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一般的にボランティアという言葉は今日の社会においてはあらゆるジャンルで見聞きし

ない時はありません。それほど私たちはこの言葉に慣れ親しんでいますが、その活動は実に

多種多様であります。特に日本では先の阪神淡路大震災に多くの人々が被災地に駆けつけた

ことからボランティアの元年と呼ばれ、震災が発生した 1 月 17 日を「防災とボランティア

の日」としている。それ以前にも災害時に多くの人々が支援や救助にボランティアとして活

躍していますし、現在も東日本大震災の地に赴き活動している方々も多く居られることは周

知のことです。 

しかし、「ボランティア」という言葉の意味は説明が難しいのではないでしょうか。それ

は個々の人間の価値観に依存しているので人によって定義が異なります。通常「ボランティ

ア」を英語の辞書で見ますと、「志願兵、篤志家、人の嫌がることをする人」、「自発的無償

行為者」等の意味に訳されています。 

欧米においてはキリスト教の理念に基づいて「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」

との「隣人愛」によってこのボランティア精神があり、古い時代から他を援護する活動が根

付いています。 

神戸シルバーカレッジでは「再び学んで他のために」を目指して高齢者の豊富な経験・知

識・技能をさらに高め、その成果を社会に還元するため学習することを目的として多くの人

が学んでいます。 

同校のＯＢでＮＰＯ法人“わ”を設立して幅広い活動をしています。また、卒業すると其々

の生活している地域でグループを組み地域に密着したボランティアを展開しています。 

私たちは大きなボランティアは出来ませんが、日常生活の中で小さなボランティアは誰で

も出来ると思っています。聖書の中に「自分のことばかりでなく他の人を思いやりなさい」

とありますが、人は誰しも人を思いやる心があり、他人に対して親切な行動を起こす力を持

っているからです。手前みそになりおこがましいのですが、私は常にバンドエイドを所持し

ています。子供が転んで小さな傷ならば、これが結構役立ちます。駅や道でちょっとした助

けを必要としている人がいれば手を差し伸べることに心掛けています。 

現在私は鵠沼ボランティアセンター「ささえ」で下足番のお手伝いをさせて頂いています

が、ここでもプチボラと称して小さな事から出来ることを支援していく姿勢で活動を進めて

います。 

くげぬま探求クラブの其々の部会では旺盛なボランティア精神を持って活動されているこ

とに深く感銘しています。今後もこれまで積み重ねてきた知識、経験を生かして社会に貢献

していくクラブであることを願っています。 
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20周年記念行事を振り返る 

