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ささえ高木荘の「ふれあいタイム」で高齢者（後ろ姿）

の前で演奏するヤングハーツのメンバー 

平成 27年 7月 1日 
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現在、ヤングハーツは毎月 5 回の定期的な予定を持っています。第 1 水曜日の月初めの練習、第 1 木

曜日が湘南なぎさ荘、第 2 水曜日がみどりの園鵠沼、第 3 金曜日が藤沢病院、第 4 週に鵠生園へそれぞ

れ定期的に訪問しています。 

また、藤沢病院では月替わりで別の病棟を訪問し、同様に鵠生園でもデイサービスとホームへ月替わ

りで訪問しています。訪問先は全部で 6 箇所になるので全部の施設の方を覚えるのはとても大変です。

訪問先の出席者も入れ替わりがあるので、毎回新鮮な気持ちで演奏、ボーカルをお届けしています。 

上記 6 箇所の訪問先とは別に、年 1 回訪問のご依頼があるのが、ささえ高木荘、ささえ橘、鵠洋児童

館の 3箇所です。更に、鵠沼地区社会福祉協議会から鵠沼の敬老会にも参加のご依頼を受けております。

年 1 回の訪問先は毎月の定期訪問先とは別の意味で一層気を引き締めて演奏、ボーカルをお届けできる

よう心掛けています。 

藤沢病院は、地域として少し鵠沼から離れますが、病院関係者は鵠沼にゆかりのある方が多く、その

他の訪問施設は鵠沼全域に散在しているので、まさに、くげぬま探求クラブの地域貢献活動をヤングハ

ーツの活動は体現しているといえると思います。 

メンバーは、当クラブメンバーに加えて、ゲストメンバーが最近数を増して総勢で 30数名に上ってい

ます。ただ、訪問先が多いので、お一人でも多くの参加を心からお待ちしています。 

訪問先での演奏にあわせて楽しく歌を唄うのがヤングハーツのコンセプトです。参加者一人ひとりの

ボランティア精神に支えられている活動で

もあります。演奏や歌の技術を切磋琢磨す

るだけではありませんので、ぜひお気軽に

それぞれのご都合にあわせてご参加くださ

い。 

また、昨年から公民館の春のコンサート

に参加するようになりました。年間を通し

て比較的多く演奏する曲を中心に演奏、ボ

ーカルの｢品質｣の安定、向上を目指すため

に参加しています。 

ヤングハーツの全部の活動に参加すると

かなりの活動量になりますが、演奏しなが

ら、あるいは歌を唄いながら鵠沼を良く知

る絶好の機会だと思います。訪問先の皆さ

んの熱烈歓迎も嬉しいものです。 

参加者皆様の変わらぬご支援と、また未

参加の方のご参加を心からお願い申し上げ

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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さがみロボット産業特区 

