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第８０号(正月号) 

 

 

くぐひ 80号、20歳、謹賀新年

わが会報「くぐひ」はこの正月号で 80 号、20 歳の新しい年を迎えました。おめでとうござ

います。新年ともども 20 年の区切りを祝いましょう。 

これまで編集に携わってきた方々、原稿を寄せたみなさん、多くの先達の労に思いをいたし

敬意を表します。平成 5 年に旗揚げしたくげぬま探求クラブは一昨年、20周年を迎えて記念

行事をいくつか実施し、クラブの存在を地域の方々に知ってもらい、改めてみんなの力を確認

しました。 

クラブ旗揚げの翌年の平成 6 年に「くぐひ」が発刊されました。よく同人誌などでは 3号ま

でと言われるように、継続するのは至難の業です。それには毎号盛り込む記事の内容があるこ

とが不可欠で、クラブの活動が常に躍動し、絶えることが無かったからです。 

一方、それをこうした会報として編集発行の作業を続ける人たちがいたことを忘れてはなら

ないでしょう。我がクラブに集うメンバーは程度の差こそあれボランティアの気持ちを持って

いますが、「くぐひ」の編集を支えてきた人たちは、外でのボランティアをこなしながら、内

なる組織に向けてのそれを併せてやってきたのです。私たちがこの土地で生き、多少でも地域

の役に立つことをしながら、好みのサークルに親しみ、酒を酌むことができるのはクラブ員で

あればこそでしょう。 

そのクラブを脇から支え、記録し、表現して、まわりからも認知してもらう役割を担ってい

るのは、「くぐひ」とインターネットのホームページです。新年を機に、自分たちのこの二つ

のメディアに改めて思いを新たにしたいものです。 

さて私たちが共通してかくありたいと願っていることは、自分のことは自分でできる健康年

齢での長寿であり、その証しであるこの地域の人たちの役に立ちながら自分たちも愉しむこと

ができる喜びでしょう。 

健康長寿に関しては個人差という壁がありますが、地域貢献や仲間との交流については、ク

ラブに参加して活動していることで、ほぼ実現できているのかもしれません。 

このクラブを最初に立ち上げた何人かの知恵者で冒険家たちも、今日のようなクラブの姿を

イメージしていたでしょうか。クラブが動き出してからの時の流れは猛スピードで高齢化が進

み、あれよあれよと言う間に超高齢社会になってしまいました。 

我がクラブは否応なく新たなミッションに取り組まなくてはならなくなっています。それは

会社人間からの卒業の真っ只中の団塊の世代の人たちを、仲間に受け入れることです。その手

始めのプロモーションとして来月、次世代の人たちに向けて「地域デビューの勧め」をテーマ

に、鵠沼公民館や鵠沼地区社会福祉協議会・ボランティアセンター「ささえ」と協同でセミナ

ーを開催します。 

「肩書を捨て、街に出よう！」と次世代の人たちにメッセージを送り、その受け皿としての

私たちのクラブを知ってもらうことがそのミッションです。みんなの熱い思いでイベントを成

功させましょう。 

  

創刊２０周年 
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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。未年生まれは 10人です。 

 ヒツジは静かに年を取る 

くげぬま探求クラブ会員として平成 15年以来 2度目の年男を迎えました。 

年男と言えば昔は 5回目の干支年は還暦、その証として赤いチャンチャンコなどのお祝いを贈る習わしが

あったが私はそんな年ではないと辞退した。 

たまたま仕事仲間とモーターボートを愉しんでいたので、彼等から真っ赤なクラブキャップとジャンパー

を贈られたが、照れくさくて一度羽織っただけでその後再度身につけた記憶が無い、思い出し探したがどこ

に仕舞ったか行方不明。 

今年は 7回目の年男で、還暦に対応した呼名が無いか調べたか見当たらない、還暦では未だ若すぎる何か

読み方があるはずだが？ 

昨年末には健康的に不安があったが何とか乗り越えられた、今年は体調を整え安定した状態で皆さんの活

動に付合っていきたい。 

8 回目の年男のクンロクは一寸夢裡かな‥‥二度目のオリンピック位は‥‥ 

近年とくに年寄りに有りがちな昔話や同じ話をクドクドとすることに気を付けているが、アルコールが入

るとその癖が出ているような気がする。お気づきの方はそっと耳打ちをして頂ければ幸いです。 

もう少し探求クラブを愉しみたいものです‥‥お酒も少々は ? ? 

 

躰も心も強く保って一日一日を大切に使おう 

私は前回、次の未年までには平均寿命を越す年齢になるので一日一日を大事にして新しい年を迎えたいと

誓ったが、その通り何事もなく頗
すこぶ

る元気で新しい未年を迎えることができた。 

2013 年、予想通り男性の平均寿命は 80.21歳となり女性 86.6歳と並んで初めて人生 80年の時代が到来

したが、私は今のところ幸い健康に恵まれているのでいままで通り元気で躰が動く限り引き続きくげぬま探

求クラブに所属しクラブ活動、緑を守る地域活動、畑仕事などに専念して行くつもりである。 

しかし、これからの長寿者の世界は何事も順風満帆とは行かずいろいろな事柄に遭遇することが予想され

る。中でも長寿者だからこそ知る新しい悲しみに出会うことはつらいものだ。それは多くの親しい人たちを

先に見送ることであり長寿者の誰でもが経験することである。ここ一年の間、肉親をはじめ親しい友人に先

立たれることが多くなってきた。そのため今後も予期せぬ出来事が予想されるが、これらを無事乗り越える

ため一日一日を大切にして身体を健康に保つだけでなく、心も強く持ちいろいろな困難に耐える力を養って

行かなければならないと思う。 

 