平成 25年 6月、くげぬま探求クラブは創立 20周年を迎え、6月 2日から最初の記念行事、習作展が

始まった。遡ること 1年前の平成 24年 5月、「20周年記念行事委員会」（略称：20周年委員会）が発

足し、準備がスタートした。行事は委員会提案の他各部会、会員個人からも提案を募りヒアリングを

経て最終案を策定、25年 1月例会で委員提案行事 4件、部会・個人提案 7件の計 11行事が決定された。 

鈴木（勝）委員を中心にスケッチ部会が担当した。出展は絵画、版画、写真、木工、楽器、模型、

俳句など実に 34点に及ぶ力作が集まり、アコレードの展示スペースを埋め尽くした。 

クラブ創立の動きが 20年前の 6月であったことからこの時期に祝賀会を行うこととした。メンバー

の他、関係者、退会者等 58名が参加して行われた。代表挨拶、歴代代表一同による乾杯、平岩センタ

ー長のメッセージ、来賓の祝辞、創立メンバーの紹介のあと、サックス演奏、ヤングハーツ、ハーモ

ニカソロなどの余興で楽しみ盛況のうちに終わった。 

クラブの理念を表わす憲章を制定。5項目からなる憲章が制定された。 

鵠沼公民館との共催行事第 1弾。佐藤九段による講演、子供達を一同に集めての多面差し指導対局

などが行われ、来場者 60名強、対局児童 36名が集まった。初めて見る多面差し対局には来場者一同

感嘆の声を上げ、皆さんに満足していただける行事となった。当日の模様は「タウンニュース 8月 23

日号藤沢版」に掲載された。 

企業研究部会と健康部会からそれぞれ上がった提案を一つにして行事とした。 会員 23名、ゲスト 2

名の 25名にて実施された。一日目は清里でのウォーキングの後、市の八ヶ岳野外体験教室にて一泊。

二日目は松本市内、山梨でブドウ狩り、ワイナリー見学。さらに帰路のバス車中での似歌会主催の大

句会など二日間にわたる盛り沢山の企画は記念にふさわしい行事となった。 

公民館との共催行事第 2弾。第 1部は講演「午後の人生の送り方」、第 2部は「会社人間から社会人

間へ」をテーマにした公開パネルディスカッションを行った。また、クラブ活動のＰＲとしてパネル

展示も行った。来場者は 110名を超える盛況となった。また、来場者から複数のクラブ入会者も出た。

パネルディスカッションの時間がやや短かったという反省はあるが成功したと言えよう。 

公民館との共催行事第 3弾。複数の部会・個人提案を一つにまとめて合同で実施することとなった。 

第 1部はヤングハーツが普段のボランティア活動を再現しながらの演奏、第 2部はヤングブラザー

ズのコーラス、第 3部は楽器演奏と歌で楽しんでいただいた。来場者は当初予想の 140名を超え、椅

子や歌詞カードの対応に追われるなどしたがアンケート結果からも成功裡に終了したと言える。 

くげぬま探求クラブの活動の記録として 20年のあゆみの作成を行う。10周年時に作成の「10年の

あゆみ」を基に次の 10年のクラブ活動を記録し、併せて 20年の記録を作成する。冊子は手作り。 

クラブホームページのデザインを一新する。当面はトップページからとなる予定。 

鵠沼松が岡公園内樹木に樹名を書いた札をつける予定であったが、後に記念樹としてのソメイヨシ

ノを植樹することに変更となった。 

 （次ページ下につづく） 
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当代隠居考その２-海外ロングステイ考 