企業研究部会 

これから到来する超高齢社会を乗り切るため神

奈川県の黒岩知事はヘルスケア・ニューフロンテイ

ア政策を主唱しています。その具体的取り組みとし

て①最先端医療・技術、②未病産業、③ロボット産

業を掲げこれらを支える基盤として「ヘルスケア

ICT の推進」「知財戦略の推進」「民間投資の促進」

などを定めこれらの取組みを加速させる装置とし

て「三つの特区」― 国家戦略特区、京浜臨海部特

区、さがみロボット産業特区を県内に設けました。 

「さがみロボット産業特区」の目的は県民生活の

安全・安心の確保と地域経済の活性化を図るため、

ロボット関連の研究開発、実証実験、関連産業の集

積などを促進することにあります。対象地区は相模

原市、平塚市、藤沢市、厚木市など 10市と寒川町、

愛川町の 2町です。 

神奈川県ではこの「さがみ縦貫道路沿線地域」等

を中心とした「さがみロボット産業特区」にて要介

護者の自立度を高め、介護者負担を軽減するための

介護ロボットの普及に取り組んでおり、そのシンボ

ル施設として藤沢市辻堂神台（通称－CX）にある全

国最大規模の「湘南ロボケアセンター株式会社」（JR

辻堂駅北口、アイクロス湘南４階）を 4月 28日（火）

参加者 17名（うちゲスト 3名）で訪問しました。 

同社は茨城県つくば市にある筑波大学発のベン

チャー企業の CYBERDYNE 株式会社の 100％子会社で

事業内容は最先端技術で開発されたロボットスー

ツ HALを活用したトレーニング事業、デイサービス

等介護保険事業、医療福祉機器及びシステムの研究

開発事業、運動施設、フィットネスクラブ事業、な

どであり併設されたロボテラスでは 18 社の生活支

援ロボットが展示され

訪問者が自由に見学・体

験ができ、子供たちも楽

しめる場所でありまし

た。 

最初に会社側から会

社設立の経緯、事業内容

の説明があり、先ず介護

ロボットスーツ HALを用

いた HALFIT トレーニン

グ状況を見学し次いで

HAL を見学者数名が実際

に着用し訓練を体験し

ました。見学者としては、

HAL は着装する人の「意

志」を感知して立ち座り

や歩行動作をアシスト

する自律動作支援ロボ

ットであり、器具を操作

するのではなく、着装者の脚を動かす「意志」を感

知し、動作をアシストするロボットであることが着

装者の動作を見て良く理解できました。つまり、人

が動こうとする際筋肉に流れる微弱な電位信号を

センサーで感知し、コンピュ－タ制御により各関節

のパワーユニットを適切に稼働させ着装者の動作

をアシストするそうです。なお、このロボットスー

ツ HALによるトレーニングは藤沢市、茅ケ崎市の助

成制度が適用されます 

ところで現在、ロボット業界は医療・介護福祉・

生活支援分野の面で国家成長戦略上の重点分野と

位置付けられており今後ますますの需要が予想さ

れております。なかでも介護ロボットスーツ HALは

世界的に注目を集めドイツでは既に医療機器認定

がされております。 

おりしも見学に先立つ 4 月 23 日、超高齢社会に

向け、「未病を治す」を重点項目に掲げる神奈川県

は湘南ロボケアセンター（辻堂神台）にて

CYBERDYNE(株)と相互連携に関する覚書を締結し同

社の介護支援

ロボット技術

と「未病」概念

との融合で、新

たな産業や健

康寿命延伸モ

デルの創出を

目指すとのこ

とであります。 

今回の見学

は参加者にと

って大変興味

深くかつ有意

義なものであ

りました。 

  

ロボットスーツ HAL 

熱心に説明を聞く参加者 
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大きく叩けば大きく響く

この 3月に世話人選出の選挙があった。私は 2年前の 1月から会に所属しているが、今まで極力活動を広

げないように、地味に行動してきた。常時参加している部会も、鵠っ子囲碁・将棋ルーム、懐かしの名盤鑑

賞会、企業研究部会、ボーリング大会など、限られたものであった。 

従って毎月会う人たちの顔ぶれはほぼ決まっており、それなりに意思疎通できているので別段何の支障も

感じなかった。そして、比較的自由に自分の時間が取れたために、個人の趣味や昔の友人たちとの交友も楽

しむ事が出来ていた。 

ところがこの 3月に様子は大幅に変わってきた。月例会で世話人の選出が行われることになった。世話人

の選出は 2年ごとに行われているのだから、以前から周知の出来事ではあったが、現職の世話人は継続して

は再選されないという決まりもあるので、入会後間もない会員も世話人選出の対象となるため、私にもその

可能性があることが分かった。そして選出されてしまった。 

過去の部会長と世話人の経験者の状況を見てみると平成 27 年 4 月現在で在籍者に占める部会長経験者は

63％、世話人経験者は 68％である。会員のうち、世話人未経験者はたったの 32％（19名）しかいないのだ。

このことは、多くの会員の方たちが世話人・部会長の経験者であり、会の運営や組織の在り方などについて

成熟した考え方を持っていることに繋がっていると思われる。 

私は今年の 3月なかば以降、今までに参加してこなかった部会や行事、作業に、立場上成り行きで参加す

ることが多くなった。ゴルフコンペ、世話人会、例会資料の印刷、花見、子どもとあそぶ会、談話室、くぐ

ひ編集会議、新世話人連絡会、入会希望者面談など、私にとって初参加の行事が続いた。そしてそれらの活

動を通じて見えてきたものがある。 

様々な活動の場面で、実に多くの会員たちが、個性豊かに自分を発揮しながら会の催しを支えているとい

う現実を知る事が出来た。私が今まで 2年半見てきた限定的な範囲のものとは違う景色であった。私が経験

してきたものは部会数からすると全体の 2割程度であった。いろいろなイベントで会員各位が持つ高い能力

と多様性を垣間見て、感銘を受けた。しかも彼らは、それを楽しんでいるように見えた。何も求めずに且つ

自分を表現する場として味わっているようにも見えた。今までの私の参加スタイルでは知る事が出来なかっ

たことである。 

勝海舟の［氷川清話］に坂本竜馬の言葉として「西郷隆盛はわからぬ奴だ。少しく叩けば少しく響き、大

きく叩けば大きく響く」とある。この言葉は坂本竜馬の西郷隆盛個人に対しての思いであるが、私は世話人

になり活動範囲が広がると共に、「くげぬま探求クラブ」という団体が、潜在能力が高い「大きく叩けば大

きく響く」団体であると確信するに至った。 

しかし、この話には落ちがある。坂本竜馬はこう言っている。「大きく響く釣鐘でも撞木（しゅもく：鐘

を突きならすための突き棒）が小さいと響かない」。 

はたして私たちは大きな撞木になりうるだろうか？ 

 

