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秋たけなわ、今年も公民館まつりの時季がやって来ました。この祭典の正式な名称は「第

38回鵠沼地区公民館まつり」。地域の各界からの人たちで組織された実行委員会（くげぬま探

求クラブからも委員 1名）で企画・運営され、工夫を凝らした各種イベントが繰り広げられま

す。各地区の公民館の中でも、ここ鵠沼公民館のは毎年１万人余のお客を迎える藤沢市屈指の

規模です。我がクラブは毎年、地域のみなさん、公民館スタッフともども実りの秋のこのまつ

りを満喫しています。 

今年も、古本市（平成 5 年、古本市初回から）への全面協力、出店関係では焼きいもの製造・

販売（平成８年から）、手作りおもちゃ（平成 14 年から）、鵠っ子囲碁・将棋ルーム（平成 20

年から）、さらに芸能音楽祭へのヤングブラザーズの出演（平成 16 年から）が予定され、事前

の準備やレッスンに慌ただしいこの頃です。 

公民館を拠点に活動する我がクラブにとって、日頃のボランティア活動で培ったノーハウと

マンパワーを広く、直接、地域の人たちにお披露目するチャンスがこのまつりです。手前味噌

を承知で言うのですが、世間一般の常識より、我がクラブ員は実年齢に比べて若く（みえる）

人が多く、溌剌としているのではないでしょうか。地域の方々から、お世辞半分にしても時に

そうした評価を耳にするのも、ボランティア活動や好きな部会活動にいそしむ日々があるから

でしょう。それに応えるためにも、大小、深浅、頻度によらず、今年もみんなで公民館まつり

に関わり、愉しみましょう。 

焼きいも作り、手作りおもちゃの準備作業、特に古本の寄贈受付（8 日間）に参加すれば、

日頃は距離のある（と思っていた）人たちと協同作業するうちに、その人となりや特技なんか

を識る貴重な余禄を得ることができるのです。こうした時間は、実に大切で、以後のクラブ生

活に必ず役に立ちます。 

まつりの前後には各団体総出で会場のテント設営・撤去や什器・展示品などの設置・後片付

けなどの“楽しい作業”もあります。公民館登録団体の中でも我がクラブは屈指の大所帯、し

かも益荒男（ますらお）オンリー。それだけに、公民館や実行委からもそのマンパワーを期待

されています。我がクラブ員の平均年齢も 70 歳を超えた昨今だけに「オレも歳だから…」と

か「邪魔になってもいけないから…」なんて発想はやめ、歳相応にできる範囲でいい、アグレ

ッシブに参加しましょう。 

さて去年のような、まつり当日の大雨は真っ平御免です。好天を願って私は、テルテル坊主

をベランダに吊るしてその日に備えることにします。 
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鵠沼地区公民館まつりの歴史 