くぐひ新年号で、昨年 11 月 30 日に開催した音

楽祭について当代隠居のあり方について一考して

みたので、今回はその続編をお送りしたいと思い

ます。 

くげぬま探求クラブ 55 名のご隠居の皆様共通

の関心事の一つに海外ロングステイがあると思い

ます。今回は、その中で最も人気があるマレーシ

アのキャメロンハイランドの事情について少しご

案内してみたいと思います（2011年の頃の事情で

す）。 

キャメロンハイランドは、マレーシアの首都の

クアラルンプールから 200KM ほど北にある標高

1500Mほどの高原リゾート地です。日本で言うと、

蓼科高原の奥の高度です。北緯 5 度ほどに位置し

ているので、クアラルンプールなど平地は毎日 30

度を超える暑さなのですが、キャメロンでは、15

度から 25 度くらいで気候の面では日本人にとっ

て過ごし易いといえます。小生が滞在した 1月、2

月、8 月などは日本では寒さ、暑さが隠居の身に

は応えますがキャメロンでは快適に過ごせます。 

一口にキャメロンハイランドといっても、大小

20の町、村、部落から成り立っていて、端から端

までは 50KMくらい離れています。その中で、殆ど

の日本人が滞在しているのがタナラタです。ここ

は、キャメロンの行政の中心地で市役所や警察署

などがあります。ここには、日本人が、小生の様

な 1、2 ヶ月の滞在者から、10 年以上も滞在して

いる家族を含めると、1 年の最盛期には大体 100

家族くらい、150人ほどの日本人がいるようです。 

タナラタと隣町のブリンチャンには、ホテル、

銀行、食堂、食料品店、雑貨店など一通りの店が

あり生活は日本食を含めて、全く不自由はありま

せん（但し良質なものはほとんど手に入りません）。 

物価は、クアラルンプールなどから比べるとか

なり安く、一人暮らしで 10,000 円で 10日から 15

日くらい賄えます。 

ホテルはピンキリですが１月単位では日本人が

多く利用するヘリテージホテルで 4,000RG（大体、

100,000 円ほど、朝食付き）くらいです。少し高

いので、中国系のマレー人が経営するアパートを

月ぎめで借ります。これもピンキリで 1,000RG か

ら 2,500RG位です。 

とにかく、契約というものが無いので、全て口

約束。鍵の受け渡しも適当。中には、旧正月など

最盛期には、二重貸しをして、アパートを一時追

い出されることもよくあります。 

気温が 15 度といっても体感的にはかなり涼し

いのですが、殆どのアパートには、バスが無くシ

ャワーだけです。また、家で洗濯をするという習

慣が無いようで、洗濯機も洗濯スペースもありま

せん。町の洗濯屋に 1 袋 100 円くらいで出すので

すが、とても汚いので、已むを得ず台所で洗濯し

ていました。ベランダが無いアパートが多くて洗

濯物を干す場所がありません。また、大体毎日雨

が降るので、かなり湿気があり、毛布などを干す

ことは無論出来ません。 

良いところは、なんと言っても治安が良いこと

です。マレーシアも都市部ではかなり治安が悪化

していて安心して郊外など一人歩きなど出来ない

ようですが、キャメロンでは、3 年間合計 6 ヶ月

ほど滞在した限りでは、危ない思いをしたことは

無く、また、親しい日本人が危難にあった話は聞

きませんでした。 

また、夜空がきれいで星がとても良く見えます。

南十字星以外にも沢山きれいな星座が浮かんでい

ます。ゴルフ場とテニスコートがあり、ゴルフは

1回 40RGくらいで出来るので日本人はよくやって

います。 

日本人は以前から色々と現地の人へのボランテ

ィア活動をしたり、現地の人も花の栽培など日本

向けのビジネスをしている人も多いので、概ね好

感をもたれているようです。 

今回は、比較的良い面だけをご案内しました。

興味のある方は是非例会時などお声を掛けて下さ

い。勿論ネガテイブな面も数多くあります。 

結論から言うと、キャメロンのロングステイは

お勧めできません。隠居は、冬はコタツで、夏は、

縁側で過ごすのが良いようです。 

 

 

（前ページからのつづき） 

鵠沼公民館敷地内にある 10周年記念樹の椥（なぎ）の木に説明板を追加するという個人からの提案

であったが剪定されてしまい今回は見送りとなった。 

委員会発足からほぼ 1年にわたる準備期間を経て、くげぬま探求クラブ全員で力を合わせて各行事

の準備、運営を行うことができた。クラブメンバーの経験と持てるノウハウの惜しみない提供こそが

最大の成功要因であった。また、公民館との三つの共催行事では地域にも一定の貢献ができたと同時

に当クラブの存在意義を高めた。 
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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 55名になりました 

