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私は 3 年前の 4 月に入会し、以来おもちゃの病院とヤングハーツをメインに楽しく「ルン

ルン気分」で活動させて頂いています。ところが今回世話人代表を仰せつかり、クラブの総

括的な運営を果たす仕儀となり、まさに「晴天の霹靂」で、大変当惑しております。 

いまさら逃げ出す訳にもいかず、こうなればやるしかないと気持ちをポジティブに持って、

どうせやるなら「楽しく」やらなければと眠れぬ夜に自分を言い聞かせています。 

クラブ会員は 50代から 90代までバラエティに富んだ年齢構成で人生の達人の方ばかりで

ひとつの集団としてまとまって、長く地域に大いなる貢献をされていることに対して本当に

素晴らしいことと、敬服の念を抱いています。 

前代表の池田修さんが発揮された抜群のリーダーシップようには到底およびませんが、微

力を尽くして今回他の 5人の世話人（山田さん、佐々木黎治さん、塩川さん、柳田さん、甘

利さん・・・実は皆さんすべて私より年上です！）の方々とチームワークを発揮して円滑な

運営をめざしていきたいと思います。 

任期中は前期の 20 周年記念のようなビッグイベントは予定されていませんが、地道に着

実に前進すべく、私として今期の運動方針３点を挙げさせていただきます。 

１． 好奇心、探求心を持ち活動の更なる充実を目指そう 

２． 「明るく、楽しく、元気よく」気持ちは今も青春 

３． 地域デビューセミナーにおける参加者アンケートで貴重な意見を数多くいただきま

したのでじっくり検討し、視点を変えた新たな催しを開催出来れば良いと思います 

当たり前のことではないか、具体性がなければだめだとお叱りを受けそうですが、新世話

人会で議論し、会員皆様のご意見を拝聴し、蒸気機関車のように最初はゆっくりでもだんだ

ん本調子へとなりたいと思います。 

余談ですが、私たち活動のベースは「健康と安全」であると思います。 

健康についてはテレビで毎日のように話題に上りますが、安全について強調されることは

少ないと感じています。これは年々体調が変化していく我々の世代にとっては重要な要因で、

今まで跨げた階段や凸凹に躓くこと、自転車走行で路上障害物・急な人の動きに対応できな

い等、認識して危険に対する感受性を鍛えることが、重要なことと思います。（実体験のヒ

ヤリハットからです・・・） 

どうか心もとない私ですが皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

  

「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/ 

「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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2 月 14 日（土）、鵠沼公民館にてくげぬま探求