72度目の一里塚 

還暦のときに、健康は自己管理・自己責任でと謳ったが、64歳で腰椎をチタン板で補強する体たらくで

ある。でも、運がいいのか内科的な大病はしないで済んでおりありがたい。「門松は・・・の一里塚」、新し

い年を迎えるたびに一つ歳をとるのはみな平等であるが、歳の重ね方は異なる。自分は極楽とんぼのせいか、

還暦後をなんとなくときの流れに任せて過ごしてしまった感があり、これでは自分のやりたいことを見つけ

仕上げに向かうことなど覚束ない。「もう歳だから…」とするか、心の若さを保つかは、自分の気持ちの持

ちようなんだが・・・身も心も柔軟性を失いつつあり、なかなか思うようにはいかない。 

男の平均健康寿命には到達したが、平均寿命を超えるにはまだいくつもの一里塚を通過することになる。

素晴らしい明日を迎えるには、昨日の反省の上で今日を大切に過ごす努力が必要で、人生はこの三日間の連

続の上にあるとも言われるが、“吾、72歳にして惑いあり”の中で、 今があるのは“かみさん”のお陰と

感謝しながらこれからを考える日々である。 
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８回目の未年をむかえて 

今まで身も心もすっきりしていた羊年生まれの私は今日まで何とか羊毛をつぎはぎするようにして心身

を温めてきました。 

そのようなカヨワイ羊の私も皆様方に負けず、羊毛もすり切れないようにまだまだ頑張るつもりです。 

羊年の年頭にあたり、これまでの皆様方の暖かいご支援に感謝するとともに「くげぬま探求クラブ」の益々

の発展を期待してます。 メエー。 

 