柳田敏雄さん 

1944年 6月 15日生まれ。 

11 月例会で御承認頂きました柳田です。 

大阪に生まれて直ぐ鵠沼に引っ越して

以来、何回かの短期転勤を経験しましたが、

合わせて 60 数年間にわたりこの地で暮らし

て来ました。 

学校も幼稚園から高校まで過ごした地元っ子で

すが、その割には鵠沼にお住まいの方々を良く存

じ上げて居らず、人生の先輩諸兄が集まっておら

れるくげぬま探求クラブに入会して、皆様と有意

義で楽しい時間を過ごしたいと願って居ります。 

クラブ入会はご近所の河村さんからの熱心なお

誘いと、テニス仲間だった故・西元さんが

当クラブに所属されていたこと、更に先日

開催された作家・佐江衆一先生講演の「挑

戦してから考えよう・午後の人生の送り方」

内で ≪5 年毎に目標を立てて、先ずはや

ってみる≫ との講演内容に後押しされ

たことでした。 

趣味は永年の割には一向に上達しないから挑戦

し続けると自分に言い聞かせているゴルフと、こ

れも健康目的のテニス、更にプランター家庭菜園

と言ったところですが、今後の生活には必要かと

ＰＣスキル・知識の向上も興味がありますので、

よろしくご指導のほどお願い致します。

関根次郎さん 

1941年 6月 18日生まれ。 

定年退職して早、10年以上になるが、一

体、私は｢社会人間｣になっているだろうか。

高齢少子化社会をむかえ、人と人との繋が

り、助け合いがいかに大切であることかを

再認識した。 

そんな時、鵠沼公民館でのボランティア講座を

受講、その一期生仲間とささやかな｢サポートボラ

ンティア｣をやっている。福祉の分野では鵠沼社協

のボランティアセンター｢ささえ｣の｢ふれあいタ

イム｣に参加している。また、視覚障害者の誘導ボ

ランティアや自閉症児の引率などもしてる。 

最近では、あの東日本大震災後に発足した

｢湘南一歩会｣のメンバーでもある。被災者

の写真をもとに色紙に似顔絵を画いて贈

る支援である。そのほか｢傾聴連絡会｣の会

員として高齢者によりそう傾聴活動で、少

しでも恩返しができればと思っている。 

一方、環境面では、ニエアル記念碑広場

公園の清掃や片瀬川左岸に芝桜を育成している

｢湘南の散歩道をきれいにする会｣、またその他ハ

マボウフウの保護運動の｢湘南みちくさクラブ｣な

どに加入、あれこれ雑用におわれている。 

ともあれ、鵠沼で生まれ育ち、この地を愛する

一市民として当｢くげぬま探求クラブ｣で｢人生の

午後を愉しむ｣ことができればうれしい。 

甘利紘さん 

1939年 6月 23日生まれ。 

鵠沼に小田原から転居して 28 年目にな

ります。今年６月にはめでたく後期高齢者

の仲間入りです。出勤しなくなって丸一年、

鵠沼海岸駅近く、一木通りに家内と二人で

住んでます。（子供 5人、孫 12人がいます） 

化学会社に 60歳定年まで、その後韓国の液晶パ

ネルメーカーで 12 年間勤務しました、直近の 25

年間の仕事はデジカメのイメージセンサーや液晶

画面のカラー化に必要なカラーフィルターの製造

技術指導をして来ました。 

趣味は、園芸といっても庭の手入れと花作りぐ

らいです。読書、本は友達と言いますが、片時も

離せませんね。図書館へ、通いつめてます。スポ

ーツは機能低下を嘆きながら、夏秋の登山、友人

や孫とのスキー、屋外 50mプールの水泳ぐらいで、

あとは江の島、富士山を見ながらの砂浜ウォ

ーキングです。 

くげぬま探求クラブは昨年末から見学

参加して、色々な部会を楽しませて頂いて

ます。多彩なメンバーとの交流は楽しいで

すね！今迄、地域の方々との交流が全く無

かったので、全てが新鮮です。 

「鵠沼松が岡公園愛護会」 我が家の庭同然

ですから頑張ります。とりあえずは“アジサイ”