クラブは「肩書きを捨てよ、街へ出よう！・・・

地域デビューのヒントいろいろ・・・」と題した

地域活動参加のためのセミナーを鵠沼公民館と共

催、鵠沼地区ボランティアセンター「ささえ」と

湘洋オージンズの協力を得て開催し、約 90名の地

域住民が参加した。 

主催者を代表し井出公民会長からの挨拶の後、

東京新聞清水孝幸デスク長の

基調講演「地域デビューとは

～取材メモから」に移った。

清水デスク長は、ご自身が 50

代という若さながら、定年後

を見据えて現在お住まいの地

域の様々なボランティア活動

に参加され、その体験を「50

代の地域デビュー」と題して

東京新聞に連載されている

（会場内に展示）。お話は本業

政治記者で門外漢であった彼

が地域デビューをすることになった契機から始ま

り、最初は戸惑いを感じつつも様々なサークルに

参加し活動を続けていくうちに段々嵌ってしまい、

子供が町中で挨拶してくれる様になるなど、地域

との関わりが増えた喜びを語られた。そういった

体験を綴った同記事はご自身が執筆された記事の

中で一番大きな反響があったそうである。なぜ地

域デビューが必要かということについては、 

① 定年後の居場所づくりが出来る 

② 地域の一員として助け合いの輪の中に入る

ことで寂しくない老後が送れる 

③ ボランティアと趣味を行なうことによりや

りがいと楽しさの相乗効果がある 

④ デビューはできれば定年前からがお勧め 

⑤ 長続きの秘訣は無理せずに選択肢を多く持

つこと 

⑥ 第二の人生の拠点は地域である、体力に合っ

た活動領域を設定し、気楽に参加しよう 

と結ばれた。 

続いて事例発表に移り、先ず鵠沼公民館の角田

進さんより同館に於けるサークル活動についての

説明（公民館の役割、沿革、登録サークル等）が

あり、続いて「ささえ」の三宅良介さん、新郷亨

二さんの対談という形式で同サークルの紹介がさ

れた（訪問支援、ふれあいタイム、雀のお宿等）。

お二人からは、「家庭内で自立しよう」（三宅さん）、

「まず気楽に第一歩を踏み出し、出来る時に出来

ることを。地域活動をシェアしよう」（新郷さん）

と参加者に呼び掛けられた。最後に当クラブより

太田真二郎副代表がクラブの活動について説明を

行なった（クラブの憲章・当クラブの特徴、長所）。

また、今回のセミナーでは当クラブは地域貢献・

自己研鑽各クラブの紹介を写真付きで紹介するポ

スターを展示し、参加者は休憩時間に熱心に見入

っていた。事例発表の後は質疑応答、会場からは

各登壇者に対し質問が相次ぎ、関心の高さを伺わ

せた。 

15分の休憩の後は湘洋オー

ジンズによる歌・演奏と続く。

このオージンズは湘洋中学校

を 1965年 3月に卒業した同級

生有志が 2012 年の同窓会を

機に結成したバンドで、演奏

会や施設の訪問などボランテ

ィア活動中。当クラブのメン

バーも参加している。団塊世

代には懐かしい曲を中心に披

露され、参加者も一緒に口ず

さみ手拍子で応えるなど、大いに盛り上がった。 

当クラブについては、東京新聞本年 1月 31日付

朝刊生活面の「会社人間から社会人間へ～団塊地

域デビュー応援イベント続々」という記事の中で

写真（おもちゃの病院）と共に大きく紹介され、

また、セミナー翌日の 2月 14日には同紙朝刊メト

ロポリタン面に報告記事が掲載された。 

このセミナー実施についての計画が世話人の間

で立案されたのは昨年 9 月であった。言うまでも

なく、当クラブとしてのその目的は、構成員の高

齢化が徐々に進む中で、団塊世代を中心とした若

い人達を仲間に迎え、クラブの活性化と更なる発

展を図ることであった。と同時に他のボランティ

ア団体にも声掛けし、地域デビューに向けての

様々なヒントを提供しようということになった。

先ずもって決定の必要があったのは、今回の企画

の核となる基調報告者であった。その時、私の脳

裏に浮かんだのは、同年 5 月に掲載された東京新

聞の「肩書を捨てよ、町に出よう。～男性シニア

の地域デビュー」と題した記事であった。この記

事はまさに当クラブの目指しているものと適合す

る内容であるため、東京新聞に連絡し適した候補

者を推薦して頂くことにした。東京新聞本社にク

ラブの資料を持ってお伺いしたのだが、何と応対

してくれた記者が偶然にも、現在私が手伝いをし

ている或る交換留学生支援団体の（留学期は異な

るが）同じ帰国生だったこともあり、清水デスク 

長が講演を引き受けるという話がとんとん拍子に

進んだ。 
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セミナーの概要が決定した後は次にセミナーへ

の動員を量るため、世話人に何人かを加えたプロ

ジェクトチームでは事前広報活動を積極的に行っ

た。東京新聞を扱っている朝日新聞鵠沼西部店に

打診したところ、鵠沼地区を中心にセミナーのチ

ラシを無料折り込みして頂けることとなった。そ

の他、商店街の街灯柱等を中心にポスターを掲示、 

また、公民館の各種集まりで告知をし、東京新聞、 

 

タウンニュース、広報ふじさわには案内が掲載さ

れた。今回のセミナーは内容的には大変充実した

ものであったと自負しているが、しかしその様な

事前広報から期待した程の参加者数ではなかった

こともまた事実であり、普段公民館に来館しない

人を呼び込む難しさを痛感した。今回のセミナー

実施の反省を踏まえ、今後も継続してこの様な催

しを行なっていきたい。 

＊＊＊＊＊＊ 

最後に、今回のセミナーにて配布したアンケートに寄せられた声の幾つかを紹介する。 

・今回のこの出会いを大事にしたい。 

・非常にタイムリーなテーマでした。清水デスク長の話には説得力があった。 

・きっかけ作りの難しさを感じている。自由参加がいい。ボランティアは難しい。なぜ有料なの？ 

・地域デビューは男の社会人の第一歩。ボランティア活動は楽しくやることが大切です。 

・清水氏は独りでデビューしたが、鵠沼には既に開拓者がおられ居場所があり、きっと可能と思う。 

・公民館のサークル活動の概要がつかめた。 

・ボランティアや地域活動について良く理解できた。機会があれば活動したい。 

・ささえの話の進め方がとても上手く、理解しやすかった。力をもらった。   

・鵠沼に来てくれた清水さんに今日紹介された各々の活動への印象をお聞きしたい。 

・清水さんのお話が特に良かった。ささえの説明は個人的なことよりも具体的な活動内容を知りたかっ

た。話の前に、時間配分を考えて。 

・もっと大勢の人に来てもらいたかった。 

・受け皿が三つあって選べるので良かった。      

・清水さんは地域活動入門講座として分かりやすく、自分でも出来そうと思わせ Good! 