今年も公民館まつりが近づいてきました。私にとって

は、10 回目の公民館まつりを迎えようとしています。く

げぬま探求クラブから「くぐひ」の原稿として依頼され

たのを機会に鵠沼地区公民館まつりについて改めて考え、

私の思いを述べてみたいと思います。 

今年は第 38 回目の公民館まつりですが、第 1 回目は

1977（昭和 52）年の 2 月に 3 日間の日程で開催されまし

た。因みに公民館まつりが今日のように秋に開催される

ようになったのは、1979（昭和 54）年の第 4 回からです。

従ってこの年は 3 月と 11 月の 2 回まつりが開催されたこ

とになります。 

1988（昭和 63）年は昭和天皇のご容体が悪化し、全国

的な各種イベント自粛ムードの中、第 12 回鵠沼地区公民

館まつりは自粛となりました。この年、私は六会市民センター（公民館）に勤務していましたが、六会公民

館まつりは、実行委員会の議論の末予定通り開催となりました。 

鵠沼地区最大のイベント 

公民館まつりは規模や参加人数からも、恐らく鵠沼地区内で行われるイベントの中でも最大規模と言える

と思います。普通の天気であれば、2 日間で少なくとも 1 万人、多いときは 12,000 人ぐらいの参加者とな

ります。ホールでの 2 日間のステージ発表だけでも 41 サークル、約 800 人が出演しました（昨年）。ステ

ージ上で踊ったり歌ったりの姿を見ようと家族や親類・縁者、知人がホールに集まり、特に子どものサーク

ル発表となると、観客席だけでなくカメラやビデオを持った立ち見の客であふれます。次から次と出てくる

様々なサークルの演技をじっくり楽しんでいる方もいますが、多くの方はプログラムの時間を見ながら、お

目当てのサークルを観て、終わると模擬店など他の会場へ移動しているようです。従って、ホールの観客は

入れ替わり立ち替わりなので、延べ人数は数千人となります。 

公民館サークルの日頃の活動成果である作品展示（七宝焼、籐作品、布のおもちゃ、写真、洋画、水彩画、

鎌倉彫、絵手紙、トールペイント、短歌、俳句、書道、郷土史研究など）や地域団体の活動発表の展示は

32 団体（昨年）が 4 つの部屋とロビー及び１、2 階の廊下にところ狭しとパネルや机に展示されます。 

公民館まつりで大勢の人を引きつけるのは、何と言っても模擬店です。公民館まつり実行委員会の直営店

であるキッズランドの「ヨーヨー・スーパーボールすくい」をはじめとして、地域団体やサークルが様々な

物を売る屋外での模擬店は 32 店（昨年）にのぼり、まつりの雰囲気を盛り上げています。 

そして、鵠沼の公民館まつりの最大の特徴は、市民から寄贈された約 12,000 冊が並ぶ古本市です。まつ

り開始の前から長蛇の列ができて初日の午前中などは二つの談話室は人であふれ、次から次へと本が売れて

いきます。古本市は、1993（平成 5）年の第 17 回のまつりから始まりました。その時から現在のようにく

げぬま探求クラブの皆様の全面的なご協力により運営されるようになりました。8 日間にわたる寄贈本の受

け取り、談話室への運搬、種類別の整理、そしてまつり当日の販売、売れ残った本の片付けまで全てくげぬ

ま探求クラブの皆様のご尽力で成り立っている事業です。 

公民館職員としての公民館まつり 

私ども公民館職員としても公民館まつりは、当然のことながら時間も労力も最大に費やす仕事です。公民

館まつりは藤沢市（公民館）が鵠沼地区の各団体から選出された方々で構成される「鵠沼地区公民館まつり

実行委員会」に業務を委託して実施していますので、私どもの仕事は正確に言うと実行委員会事務局の仕事

となります。 

第 1 回目の実行委員会を開催するのが 5 月中旬ですから、その通知を 4 月に各実行委員に発送すること

から始まり、12 月に開催する第 3 回実行委員会で事業報告、決算報告をするまでの約 8 ヵ月間に様々な仕

事があります。 

よく「大変でしょう」と言って戴くのですが、何が最も大変か、難し

いかを改めて考えてみると、やはり机の確保と配置かなと思います。館

内や外の模擬店で 200 脚を越える数の机を使用します。それをどう確

保するか、そして各模擬店にどう配置するかが以外と難しい作業です。 

こうして、沢山の労力を使い苦労しても、公民館まつりが盛大に無事

終了できるかどうかは、天候に大きく左右されてしまうのが、むなしい

ですが現状です。昨年の 2 日目は大荒れの天気でした。今年は 2 日間と

も、穏やかな日であることを願っています。  
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今朝切ったばかりの孟宗竹の樋に流れるつるつるしたそうめん。上流からおじさんが流すそうめんを両の