84歳の年男 

くげぬま探求クラブに入会したのが平成 7年、それから 19年経つ。当時の制限年齢 65歳すれすれの入会

だった。入会してすぐ大病を患い、1年経って探求クラブのことも薄れかかった。 

ある日、江ノ島まで散歩にでかけた。女性センター近くまで行ったところで向うから 10人程男性の一団

がやってくる。すれ違ったところでその中の一人が声をかけてくれた。「おやっ佐藤さんじゃないの」。それ

が阿部 さん (故人)だった。このひと言がなかったら私は探求クラブに復帰していなかったかもしれない。

それからまた 2年ほど入退院を繰り返したが、なんとかいくつかの会に顔を出し、酒を酌み交わし、雑談を

楽しむことが出来るのもみな良き仲間のおかげと感謝している。 

もう一度年男になるぞ！ 

くげぬま探求クラブに入会した 12年前にくぐひ 32号に書いた年男の抱負の一つ目のプロジェクト･マネ

ージメントコンサルタント業務の継続は 2年で終わった。二つ目の日本グッド･トイ委員会のおもちゃコン

サルタントになる目標は、日本グッド･トイ委員会神奈川支部のメンバーとして神奈川県立こども医療セン

ターの「おもちゃの広場」のポスター作りを続けている。また、おもちゃの病院で同医療センターのおもち

ゃの修理をしてもらっている。今もおもちゃの病院のドクターを続ける原動力だ。三つ目の当クラブの地域

活動への参加も続けさせてもらっている。 

七度目の年男としての目標を立てることにした。その一つ目は、すばらしい仲間が大勢いるくげぬま探求

クラブで引き続き元気に活動すること。二つ目は身辺の整理。長年溜め込んだ不要なものを整理して生活の

簡素化に努めたい。三つ目はゴルフがもう少し上手になって続けられること。 

でも何はともあれ、周囲に迷惑を掛けずに 12年後の年男を目指して頑張るぞ！ 

ＰＰＫを目指して 

年初恒例の「年男登場」に自分の番が回ってくるとは感慨深い想いだ。 

両親は比較的早くこの世を去った。母親は私が高 2 の時、父は 3 年間の病床後 69 歳で亡くなる。私はと言

うと年相応に老けて、想えば平々凡々な人生（を語るほど器ではないが）を歩んで来た。それなりに紆余曲

折、分岐点が有ったが、今ここに有るとの思いだ。唯一の誤算は、妻に先立たれた事だ。娘には、当時の政

府白書を耳にして年少の頃から「これからは女も男もない」と言い諭して接してきた。その所為か、子ども

を保育園に預け共稼ぎの生活に自然に馴染んでいる。お蔭様か、何かと応援を頼まれ振り回されるのは自業

自得だ。尤も本来は家内が喜んで応援していたであろう事を思うと妻の無念さに思いを馳せるが。 

退職後、暫くハローワークに通い講座や講習を受講していた。受講中で唯一記憶に残ったのが、これから

の人生の過ごし方を示した“ＰＰＫ”なる語句だ。今でこそさして珍しくないが、当時は新鮮に感じられた。

“ぴんぴんころり”の頭文字だ。要は、健康で長生きの示唆だ。幸いくげぬま探求クラブに席を置き知遇を

得て、諭された生き方の道を歩ませてもらっている。 

早世した者の余命分を生かされていることを意識して“ぴんぴんころり”を目指し精々これからも時間を

大事にしていきたい。  
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6回目の年男を迎えて 

とうとう 6回目の年男を迎える。 

還暦の時、体調に若干不安があり次の年男を迎えられるか?と気弱なことを考えていたが、その不安の通

り胃を切ったり、心臓を手術したり、けがをしたり、いろいろ死ぬ思いをしたが悪運強く生き延びている。 

昭和 18年の未年生まれは戦争最中に生まれたため親が終戦前・後のどさくさの中で苦労したことは分か

るはずもなく、かすかに記憶に残っている進駐軍のジープに乗った米兵の姿や、小学校に入ったらすぐ DDT

（懐かしい言葉であるが）の白い粉を頭にかけられ、給食で米国のまずい脱脂粉乳を飲まされた記憶くらい

しか、混乱時代の記憶はない。諸先輩のように疎開の苦労も知らず、また我々のあと数年後に生まれた団塊

の世代のように高い競争率の中で揉まれることもなく、どちらかといえばラッキーな世代であったと思う。

サラリーマン時代はアメリカに追いつけ・追い越せの時代で、且つ上下のプレッシャーに耐えようやく定年

を迎えたが、その後おもちゃの病院への参加以来 10余年「くげぬま探求クラブ」の一員として活動させて

もらい、わが人生の中で最も自由な又幸せな時間となっている。 

小生としては村岡での地域活動もあり、勝手ではあるが皆さんにご援助をいただきながら、これからも両

方の活動を続けさせていただきたい、と思っている。 

少年老い易く 

生を受けて初めてのひつじ年は 12歳だから〔紅顔？〕の中学生になった年だった。その頃どう思ったか

はまったく記憶がない。2まわり目〔気鋭？〕の 24歳時は社会に出たばかりで勢いがあって、酒ばかり呑

んでいた。〔男盛り？〕36歳時には「オレもすっかりオジサンだ」と周りには自嘲気味にパフォーマンスを

演じながら、腹ではまだまだと強がっていた。〔分別？〕の 48歳時は誰しも組織内での先が見えてくる年代。

競馬でいえば第 3コーナー。大した脚力もないのにうまく内ラチ近くを回りながら馬群を抜け出せそうな気

配もあって、そう悪い気分じゃなかった。元気もあった。12年前〔達観？〕の還暦時にはまだまだ現役だ

った。家族が、どこか外国の大使公邸だった隠れ家風レストランで祝ってくれた。還暦というのはそれだけ

の重みがあるんだなぁ、と妙に感慨を覚えた。赤いちゃんちゃんこは着なかった。そしてついに〔諦念？〕

の 6度目のひつじ年を迎えた。歳相応によれてきていて、アタマとからだに柔軟さがなくなった。でも 5年

前から探求クラブの男声合唱団ヤングブラザーズで声を出しているおかげで、気持ちはヤングのままでいる。

さて、グータラひつじがこのあとのもうひと回りをまっとうできるかどうか、少年老い易く学成り難し。 

夢の翼 

今年は羊年 12、24、36、48、60、72歳と年を重ね、学校、恋、仕事、病気、怪我の挫折を経験し、なる

ようになるさケセラセラと開きなおってか、今が一番楽しい。秋刀魚の塩焼きを肴で飲む晩酌に一日の喜び

を感じる。 

「親父、店を出すので少し金を出してくれ」 

「俺もないけど・・・心配するな」 

「嬉しいことを言ってくれるじゃないか。お前から小遣いをもらうようじゃ、俺もおしまいだ。お前の世

話にはならない」と意地を張る。 

「親父！ピンピンコロリ行ってくれよな！」 

あるご婦人が「あっという間の 90年でした」と言われたことがあった。僕も 80，90歳とこのままボーッ

としていると 100になってしまう。あせってくる。 

♪たとえ破れても燃える夢をもとう♪ 

“夢”家族は取り合ってくれないが、密かな夢がある。 

「グランドピアノを買ってショパンを弾きたい」あの美しい音色、優雅な姿。 

僕にはピアノを練習する時間も忍耐もない。お金も大きな部屋もない、全てない。だけど、今年から背中

に翼を付けよう。夢の翼を探すのは“今でしょう” 
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「囲碁・将棋」コーナー 