・デビュー方法は様々。地域に遠かった男性にとり一歩は大きな思いがあることに張り切って、と言い

たい。 

・偶々友人からこのイベントを知った。もっと宣伝を広くできないか？ 

・きっかけを見つけるのが上手な人と下手な人がいるので、こういう機会は大事です。 

・いろんなサークル紹介の企画が欲しい。       

・地域の活動に参加したいと思っていたので、とても良い企画でした。 

・清水さんの話が大変判りやすく良かった。もう１回１時間くらい聴きたい。記事は読む時間が無くて

残念でした。       

・湘南なぎさ荘の職員です。勉強になりました。今後連携させていただければと思いました。 

・地域社会は入ってみると案外奥深いと思います。生涯をかけてもやり切れないことが沢山あります。 

クラブ短信 

１ おでん総会で盛り上がる鵠沼松が岡公園愛護会の面々！ 

3月 1日、公園整備作業後に総会開催の予定も作業は雨で中止。22名の参加のもとに原町内会会館で、

１年間の活動の締めくくりとしておでん食べ放題、お酒飲み放題の総会が開かれた。活動報告、ひとこ

とタイムとにぎやかに進み部会長交代（鈴木英紀→甘利）の引き継ぎセレモニーで終了した。 

 （鵠沼松が岡公園愛護会） 

２ 地域活動参加のためのセミナー盛況に開催 

「肩書きを捨てよ、街へ出よう！」をうたい文句に、2 月 14 日鵠沼公民館との共催でシニア世代に向け

たセミナーを開催した。当日は、市民会館で地域活動見本市と称する同様の催しが開催されていたにも

かかわらず、約 90 名の参加者のもと無事終了した。クラブへの参加希望の打診もあり運営メンバーの 3

ヵ月以上に亘る苦労が報われた。詳細は本文に記述。 （地域デビューセミナープロジェクト） 

３ 鬼逃げ疲れる！ひょっこり鵠南島節分祭 

早めの節分祭が 1月 31日ひょっこり鵠南島で開かれ、50名を超える子供たちに囲まれ一緒に節分祭を楽

しんだ。元気な子供たちに追い回され意気の上がるおじさん鬼たち。でも、最後にはみんなのかわいい

笑顔を貰い疲れを癒されたメンバーたちでした。 （子どもと遊ぶ会） 
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前世話人に任期を振り返ってもらいました 