 

 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 57名になりました 

佐伯 浩さん 

私は昭和 22年 6月生まれの団塊世代ピー

ク時の人間です。 

出身は山口県徳山市ですが、妻の実家が

鵠沼桜が岡に在った事から、近くの松が岡

五丁目に 40数年前に居をかまえました。 

現役時代は東海道線で東京本社を往復する

生活を 40 数年過ごしてきましたので、地元の事は

全く知りませんでした。 

たまたま近所の鵠沼松が岡公園で小島さん（85

才、鵠沼松が岡公園のボランティア活動歴 7年のヌ

シ）と知り合いまして、松の切り株(約 20本)

の除去から始め、清掃活動を 2年半続けてお

りました。 

この活動の中で会員である鈴木(英)さん

より、鵠沼松が岡公園愛護会がある旨紹介を

受け、地元の交友関係を広げたく入会させて戴

く事になりました。 

今後は愛護会活動を中心に各部会にも参加させ

て戴きたいと思っております。 
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前回その①として上記講座に参加した経緯などを投稿させてもらったが今回その②として寄稿します。昨

年 8 月までで講座の 3 回が終わりその後、「傾聴者の心得」、「間、分ける（様々な間や感じ方について）」、

「読み、感じる（言葉でないものから感じ取る事）」、「傾聴実践ワーク」と続き、本年 1 月に＜傾聴ボラン

ティア入門コース養成講座＞を修了した。 

また講座とは別に 4回の実習を行った。実習場所は「デイサービス亀吉」という辻堂太平台にある施設で

要支援者対象と比較的元気な方が利用する場所である。平日の午前、午後と決まったプログラムが組まれて

おり 10名前後の方が車での送迎（＊1）や元気な方は自ら来所される。1回目に参加した実習は「言語リハ

ビリ」で脳卒中や交通事故などで脳に障害を持たれる方が「言語聴覚士」のもと進行役を決めてそれぞれが

順番に各自の話題について話され皆がそれらについて聞き、話される。内容をシッカリ伝えられなくモドカ

シイ感じがしたり、多少意味不明な方もおられるが皆さん真剣に聞き、話をされていました。２回目は「パ

ソコン倶楽部」各自ノート型ＰＣを持参され 80代とおぼしき女性は女学生時代から始まる自分史を作成中。

またある 90代男性は過去の現役時代に活躍した内容に基づきブログを作成中、いやあ恐れ入りました。 

3 回目は場所を鵠沼にある亀茶房という場所に変えて「失語症会話カフェ」に参加した。失語症（＊2）

の方数名がグループを作りその中に傾聴ボランティアが入りお茶を飲みながら会話を楽しむ。皆さんそれな

りのご苦労があると思うが皆明るい。湘南台方面からわざわざ電車を乗り継いで来られた方もいた。 

実習最後の 4 回目は「麻雀倶楽部」に参加した。たま

たま面子が不足で現役時代は良くやったものだが久々に

牌をつまむ。横のグループで元気なよくしゃべる 90代女

性が気になり成績は 3 番手だった。以上で施設での現場

実習を終了。 

触れ合った方が比較的元気な方が多く逆に皆から元気

をもらった感が有る。今はなかなか時間が取れず「傾聴

ボランティア」の実践は月に 1、2度のヤングハーツのお

手伝いで施設を訪問している程度である。 

＊1 探求クの関根（次）さんは送迎係りを実践 

＊2 失語症＝脳の損傷により話す、聞く、読む、書く 

等言葉に関する能力に障害が残った状態 

 

 

 

