厚紙のはねカエル」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日(土)公民館まつり 
○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 公民館まつりの打上げ 

○健康部会 休会 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 休会 
○談話室 16 日(水)3名  
○スケッチ部会 休会  
○デジタル情報部会 28日(月)9+3名 3Ｄプリンター
の仕組みと応用 

○ヤングブラザーズ ①11日（金)9+13 名 ②17 日
(木)9+12 名 公民館まつりリハーサル ③20 日
(日)10+12 名 公民館まつり公演 ④26 日(土)台風
の影響で中止 

○近代史を語る会 10 日(木)10+5 名  明治時代第 28
回「日露戦争」その 2 

○企業研究部会 23 日(水)12+2 名 第 100回特別企
画としてデンマーク大使館訪問 

○なつかしの名盤愛好会   
○俳句の部会「似歌会」8日(火)7+1 名  久し振り
の吟行「ふじの寿司」兼題「菊」「旅」 

 

11月   November 

○例会 2日(土) 37名 
○世話人会  
○くぐひ編集部 15 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護 3日(日)11 名 前日の大雨で
大量の土砂が流れ出て作業難航する 

○藤が谷公園愛護会 10日(日)9 名  
○ヤングハーツ ①6 日 19名 定例練習 ②8日 21 名 
公民館大ホールでヤンブラと音楽祭予行演習 11名 
③13 日 11 名 みどりの園訪問 ④18日 17 名 藤沢
病院 ⑤26日 12 名 鵠生園訪問 

○おもちゃの病院 ①10日(日)13名 来院 16名 新患
10 件 ②24 日(日)9 名 来院 29 名 新患 16 件 

○子どもと遊ぶ会 休会 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日(日)9+1 名 囲碁 0
名 将棋 8名 保護者 3 名 囲碁同好会 3 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)11 名  ボーリング部会の立上
げの話あり 

○健康部会 22 日(土)10+4 名 森林公園～フラワー
センター大船植物園散策 

○探訪部会 19 日(火)6 名 坂東三十三観音霊場巡り
（十四番札所 弘明寺 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 3日(日)6名 葱に追肥 12月いっぱいで
作業完了して返還 

○談話室 20 日(水)9名 防災についての研究会があ
ってもいいのでは、との提案あり 

○スケッチ部会 21 日(木)3 名 慶応藤沢キャンパス
で久し振りの屋外スケッチ  

○デジタル情報部会 25日(月)13+3 名  
○ヤングブラザーズ ①8日(金)9+11 大音楽祭リハ
ーサル ②17日(日)9+6名 大音楽祭リハーサル ③
23 日(土)9+11 名 定例練習 ④30 日(土)9+10名大
音楽祭 

○近代史を語る会 14 日(木)10+5 名  明治時代第 29
回「日露戦争」その 3 

○企業研究部会 28日(木)14+1名 ＡＮＡ羽田機体整
備工場見学 まじかで見るジャンボ機は迫力満点 

○なつかしの名盤愛好会  

○俳句の部会「似歌会」12日(火)9+1 名 高橋正路邸 
兼題「神無月」「食」 
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くげぬま探求クラブの暗黙の諒解事項 

 佐藤 恒夫 

佐江衆一さんは著書「不惑」でくげぬま探求クラブを紹介している。題は「熟年なんでも探求クラブ」。

佐江さんが当クラブを知ったきっかけは、当時(1990年ごろ)鵠沼海岸に計画されていた「湘南なぎさブ

ラン」に反対運動が起こったときである。「湘南の自然とともに生きる会」が結成され、その会の代表に

佐江さんが推され、事務局長は当会員(当時)の Sさんだった。反対運動は盛り上がり、結局この計画は

県が見直しということで実質中止となる。 

ついでながらこの「湘南なぎさプラン」をもう少し紹介しておきたい。相模湾を望む片瀬海岸に約 200

億円の巨費を投じて「なぎさシティ」を造ろうという計画が進行していた。かけがえのない自然のなぎ

さを壊し、富士山から伊豆半島まで一望される景観を台無しにするハコモノを造ろうというものである。

ほとんどの湘南市民は反対だった。その時結成されたのが先ほどの「湘南の自然とともに生きる会」で

ある。会の幹事には若者もいるが定年後の人が何人かいて、会員はまたたく間に 800名を超えた。事務

局長の Sさんは大変だった。県知事始め県会議員、各市町村の長などに公開質問状を送り、更に陳情書

を提出する。何人かで議会を傍聴した。セミナーも開いた。第一回の講師は故井上ひさしさん、第二回

目は国際生態学センター研究所所長の宮脇昭さん。Sさんが事務局長でなかったらこの運動は成功しな

かったろう、と佐江さんは言っておられる。 

この運動を通じて佐江さんは当時の探求クラブ代表だった Kさん外何人かのクラブ員と知り合い「く

げぬま探求クラブ」を著書の中で紹介してくれたのである。この中で佐江さんは当クラブの暗黙の諒解

事項について次のように触れている。 

「探求クラブ」では政治と宗教、それに過去を持ち込まないことが暗黙の諒解事項になっている。こ

れは大事なことだ。・・・・メンバーには各分野の一流企業の役員や部長クラスだった人が多いから、

せっかく会社人間から自由な社会人間になったはずなのに過去の肩書きや権威をひけらかしては、これ

また会が妙な具合になる。そのへんのところは誰もがわきまえていて、クラブの目的は「社会人間を目

指し相互の研鑽と親睦を図りながら、ボランティア等の地域に役立つ活動を行う」である。 

私が当クラブに入会したとき、その K代表からこれらの諒解事項をきかされ、この会なら腰をすえて

皆さんと一緒にやっていける、と思った。 
 

 

 

編集後記 屠蘇酌んで素直にいのち惜しみけり（多田納君城） 明けま

しておめでとうございます。今年も「くぐひ」発行にご協力のほどよろ

しくお願いいたします。2年前の衆議院選挙から始まって昨年 7月の参

議院選挙で国政の大勢が安定したとされたのか、アベノミクスは少なく

とも表面上は好調に推移し、世界各国でも評価されているようだ。しか

し円安、株高からスタートし、最近ではベースアップの声も聞かれるよ

うになってはいるが、この好調さにも大きな危うさは潜んでいる。日本

の努力だけではどうにもならないマーケットの力だ。この力を減殺する、

あるいは避けるとすれば中国のように経済活動のみならず情報全般を

国がコントロールしていくしかない。どちらを選択するかは国民の意思

次第だが、少なくともいろいろな選択肢をもっているだけ私達は恵まれ

ていると思う◆今号は「私こういうものです」の自己紹介者が 3人（本

当は 4人だが、12月入会の柳田さんは紙面の都合で 77号に回ってもら

った）、他に多くのイベントがあったおかげで 10ページに増頁と嬉しい

結果になった。昨年も多くの新しいメンバーを迎えることができたが、

ここ数年でメンバーは急増し、そうした中で活動年代の交替が実感され

た１年だった。今年は一層エネルギーに満ちた活動が期待され、地域の

中でもおおいに存在感を高めることだろう◆11月 30日の大音楽祭は成

功裏に終わり、習作展から始まった当クラブの 20 周年記念行事の大イ

ベントは終了した。公民館という公の機関を共催事業という形で巻き込

んだいくつかのイベントが成功したのも、「20周年委員会」の緻密な計

画と交渉能力によるものが大きいが、一番の成功原因は、この間、多く

のメンバーが熱心に取り組んだことである。その模様はこの 76 号にも

「会社人間から社会人間へ」シンポジウム、大音楽祭が記録されている. 

（巳の刻） 

 