手にお椀と箸を持って真剣な眼差しで待つ二十の瞳。いざ対決の時至る。そうめんの流速は早く流れに差し

入れた箸には自分の思った程の獲物は残っていない。 

流れ去る無念と無情な現実。ここで落ち込んでいられない、次におじさんが流れに差し入れる手元を見て

今度は前回より、より多くからめ捕るにはどのように箸を使えば良いのか反省を踏まえ再挑戦となる。前回

より少し多くとれるようになった。次はもっと多くとれるようにするには、どんな戦術でいこうか・・・。 

そうこうする内に、お椀のそばつゆも水っぽくなって来て、部屋であれだけ待たされてグーグー云ってい

たお腹も一杯になり今日の 15分間の対戦は終了。「おじさん、ごちそうさまでした！！」 

鵠沼の子どもたちに、日本の風物詩のひとつである「流しそうめん」を味わってもらおうと鵠洋児童館に

父母を含め 150名を超える方が集まった。用意したそうめんの総量は 15kgにおよび、一回 10名が 8mの樋

に張りつき、12％程の勾配から流れ下るそうめんをキャッチしていた。 

二階の台所ではクラブ員Ｍさんが板さんになり、そうめん 1ｋｇを 10リットルの湯で茹でるのだが、火

力の弱い家庭用ガスコンロで大鍋を沸騰させるには 10分以上必要で、茹でる→流水で洗うを手早くしない

と、階下の館長さんから「矢の催促」が飛んでくる。コンロの能力向上で待ち時間を短縮出来そうである。

一階の待合室では次々と集まり、報告される人数が増えて来る度にそうめんの風袋を開け、熱闘が繰り広げ

られた。 

流し班員は衛生に気配りして、ゴム手袋を嵌めて事故とならないように対応していた。というのも昨今の

衛生に関するものはノロウイルスを始めとする集団感染が多発し、お母さん達の関心事であった。今年の餅

つき大会では、生もの禁止で「からみ」と「きなこ」は止め、汁粉になった。つきたて餅に汁粉はいかがな

ものか？と、思うのだが・・・。今回のそうめんも流水の中にそれぞれが箸を入れることへお母さんたちに

危機管理としての抵抗感は無かったのだろうか。 

こんなに多くの子どもが集まり、夫々の記憶の中に宿った楽しい思い出が、心の中に刷り込まれ我々の年

代になった時、「探求のおじさん」を思い出し、社会ボランティアへ踏み出すきっかけになってもらえれば

と思い、おじさん達は家路につきました。 

毎年真夏、真冬は暑さ、寒さを避け休会にしていたが、皆で集まって絵を描くせっかくのチャンスを無駄

にするのはもったいないと、今年から雨天で休会にせざるを得ない時も含めアコレードでの室内活動とし、

自分の気に入っている絵の模写や、写真をもとにしたスケッチ、今まで描いた絵への描き込みなど、好きず

きに、コーヒーを飲みながら、ワインを飲みながら描くようにしたところ、絵の好きな同士のランダムトー

クの場となり、ただ絵を描くだけでなく、好みの画家や描き方、遠近法の描き方、絵の具の選択方法、光の

取り方や影の描き方など、話が際限なく広がっていくようになった。  

部会ができてから 15年余り経つが、スケッチ部会は最近大体 5、6名でこぢんまりと、江ノ島や腰越漁港

または近くの公園でスケッチをしたり、また時々遠出をして、いつ行っても絵心をそそられる横浜山下公園

やレンガ倉庫、銀杏が素晴らしい日本大通りでスケッチしている。スケッチそのものは個人一人の作業であ

るが、ぶつぶつ言いながら一心不乱に筆を動かす人、「構図がなんとなくおかしいなー」と言いながら描く

人、黙々と構図を決め細部を描き込んでいる人、うしろから人の作品を見ながらひとこと何か言いたそうな

人など、個性あふれるメンバーであるが、いずれにしても、上手、下手は問わず、自分が満足できるような

絵を何とか描きたいと思っているひとの集まりであることは確かである。 

個人的には、たとえば小説の中に出てくる絵画などにも関心の範囲を広げて、夏目漱石は実は絵が好きで

彼の作品の中に幅広く洋画・日本画・水墨画を問わず絵に対する自分の想いを作品の中に書き込んでいるな

どスケッチブックに絵を描くだけでなく‘絵’そのものを楽しむような部会になれば、とも思っている。 

これからも多くの同好の士に参加してもらい、スケッチ部会は‘絵’を色々な切り口で楽しむ部会として

歩んでいきたい。 

 

 

「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://kugenumatankyuclub.web.fc2.com/ 

くげぬま探求 検索 
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｢傾聴｣とは何ぞや？初めて聞く言葉に、ある広報誌に「傾聴ボランティア養成講座」と載っているのに目