で彩りを添えたいですね。 

「おもちゃの病院」 大好きですが、自分の技術

で大丈夫か不安です。先輩方の道具箱の充実に圧

倒されてます。 

健康、探訪、企業研等のアウトドアー活動は楽

しいですね。サロン、デジタル等の活動も、多彩

な皆様の発表、発言が大変魅力的です。今後とも

よろしくご指導下さい。 
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復活した「談話室」 

くぐひの記録を紐解き「談話室」の歴史の一端を拝読。平成 8 年、ということはくげぬま探求クラブ

が発足して程無く、同じ思いの同志（磯川、杉山、北岡さん）の肝いりでスタートしたのが「談話室」

とのこと。 

この「談話室」は当初活況を呈していたが数年前から参加人数が減り存亡の危機を迎えていた時期に

確か鈴木（英）さんの掛け声に乗せられて？小山さんが部会長を引き受けられ当クラブでも歴史ある部

会が平成 24年 8月に再スタートし今では毎月 5名から 9名前後の参加者で今に至っている。最近の参加

者の顔ぶれは世話人（若手）が必ず 3，4人とＭさん、Ｋさん（長老）と（中堅）どころの何人かの方が

入れ替わり参加され勝手気ままに話をする、そして聞く。私も何故か毎回参加している。 

まじめにクラブのことから各自の趣味的なものが話題になったり、はたまた長老Ｍさんの青年期の海

岸でのグライダー飛行の経験談が披露されたりしている。Ｍさんと私は丁度 20年の歳の差があり亡き父

からの話を聴いている様である。 

そうそう本日、映画「永遠の０（ゼロ）」を観てきた。ご存知の方もおられると思いますが「ゼロ戦乗

りであった祖父の過去を探っていきその祖父が命がけで残したメッセージとは何か。現代に生きる孫は

その思いを受け取ることが出来るのか？」。人間ドラマである。 

「談話室」での話を勝手にその映画にダブらせ、また父親への罪滅ぼしにこれからも大いに聞き役に

廻ろうと思う私である。 

またこの「談話室」は上述のよう色々な方の話が聞け、特に新規に入会された方にはその人となりが

判り更にクラブのことを横断的に把握できる良い機会であると思う。 

新規入会された方はまずこの「談話室」を覗かれることをお勧めしたい。 

新春ボウリング大会 

日時：平成 26年 1月 21日（火） 10：00～13：00 

場所：江の島ボウリングセンター 

くげぬま探求クラブ娯楽部会が担当する初めてのボウリング大会を 13名の参加で開催しました。競技はハ

ンディキャップなしの 2 ゲーム総合点数で競い成績は以下の通りです。皆さん 1 ゲーム目は、久しぶりのせ

いかなかなか点数が伸びない方が多かったですが、2ゲーム目は 150ピンアップを超えるなかなかの点数を出

す方が目立ちました。さすがボウリング全盛期を経験された方々、綺麗な投球フォームでどんどん成績を伸

ばしていくのを見て 1 ゲーム目トップの私、大野は大きな焦りを感じていました。ゲーム中はストライクや

スペアーを出す度、同じレーンや他のレーンのプレーヤーから拍手やハイタッチをするなど楽しくゲームを

行うことができました。ゲーム終了後のランチではビールで乾杯後に結果発表を行いました。 

優勝：大野（伴）303点 準優勝：鈴木（英）273点 第 3位：塩川 270点  

ブービー賞：谷村 ＸＸ点 

結果発表での参加者全員の個人コメントでは、ゲームの反省を言う方が多く次回は必ず成績アップを自分

に言い聞かせているものとなかなかの闘争心を感じました。このボウリング大会は年 2 回程度で継続してい

くことを参加者全員一致で決めました。今後ボウリング大会は「娯楽部会」が担当します。よってボウリン

グが上手、下手は度外視、遊び感覚重視の行事にしていきます。またボウリングは好きでも成績がなかなか

上がらない方でも面白く、エキサイティン

グな大会となるよう次回以降はハンディ

キャップを決めより闘争心をあおる大会

となるよう、また団体戦の採用など賞品を

取れるチャンスを多くなる企画を取り入

れていきます。次回は多数の参加者が集る

よう、都合がわるかった方も参加を是非お

願いします。また奥さん、お友達のゲスト

参加も大歓迎で、多くの方々との楽しいボ

ウリング大会としていければと思います。 
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新入会員と新年会 

昨年 12月にふと思ったのが、この 1年入会した人は何人いたのだろうかということであった。自分た

ちの時はまとめて 6 名同時に入会したのだったが、この 1 年は月を分けて少しずつ入って来られたよう

に思う。そこで、例会資料をめくってみると平成 24 年 12 月に 1 名、25 年 1 月、4 月に各 1 名、11月に

3名、12月に 1名の合計 7名の入会となっていた。 

同時入会であれば気楽に声をかけたり、情報交換もできると思うが、ばらばらの入会となると誰が自

分と同時期の入会なのかわからず心細い面もあるのではないかと思ったのである（いい大人なのだから

取り越し苦労ではないかと言う人もおられようが、私のような気の小さい人間はついそう思ってしまう）。 

そこでハタと思いついたのが、皆で集まって新年会でもして少し近づくことができたらということで

ある。そこでクラブ忘年会のときに出席の新メンバー何人かに打診したところ「是非」ということであ

ったので実施することにした。 

年が明けて 1月例会でも 2名の入会があったので都合 9名がこの一年間で入会ということになる。 

設定は言い出しっぺの小山が行うことにして 1月 16日夕刻、クラブ御用達の「やぶ茂」に新メンバー

7名が集合、ついでに都合のつく世話人にもあれこれ情報交換ができるよう参加してもらっての新年会と

なった。 

まずは入会順に自己紹介から始まり、入会の動機、活動の内容、これからの参加予定などを話しても

らった。新メンバーの入会動機は既メンバーの紹介もさることながら、古本市、20 周年記念行事の公開

パネルディスカッション、音楽祭に来られてクラブの存在を知っての入会であった。会員獲得の地道な

努力が実った結果が多数の新メンバーを迎えることができた訳で誠に嬉しいかぎりである。 

宴たけなわとなり、部会の活動に関する情報や、部会活動への参加表明、新部会立ち上げの話など尽

きることはなく新メンバーの意欲が感じられてつい飲みすぎてしまった。 

 

 

 

 