両日とも晴天のもと、将棋盤に駒を進める音、碁盤に碁石を打つ音、会場は小中学生から大人の方々そし

て女性の参加者もいて、盛況なにぎわいを呈していました！ 

屋外では暑いくらいの良いお天気となり、テント内には対局用の盤が 6面（将棋盤 4面、囲碁盤 2面）テ

ント外には 4面（将棋盤 2 面、囲碁盤 2面）を配して、自由な対局が可能な会場を設営しました。将棋は、

小中学生の常連さんからお父さんと参加した女の子と幅広い参加者が集まりました。なかには凄腕の長老の

方もいてクラブ員との対戦では勝利され、一方のクラブ員の方は普段見られないような真剣な面持ちで対応

していました。囲碁は、将棋と比べると子供たちの数は少ないようでしたが、「囲碁ってどうやるの？」と

言って、興味を持って碁盤に座ってくれる子供たちも、また女性の方で興味を示してくれる方もおられ、今

後が大いに楽しみな状況となりました。 

「囲碁・将棋」コーナーは、屋外のため天候の影響を受けやすいのです

が、今回のように青空のもとで、囲碁・将棋ができるのは幸いなことだと

思います。また、昔は縁台将棋という言葉もあり、うちわ片手に屋外で将

棋を指していたイメージが浮かびあがってきます。今回は、そんなイメー

ジを彷彿とさせてくれる公民館まつりとなりました。 

古 本 市 

公民館まつりの目玉、古本市の 22回目のお手伝いは今年も滞りなく終了した。 

まつりに先立ち 9日間にわたって行われた古本の受け入れでは、1日 2シフト、クラブ員延べ 113名が参

加した。期間半ばで非常に大きい台風の接近のため半日受け入れ中止となるなど例年に比べ冊数が少ないの

ではとの危惧があったので急きょクラブ員に寄贈を呼び掛けるなどして、最終的には延べ 340人を越える皆

さんから昨年並みの 13,800 冊あまりの本が寄せられた。 

まつり初日、オープンの 1時間も前から並び始めた人がおり、その後も次から次へとやってきて 10時の

オープン時には新館から渡り廊下を越えて本館まで 100人ほどの列となるなど相変わらず人気の高さがう

かがえた。 

そんな中でちょっと気になった人が…。今年も業者らしき人がちらほら見える中で、混雑する会場の中で

新しい本だけ漁って隅っこへ運び、一時間以上かけてその中からさらに一冊づ

つ慎重に選って数十冊持ち帰った人が複数いた。内容よりは体裁重視といった

感じだったので、ひょっとしてその本をさらにどこかに持ち込んで売るのだろ

うかと思わせる人だった。 

さて、今年の実績。販売冊数は 6,040冊、収入は 24万円強となった。選ん

だ本をうれしそうに抱えて持ち帰る後姿を見て、不要になった本が古本市で次

の人の手に渡って再び役に立つ。そんな手伝いができる喜びを感じた 2日間だ

った。 

焼き芋販売 

焼き芋の販売には、段取りが重要な仕事になります。材料となるサツマイモの仕入れ・薪の手配、また釜

の設置は先輩諸氏の経験とノウハウに基づき作られたものであり、おそらく日本でこれだけしかないと思い

ます。そのため焼き方にも注意すべきことがたくさんありますが、手順を理解すると合理的に作られている

ことが分かります。１回の釜で 30kgのサツマイモが焼けるのですが、火の状態をある程度一定に保ち所要

時間はおよそ 40分。焼きあがった芋は販売担当のスタッフにより一本づつ袋に

入れられ、焼きあがりを待っていたお客様に早速手渡しします、お客様の笑顔

を見てこの時が一番うれしい…とスタッフの一人が話していました。 

30㎏あった焼き芋はすぐに完売し、次の焼きあがりはいつですか？…と尋ね

られるのも、やりがいを感じる時です。 

2日間とも快晴に恵まれたこともあり、予定より早く完売し無事終了となり

ました。 
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手作りおもちゃ 

公民館まつりが昨年とは異なり良好な天気で開催された。 

手作りおもちゃは今までと違い、テントから室内（第 4談話室）に変更された。 

準備は毎年長谷川さんにお世話になり、工房での作業は手慣れたメンバーによりスムーズに進み夕闇迫る

頃パーツ作りは完了した。 

今回は室内の為、4日早く会場作りが可能になった。机の配置、人員の割り振り等を検討し、竹笛、コマ、

輪ゴム鉄砲の作業場所は従来通りで、輪ゴム鉄砲の的を新しくして試射場を大きく作ることになった。 

お祭り初日、開店 1時間前に集まり、談話室外通路での机、飾り付け、ポスター貼り等を開店ギリギリま

で行なった。 

開店直後の子供たちはちらほらであったが、外階段下の野村さんの名

調子な呼び込みが始まると完成した竹笛の音と的当ての歓声が一日中続

いた。輪ゴム鉄砲の試射場では、新しい的（輪ゴムが当たるとランプが

点灯）に人気が集まり常時担当者が対応しなければならないほどであっ

た。 

閉店後、大人気だった竹笛と輪ゴム鉄砲の未完成品が不足することが

わかり、急遽作って 2日目に備えた。 

2 日目は、初日が盛況だったあおりか子供たちの来店に波があり、忙

しい中でも余裕を持って子供たちと接することができた。 最後に、第 4談話室がやはり狭かった、メンバ

ーがもう少しいたら等反省もあったが、売り上げ上々で後片付けをした後打ち上げ会場へ向かった。 

子供たちの楽しい声を聞くことができ、充実感に浸れた 2日間だった。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

ヤングブラザーズ 

10 月 18日快晴。さて、秋の公民館まつり「芸能音楽祭」の最後を飾る我がヤングブラザーズの登場とな

った。 

これまで、練習を重ねた成果を披露する大事な場面である。 

拍手が鳴りやみ、会場の雰囲気に包まれる中、指揮者高木辰夫先生・ピアノ伴奏小林美代子先生でスター

ト。「自由の歌」で始まり、「花」「グッドナイト・ベイビー」と続き、「翼をください」を会場の皆様とご一

緒に歌い、一体感を持てたのではないかと思う。次に「Can't Help Falling In Love」「Love Is a Many Splendid 

Thing」この 2曲は間奏のアルトサックスが効果を発揮し会場の心

をつかんだせいか拍手が起こり、ビックリ。・・・とてもうれしい

サプライズであった。しかも英語の歌詞で歌ったせいか、プレスリ

ー気分でノリノリ状態。最後に「今日のひととき」で締めくくり。

そこでアンコールの声が上がり、準備の良い我がヤングブラザーズ

は「遥かな友に」を歌いアンコールにお応えした。大トリを無難に

こなし、素晴らしい「芸能音楽祭」を締めくくることができたよう

に思う。 

公園愛護会 

鵠沼松が岡公園愛護会と藤が谷公園愛護会は松が岡 5丁目緑地公園愛護会と公民館まつりの鵠沼地区公

園愛護会連絡協議会が行った花苗販売で、10月 18日のパンジー500株とガーデンシクラメン 100株の販売

を担当した。3年目となるこの販売は好評で、10時からお客さんが詰めか

けて売り手は休む間もなく、ガーデンシクラメンは 30分程で完売、パン

ジーも昼過ぎには殆ど売れた。 

昨年の花苗販売は二日目の悪天候で大量の売れ残りが出たが、今年は好

天に恵まれて他の公園愛護会が担当した二日目の販売も好調で、二日間で

パンジー800株とガーデンシクラメン 200株を完売した。 

この収益の 30％は寄託金として公民館まつりの運営に使われ、残りは

鵠沼地区の公園の整備と鵠沼地区公園愛護会連絡協議会の運営に使われ

る。  
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平成 26年 7月 27日、平成 22年以降の新しい受付方式になってから 4年あまりで受付件数が 1000件とな

り、この素晴らしい記念すべき大台になりました。 

この達成の裏には、病院発足当時からの諸先輩のチャレンジ精神を踏襲した伝統を礎に、月 2回休むこと

なく続けてきた地道な活動、時にはドクター総がかりで知恵を出し合って取り組むといった結束の強さ、そ

してその中で培われてきた修理技術の研鑽が実を結び、地域の皆様の期待に応えて実績を積み重ね信頼を得

た結果だと思います。 

また病院のスタッフにとっては、思い入れのあるおもちゃが治った時の子供さん（保護者の方も）の歓声

とパッと輝く笑顔が何よりの励みになります。 

今回の達成記念にあたり、スタッフの皆様のメッセージを頂きましたので、ご披露します。 

常日頃のおもちゃ病院の活動状況をご理解願えれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つい最近まで治ったおもちゃに喜ぶ子供の姿が楽しみでしたが、近頃は、分解して治してるおもちゃを真

剣に覗きこむ子供の姿に感動してます。 

子供がおもちゃを持ってきたら、一緒に分解して、故障をさがし、たとえ治らなくても再組み立てして、

二人で残念だね！ と言いたいと思ってます。  

 

「おもちゃの病院」受付 1000件達

成おめでとう！・・ありがとう！！

  

1000件修理おめでとうございます。 

数多くの中どれだけの喜びがあったか分かりませんが、ちびっ子と我々

の 1000件の出会いの場でもあったと思います。 

私もその出会いに参加できたことは私の喜びでもありました。 

これからも修理は続きますが、おもちゃの病院スタッフ全員で力を合わ

せ喜びの出会いを増やして行きたいと思っております。 

皆さんよろしくお願いします。  

どんなおもちゃが持ち込まれるか

いつもワクワク！ 

 

「自分にはドクターは無

理だが受付のお手伝いな

ら」ということで参加さ

せてもらって 2年半、

1000件達成の瞬間に立ち

会うことができて大変ラ

ッキーでした。ドクター

の皆さんのどんなおもち

ゃでも治すぞというチャ

レンジ精神と懸命な作業

に頭が下がります。また、

そうやって治ったおもち

ゃを引き取るときの子供

らの笑顔、これがおもち

ゃの病院の原動力に違い

ないと信じています。 

 