クラブ短信 

１ 子供たちに元気を貰い、おじさん 溌剌！ 

① ひょっこりまつり 鵠南子供の家開設記念行事 

5 月 16 日、雨模様の中 170 名を超える参加者があり盛大に行われたひょっこりまつり。クラブの輪ゴム

鉄砲は、いつもながら大盛況で自作の鉄砲を自慢げに構え、光る的を射て歓声。おじさんも一緒に大拍手！ 

② 17枚のグニャ凧、湘南の空に舞う、鵠洋児童館手作り凧揚げ会 

5 月の爽やかな風に乗ったカラフルな凧の群れ。今年も 16 名の児童の参加を得て手作り凧揚げ会、自分

で書いた下絵を凧に描き、PTAの豚汁に舌づつみを打ち、その凧を手に勇躍海岸へ、作成から空へ揚がる

までおじさん達も真剣。 （子どもと遊ぶ会） 

２ 高齢者も来院 対応力の素晴らしさ、おもちゃの病院 

相変わらず来院者が多く、開院日を楽しみにされる人気の高いおもちゃの病院。近頃は、子供のおもちゃ専

科ではなく同年代の高齢者のいろいろな相談にも！ 最近も 76 歳の男性が家族との連絡手段として使いた

いが電池の入れ替えができない鉄砲、電球の入れ替え方の分からない懐中電灯の持ち込みがあり対応。総合

病院への脱皮も視野に入る活躍ぶりである。 （おもちゃの病院） 

３ 東海道 神奈川の宿場めぐり 

江戸時代日本橋を起点とした五つの街道の表街道として、太平洋沿海諸国を経て京都に上る東海道。徳川幕

府は、この沿道を全て譜代大名領地とし 53 次の駅を設けた。現在神奈川県内には、川崎、神奈川、保土ヶ

谷、戸塚、藤沢、平塚、大磯、小田原、箱根の 9宿があり、川崎から順次歴史探訪中である。（探訪部会）  
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私の趣味 

「手作りにこだわって」 

私が満足感を得られることの一つに、昔から気に入って長く使い続け傷んでしまった家具、装飾品、器類、

あるいは住みなれた自宅の壊れているところに手を加え、塗装し、もと通りに蘇らせたときの悦びがありま

す。専門業者に修理を依頼すれば簡単なのですが、自分で材料からこだわり、工夫することによって原形よ

りも更に良いものに仕上がった時などは最高の気分を味わえます。 

また、同様の観点から庭の園芸に於いても、一年目は敢えて花を咲かせずに仕込みを行い二年目でよりた

くさんの花を咲かせる。或いは肥料、剪定を的確に施すことで毎年同じように綺麗な花を咲かせるといった

手間をかけたガーデニングが大好きです。こういったことで悦びが得られる DIY（Do It Yourself）、ガー

デニングが今一番の趣味となっています。また、最近では単に塗装するだけではなくアンティーク調に仕上

げるために、自己流な

のですがトールペイン

トも新たな趣味に加え

ています。 

技術、知識ともにご

披露するほどのもので

はないのですが、写真

でご紹介いたします。 

20 年前にアーリーア

メリカン調の中古住宅

を購入し、この住まい

に合った庭作りをしよ

うと思い立ってから

DIY・ガーデニングが本

格化しました。写真の

レンガの外壁、門扉、

ポスト、表札、薔薇の

ラティス、アンティー

ク風プランターなどは

DIY で作成したもので

す。更にポスト、表札、ブリキプランターなどにはトールペイントでアンティークデザインをしています。 

トールペイントというと女性特有の手芸と捉えがちですが、もともとアメリカの開拓時代に家具などの木

製品を長い間愛用し、色褪せした部分にトールペイントを施すことにより、更に長く利用しようという意図

が一般に受け入れられ広まったものです。この概念は DIYにも共通する考え方なので気に入り手がけていま

す。 

DIYとトールペイントで作った庭に関係している作品をご紹介いたします。 

こうした庭作りは手間暇掛けて年単位で作り上げて行くものなので、気に入るように作り上げるには長い

時間を要します。それ故に趣味として取り組むには遣り甲斐があるものとなっています。幸い鵠沼地区には

素晴らしいガードナーがたくさんいるので、今後も参考にさせてもらいつつ自分なりの庭作りを目指してい

きたいと考えています。 

  

アーリーアメリカン調の川村邸 



 