クラブ短信 

１ 活動への影響も大！…首都圏 45 年ぶりの大雪 

南岸低気圧の通過と寒波襲来により 2 月に入って 2 回の大雪。首都圏は 45 年ぶりの積雪でクラブメンバ

ーの皆さんも雪かきで大わらわ。この大雪で、当クラブの活動は外型の健康部会、藤ヶ谷公園愛護会は

もとより子どもと遊ぶ会、サロン会も中止となり、鵠沼公民館で待ち受けのおもちゃの病院や鵠っ子囲

碁・将棋ルームも来室者が極端に減少と大きく影響を受けた。 （各部会活動） 

２ そして、感染症の影響も！ 

この季節の定番であるインフルエンザを始めとする感染症が今年も猛威をふるっているが、メンバーの

皆さんはいたって元気に活動している。しかし、ここにも影響は出ており、準備万端整えた鵠洋児童館

のもちつき大会は 1 月から 3 月に延期され、ヤングハーツの施設訪問も一部中止となった。 

 （各部会活動） 

３ 昔とった杵柄、にぎやかにボウリング大会開催 

ボウリング全盛期時代を楽しんできた当クラブメンバーの面々が集い、初めてのボウリング大会が江の

島ボウルで開かれた。2 ゲームではあったが、さすがに昔とった杵柄でそれぞれが華麗な投球フォームを

披露。そして、投げるほどに闘争心が出てきて次回リベンジ！のプレーヤーが続出した結果か、娯楽部

会が担当し年 2 回開催で定例化する運びとなった。 （娯楽部会） 

 

「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/ 

「くげぬま探求」または「鵠沼探求」で検索してください 
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～例会・各部会活動報告～ 

12月   December 

○例会 7日(土) 39+1 名 
○世話人会 2 日(月) 
○くぐひ編集部 ①3 日(火)8 名  ②20日(金)4 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 8 日(日)11+1 名 
○藤が谷公園愛護会 8日(日)5+2 名  数十袋の落ち
葉の大掃除 

○ヤングハーツ ①4日 18名 定例練習 ②11日 10名 
みどりの園 ③16日 11名 鵠洋児童館 ④24日鵠生
園 15 名 ⑤25日 15 名 藤沢病院 15名  

○おもちゃの病院 ①8日(日)12名 来院 9名 新患 10
件 ②22 日(日)11 名 来院 13 名 新患 16件 

○子どもと遊ぶ会 21 日(土)5+1 名、子供 6 名 年末
恒例の「ミニ松飾り」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日(日)8+1 名 囲碁 2
名 将棋 8名 保護者 3 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 21 日(土)43 名 忘年会（アコレード） 
○健康部会 20 日(金)11+2名 小田急江ノ島駅～ 

片瀬山～鎌倉山～和食処「ひふみ」 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 8 日(日)9 名 長葱の収穫、来年度の部会
のあり方を話し合う 

○談話室 18日(水)9名新入会員も常連となり話題も
豊富 

○スケッチ部会 19 日(木)3 名 公民館で室内活動 
○デジタル情報部会 23日(月)14+3 名  
○ヤングブラザーズ ①13日(金)10+9 定例練習 ②

27 日(金)10+11 名 
○近代史を語る会 12 日(木)10+5 名 明治時代第 30
回「日露戦争」その 4 

○企業研究部会 25 日(水)9 名 日産自動車横浜工場 
○なつかしの名盤愛好会 16 日(月)7 名 
○俳句の部会「似歌会」10 日 7+1 名 兼題「湯豆腐」
「目」「見る」 

 

1月   January 

○行事 新春ボーリング大会（江の島ボウリングセ
ンター）21日(火)13名 

○世話人 12 日(火)鵠沼地区賀詞交歓会、池田代表、
河村前代表  

○例会 11日(土) 出席 41名  
○世話人会 6 日(月) 6 名 
○くぐひ編集部 17 日（金）7 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 12 日(日)8 名 流砂土の頂
上部への移動作業 

○藤が谷公園愛護会 12日(日)4 名 
○ヤングハーツ ①8 日 19名 練習、みどりの園 15名 
②28 日 15 名 鵠生園 ③30日練習（予定）   

○おもちゃの病院 ①12日(日)14名 来院 19名 新患
10 件 ②26 日(日)12 名 来院 15 名 新患 12 件 

○子どもと遊ぶ会 11 日（土）3 名,子ども 7 名 折り
紙で 6 面体と 24 面体を作った 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日(日)9+1 名、囲碁同
好会 2 名、囲碁 2名、将棋 9 名、引率者あり 