２年間の楽しい世話人活動 ― 是非世話人をやるべし 

2 年間の世話人を終え「やって良かったな！」

と満足しております。 

世話人をやった事によって一番良かった事は、

「くげぬま探求クラブ」、「クラブの皆さん」、「公

民館活動」、「ボランティア活動」等について、様々

な事を一段と深く知ることが出来た事です。 

脱鵠沼した私を快く受け入れて下さっているク

ラブですが、地元に居ないハンディがあり、探求

クラブとの付き合いをどうすべきか考えていた時

でもありました。 

世話人改選期になり先輩諸氏から「世話役は一

度はやった方が良いぞ」「遠くて大変だからまあ良

いか」「皆が遠慮して投票しないから立候補しろ」

等多くの助言を頂きました。 

私もクラブ員として何もしなくて良いのか、世

話役になっても距離のハンディからかえって皆さ

んに迷惑をかけるのではないかと心配も有りまし

たが、挑戦してみようと決心致しました 

他の世話人に迷惑をかける事も多かったですが

会員皆様の協力で無事に任期を全う出来た事に感

謝し、改めて当クラブの素晴らしさを感じており

ます。 

世話人を終えて思うことはいくつかありますが、

もし「世話人ってどんな風」と問われれば「まる

で学園祭の実行委員でもやっているみたいでした」

が、その答えです。一緒の 6 人は互いに敬意は払

いつつも、見た目それぞれ、性格まちまち、考え

方バラバラ、物言いは勝手…。それなのに世話人

を天職と心得てか、いったん方向が決まると、そ

れっとばかり自らバンバンやる人ばかりでした。 

愚痴めいたことは誰からも聞いたことはありま

せん。責任感旺盛、積極果敢、結果は恐れない…。

こうした面々（2 年前、私の 69 歳を筆頭に 60 歳

代ばかり）と過ごしているうちは、実は、世話人

を務めているのは会社人間を終えて孫の成長を楽

しみに過ごしている年代の人たちばかりなんだと

は、これっぽっちも感じませんでした。今振り返

ってみると、それは私が単に鈍感だっただけとは

思えません。みんないわゆる老いなんかと無縁の

生き方のようでした。 

もしここに世話人になるのをパスしようと思っ

ているような同人がおられるとしたら、それは考

え違いですと今、ハッキリ申し上げましょう。次

回はアナタも世話人を愉しむべきです。 

二年前の世話人選挙の際、当初は辞退させて頂

こうと少々逡巡した。というのは、私自身リタイ

ア世代とはいえ、未だ顧問をしている会社の仕事

に加え、留学生をサポートする或るボランティア

団体の仕事もあり時間的に制約があったためであ

る。しかし最終的には、何とかなるだろうと楽観

的にお引き受けしたような次第で、世話人として

充分にお役に立てたかどうかは甚だ疑問であるが、

とにもかくにも滞りなく二年間の務めを終えるこ

とが出来たことに安堵している。これは、一にも

二にも世話人たちの絶妙なチームワークによって

可能になったことであり、改めて他の世話人の

方々に心より感謝したい。また、クラブ設立以来

世話人を務めてこられた方々がより良い組織運営

の為ご尽力されてきたからこそ我々世話人も任務

を全う出来たわけで、諸先輩方にも敬意を表する。

苦労が無かったとは言わないが、それ以上の「お

世話する喜び」を得たことに感謝申し上げたい。 

世話人としての最後のご奉公として、2月 14日

のセミナーの説明役をお引き受けしました。原稿

を作るにあたって、数年前に評判となった小熊英

二の「社会を変えるには」を読み返して、昭和 22

年から 24 年生まれの団塊世代がどういう世代で

あったかを考えてみました。 

最初は、全共闘世代かなと思っていましたが、

考えてみると、我々が高校生の頃から、全共闘運

動は始まっていて、団塊世代より少し前の世代が

主導したものでした。 

団塊世代に相応しいのは、1965年に始まった「ベ

平連」運動だといえると思います。全学連、全共

闘、ベ平連と繋がりますが、市民運動として最も

成功したのは、べ平連だったといえるようです。

最盛期には、全国で 400ものべ平連が存在したそ

うです。 

べ平連の三原則は「やりたいことをやれ」「言い

出したら自分でやれ」「他人を批判するな」でした。 
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全く、横から彼等の活動を眺めていただけです

が、それまでの全共闘運動の不条理さを明確に意

識して社会人になることが出来ました。 

2月のセミナーの成果はこれからだと思います 

 

が、鵠沼の活力 UPにくげぬま探求クラブを通して

これからも活動したいと思います。 

 

春寒し 平和はいずこ べ平連   青鳰才 

 