くぐひ・・・6 

うわばみ、酒仙、酒乱、下戸（酒飲みの一種で、

顔が赤くなって恥ずかしいとか、心臓がドキドキし

て結婚を申し込んだときの思い出が出てきて嫌

だ？という理由でたくさんは飲まないだけの人）な

どいろいろな酒飲みの人種に事欠かない当クラブ

の面々に、こんな話はおこがましいようだが、お酒

がお腹に入って、その時の気分がよくなればいいの

であって、他人に危害を加えたり、酔っぱらったう

えで自ら傷つけるようなこと（世の中にはこれを究

極の快感として積極的に求める人間もいるので一

概にはダメダメと決めつけるわけにはいかないが）

を除けば、飲み方に正しいも間違いもない。 

「世界広しといえども、酒を燗するのはわが日本

のみ。日本人の飲み方は創造力豊かであり、これが

ＧＤＰ世界一になり損なうほど成長した理由であ

る」などと威張るものがいるが、この主張の後半部

分は別としても、前半は間違っている。確かに日本

では今だってビールを温めて飲むには、説明しなけ

ればならないほどの事情が必要であり、普通はギン

ギンに冷やして飲んでいる。 

中国の温かい青島ビールを初めて飲ん

だときは、経済の後進国なのでムリもな

いか、と納得したが、その裏には西洋社

会では冷えたビールが普通に飲まれてい

るという誤解があった。たしかに冷やす

のはそれ相応の電力が必要であり、贅沢

と言えば贅沢である。しかし後年イギリ

スに行った時にパブで飲んだビール（エールビール）

は生温かく、イギリス人はまるでコーヒーを飲むよ

うにチビチビ飲み、立ち飲みの井戸端会議を楽しん

でいた。日本で一般的な「燗」という文化が世界に

広がっていくにはまだ相当な年月が必要だろうが、

しかし西洋にも東洋にも酒を温めて飲む習慣はあ

ることはある。 

老酒が現地でどのように飲まれているか行った

ことがないので確かではないが、少なくともワイン

やウィスキーはそれぞれ「ホット」という言葉が頭

について庶民の飲み物として楽しまれている。日本

の居酒屋では、提供される燗酒は銘柄が少なく値段

も安いが、冷酒やひや酒は、○○酒造と銘打った酒

を、亭主が自慢げに「どこどこで苦労して仕入れま

した」などと勿体ぶって出して、値段も仕入れの苦

労賃が上乗せされて高くなっている。これと同じで

ホットワインはどちらかと言うと安いものを温め

ており、西洋でも北の国々に、冬の寒さの中で体を

温めるため熱とアルコールの助けを借りているよ

うである（金持ちは暖房の充分に効いた暖かい部屋

で冷たい白ワインなどを嗜んでるのだろう）。 

ホットウィスキーはストレートでは 40 度以上と

流石に強いので、日本ではお湯で割って飲んでいる

が（焼酎もお湯割りがあるが、燗は珍しい）、イギ

リスやスコットランドではこの習慣はないようだ。

もともとアルコールが強いので体を温めるための

熱の助けは不要だが、味をじっくり楽しむために加

水して飲むことは流行っている。ストレートの方が

味が濃いのでその方が旨そうだ。しかしジックリ味

わうには口の中に暫らく置いて味覚を精一杯働か

せる必要があるのだが、アルコールが 40 度以上で

は舌が痺れてきて馬鹿になる。スコットランド人に

教えてもらったのだが、ウィスキーのブレンダー

（個性的な味のモルトウィスキーとグレーンウィ

スキーを混ぜて一般的に飲みやすくする専門家、例

えばご存じのグレンフィディックは世界最大のモ

ルトウィスキー、ジョニーウォーカーはブレンドし

たウィスキー）は微妙な香りと味をよく確認できる

よう、ウィスキー：水＝１：１にして味わっている。

先日までのテレビ番組「マッサン」でもブレンドし

ている場面が見られたが、この方法で確認していた

のだろう。 

最近ではウィスキーマニアが自分でブ

レンドできるようなモルトとグレーンを

セットにしたキットも売りに出されてお

り（キリンビール）、愉しみ方が広がって

いる。私の場合、ケチな根性から安いウ

ィスキーと少々高いウィスキーを勝手に

混ぜて飲むことがあるが、混ぜた後は高

くてうまいウィスキーの方に味が引張ら

れるようで少し得に感じる。 

温めると酒の香りと味が強まるので、じっくり飲

むには温かい方が良いようだ。どこも温かい酒は杯

やグラスを手のひらに小鳥を包むように大事そう

に包んでチビチビやっており、西部劇に出てくるよ

うな、グイッと一気に飲み干すようなことはしてい

ない。 

最近では日本酒は冷酒用、燗酒用と米や醸造方法

を変えてそれぞれ旨い酒が作られ、飲む方がいちい

ち気にせずに選ぶことができるようになった。また

日本人特有の細やかさで、燗も５℃刻みで 10 レベ

ル位あるそうだが、常温、日向燗、人肌燗、ぬる燗、

熱燗などがよく知られている。少し時間がたってし

まえば温度も下がるので、どうでもいいじゃないか

と思うのは私だけか。 