○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 18 日(土)12 名  
○健康部会 探訪部会と合同活動 
○探訪部会 7 日(火)12+3名、東京谷中七福神めぐり 
○娯楽部会 21 日(火)13 名 新春ボーリング大会（江
の島ボウリングセンター） 

○農園部会 休会 
○談話室 15 日(水)「くぐひ」についての議論  
○スケッチ部会 16 日(木)6 名 鵠沼公民館  
○デジタル情報部会 27日(月)12+3 名 
○ヤングブラザーズ ①10日（金)10+13 名 練習後新
年会 ②25日(土)10+12 名  

○近代史を語る会 9 日(木)10+5 名  明治時代第 31
回「日露戦争」余話 

○企業研究部会 22 日(水)9 名 横浜市民防災センタ
ー 

○なつかしの名盤愛好会   
○俳句の部会「似歌会」14日(火)8+2 名 兼題「初詣」
「鼻」「夢」 

 

 

2月   February 

○行事 なし 
○世話人鵠沼公民館サークル交歓会（代表）  
○例会 1日(土) 41名 
○世話人会  24 日 
○くぐひ編集部 21 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護 2日(日)9名 定例清掃と松
の根の砂埋めもどし作業 

○藤が谷公園愛護会  雪のため中止  
○ヤングハーツ ①5日(水)18名 定例練習 ②12日

(水)11 名 みどりの園 ③25 日(火)17 名 鵠生園 
④27 日春のコンサート練習予定 

○おもちゃの病院 ①9日(日)9名 来院 6名 新患 2
件 ②23 日(日)9+1 名 来院 17 名 新患 15 件 

○子どもと遊ぶ会 雪のため中止 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16 日(日)9+1 名 囲碁

0 名 将棋 5名 保護者 3 名 囲碁同好会 1 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 雪のため中止 

○健康部会 雪のため中止 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 休会 
○談話室 19 日(水)5名 初参加者がいたため部会
活動内容についての話題から 

○スケッチ部会 20 日(木)6 名 アコレードにて模
写、静物スケッチ  

○デジタル情報部会 24日(月)15 名 Google 画像
検索など 

○ヤングブラザーズ ①22日(土)9+12 名 ②18 日
(金) 

○近代史を語る会 13 日(木)14+5 名  明治時代第
33 回 

○企業研究部会 26日(木)13名 森永製菓鶴見工場 
○なつかしの名盤愛好会 17 日(月)7 名 
○俳句の部会「似歌会」11日(火)8+1 名 兼題「桜
貝」「紙」 

 

 