こわれたおもちゃを受け取ったとき、「入院していただきます」ととりあえず預かる。沢山のビスを外

しておもちゃの内側を広げる。「ここがこう、あそこがこう・・・」と探っているうちに「フムフム、な

るほどな、ここが治ればおもちゃが生き返るなあ」と気づく。順調に治せるときもあればそうでないとき

もある。 

そんな時、「こんな面白い、或いは手の込んだおもちゃ作った人はどんな人なんだろう」とふと思う。

ここからは私の夢想だ。 

この人は毎日、決まった時間に会社に出かけ、「設計制作部」などと看板のかかった部屋に入り、工作

台に座る。そして日がな一日、ああでもないこうでもないと次のおもちゃの設計図を書いたり工具を駆使

したりする。やがて子供の喜びそうなおもちゃを作り上げる。おもちゃは制作販売され・・・、やがてこ

われて「おもちゃの病院」に入院する。 

こわれたおもちゃを前にドクター爺は「このおもちゃを作った人に会ってみたいものだ」と夢の中を彷

徨っている。  



 

くぐひ・・・8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついに受付数 1000件が達成されたとのこと、これは鵠沼公民館「おもちゃの病院」の歴史に新たな１

ページを記したことになります。これはまさにスタッフ一同のたゆまざる努力の賜物と思っております。 

私がここに参加して今年で 10年になりますが、最近は若い方々の参加もあって益々発展していく姿を

見るのは、とても心強く楽しいことです。 

さて、私は当初 "おもちゃの修理" のみに限定した座右の銘を設定しておりました（これは今も変わっ

てはおりませんが）。それは 絶対にあきらめない ということです。ですから、専用電子部品の破損など

で修理不能になったときなどは、悔しくて夜も眠れないくらいです。 

修理を依頼する方々は多分「何とか治してもらいたい」と思って来られるものと思います。それに治っ

たおもちゃで遊ぶのはほとんどが子供で子供は乱暴です。そんなわけで私の場合より強固に治すよう心が

けております（例えば人形の腕が折れた場合、接着剤で固定するだけでなく、腕の中心に穴を開けて何ら

かの芯材を入れて補強の上、接着するようにしています）。 

また、最近の電子基盤はチップ化で小型になる傾向にあり、それを見る私の目は益々老化の一途をたど

り、見えにくくなるという相反する現象が生じておりますが、こんなことに負けてはいられません。それ

にデンキはウソをつきませんから、小型で見えにくくなっても回路的には同じですから、それほど苦にな

りません。これからもがんばる所存でおります。 

ちょっと話題を変えますが、おもちゃの修理だけでなく、夏休みなどに「おもちゃの病院」主催で小学

生あたりを対象にした電子工作教室など開催したらいかがでしょうか？他県ではけっこう行われている

ようです。そうすれば「おもちゃの病院」の幅も広がるのではないでしょうか。とにかく 10年間私に楽

しみをくれた「おもちゃの病院」に感謝いたします。もう少々続けたいと思っておりますので宜しくお願

いいたします。  

自分がおもちゃの病院に関

わったのは発足して同時でし

た。片瀬の公民館ですでに開催

していた、おもちゃの病院を磯

川さんと見学に行きどんな道

具を使っているのか、修理の仕

方などのノウハウを教えて頂

きました。その後おもちゃ病院

協会に入会して、電池、ギヤー

などの提供を受け、おもちゃ病

院学校に 2度行き、はんだのつ

け方、簡易な電池チエッカーの

作り方等を教わりました。 

おもちゃの修理をしていて

うれしいのはやはりお客さん

に喜ばれることです。一度、家

が近くなので修理したおもち

ゃを届けたら幼稚園児の女の

子がお礼にと手作りのクッキ

ーで待っていてくれたことで

す。もちろん美味しくいただき

ました。 

 

おもちゃの病院は楽しい。お

もちゃの病院のドクターに仲

間入りして、12年になります。 

さて、おもちゃの修理に欠か

せないのが、修理用部品です。

色々な部品が必要です。そこ

で、我が家で電気製品等が壊れ

ると、早速、分解して目ぼしい

部品を保管しておきます。又、

フリーマーケットで極安で買

ったおもちゃを解体して、この

部品も保管しておきます。これ

ら部品の一つが役立ち、おもち

ゃが治った時 やったと充実

感をおぼえます。 

お陰様で、我が家には、

99.999％ 利用されないであ

ろう部品が捨てたくも捨てき

れず、ゴロゴロしております。

今日はパソコンＸＰを解体し

てみました。又、部品が増えま

した。 

 

 

受付を担当して、ようやく受付手順も、スムーズに運ぶようになりました。 

これから先、2000件に向かって、ドクターの方々と共に、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://kugenumatankyuclub.web.fc2.com/ 

くげぬま探求 検索 
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・MCとは＜マスターオブセレモニー＞の略つまり司会者である。 