を留め、その後くげぬま探求クラブのあるメンバーがヤングハーツの老人ホーム慰問の際、お年寄りの中に

いるのを発見、何か話をしている。その光景が違和感なくうまく溶け込んでいる。 

数年前亡父を老人ホームに入居させ、段々認知症が強くなり特に以前から耳が遠く毎日ほとんど人との会

話がない状況で年に数回しか訪問しなかった。あの時の自分の姿をふと思い出し、その先輩の姿が素晴らし

いと感じ入った。 

後でお聞きしたらこれぞ「傾聴ボランティア」とわかり、早速その講習会に参加した。6 月から始まり毎

月（土）1 回で来年 1 月まで計 8 回の講座である。 

それとは別に 9 月から始まる施設訪問での実践実習。①傾聴とは②傾聴実践ワーク（その 1）③福祉・ボ

ランティアと 3 回目まで終えた。 

まだまだ初歩段階で来月からは実習が始まる。果たして先輩メンバーの域にどこまで達するか？ちなみに

その先輩はトレーニングコースを受講中とのこと。先が長いがユックリ・ジックリやっていこうと思う。 

今回の講座は 8 年目となりこの入門コースを修了すると「ふじさわ傾聴連絡会」の 8 期生となる。今現在

108 名の方が所属して在宅、施設、病院などの傾聴訪問で活躍しているとのこと。 

傾聴ボランティアの内容については先輩の別稿にお譲りし、今回はその①としてめでたく全講座（実践も

含め）終了後その②として寄稿したいと考えます。 

「傾聴」とは「耳を傾けて熱心に聴くこと」とあるが、高齢化社会の到来で一人暮らしのお年寄りが増え

た今日、より「傾聴」が重要視されてきたといえよう。とくに鵠沼地区の高齢化率は高く、孤独死の痛まし

い事件が発生した頃、広報紙で募集していた「傾聴講座」を受講した。毎月 1 回、土曜日の午前中の講座で

１年間続けた。終了間際には 3 日間の老人福祉施設での実習もあった。 

ひと口に「傾聴」といっても、簡単に済むことはなかった。初めて対面するお年寄りと 1 時間程度、じっ

とがまんと忍耐力でより添い、一所懸命に話を聴くことは難しいことだった。 

実習現場へ研修に行った時だった。数人の入所されている利用者（お客さん）を傾聴した際、お名前をメ

モ帳に書いて失敗した。「あんたは何しにきたのか。警察官？」と疑念をもたれたことがあった。 

それ以来、ひたすら聴くことに徹することにしている。3 年前に第 5 期生として「傾聴連絡会」に所属し

て、今は 3 ヶ所の老人福祉施設に定期的に傾聴ボランティアとして訪問している。 

さらに、傾聴の技量を高めるため、現在「傾聴講座トレーニングコース」を受講している。「傾聴」とは

相手との心のふれあいであり、お互いを元気づける活性剤となるものであると考えている。 

クラブ短信 

１ クラブ創立 20 周年記念行事の締め、“20 年の歩み”誌を発行  

平成 25 年の 6 月から始まった各種創立記念行事も 26 年 3 月には全て無事終了し、20 周年記念行事委員会

の最後の仕事として当クラブの活動記録「くげぬま探求クラブの歩み」が発行された。各年度の活動記録の

ほかに、この 20 年間の組織、部会の変遷推移や行事、出来事などが図解されクラブの歩みと成長の過程が

よく理解できる構成となっている。委員の皆さんの努力の賜物と感謝！感謝! 

 （20 周年記念行事委員会・世話人会） 

２ おもちゃの病院受付 1,000 件達成 

開院日を心待ちにされるまで地域に根付き、頼りにされているおもちゃの病院。この 7 月 27 日に、4 年前

に新受付方式に転換してから 1,000 件目にあたる来院者を迎えることができた。記念すべき患者はバスで軽

症であったが、付添い人に記念品として電池チェッカーがプレゼントされた。めでたし！ 

 （おもちゃの病院） 

３ 早く育て！ 江の島原産“額アジサイ” 

7 月の鵠沼松が岡、藤が谷両公園愛護会の例会は、通常の公園の整備、清掃のほかに特別植栽を行った。北

村さん紹介の慶大藤沢キャンパス院生原さん寄贈の江の島固有種額アジサイの苗を鵠沼松が岡に 10 本、藤

が谷に 12 本植えた。何年か先の初夏が楽しみ。早く大きくなーれ。（鵠沼松が岡、藤が谷両公園愛護会） 
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アゲハ蝶との出会い 
子供達が小学生の頃、夏休みの宿題の定番の“アゲハ蝶の生活史“の手伝い

をしてこの遊びにすっかりはまってしまい、子供達は宿題をまとめ卒業したの
に、私だけそれ以来イモムシ、さなぎ、蝶と友達になってしまいました。この
友達の魅力は、 
＊さなぎから蝶が這い出て飛び立つまでの 2時間の感動 
＊イモムシがさなぎの中で 2 週間で蝶に変身する不思議 の 2 点につきます。 

蝶の園 
ガーデニングは色々ありますが、我が家の夏はさしずめアゲハ蝶クラブです。

幼虫の食草、蝶のための花、黄アゲハにはパセリ、ニンジン、あした葉。アゲ
ハ、カラスアゲハ、紋黄アゲハたちはみかん、私の大好きな青筋アゲハは楠。
花は紫のメドウセージがどの蝶にも好評です。 
鵠沼に越してきた 28年前、青筋アゲハのために鹿児島から取り寄せたひざ丈

の“匂い楠”の苗が、今では電信柱と背比べしてます。 
次々と色々なアゲハがやってくるのが楽しみです、先日は珍客の長崎アゲハ

が現れ、20年前は島根が北限だったのに今では湘南に。 
蝶の誕生（写真で楽しんで下さい） 

・蝶になる 3日前位からさなぎの中に羽根の模様が見える 
・朝早くさなぎの頭の皮が破れて、背中に空気の抜けたゴム風船の様な羽根
を背負って這い出して来る。頭、足、胴体は完成済み 

・胴体を伸縮させて牛乳の様な粒子入りの水を送って羽根を広げる 
・羽根が完成すると、2～3滴の余った体液をお尻から捨てる 
・羽根をそおっと動かし乾燥させる、2時間程で初飛行 
（編集部 この写真を見易くするため、ホ―ムページに大きく掲載しました
のでご覧ください） 