そうですねぇ。一番の想い出は 20周年記念行事

でしょうか。世話人になる前年に行事委員会のリ

ーダーを拝命して準備を始め、世話人になったと

同時に全行事が実施となり忙しい 1 年を送りまし

た。全ての記念行事が成功裡に終わってホッとし

ました。 

「ボウリング大会」と「災害研究部会」の発足

に関われたのも嬉しいですね。談話室やサロン会

で、新しい部会を作ろうと色々話している中で浮

かんできた話に実現のきっかけを作れたことが嬉

しいです。 

次の 1年はくぐひ・HP見直しプロジェクトに参

加、談話室で出た話が現実となって両メディアの

在り方について議論を交わし、新しい形を作るこ

とができました。 

世話人会はチームワークが抜群でした。全員が

それぞれの得意分野を活かして活動した 2 年間で

した。私としては会社時代に身に付けた色々なノ

ウハウがフルに活かせたこと、忙しかったけど楽

しみながら活動できたことが最大の喜びです。新

世話人の方々も是非楽しみながら活動して欲しい

と思います。2 年間どうもありがとうございまし

た。 

思い起せば 2 年前の例会にて「世話人って何が

そんなに大変なの？！」と愚問を発したせいか、

入会一年足らずの新米が№6 番目の世話人として

選ばれた。 

主たる役目は議長（世話人代表）指名による月

例会での議事進行役（司会）だ。毎回 40名余の出

席者の例会を仕切るのは最初のころは苦労も感じ

大変でしたが 2 年目以降は多少余裕も出てきて楽

しみにもなってきた。2 年間で一度だけ欠席した

のが残念だが諸先輩方のご理解と絶大なるご支援

が有ったため無事遂行できた。 

ひとつ反省点は仕切り役という気負いから司会

役に徹しきれず代表を差し置いたまま私案を入れ

ながらしゃべりすぎた点、大いに反省しておりま

す。 

また当クラブとしての＜公民館まつり＞などに

代表される対外的な行事を大過なく遂行出来た事、

さらに幾つかの 20 周年記念行事など節目の出来

事に巡り合い参加できたことは大変幸せでした。

これも探求クラブの皆さんまた他 5 人の世話人の

お蔭です。今後は新世話人を盛り立て若手として

側面から協力していきたい。 

30周年行事で再度世話人としてお役に立てるこ

とを夢見て。 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 59名になりました 

川村明徳さん 

私は昭和 24年 10月生まれの最後の団塊

世代です。生まれも育ちも鵠沼です。 

33 歳の時に鎌倉市に移住し 10 年ほど鎌

倉市民でしたが、両親の世話を境に、私の

姉夫婦が鵠沼海岸に建築した築 15 年アーリ

ーアメリカン調の家を譲り受け、再び鵠沼地区に

戻ってきました。 

幼い頃より両親の影響で、何でも自分で作る DIY

と草花を育てる園芸が趣味でしたので、購入した

中古住宅を自分で気に入ったスタイルに作り直そ

うと思い立ちました。屋内の修繕、ペンキ塗り、

腐りかけた木製塀をレンガ作り、洋館に合った庭

作り等々を行い、それなりの雰囲気が出来てきた

かなと思えるところまでになってきています。 

 

 

また、それが高じて今では自己流で行っ

ていた DIY、ガーデニング、それぞれのア

ドバイザー資格を取得するまでのめり込

んでいます。 

くげぬま探求クラブへの入会のきっかけは、

同級生の田中力さん、近隣の佐野譲さんのお誘い

で、クラブの概要しか分からない状態でしたが地

元の交友関係を広げたいとの思いで入会させて頂

きました。 

今後は趣味の DIY、ガーデニング、音楽などを

活かせる部会に参加させて頂き、地域活動に貢献

して行きたいと思っております。 

どうぞよろしくお願い致します。 



くぐひ・・・6  

 

新部会発足 新部会の紹介です 

地域活動部門 

 災害研究部会 

 