・SAXとは言わずと知れた＜サクソフォーン＞（楽器）である。 

私は世話人として当クラブの総会および月例会の MCを仰せつかっている。元来は世話人代表が議長を務

めると規約にあるが先代の代表が例会などでご苦労されている姿を拝見し、議長（代表）が指名した形をと

って議長と司会役を分離させたのである。 

開始前の出欠確認（安否確認？）から始まり各議題に従って時間配分等を頭に入れながら進行させる。メ

ンバーの協力により議事が紛糾することは最近ないが５０名余りの錚々たるメンバーを仕切る？のは並大

抵ではない。 

当初は緊張と気負いでプレッシャーを感じ、力が入っていた。（名前から力である） 

最近は多少余裕が出てきて部会活動報告などでは各部会長方の人となりが判ってきて強弱を付けながら

進行している。MCという役得で長老方にも多少厳しく言えてまたそれらを寛容していただき最近では快感

さえ覚える始末である。 

さて次はSAX！ 学生時代は当時はやりの反戦歌などをフォークギター片手に歌っていたが定年退職して

別の楽器でも始めようと。。なんとなく恰好が良いという不純な動機から『ヤマハの音楽教室』に通い出し

てまもなく３年になる。音量が大きく自宅での練習は近所迷惑だと家人がうるさく、教室通いだけではイマ

イチ欲求不満。。そこでここ一年ほど前から「ヤングブラザーズ」の面々の温かい心使いにより合唱の前、

間奏に SAXいやラッパを吹かしてもらっている。つい最近も公民館まつりの音楽祭で合唱の合間にふた吹き。 

良かったよ！の声はあるものの、自分としては今一歩、不本意な結果に終わった。 

ある芸術肌の人から云われた事だが、相手（聴衆）がどう感じるかではなく如何に自分をさらけ出して（爆

発させて）自分が楽しむか！我儘であってよい！（確かに芸に秀でた人は我儘だ）マダマダ修業（練習）が

足らない（SAXではなくラッパだ） 

ここで一転して MCとは真逆！なのだ。MCは相手の顔色（声色）を観て聴いてタイミングよく区切りをつ

ける。話す人、聞く人を如何に楽しませるか！自分が我儘ではダメなのだ。 

明日の例会をどの様に仕切ろうか！  ああ～今夜も眠れない！ 

探求クラブでの MCと SAX。私にとってどちらも大切なもの。 

残念ながら？MCは今年度で終了するが SAXは息が続く限り、指先が動く限り、さらに孫娘の結婚式で以

下の曲を披露出来るまでなんとか続けたいと思っている。 

「ぼくは君を愛さずにはいられない」「愛はまばゆい程の輝きに満ちたもの」 

（先の音楽祭での合唱曲のフレーズ） 

 

クラブ短信 

１ 新部会：災害研究部会・お菓子の会の立ち上げ準備進む！ 

【災害研究部会】 

「鵠沼災害救援ボランティアセンターを考える会」の後をどうつないでいくか検討されていたが、「災害研

究部会」として立ち上げことが確定した。部会長は柳田さんが予定されている。来春からの活動方針は、地

域に想定される災害に関する正確な情報の共有化が目的であり、クラブメンバーの多くの参加を望みたい。 

【お菓子の会】 

江の島の女性センター閉鎖に伴い公民館に場所を移して継続する 「お菓子の会」を、部会登録して新部員

を募集することになった。選んだレシピで和菓子を作り抹茶を点て味わうのが目的。東田さんが部会長。 

（準備委員会・世話人会） 

２ 98 名の園児たちとにぎやかに秋の花植え会   

恒例となった秋の花植え会を 10 月 24 日秋晴れの下開催した。鵠沼めぐみルーテル幼稚園とキディー鵠沼

保育園の児童たち 98 名と一緒に 3 か所の花壇に寒さに強い花を植えた。パンジー、ノースポールなど色と

りどりの花が公園を華やかにし、そして、バイバイ！の声に元気を貰いながら無事に終了した。 

（藤が谷公園愛護会） 

３ スポーツの秋、お楽しみビッグ 2 イベント終了 

11 月 17 日秋季ゴルフコンペ、19 日第 3 回ボウリング大会と娯楽部会秋のスポーツイベントが連続して終

了した。ゴルフは、新入会員の玉田さんがグロス 44，43 の断トツスコアで優勝、準優勝は長谷川さん。ボ

ウリングは、4 チーム団体戦中心にプレー、大野・黒川・関根・福田チームが 960 スコアで 1 位。個人は大

野さんが返り咲き 1 位。来年から 1，6，11 月の第三水曜日の定例開催と決まったので皆さんご予定あれ。

 （娯楽部会） 
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明治時代を終えるにあたって 

明治時代の学習は一応 10 月をもって終わった。そこでもう一度大雑把に明治時代を振り返ってみようとい
うことになり、11月からその第一弾として私が夏目漱石の「三四郎」をとりあげた。これについては後で述
べることにしたい。 
私は明治時代というものを二つの面から眺めてきた。一つは明治 7年から始まった自由民権運動。二つは幕

末から引きずってきた欧米諸国との不平等条約の改正。この二つが縄のように絡み合いながら、明治ここでい
ったんというものをつくってきたと私は思っている。 
この間いろいろな人や事件が去来し、日本というものを世界の中に押し上げてきた。よく言われるように欧

米諸国が三百年かけて近代国家を築き上げたのに日本はたった四十年で成し遂げたと。しかしその中身はどう
だったのか。このことを少しばかり取り上げてみたいと思う。 
一言でいえば明治は「自己の目覚め」と「国家意識」の確立した時代である。「近代史を語る会」ではでき

るだけ多くの人物をとりあげてきた。しかし時間的な制約があって省かざるを得なかった。たとえば以下のよ
うな人々。山川健二郎、田中正造、明石元二郎、西 周、宮崎
滔天、安藤昌益、陸 羯南、秋山好古、クロパトキン、小村寿
太郎と、とりあげれはきりがない。 
さて、なぜ「三四郎」をとりあげたか、これについては学習

会で触れたが、学習会に参加されていない方に説明しておきた
い。 
漱石の小説は明治 30年代から亡くなる直前の大正 5年まで

の約 20年間に書かれている。彼の小説を通して言えることはこの時代に生きた一人の知識人としての目から
明治というものを眺めていた、ということである。しかし知識人といってもいろいろある。小説家、学者、新
聞記者、僧侶、神主、牧師、教師、彼らはそれぞれの目から明治を眺めていた。「三四郎」にもこうした人物
が登場する。熊本の高等学校を卒業して上京してきた三四郎にとってこうした人物は一種の妖怪に見えたに違
いない。妖怪たちは東京のど真ん中に出没し、三四郎を悩ませる。そして次第に「熊本より東京は広い、東京
より日本は広い、日本より頭の中は広い」に気づいていく。 
それでは漱石自身どんな目で明治を眺めいただろうか。おそらく失望と軽蔑の目で眺めていたのではないか。

「三四郎」の中からそれを見てみよう。三四郎は熊本から上京する汽車の中で 40歳くらいの神主みたいな男
に遭遇する。この男と雑談しているうちに日露戦争の話になった。男は言う。以下原文のまま 「いくら日露
戦争に勝って一等国なっても駄目ですね。尤も建物を見ても、庭園を見ても、いずれも顔相応の所だが、あな
たは東京が始めてならまだ富士山を見た事がないでしょう。あれが日本一の名物だ。あれより外に自慢するも
のは何もない。ところがその富士山は天然自然に昔からあったものなんだから仕方がない。我々が拵えたもの
じゃない」。 
これに対して三四郎は言う。「然しこれからは日本も段々発展するでしょう」。すると男はすましたもので「亡