さなぎの中のドラマ 
1か月モリモリ食べて大きくなったイモムシは、小さくなった殻を 4回も捨て、

突然に旅に出る、鳥に食べられず、飛び立つ時に邪魔が無いさなぎを作る場所
探し、どんな地図を持っているのか？場所が決まると消化中の葉まで全部排出
して、頭でっかち尻つぼみ姿勢で糸で体を固定、落ち着くと秒単位の早業でイ
モムシの殻を脱ぎさなぎの格好に。 
これから 2 週間の未知のドラマが想像をふくらませます。じっとしてるさな

ぎを見ているとオペラの幕間に大道具が田園の舞台を宮殿に作り替える音が聞
こえるようです。 
図書館などで蝶（あるいは昆虫）の生活史に目を通してますが、ごく簡単に、 
・さなぎになるとイモムシは溶けて蛋白質のスープになり、蝶の形成の材料
になる。 

ごまかしてると思いませんか？ 
40年振りに出会った本当らしい筋書き 

・イモムシの頃から羽根や足などそれぞれのパーツの核が分散して正しい位
置に発生しており、不要となった蛋白質がこれら核の成長の材料となる。
羽根などは一齢幼虫の頃からの両脇の内側に核が見られる。ちょっとホン
トみたいでしょ。 

イモムシの材料でピッタシ蝶ができるなんて不思議ですね！ 
試してみたい方に 

・蝶が卵を産んだら、枝ごとすぐ水差しに。（幼虫は寄生蜂の卵を産みつけら
れている事が多い） 

・4～5日毎に新しい枝を挿してやる。 
・1か月近く経ったら水差しを水を張った洗面器に入れて、イモムシを外出禁

止にする。（これをしないと家中を歩きまわる） 
・さなぎになった日＋14日目（種類によって 2～3日異なる）にカレンダーに

蝶のマーク。 
・休暇届を出し、早起きして蝶の誕生を楽しむ。（朝 9時なんて寝坊もいます） 

（次ページ下につづく） 

出来たての蛹 

羽化直前の蛹 

蛹からの脱出 

青筋アゲハの羽化 

飛び立つ 

五齢幼虫 
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杉原千畝が帰国後の 1946 年、鵠沼松が岡に居を構えたことは、くげぬま探求クラブの会員ならご存知の