2015年 1月例会で承認・発足した「災害研究部

会」についてご紹介致します。 

3 人のクラブ員が集まれば新規部会が作れると

伺った時に真っ先に頭に浮かんだのが「地震・津

波の恐ろしさについて正確で最新の情報を知る部

会」で、きっと同じ考えの方々が居られるに違い

ないと思いました。 

多くの方々が体験されていることですが、この

20年間に 2度も大地震を身近に体験したことが部

会立ち上げのきっかけなのです。 

一つ目は 1995年の阪神淡路大震災です。地震発

生の時は札幌で勤務中でした。朝 7 時のＴＶニュ

ースを見て関西地方に地震が発生したことを知り

ましたがそのまま出勤、夕刻の退社時にＴＶを見

ると未だ神戸の街が燃え続けているではありませ

んか。「これは大変なことが起こっている」と恐怖

を覚えました。神戸は札幌に転勤する少し前に勤

務した場所で、当時の部下、同僚、上司の安否を

夢中で確認し無事なことが分かり安堵したことを

覚えています。 

二つ目は 2011年の東日本大震災です。東京から

戻り藤沢駅に着いた時でした。突然の揺れに外を

見ると藤沢駅北口の駿河銀行ビルと隣のビル同士

がぶつかるのでは無いかと思うほどゆっくりと重

なるように揺れていたことを覚えています。 

仙台は札幌の次の赴任先だった所で知人も多く

メールで安否確認しても直ぐには回線が繋がらず

１週間も経ってからようやく返信が来た状態でし

た。 

これまで運よく直接的な被災体験は有りません

が、2 度に亘る大地震からこの日本に住む限りど

こに居ても地震災害からは逃れられないと思い知

らされました。 

では、地震災害から逃れることが出来ないなら、

被災を出来るだけ少なくしたい。その為には地

震・津波、噴火、浸水災害に関する正確で最新の

知識や情報を絶えず得て、いざという時に取るべ

き最適な行動とは何かを明確に理解する。そして

災害発生時には自分や家族、更にご近所の被災を

最小限に抑える行動を取る。一方「3.11」以降に

国や地方自治体が取ってきた対策はどのようなも

のなのかを理解し、何が足りて何が足りないのか、

不足が有るなら自身で少しでも補うことが出来る

のか、資料やインターネットからの知識だけでな

く、鵠沼を流れる引地川、境川にも出向き土手の

何処に排水口が有るのかを自分達の目で見て確認

する。つまり、災害発生前、発生時、発生後に被

災を少なくするために取るべき最適な行動は何か

を中心に研究する部会です。 

興味のある方々のご参加をお待ちしています。 

親睦研鑽部門 

 お菓子の会  
お菓子の会は約 15 年前に神奈川県立かながわ

女性センターで活動を始めました。 

しかし昨年暮れに女性センターが閉鎖され、平

成27年1月にくげぬま探求クラブに加入させて頂

いた新しい部会です。鵠沼公民館は女性センター

と同じようにお菓子をつくる器具は殆どあり充実

しています。 

お菓子の会はお菓子をつくるのを本分とし、昼

食も作り、抹茶を点てお菓子をいただく、更に男

性は女性に比べておしゃべりが続かないのでスピ

ーチ担当も決め、

色々なことを話

しながら学びま

す。 

当初は指導者

もいましたが、

現在は各自それ

ぞれ勉強して自

己流の創作和菓

子を楽しくつく

っています。今までに「ぜ

んざい」「おはぎ」「きん

つば」「まんじゅう」「柏

餅」「大福もち」「茶通」「団

子」「ういろう」「練り切

り」「羊羹」「ゆべし」「あ

ん白玉」等殆どの和菓子

をつくりました。上手くつくれる時と失敗するこ

ともあり、食べながら意見交換をして上達するよ

うに努めています。 

年 1 回多数のゲストをご招待して楽しいお菓子

の会をしたこともありました。会員は多い時は 15，

6 人いましたが現在は休会中の 3 名を含め 8 名と

少なくなりました。 

お菓子は遊び心で楽しみながらつくり、手指と

頭を使うのでボケ防止に役立っていると思います。 

くげぬま探求クラブの沢山の部会の中で、「食を

楽しむ部会」でちょっと変わっていますが、見学

も大歓迎ですので沢山の部員のご参加をお待ちし

ております。
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～例会・各部会活動報告～ 

12月   December 

○行事  １．サンタの出前①2 日 ももっこ 4 名②4日 
親子で楽しもうクリスマス 3名③8日 ぴよぴよ 3名
④13 日 ひょっこり鵠南島 4 名⑤15 日鵠南子どもの
家 3 名+ヤングハーツ 10 名 
２．忘年会 20 日アコレード 42 名 

○世話人・委員会 ①地域デビューセミナー会議 ②5
日第３回公民館まつり実行委員会 代表+田中章③20
日 くぐひ・ＨＰ見直しプロジェクト会議  

○例会 6日(土) 39 名 
○世話人会 ①1日 6 人 
○くぐひ編集部 19 日(金)7 人  
○鵠沼松が岡公園愛護会 7 日(日)10+1 名 松の根元に
養生のための黒土かぶせる 

○藤が谷公園愛護会 14日(日)8+2 名  
○ヤングハーツ ①3日 27名 定例練習 ②10 日 13 名み
どりの園 ③15日 10名 鵠洋児童館 ④19日 13名 藤
沢病院 ⑤24 日 15名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①4日(日)13 名 来院 24 名 新患 16
件 ②21 日(日)11 名 来院 19 名 新患 7件 

○子どもと遊ぶ会 20 日(土)10 名 子ども 9 名 ミニ門
松作り  

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日(日)9 名 囲碁 2名将

棋 7 名 父兄 3 名 ゲスト 1名 囲碁同好会 3名 
○災害研究部会 発足準備会①11月 13日 10名②12月 5
日 9 名 活動内容検討 

○サロン会 20 日(土) 忘年会 アコレード 42 名 
○健康部会 19 日 8+3名 逗子披露山散策 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 7 日 4名 玉葱の苗の植え付け作業 
○談話室 17 日 5 名 地域デビューセミナー、生涯学習
大学、自治会活動の話題 

○スケッチ部会 18 日 5 名 アコレード 
○デジタル情報部会 22 日 16+2 名 ホームページ動向、
インターネットの仕組みなど 

○ヤングブラザーズ ①12日(金)13+11名 定例練習 ②
27 日(土)12+11 名 

○近代史を語る会 11 日 14+5 名 明治時代第 41回番外
編「明治天皇の行幸と地方巡行」 

○企業研究部会 24 日 9+3名 千代田区の法務省旧本館
見学から日比谷公園内「松本楼」で昼食 

○なつかしの名盤愛好会 15 日 8 名 
○俳句の部会「似歌会」9日 9+1 名 兼題「大根」、「卒」

1月   January 

○行事 ①21 日 第４回ボウリング大会 ②31日 5名ひ
ょっこり鵠南島「節分豆まき」子ども 54 名 大人 12
名 

○世話人・委員会 ①世話人会 5 日②11 日 公民館賀詞
交歓会 代表+田中章（評議員） 

○例会 10日(土) 出席 48名  
○くぐひ編集部 ①16 日（金）7名 ②編集委員新年会
（久昇）26日 10 名 

○鵠沼松が岡公園愛護会 11 日(日)9+1 名 アジサイ根
回りへ黒土補充 

○藤が谷公園愛護会 11日(日)4+2 名  
○ヤングハーツ ①7 日 22名 練習 ②14 日 15名 みど
りの園 ③19 日 17 名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①11日(日)16名 来院 24名 新患 18
件 ②25 日(日)15 名 来院 19 名 新患 17件 