くぐひ・・・8 

会報 くぐひ 第 77号 

2014年 4月 1日 

発行 くげぬま探求クラブ 

発行人 池田 修 

藤沢市松が岡 4-9-13 

0466-50-6692 

編集人 嶋村 堯敏 

 
湘南かわら版  

クラブ昔の話- サロン会 

サロン会の始まりを朧気な記憶を追ってしてみたい。 

探求クラブの発足の基は平成 5 年 5 月半ば当時の鵠沼公民館の職員 N 氏が夕刻の鵠沼海岸駅の改札口で

「シニア探検クラブ」のお誘い・というチラシを配布していたのが始まりで、「～中高年男性のかたへ～ 一

緒に企画しませんか 第一回企画会は 1993年 6月 8日（火）夜 7時から」との案内であった。 

まだ現役であった私はその日は予定があり参加出来なかった、翌月、翌々月も N 氏によるチラシの配布

が有り 8月 7日（土）6時からの会合に参加することが出来た。在籍者は 8人、新人は私を含め 7人の合計

15人であった‥‥ただ延々とした自己紹介がやけに記憶に残っている。 

探求クラブの正式設立が平成 6 年 4 月、その設立前から一つの部会の前身となる動きが始まっていた、

現在のサロン会である当時は例会（第一土曜日の午後 5 時～）の後に密かに開かれる飲み会であった、そ

れは毎月同曜日午後に創作実習室で開かれていた男性料理教室「おにんどん」というサークルで、その料

理教室には当クラブのメンバー数人が参加しており、そこでメンバーが余分に作っておいた料理を肴に同

じ創作実習室で、買い入れた缶ビールで密かに飲み会を幾度か開催していた(20年前で時効 ? )。 

最初の㊙飲み会は平成 5年 9月の例会後と記憶している。何れにしても違法であり現役の会員Ｔ.Ｏさん

と共に鵠沼地域で 30～40名程で飲み会ができる処を探し歩いた、結果、当時の鵠南市民の家の運営委員で

当クラブの活動に理解のあったＨ婦人の尽力で同市民の家を使用する許可を得ることが出来た。 

同年 11 月に名称をサロン会とし開催日を毎月第三土曜日午後 5～7 時と定めて晴れて市民の家で飲み会

が始まった、初代部会長は故簑島氏であったが名誉職で実質はＴ.Ｏさんの協力を得て運営に当たった。 

市民の家の使用条件は、静かに会合し大声を出すなど近隣住民に迷惑を掛けないこと、後に使う人のた

め片付け清掃すること、施設の鍵は必ずＨ夫人宅より借用し返却時に状況を報告する事であった。 

サロン会立上げの目的は、各種行事の反省会をサロン会に集約することで、原則として酒の肴は食材費

500円の範囲で自作、酒代は一人 500円で幹事が調達、お皿、コップは各自持参し後片付けは全員でするこ

とと、誕生月に当たる会員は乾杯で祝福し酒代は免除ということで盛大に静かに開催された。 

しかし例会の終了が議論伯仲し午後 8 時を過ぎることも度々、議論途中の延長を兼ねた反省会に流れる

こともしばしばでいつの間にか例会の後の反省会が定番になってしまった。立ち寄る店も転々、最初は鵠

沼海岸駅近くの江ノ島漁港の魚料理屋、次は銀座通の今は無きトンカツ屋、その並びの中華料理店、そし

て今は踏切の側の蕎麦屋に定着？ 

例会自体がサロン会破り‥‥その他の各部会も殆どが必ずと言って良いほど反省会ありの状況、しかし

サロン会は他部会の反省会にもメゲズ益々健在!!クラブの諸兄は如何に好酒家か驚嘆の至り‥‥お互いに

若くはありません、アルコールの量は程々に‥‥ （慶 生） 

 

 
編集後記 墓二つ訪うて長居の桜山（手塚美佐） 東日本大震災から 3
年。悲しい、つらいという思いに加えて現実の負担の大きさを一層感じ
始めたこの 1～2 年だった。震災で傷んだ国土の修復には膨大な国費投
入が求められ、さらに原発停止をカバーするため化石燃料の輸入量は急
増している。円安と相俟って貿易収支は勿論のこと、月次ベースでは経
常収支まで赤字になるという構造変化は貿易立国であった日本経済の
屋台骨を揺るがしているように見える◆東田さんの「ボランテイアを思
う」は以前「くぐひ」70 号に掲載された同氏の「老人福祉施設の建設・
運営に携わって」の第 2 弾にあたる。第 1 弾はおよそ 2 年前で、この
間に新しく当クラブに入会された方々を含めてわれわれが改めてボラ
ンテイア活動を考えるきっかけになることを期待して今回は編集部か
らのお願いでしいて「ボランテイアとは」という多少大上段に構えた題
で投稿してもらった◆20 周年記念行事のまとめは小山さん執筆による
もの。20 周年委員会のリーダーとしてこの 1 年間八面六臂の働きでお
疲れ様でした。次は 30 周年、あるいはそこまでは元気でいられないか
ら 25 周年にしてくれという声も多い。その時はまたお願いします◆当
クラブの発足時からの重要な部会であるサロン会、談話室について奇し
くも最もベテランの北岡さんと若手の田中力さんに書いてもらった。こ
の二つの部会とも盛衰の時期を経て今に至っている様子が紹介されて
いる。今までにはいくつか終了した部会もあるが、先輩方の努力でこの
両部会とも継続され、魅力を取り戻して今あることは大変嬉しいことだ。
くげぬま探求クラブは今年 20 周年を迎えたが、その昔がどんな状況だ
ったのかは大変興味があるので、今後も引き続きクラブ発足時のことを
思い出して書いていただきたい （巳の刻） 

 