日本酒以外では燗のために原料や醸造方法を変

えるなどと言う話は聞いたことがない（ベルギーで

は燗して飲むため、特別に醸造する特殊なビールが

あるらしいが）。私の好みとは別にしても、それだ

け日本人のこだわりが強いのだろうし、外国には無

いこの微妙な温度差と表現方法を楽しむ文化があ

るのは嬉しいことだ。  
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～例会・各部会活動報告～ 

３月    March 

○行事  21日 鵠洋児童館もちつき 8名 子ども 19 名 
PTA 5 名 児童館スタッフ 4名 

○世話人・委員会   
○臨時総会および例会 7 日(土) 42名 
○世話人会 ①2 日 ②29日     
○くぐひ編集部 20日(金)7人  
○鵠沼松が岡公園愛護会 ①1 日(日)21+1名 雨天のため
作業中止、原町内会会館で総会、4 月から甘利さん新
部会長 ②21 日 10 名 

○藤が谷公園愛護会 8日(日)12 名 定例作業後、藤が谷
市民の家で総会 

○ヤングハーツ ①4日 25名 定例練習 ②11日 12名みど
りの園 ③20 日 14 名 藤沢病院さくら棟 ④26 日 14 名 
鵠生園 

○おもちゃの病院 ①8日(日)12 名 来院 7 名 新患 11 件 
②22 日(日)9名 来院 22 名 新患 21 件 

○子どもと遊ぶ会 14 日(土)9 名 子ども 16名 児童 
クラブ指導員 1名 吹き矢を作って的当て大会 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日(日)13 名 囲碁 3名 将
棋 22名 父兄 25名 ゲスト 2 名 囲碁同好会 1 名 
年度末恒例の「春のトーナメント大会」開催 

○災害研究部会 6日 14名 
○サロン会 21日(土) 10 名 
○健康部会 27日 8+3名 東京駒場と旧前田侯爵邸、目黒
川花見 

○探訪部会 17日 11+1名 東海道・神奈川の宿巡り（保
土ヶ谷宿） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 ①5 日②12 日 ジャガイモ植え付け 
○談話室 18 日 8 名 シニア問題研究部会の提案あり 
○スケッチ部会 19日 3名 アコレード 
○デジタル情報部会 27日 18+2 名  
○ヤングブラザーズ ①13日 13+11名 定例練習 ②21日
春のコンサート名(土)12+14名 ③28 日 10+13 名 定例
練習 

○近代史を語る会 12日 10+6名 明治時代第 44回番外編
「幕末・明治維新の舞台裏で活躍した貿易商」 

○企業研究部会 25日 17名 横浜三井ビル内「原鉄道模
型博物館」見学 

○なつかしの名盤愛好会 16日 5 名 
○俳句の部会「似歌会」10日 10+1名 兼題「日永」、「石」 
○お菓子の会 5日 5名 プレーンと抹茶のういろう作り 

 

４月    April 

○行事 4日 31名 花見会（原町内会会館） 
○世話人・委員会 ①世話人会 18日、27日 ②くぐひ制
作部 17 日 10 名 82 号編集会議、当制作部の今後の方
針検討 ③ＨＰ制作部 22 日 5 名 第１回会議 

○定時総会および例会 4 日(土) 出席 46名  
○鵠沼松が岡公園愛護会 12日 10名 作業後、決算報告 
○藤が谷公園愛護会 12日(日)8 名  
○ヤングハーツ ①1日 20名 練習 ②2日 10名 なぎさ荘
③8日 14名 みどりの園 ④17日 12名 藤沢病院かえで
棟 ⑤23日 17名 鵠生園 ⑥29日スプリングコンサート
練習 

○おもちゃの病院 ①12日(日)9 名 来院 10名 新患 5件 
②26 日(日)11名 来院 14 名 新患 11 件 

○子どもと遊ぶ会 11 日 9 名 子供 31 名 父母４名 児童
クラブ指導員 1名  絵のルービックキューブ 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 7+1名 囲碁 3名 将棋 9
名 囲碁同好会 3名 父兄 5名 今回より冒頭に初心者向
け「将棋のルール」の講義開始 

○災害研究部会 3日 10名 

○サロン会  18日 7名  
○健康部会 24日 18+1 名 荒磯海岸の磯歩き 
○探訪部会 20日 9+1名 東海道・神奈川の宿巡り（戸塚
宿） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 12日 3名 玉葱などに化学肥料の追肥 
○談話室 15 日 11 名 田中力さんに部会長交替 
○スケッチ部会 16日 4名 鎌倉・旧華頂宮邸  
○デジタル情報部会 27日 15+3 名 
○ヤングブラザーズ ①10日 12+11名 定例練習 ②25日
7+13 名    