方も多いだろう。千畝の功績は今更述べるまでも無く、ここでは千畝と我が家のささやかな関わりについて

記してみたい。 

千畝の生涯の中でも鵠沼時代は一番長いのではないだろうか。生前の千畝をご存知の方が鵠沼にはまだお

られるかもしれない。今から約 30年前、1986年に亡くなった千畝は、生前よく鵠沼海岸まで散歩されたと

聞く。千畝を支えた幸子夫人は、その後鵠沼松が岡から西鎌倉へ、更に最晩年は藤沢市獺郷(おそごう)に転

居され、2008年 10月、心筋梗塞でご逝去、94年の生涯を閉じられた。帰国後の幸子夫人は歌人として長く

藤沢市民短歌会会長を務め、鵠沼公民館にも定期的にお出でになっていたとのことで、会報で幸子夫人の短

歌を読んだ方も多いと推測する。 

20 年近く前になるが、娘が学校の研究レポートのテーマに杉原千畝を取り上げることにした時、日本で

も千畝のことは徐々に知られ始めていたものの、千畝に関する書籍は少なく、担当教員からは、資料が少な

過ぎるという理由でテーマを変更することを勧められたほど、当時は千畝の功績がまだ今ほどは人口
じんこう

に膾炙
かいしゃ

していない時代であった。しかし、千畝を調べていく内に鵠沼松が岡にお住まいであったことを知り、また

更に偶然ではあるが千畝の故郷・岐阜県八百津が妻の出身地の近くであったことも判明し、何かの縁に導か

れるように娘は千畝をテーマに取り上げることに決定した。 

その際、千畝のご子息の奥様である杉原美智さんの御好意で、当時、西鎌倉にお住まいであった千畝のご

令室・幸子夫人に、娘と妻が西鎌倉のお宅でお話を伺う機会を得た。ご霊前の千畝に懐かしんで頂けるよう

にと、妻の母が八百津から送ってくれた八百津の銘菓を持参させたのだが喜んで頂けただろうか。幸子夫人

はご自宅であるにもかかわらず、端正な装いで身支度を整えられ、まだ中学生になったばかりであった娘に

も丁寧に対応し迎えてくださったとのこと。後日妻が出した礼状にも大変丁重な返書をくださり、その書状

は今でも大切に保存している。 

その後何年かが過ぎ 2001年、リト

アニア共和国大統領来日歓迎記念で

リトアニアのピアニスト・Petras 

Geniusas のコンサートが東京で開

催された時、コンサート終了後のレ

セプション（添付写真）で偶然にも

杉原美智さんにお会いし、更に今年 4

月に東京・内幸町ホールで上演され

た「決断 命のビザ～杉原千畝物語」

の劇後のパーティーでも美智さんに

再会した。パーティーから帰宅後、

久し振りに幸子夫人から頂いた書状

を取り出し、家族で懐かしくそのお

人柄を偲んだ次第である。 

千畝と同じ街に住む不思議な縁に、

我々自身の生き方も誠実でありたい

と改めて思う。 

 

写真：右から 4人目が杉原美智さん、5人目 Petras Geniusas 氏、6人目筆者、3人目妻 

 
 

 

（前ページからのつづき） 

昔から好きな人っているんですね！ 

＊古事記の仁徳天皇のところに、夫婦喧嘩で皇后が葛城の里に帰ってしまい、天皇は迎えに行く口実に、葛

城には不思議な虫が居て、初め地を這い、やがて石になり、そして空飛ぶ鳥になると これを見るために

出掛けるとしたそうです。 

＊平安末期の堤中納言物語の「虫愛ずる姫君」にイモムシ、蝶が沢山登場。グーグルに現代語訳が付いてま

す、お姫様の言動を是非楽しんで下さい。  
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 

○行事 ①7 日「くげぬま探求クラブの歩み」発行（20 周
年記念行事委員会） ②26日 13 名 クラブボウリング大
会（娯楽部会） 

○世話人・委員会 ①21日 くぐひ・ＨＰ見直しプロジェ
クト会議 ②28 日 藤沢災害救援ボランテイアネットワ
ーク総会（代表）③30 日 湘南海岸公園友の会総会（代
表） 

○例会 7日(土) 43 名 
○世話人会 30 日 6 人 
○くぐひ編集部 ①16 日(月)9 人(アコレード)臨時開催 
②20 日(木)9人  

○鵠沼松が岡公園愛護会 8 日(日)11 名 松の移植 
○藤が谷公園愛護会 8日(日)8 名 植木の剪定、清掃作業 
○ヤングハーツ ①4 日 20名 定例練習 ②11日 10 名みど
りの園 ③16 日 10 名 ささえ高木荘 ④20 日 16名 藤沢
病院 ⑤30日 18 名 鵠生園   

○おもちゃの病院 ①8日(日)13 名 来院 17 名 新患 21 件 
②22 日(日)13名 来院 8 名 新患 4 件 

○子どもと遊ぶ会 14 日(土)6 名 「折り紙独楽」  
子供 6 名 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日(日)8+1 名 年 1 回の村岡
公民館子供たちとの交流会  子供 19名(藤沢 11名、村

岡 8 名) 囲碁同好会 2 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 21 日(土)13 名 
○健康部会 27 日(金)9+3名 桜山古墳、仙元尾根、あじさ
い公園など 

○探訪部会 17 日(火)7+1名 坂東三十三観音霊場巡り(岩
殿寺) 

○娯楽部会 26 日(木) クラブボウリング大会(江ノ島ボ
ウリングセンター) 

○農園部会 8 日(日)5 名 ジャガイモ畑の草取りなど 
○談話室 18 日(水)6名  
○スケッチ部会 19 日(木)5 名 遊行寺 
○デジタル情報部会 28日(月)15+2名 29日にトップペー
ジ閲覧が 7 万ビュー越えた 

○ヤングブラザーズ ①13日(金)10+14 定例練習 ②28 日
(土)9+14 名 

○近代史を語る会 12 日(木)19+5 名 明治時代第 36回「韓
国併合」後半 

○企業研究部会 25 日(水)8 名 松田町の中澤酒造見学 
○なつかしの名盤愛好会 16 日(月)5+1 名 
○俳句の部会「似歌会」10日(火)9+1 名 真鶴吟行 兼題「冷
酒」、「皮」 

7 月  July 

○行事 7,8日 24 名 片瀬小学校で竹笛作り学習参加 
○世話人・委員会 21 日 7名 くぐひ・ＨＰ見直しプロジ
ェクト会議 

○総会、例会 5日(土) 出席 40 名  
○世話人会 28 日(月)  
○くぐひ編集部 18 日（金）7 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 6 日(日)14+1 名 アジサイの花
がら摘みと挿し芽、江の島固有種のガクアジサイの苗な
ど移植 