○子どもと遊ぶ会 10 日（土）6 名、子供 9名 お母さ
ん 1 名 折り紙ユニットで作る６面体 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18 日 8 名 囲碁 2名 将棋
8 名 囲碁同好会 3名 父兄 3 名 

○災害研究部会 9 日 13名 

○サロン会  17日 19 名  
○健康部会 20 日 探訪部会と合同行事 
○探訪部会 20 日 13+1 名 藤沢七福神めぐり 
○娯楽部会 21 日 第４回ボウリング大会 
○農園部会  
○談話室 21 日(水) 9名 地域デビューセミナー、世
話人任期に関わる会則変更など 

○スケッチ部会 15 日 5 名 アコレード  
○デジタル情報部会 23日 17+2 名 
○ヤングブラザーズ ①9日 13+22名 定例練習と新年会
（アコレード） ②24 日 11+14 名 

○近代史を語る会 8 日 13+5 名  明治時代第 42 回番外
編「大逆事件と南方熊楠」 

○企業研究部会 28日 11名 横浜関内の横浜情報文化セ
ンター内の日本新聞博物館訪問、中華街「海員閣」
にて反省会 

○なつかしの名盤愛好会 
○俳句の部会「似歌会」13日 8+1 名 兼題「初」、「始 」 
○お菓子の会 8日 4+3 名 今月よりスタート（公民館
創作実習室） 

2月   February 

○行事 14日(月) 地域デビューセミナー 来場者 90名 
(公民館) 

○世話人・委員会 ①2日 世話人会 ②9 日 サークル
交歓会役員会（代表） 

○例会 7日(土) 42 名 
○くぐひ編集部 20 日(金) 7 名  
○鵠沼松が岡公園愛護 8日 11+1 名 松の木の根元に黒
土を埋め込む 

○藤が谷公園愛護会 8日(日)8 名   
○ヤングハーツ ①4日 24名 月初練習 ②11日 17名 み
どりの園 ③20 日 13名 藤沢病院  

○おもちゃの病院 ①8日(日)11 名 来院 19 名 新患 12
件 ②22 日(日)12 名 来院 18 名 新患 22件  

○子どもと遊ぶ会 休会 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日(日)5 名 囲碁 0 名 将
棋 11 囲碁同好会 1名 父兄 3 名 

○災害研究部会 6 日 15名 

○サロン会 21 日(土)7 名 
○健康部会 27 日 9+8名 二宮の徳富蘇峰記念館梅林 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 休会 
○談話室 18 日(水)7名 地域デビューセミナーを振り
返る 

○スケッチ部会 19 日 4 名 アコレードにて  
○デジタル情報部会 23日 16+2 名 
○ヤングブラザーズ ①13日(金)12+14 名 ②28 日
(土)13+13 名 

○近代史を語る会 12日 12+3名  明治時代第 43回番外
編「明治天皇 誕生から即位、ご成婚まで」 

○企業研究部会 25 日 10名 中澤酒造２回目の訪問 
○なつかしの名盤愛好会 
○俳句の部会「似歌会」10日 9+1 名 兼題「春」、「梅」 
○お菓子の会 5日 5 名 
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湘南かわら版  