○近代史を語る会 9 日 17+5名  「明治維新」、「明治時
代」に引き続き「大正から昭和へ」始まる 

○企業研究部会 28日 14+3名 辻堂の「湘南ロボケアセ
ンター」訪問 

○なつかしの名盤愛好会  5+1 名 
○俳句の部会「似歌会」14 日 8+1 名 兼題「花冷え」、「紙」  
○お菓子の会 2 日 6 名 黄粉使用したうぐいす餅 
 

５月    May 

○行事 ①「ひょっこりまつり」輪ゴム鉄砲遊び 16
日 9 名 子ども 131 名 父兄 19 名 鵠南小 4 名 委員
15名  ②園児と春の花植え 20日 9名 園児 80名 先
生 9名 父兄 13名  ③手作り凧揚げ会 24日 16名 子
供 16名 父兄 11名 公民館スタッフ 4名 

○世話人・委員会 ①メディア委員会 15日 9 名 第１
回会合 ②くぐひ制作部 17日 8 名 ③ＨＰ制作部 26
日 5 名  

○臨時総会および例会 7 日(土) 42名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 3日 12名  
○藤が谷公園愛護会 10日 13 名 翌週行われる 

幼稚園児との花植え準備の花壇整備  
○ヤングハーツ①6日 23名 練習 ②7日 11名  

なぎさ荘③15日 12名 藤沢病院さくら棟 ④17日 29
名 スプリングコンサート出演 ⑤19 日 7 名 みどり
の園 ⑥28日 15名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①10日(日)10名 来院 18名 新患 8
件 ②24 日(日)9名 来院 7名 新患 9件  

○子どもと遊ぶ会 9日 9名 子供 14名 輪ゴム鉄砲作
り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17日(日)9+1 囲碁 4名 将
棋 6 名 父兄 3名 

○災害研究部会 2日 11 名 津波避難マップなどの課題
検討 

○サロン会 16日(土)16 名 新旧世話人慰労を兼ねる 
○健康部会 22日 17名 小田急大和駅「あじさいの里」
散策 

○探訪部会 19日 9+1名 東海道・神奈川の宿巡り（藤沢
宿） 

○娯楽部会 休会 
○農園部会 ①3日 4名 ジャガイモの芽かきなど ②31日

4 名 臨時農園部会 
○談話室 20 日(水)9名 世話人から原稿の各種資料の見
直し検討の提案、長期欠席者の問題、極楽部会の発足
についてなど   

○スケッチ部会 21日 4名 平塚・花菜ガーデン  
○デジタル情報部会 21日 19+1 名 ＨＰ動向、メディア
委員会ページアップの報告 

○ヤングブラザーズ ①8 日(金)13+13名 ②30 日
(土)12+13名 

○近代史を語る会 14 日 15+3 名 今回は野外学習（鎌倉
文学館） 

○企業研究部会 27日 9名 秋本食品㈱湘南工場見学 
○なつかしの名盤愛好会 
○俳句の部会「似歌会」12日 8 名 兼題「葉桜」、「満足」 
○お菓子の会 7 日 7 名 団子（みたらし、よもぎ） 
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湘南かわら版 元気の源“健康部会” 
“健康部会”がこの 5月で 22年目を迎えた。そして、その 6月は記念すべき 150回目の例会であった。