びるね」と言った。 
 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 58名になりました 

玉田 英二さん 

昭和 22 年 10 月生まれの「団塊の世代」第

一期生です。 

生まれは町田市でサラリーマン家庭に育ちま

した。結婚してから数回に渡り転居した後、終

の棲家として 4年半前に海辺の鵠沼海岸に移り住み

ました。今は妻と二人生活ですが、独立した息子が

三人、孫一人で、時折交代で顔を見せてくれます。

趣味は、健康管理のためのゴルフの継続、美味しそ

うな蕎麦屋を求め散策し食べ歩くこと、自らも蕎麦

打ちに精を出し細切もマスターしました。 

仕事は、建設コンサルの技術職を 40 年以上に渡

り経験を積んだものの、現在は非常勤状態となり要

請があれば出社する状況になりました。 

そんな折、探求クラブを長谷川さんからお

聞きしたことから、ＨＰを調べてみたら理想

的なクラブではないかと思える内容でした。9

月に入会をしてからはいろいろな経験をさせ

て頂きましたが、クラブ員の方々が生き生きと活動

されていることに圧倒されました。クラブの特色と

しては、多種多様にわたる部会があり自由に参加で

きること、それを歓迎する部員の方々、新たな部会

の創設も可能で自己主張もできる状況がとても新

鮮に思えます。 

このクラブに巡り会えたことを大切に、自らもク

ラブ活動に参加し協力する喜びを得たいと思って

います。皆さま宜しくお願い致します。 
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～例会・各部会活動報告～ 

9月  September 
○行事 27日 鵠南子どもの家「手作りおもちゃ教室」 

9 名 参加 36 名＋児童館 8 名 
○世話人・委員会 20 日 くぐひ・ＨＰ見直しプロジェク
ト会議  

○例会 6日(土) 47 名 
○世話人会 ①1日 6 人 ②29 日 6 名    
○くぐひ編集部 19 日(金)8 人  
○鵠沼松が岡公園愛護会 14 日(日)11 名 流砂処理、芝生
の生育のための黒土撒布 

○藤が谷公園愛護会 14日(日)6 名  
○ヤングハーツ ①3 日 23名 定例練習 ②5日 9 名ささえ
橘 ③10 日 12名 みどりの園 ④15 日 17名 敬老会最終
練習 ⑤18日 23名 敬老会出演 ⑥19日 14名藤沢病院  
⑦25 日 17 名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①14日(日)9 名 来院 10 名 新患 8 件 
②28 日(日)11名 来院 5 名 新患 8 件 

○子どもと遊ぶ会 13日(土)6名 子ども 9名 父兄 1名 紙
によるパズル作り「ルービックキューブを感じて  

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日(日)9 名 囲碁４名将棋
13 名 父兄 4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 20 日(土)12 名 
○健康部会 26 日(金)6+2名 箱根湯坂道 
○探訪部会 16 日(火)5 名 東海道・神奈川の宿場巡り（川
崎宿） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 7,8,11,27 日 5 名 大根、玉葱の種まき 
○談話室 16 日(水)8名 地域デビューセミナーの話題 
○スケッチ部会 休会 
○デジタル情報部会 22日(月)12 名  
○ヤングブラザーズ ①12日(金)12+12 名 定例練習 
②25 日(土)12+13名 

○近代史を語る会 11 日(木)12+5 名 明治時代第 38回「明
治という時代」総括 

○企業研究部会 24 日(水)13 名 小松ばね工業（大田区の
優工場認定） 

○なつかしの名盤愛好会 15 日(月)4 名 
○俳句の部会「似歌会」9日(火)8+1 名 兼題「秋刀魚」、
「耳」  

10月  October 
○行事 ①18,19 日 鵠沼地区公民館まつり 
②24 日藤が谷公園愛護会（秋の園児との花植え会） 
9 名 園児 98名 父兄・先生 26 名 

○世話人・委員会 25 日 くぐひ・ＨＰ見直しプロジェク
ト会議 

○例会 4日(土) 出席 50名 
○くぐひ編集部 23 日（金）7 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 12 日(日)6 名 松の根元へ黒土
補充、終了後本鵠沼収穫祭に参加 

○藤が谷公園愛護会 12日(日)8名 幼稚園児との花植えを
するための準備 

○ヤングハーツ ①1 日 18名 練習 ②2 日 12名 湘南なぎ
さ荘 ③8日 12名みどりの園 ④17日 16名 藤沢病院 ⑤
30 日鵠生園デイ（予定） 

○おもちゃの病院 ①12日(日)11 名 来院 12 名 新患 8 件 
②26 日(日)9名 来院 11 名 新患 9 件 

○子どもと遊ぶ会 11 日（土）6 名、子供 15名 お母さん
1 名 竹笛作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18,19 日 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 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 42名 公民館まつり打上げ ○健康部会 

24 日 6 名 大磯から高麗山を経て湘南台 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 ①9日しょうがの収穫 ②14 日青森さんのニ
ンニク植付け 2日間で延べ 11 名 

○談話室 15 日(水) 10名  
○スケッチ部会 16 日 3 名 横浜港の見える丘公園  
○デジタル情報部会 27日 20 名 
○ヤングブラザーズ ①10日（金)13+11名 定例練習 ②17
日（金）11+13 名 追加練習 ③19 日（公演）12+13 名 ④
25 日（土）練習 11+13名   

○近代史を語る会 9 日 11+4 名  明治時代第 39 回「明治
という時代」（総括後半） 

○企業研究部会 22 日 10+1 名 日本郵船歴史博物館・氷川
丸、中華街にて反省会 

○なつかしの名盤愛好会 20 日 7 名  
○俳句の部会「似歌会」14日 10+1 名 兼題「渡り鳥」、「中」

11月   November 
○行事 ①17 日(月)9+1 名 第 35 回ゴルフコンペ（鎌倉
パブリック）②19 日(水)16 名 第 3 回ボウリング大会
（江の島ボウル）③23日 8 名 鵠洋児童館わんぱくま
つり（焼き芋） 