○藤が谷公園愛護会 13日(日)7+1名 江の島原産紫陽花の
苗移植  

○ヤングハーツ ①2日 19名 練習 ②9日 13名 みどりの
園 ③18 日 14名 藤沢病院 ④21 日 19 名 鵠生園 ⑤18
日鵠生園創立 40周年感謝祭に 2 名出席 

○おもちゃの病院 ①13日(日)13 名 来院 7 名 新患 3 件 
②27 日(日)12名 来院 7 名 新患 6 件 

○子どもと遊ぶ会 12 日（土）6 名、子供 12名 「輪ゴム
で飛ばす紙飛行機」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20 日(日)6 名、囲碁 3 名、将
棋 7 名、保護者 2名 囲碁同好会 1名 ゲスト 1 名 

○鵠沼災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｾﾝﾀｰを考える会 廃部→災害につ
いての勉強会に衣替え検討中 

○サロン会  19日 9 名  
○健康部会 休会、○探訪部会 休会、○娯楽部会 休会 
○農園部会 ①6日(日)7 名ジャガイモ収穫 ②27 日(日)9
名臨時部会 ジャガイモ収穫、九条ネギ植付け 

○談話室 16 日(水) 7名  
○スケッチ部会 17 日(木)４名 アコレードで模写  
○デジタル情報部会 28日(月)13+2 名 
○ヤングブラザーズ ①11日（金)台風のため中止 ②19
日(土)10+11 名   

○近代史を語る会 10日(木)15+4名  明治時代第37回「大
逆事件」 

○企業研究部会 23 日(水)13+1 名 すしや「さつまや本店」
寿司教室に参加 

○なつかしの名盤愛好会 21 日(月)5+1 名  
○俳句の部会「似歌会」8日(火)8 名 兼題「虹」、「石」

8 月   August 

○行事 ①3 日(日)13 名 鵠洋児童館流しそうめん児童
147 名、父兄 4 名  ②16 日(土)35 名 納涼会（アコレ
ード） 

○世話人・委員会 公民館まつり関係①4 日 芸能音楽界
打合せ（代表）②6 日展示制作部門役員会(代表、田中
章)③全体会(代表、田中章)④模擬店・バザー打合せ会
(太田、田中章)⑤実行委員会(代表、田中章)  
29 日サークル交歓会役員会(代表) 
16 日くぐひ・ＨＰ見直しプロジェクト会議 

○例会 2日(土) 50 名 
○くぐひ編集部 15 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護 3日(日)4 名 水遣り、清掃 
○藤が谷公園愛護会  17日(日)4 名   
○ヤングハーツ ①6日 22名 納涼会(高松)18名 ②13日 

10 名 みどりの園 ③15 日 16 名 藤沢病院 ④26 日 19
名 鵠生園 ⑤29 日 敬老会練習 20 名 

○おもちゃの病院 ①10日(日)10 名 来院 9 名 新患 8 件 
②24 日(日)12名 来院 10名 新患 8件  

○子どもと遊ぶ会 9 日(土)4 名 子供 13 水鉄砲 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日(日)8 名 囲碁 2 名 将棋
5 名 保護者 2 名 囲碁同好会 2 名 ゲスト 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 納涼会実施のため中止 
○健康部会 休会、○探訪部会 休会、○娯楽部会 休会 
○農園部会 3 日(日)5 名 九条ネギの植付け、トウモロコシ
の収穫 

○談話室 20 日(水)13名 社会福祉協議会ほかの話題 
○スケッチ部会 21 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 休会  
○ヤングブラザーズ ①8日(金)12+12 名 ②23 日(土)9+11
名 

○近代史を語る会 休会 
○企業研究部会 31 日(日)6+1 名 円覚寺（日曜座禅会） 
○なつかしの名盤愛好会 18 日(月)8+2 名 
○俳句の部会「似歌会」12 日(火) 10+1 名 兼題「流星」、
「砂」 
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湘南かわら版 くげぬま探求クラブあっての私の地域デビュー 