1994 年 4 月にくげぬま探求クラブが発足すると同時に出来た 6 部会の一つで“サロン会”と共に伝統あ

る部会である。発起人の加藤さん（既退会）が山好きで、当初“山歩き会”としてスタ－トした。従っ

て、コ－スは自然に山歩きが中心であった。初年度は 5 月に大山、10 月に金時山の 2 回でいずれもトレ

ッキングであった（私は 6 月入会で金時山からの参加）。2 年目は鎌倉・天園、大野山、湯河原滝巡り、

河津七滝といずれもアップダウンのキツイコ－ス。たまたま、湯河原滝巡りで加藤さんが怪我をされ、

その後の部会長を仰せつかる事になった。 

私がリ－ダ－として最初に企画したのは 1995年 9月 9日～10日の伊豆・踊り子街道。初日は中伊豆・

浄蓮の滝から昭和の森（井上靖の住居が移住されている）、「伊豆の踊子」で有名な天城トンネル（400メ

－トル以上もあり、かつ冷蔵庫の中に入ったような冷えた薄暗い道を、針の穴ほどにしか見えない出口

を目指して歩く）を通り、河津七滝の宿舎へ。二日目は湯ヶ野経由で伊豆急・河津駅まで。参加メンバ

－は北岡、宮澤、大野（忠）、磯川、阿部（故人）、徳長、村井、菅野、梶本さんら（この 4 人はいずれ

も退会者）、そして私の 10 名であった。初日、七滝温泉の宿「しゃくなげ荘」に着いた時の皆さんの満

足度（疲労度）は今でも目に焼き付いて離れない。よくぞ歩きとおしたという感じで、宮澤さん、村井

さんは部屋に入るなり、風呂より先にドンと大の字になりしばらく寝そべっていた。二日目は河津駅ま

での下りで、朝から残暑が厳しく汗をかきながらのウォ－キング。二日間で約 14キロであったが、心に

残る例会であった。 

その後、部会長を 4 年 5 か月務めたが、並行してスタッフをしていたウォ－キング協会の仕事が多忙

になり、2000 年 1 月から伊藤勲さんにバトンタッチ。以来 2008 年 12 月までの 9 年間、伊藤さんが健康

部会長として例会を取り仕切ってくれる。ご苦労さんの一言に尽きる。ウォ－キング協会の仕事が一段

落したので 2009年 1月から私が部会長にカムバックし現在に至っている。 

例会の回数も年々増えていき 7、8 月を除く年 10 回（第四金曜日）を企画し、最近では天候不順日を

除き年 6～9 回は実施している。コ－ス設定も 5～6 年前までは伊藤さんと私が多かったが最近では鈴木

（英）、黒川、米今、山田、野口、吉原さんらにも頼み、気持ちよく（？）引き受けてもらっている。皆

さんに感謝、感謝である。 

そして例会でのゲストの参加、これが実に良い。常時 3～8名であるが、これが例会に花を添えている。

これからもヨロシクね。 

“健康部会”は＜自分に合った歩き方を継続することにより、健康維持に努める事＞を前提に例会を

開いている。常日頃、体力づくりに励む皆さんの参加を待っている。また、コ－スづくり（グルメ含む）

に参加する人がいれば大歓迎。とにかく“元気の源は健康部会から”である。 （悠歩爺） 

 

編集後記 墳
つか

すでに闇に入りたる夕焼けかな（鷲谷七菜子） 事故を起こした 

新幹線を土中に埋めてしまって一件落着（し損なった）、というような大国だ
から（その代わり大威張りで海を埋め立てた）、今回も河に沈めてハイおしま
い、となるかと思った。流石に学習能力が残っていたとみえセカンドトップま
で派遣して、船をひっくり返したり、懸命な救助活動の様子を報道するなど国
民にアピールしている。しかし船の事故の対応のまずさでは先輩にあたる隣国
の隣国の二の舞にならぬように遺族抜きの慰霊祭を強行するなど、衣の袖から
鎧、ではないが相変わらず人命や人権を軽視する姿がチラッと窺われる◆塩川
さんの「大きく叩けば大きく響く」を読んで、なるほど自分もそうだったな、
と思い返した。入会当時は現役だったため時間が取れず、限られた部会活動し
かできなかったが、そのうち退職し、世話人になって会員の名前も覚えられた
し、クラブの全体像も把握できた。当時は口うるさい先輩が多く、例会では謝
ってばかりいたが、いまとなってはそれが良かったようだ。なかなか大きく響
いてくれないが、自分の度量では仕方ないか◆悠歩爺（谷村さん）には当ク
ラブでは一番長い歴史を持つ「健康部会」の話を書いてもらった。ここに書か
れている名前の人が現在では多く退会され寂しい限りであるが、例会自体は回
数は増え、相変わらず活発に活動されているのは嬉しい。この欄は、近年入会
された人々に、クラブ発足時の状況を紹介してもらうために設けた。「くぐひ」
第 1 号に自己紹介を書いた人、20 数名のうち現在クラブメンバーとして活躍
されている方に書いてもらってきた。いままでに数人の方に書いてもらってい
るが、谷村さんが最終になった。みなさん有難うございました◆第 1 頁は太田
さんにヤングハーツの紹介をしてもらった。例会での部会活動報告を聞いてい
ると、なんだか随分と忙しそうに活動しているようだとは感じていたが、こう
やって活字にして紹介されると改めて感心することしきりである。月 6 回の定
例活動に加え、臨時があるという。ヤングハーツのメンバーはこの他にもいろ
いろと他の部会にも参加しているだろうから、そのバイタリティには脱帽であ
る。特にこの記事は多くの人に読んでもらいたい。 （ 巳 の 刻 ） 