お陰さまで軟着陸できました！？ 
久しぶりに 20年前の「くげぬま探求クラブ」とのご縁に出逢った頃のことを思い起こしてみました。 

平成 5(1993)年 5月末頃、会社帰りに小田急藤沢駅改札近くのラックに置かれた「シニア探険クラブ」のチ

ラシが目に留まり、翌日連絡先になっている鵠沼公民館に電話で申込みをした。私はその 3か月前に 55歳に

なっていた。一昔前ならここで定年退職しているはずと想像をめぐらし、勤め終えた後の地元でどう過ごし

ていこうかなどぼんやりながら考え始めていた。このお誘いはまさに渡りに船で、それから 10日ほどして指

定日の夜に出向くと、館長と男性スタッフに迎えられ、年恰好 60前後の男たち 5人が集まった。館長は挨拶

して、いまは公民館利用者のほとんどが女性なので、ぜひ男性の来館者を増やし、特にリタイア後の方々に

地域での活動・交流の場を提供したい、またこのクラブ名は仮称であり、活動内容はこれから話し合って自

由に決めていただいて結構だし、そのために自分たちは皆さんが自立して運営できるまで事務局としてサポ

ートさせてもらいたい、と今回の企画の狙いと思いを説かれた。そのあとは申込み順に名前が書かれたメモ

が配られ、自己紹介と参加の動機など話合った後、次回を約して散会となった。館長の気取らない話しぶり

が参加者をその気にさせたのか、今後の展開が楽しみな初会合であった。 

その後、回を重ねるごとに仲間が少しずつ増え、目指す活動の方向も見え始めた。8月には「くげぬま探求

クラブ」の名称が決まる。9月の講演会「男が変わる」開催に協力し、10月の公民館まつり「古本市」の立

ち上げには 10人を超すメンバー全員参加で、大ホールの軒下通路に 3000冊ほどを並べて店開きした。 

翌 6年 4月、18人が出席して設立総会開催。役員が選出され、規約が採択された。会員資格は、「原則とし

て鵠沼地区及びその隣接地区に在住の 45～65歳の男性とし、69歳迄会員資格を有するものとする」とあった

が、末尾のいわゆる「定年規定」は 4年後に初の該当者が出る直前に削除された。 

平成 7(1995)年 4月、会報誌「くぐひ」が創刊。「私たち、こういうものです」欄に総勢 27人が自己紹介し

ている。この年は、1月に阪神淡路大震災、3月地下鉄サリン事件、8月敗戦 50年に当り村山談話の発表、11

月 Windows95の発売などその後の社会に大きな影響を与えることになる出来事が立て続けに起った。そのこ

ろの私は、クラブの活動への参加は土日行事に限られていたが、例会とサロン会には極力出席するよう心掛

けていた。多様な経歴を持つ個性的なメンバーとの会合は異業種交流会さながらに本音での会話がはずむ場

で参加者も多かった。ＧＷを機に、長年続けていたジョギングからウォーキングに切り替え、休日には近く

の海岸を歩くことにした。還暦まであと 2年 9か月、千日余ある。そうだ、千日カウントダウンを始めよう！

茅ヶ崎方面の浜辺にはあちこちに小石が打ち上げられていた。500円玉大の平たくてきれいなのを拾い集めた。

その小石に毎朝筆ペンでよく蹲踞
つくばい

の図柄「吾唯足知
われ ただ たるを しる

」を書き、背面に日付と名前を記すことが日課になっ

た。残りの日数が半分になったころ、表書きを般若心経の一文字書写に変えた。健康、探訪など野外での部

会活動にできるだけ参加し始めた。 

平成 10(1998)年 2月、千日満願達成。月末に、私は会社人間を卒業した。 

同年 4月、創立 5周年目を迎えたくげぬま探求クラブの会員数は 49人、部会数はす

でに 10を超えていた。その半年前の平成 9年 10月には、運営委員会の発足に伴う規

約の全面改訂があった。この時点で、クラブの土台・骨格は出来上がったといっても

過言ではないだろう。 

初の投票による世話人選挙が行われたのは、それから一年後の平成 11年 4月（第 6

回定時総会）のことである。 

お陰さまで私は鵠沼の地に軟着陸することができました。 (風鈴坊) 
 

 

編集後記 ◆新世話人が選ばれた。これから２年間よろしくお願いいたします。

新代表による意気込みというか会の運営方針を巻頭の言として掲載した。「地道に

着実に」とはいかにも池田雅さんらしいが、多士済済である他の新世話人とのバラ

ンスにもすでに安定感を感じるのは私だけではあるまい◆前世話人には 20 周年の

クラブの節目に当たり随分と活躍していただいた。数多くの記念事業をこなした上、

新会員募集の「地域デビューの勧め」セミナー、「くぐひ」・ホームページ見直しを

進めるなど、有終の美を飾り、会の運営に多大な貢献をされたことに勲章？でも差

し上げたい気持ちだ◆部会報告のコーナーにもあるように、ここ３カ月の間に「災

害研究部会」、「お菓子の会」と２つの部会が誕生した。くげぬま探求クラブ会員の

飽くなき探求心と言うか好奇心は相変わらず衰えることがない。無味乾燥になりが

ちな例会に、時にはお茶とお菓子を振舞ってもらい潤いのある時間を持ちたいもの

である◆2～3頁は田中章さんによる「地域デビューの勧め」セミナーについて種々

の観点から読みやすくまとめてもらっている。セミナー発起人の一人で顔の広い田

中さんの紹介により東京新聞を引張り出すなど、昨年度最終の大イベントを成功裏

に終わらせた。今年度以降にも毎年１回程度開催することを持ちかけられているよ

う漏れ聞いているが、本文やホームページでの報告を見て新たな入会希望者が出て

くることを期待したい （巳の刻） 