1994 年春先の新聞に、退職後のサラリーマンが地域密着型の活動組織を立ち上げたとして、くげぬま探求

クラブの紹介記事あった。日頃より、“今のままじゃ定年後が思いやられるわね”と言っていたかみさんがそ

の記事を見つけて、“ソフトランディングの布石になるかもしれないわよ”と差し出した。引いた気持ちで受

け取った紙面に、連絡先として北岡代表の名前と電話番号が記載されていたが、電話機に触れるまでにずい

ぶんためらいの時間があったと記憶している。 

「いずれはホームグランドで同じような会を立ち上げてもらい、ネットワークが作れるのを楽しみにしま

しょう」として他地域（六会）からの越境入学を許され、現役ゆえに土日・祭日とウィークデーの夕方以降

という変則参加による私なりの活動が始まった。51 歳の誕生日前後のことで、そこには活動的な先輩たちに

よって作りだされた、私が初めて経験するおっかなさと楽しさがいっぱい詰まった時間が待っていた。特別

養護老人ホームでの介護実習、ミニシンポ（家族論）のパネリスト、積極的で幅の広い対外ボランティア活

動、くぐひの編集、公民館まつりでの活躍、コップ片手の裏例会的なサロン会と活動の全てで仕事から解放

された充足感を味わうことができた。そして、会社人間からの脱皮が難しく感じられていたのは地域社会の

敷居が高いのではなく、自分が作った心の中の壁（男のへんちくりんなプライドもある）が邪魔していたの

だと気づくのに時間はかからなかった。 

当時、帰宅恐怖症の会社人間は定年後の粗大ゴミ、濡れ落ち葉予備軍ともいわれ、50 代に突入したばかり

だったがいろいろ考えさせられることが多かった。ワークライフバランスをとれない不器用な人間ではあっ

たが、入れて頂いたクラブは私にとって全く新しい冒険に満ちた世界であり、結果的には話題に地域性も増

え家族とのコミュニケーションも少しとれるようになったと感じていた。 

55 歳のときに転職で三重県に行くことになり、クラブから離れてなるものかとくぐひへの参加と年会費前

払いを申し出て、籍を残してくれと頼み込んで赴任した。皆、優しく単身の私を気遣ってくれ、楽しみ？の

プレゼントや原稿依頼、調査依頼と常に接点ができるように配慮をして頂いた。出張で戻った時に参加する

と歓迎を受け、素晴らしいクラブに所属できたことの嬉しさを噛み締めたものだった。8年半後に藤沢に戻り、

入会時の約束をとの考えから、二度ほど地元公民館に赴きクラブの活動の様子を話しお伺いを立てた。その

時の担当者から、この地域では親睦の会なら何とか集まるが、そのような地域活動主体では人が集まる素地

はないと、にべもなく突っ返され情けない思いをした。 

入会から 21年、いま“定年鬱”になる人が増えていると聞くが、充実したセカンドライフを迎えられるよ

うお手伝いすることは、成長した当クラブの地域での役割とも思う。 

高齢化社会到来が叫ばれて久しいが、OMS（老いてますます盛ん）を謳いながら地域の仲間と楽しめている、

自分の地域社会デビュー当時を振り返ってみた。 （でこ） 

 

 

編集後記  蛤のふたみにわかれ行秋ぞ（芭蕉）◆この原稿を書いている時点で、豪雨による広島の死者 72

名、行方不明 2 名。僅か数百メートルの狭い範囲でこれだけの人命が失われたのは、いくら天災が多いとさ

れる日本でも極めて希有なことである。15 年前にも大きな土石流の発生が認められ、再発することが容易に

予想できた地形にも拘わらず住宅地として開発を許可したことは、避難勧告の遅れとならんで一種の人災と

言っていい◆甘利さん「さなぎの中のドラマ」を読んだ。40 年もの間、蝶の生態を追い続けたこだわりよう

に、趣味の範囲を超えているように思った。中でも「羽根などパーツの核が分散して正しい位置に発生して

…」の考え方などは生物発生学の「細胞の自死」と関連していて、「ほんとうかな！」と思わせるところがい

い◆「傾聴ボランティア」という言葉を聞かれたことがありますか。私はある日の「談話室」で力さんの説

明で初めて知った。カウンセラーの一つの分野かもしれないが、この文章を読んでもわかるように、主にお

年寄りが対象のようだ。カウンセラーは治療を目的としているが、傾聴…は「何とかして助けの手を差し伸

べるのではなく、ひたすら聴くことによって心の負担を軽くするようなお手伝い」ということらしい。その

時は冗談めかして言ったのだが「力さんの働く場所は探求クラブにも広がるかもしれないね」と◆そろそろ

公民館まつりがやってくる。公民館の角田さんと池田代表に投稿してもらった。くげぬま探求クラブの最も

大事なイベントを公民館側やクラブの立場からみた評価や感じ方である。

角田さんのお話の中では、このまつりが春から秋に替わったことや昭和

天皇崩御の際の対応など興味深く読んだし、公民館職員としての仕事は

外部の人間には滅多に聞けない苦労話になっている。池田さんの「貴重

な余禄」はさらに大きな効果として「以後のクラブ生活に必ず役立つ…」

とされ、水野さんの「湘南かわら版」にも、いろいろな活動を通して「結

果的には話題に地域性も増え家族とのコミュニケーションも少しとれる

ようになったと感じていた」とされている。例会を除いて一番多くのメ 

ンバーとの交流が出来るこのまつりにぜひ参加しよう （巳の刻） 

 