○世話人・委員会 ①1日 地域デビューセミナー会議 
②15 日 くぐひ・ＨＰ見直しプロジェクト会議 
③19 日 サークル交歓会役員会（代表） 
④25 日サークル交歓会(代表、太田) 

○例会 1日(土) 44 名 
○くぐひ編集部 21 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護 3日 9 名 作業終了後、収穫祭に
参加 

○藤が谷公園愛護会 9日(日)8 名   
○ヤングハーツ ①5 日 16名 月初練習、懇親会 
（たかまつ）15 名 ②12 日 12 名 みどりの園 
③28 日 8 名 藤沢病院 ④25 日 16 名 鵠生園  

○おもちゃの病院 ①9日(日)11 名 来院 19 名 新患 14
件 ②23 日(日)11 名 来院 13 名 新患 22件  

○子どもと遊ぶ会 8 日(土)5 名 子供 9 名 ブンブンコ
マ 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16 日(日)7 名 囲碁 1 名 将

棋 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)16 名納涼会実施のため中止 
○健康部会 15 日(土)28 名 横浜自然観察の森から天園 
○探訪部会 18 日(土)7 名 東海道・神奈川の宿場巡り（神
奈川宿） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 ①3日 8 名 ネギ、大根、かぶの収穫 ② 
 16 日 玉葱植付け 
○談話室 26 日(水)6名 地域デビューセミナーほかの話題 
○スケッチ部会 20 日 3 名 アコレードにて  
○デジタル情報部会 24日 13+2 名 
○ヤングブラザーズ ①14日(金)11+12 名 ②22 日

(土)13+13 名 
○近代史を語る会 13 日 14+4 名  明治時代第 40 回番外編
「夏目漱石―三四郎」 

○企業研究部会 27 日 9 名 ＫＹＢ史料館 
○なつかしの名盤愛好会 24 日(月)7+1 名 
○俳句の部会「似歌会」11日(火) 6+1 名 兼題「小春」、「冬
ざれ」、「分」。由比ヶ浜「松原庵」で吟行（正路さん卒寿
記念吟行会） 
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湘南かわら版 くげぬま探求クラブに参加のころ 

昭和 34 年私共が、大学を出る頃の世の中の景気はというと、どん底であり就職難の時代であり仕

事を選り好むなど考えられない時代でした。 

卒業して社会のために活動しようなどと考える余裕などありませんでした。 

幸い私は社会人のときより鵠沼公民館の(男子厨房に入るべし)ということに賛同して公民館の男

子のサークルに入り活動を始めていました。このグループは今でも活動を続けおり公民館まつりの

時は毎回カレーライスの販売で名を売っています。 

さらに、鵠沼の公民館では男子のサークルグループを増やそうという考えがあり厨房に入るくし

グループにも加入の打診がありました。 

公民館では他に鵠沼海岸の駅前で募集募り、賛同する人数を加え､平成 5 年 6 月(シニア探検クラ

ブ)として発足いたしました。 

最初はどのような活動をすればよいかわからず、まず、会のモットーである会社人間から地域人

間としていきいきとした心のふれあいを地域で見つけようと言うことを基本に活動をボチボチ進め

て行こうということで動きだしました。 

まず公民館まつりへの参加・・・これは最初より今も続いておりますが古本まつりとして参加し

ております。 

次に老人施設の鵠生園の清掃、補修、慰問当時は鵠生園が鵠沼公民館の近くにありましたので施

設の清掃、補修を手伝い施設への慰問、介護これについては車いすで患者さんを外に連れ出し商店

街を散歩して歩き介助をする又入浴の手伝いまでしましたが、入浴の介護は大変重労働でしたその

他参加者がお互いに大きなおしりを出してオムツ交換をしたこと今おもえば懐かしく思い出ですこ

とです。 

地元の環境問題に関心をもつ境川、引地川の汚れが気になるので両川の源流を訪ね相模湾まで見

て歩いたこともありました。その後川の浄化に関心を示さなかったことは残念です。 

相模湾を歩こう前回の続編ですが三浦郡の城ケ島から湯河原の真鶴岬までを歩こうということに

なりや約 1年をかけて踏破しました。 

これが大変、下見をしなければならずまた､探求クラブは呑み助が揃い当日は反省会が終わらなけ

れば解散はしないということで皆くたびれたことと思います。まだまだ若かったから身体がもった

のでしょう。 

これからもお互い健康に気を付けて仲良く元気に活動していきましょう。 松が岡 松翁 

 

 

 

編集後記  屠蘇飲んで百まで生きる心地哉（南海） 明けましておめでとうございます。今年も「くぐ

ひ」発行によろしくお願いいたします。1ページの池田代表にも紹介されていますが、「くぐひ」も 20歳、

今号で 80号目です。この間、クラブのメンバーには多くの支援をしていただき有難うございました。現

在「くぐひとＨＰを見直すプロジェクト」が活動しており、近々検討結果による提案を提出出来る見込み

です。編集委員一同、これからも一層紙面の充実に力を注いでいく心構えで取り組んでいきますのでよろ

しくお願いいたします◆今年もわが生涯で何回目かのお正月を無事に迎え、改めてわが身の運の良さを感

じます。今年の「年男登場」には、この運の良い人が 10人登場しています。84歳が 4人、72歳 6人です。

「羊」といえばおとなしい、従順といった印象が強いのですが、「未」はそうでもなさそうで、くげぬま

探求クラブを立上げ時にリードし、現在も核となって引っ張っている未です。これからもこの人達の時代

は当分続きそうで、ジンギスカン鍋のマトンのように煮たり焼いたりされることはまず考えられません。

今後もご活躍されることをお祈りします。なお、それぞれのお名前の

側に似顔絵か描かれていますが、水野さんと関根（次）さん、佐藤さ

ん、そして鈴木さんの手によるものです◆佐藤さんの書かれた自由席

では、「近代史を語る会」明治時代の総括の第一弾として、「三四郎」

の眼を通して見た明治時代を漱石がどのように考えていたかを簡単

に紹介されています。語る会では凡そ 3年半、39回という長期間をか

けて明治時代を勉強してきました。日本の礎を築いた時代のため勉強

の内容もさぞかし豊富であったことでしょう。その期間の資料だけで

も読んでみたいと思います。 （巳の刻） 


