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暑かった夏もやっと終わりを告げ、また公民館まつりの季節がやってきました。今年の日程は 10月

11日のプレイベントを皮切りに 17日（土）、18日（日）の両日に第 39回公民館まつりとして、「手を

つなごう！アットホーム鵠沼」のテーマで行われ、当クラブとしては昨年同様下記の行事に参加しま

す。（ ）内は昨年実績 

☆古本市 公民館への全面協力 

（事前準備への当クラブ会員の参加者は延べ 150人、出店 13,080冊中 6,040冊販売） 

☆手作りおもちゃ （竹笛 318個、コマ 159個、ゴム鉄砲 173個販売） 

☆焼き芋 （完売） 

☆鵠っ子囲碁・将棋 （初めて挑戦の子供たちに対処） 

☆芸能音楽祭へのヤングブラザーズの出演 

以上５件ですが、数字を示してあるのはあくまで実績であり会員の皆様が公民館を拠点に活動する

日頃の活動における、チームワークの成果として表現したいために表しました。決してノルマではあ

りませんが、是非ご協力をお願いしたく申し添えます。 

これらの行事を実施するためには今までに培ってきたノウハウが重要です。今回北岡さんが書かれ

たクラブ創生期における活動として古本市の初期のエピソード等を読ませて頂きました。当時はきっ

と会員数も今ほど多くない中での、初めての経験で一ヶ月も無い準備期間で 2,000 冊を急遽分類して

販売にこぎ着けるというまさに情熱が無ければできないことだと思います。またその後も焼き芋釜の

補修、新造、そして木製ベンチの製作寄贈と地域のために持てる力を十二分に発揮してこられた実績

に対して、頭の下がる思いです。その中には現代の名工がいることもクラブとして幸運なことだと思

います。 

行事を実施するに当たってはやはり準備が大変重要です。よく現場の仕事では「段取りが終われば

もう仕事は終わったようなものだ」と言われます。この段取りは仕事のポイント、流れ、思わぬこと

への対応策の検討等、全体を見渡し慎重かつ大胆に見る目が必要です。世話人会として活動が円滑に

行くようにお世話し、配慮しなければなりませんが、経験不足もあり皆様のお手を煩わすこともある

かとは思いますがよろしくお願いします。 

ベテランの会員の皆様には周知のことですが、これらの行事を実施するに当たっては日頃のボラン

ティア活動の社会・地域に対する情熱と思いやり、親睦研鑽における向上心、探求心による精神的な

溌剌とした若さ（もちろん外観も）を発揮していることを、地域の皆様に対して直接ご披露する良い

機会でもあります。入会して間もない会員の皆様には是非とも参加していただき、満足感と充実感を

体験して頂きたいと思います。 

  

「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://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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災害研究部会 

今年 1月に正式発足した災害研究部会も既に 8月で 8回目を数えることになりました。これまでの活動を

振り返えるともっとも熱く議論が沸いたのは 7月の部会でした。地震の発生後、何とか命拾いした先に誰も

が直面するのが「トイレをどうするのか」という生理現象の処理です。 

東日本大震災の例でも、津波や液状化現象で上下水道が使えなくなり、これまで日々当たり前のように使

えていた便利な水洗トイレが流せなくなるのです。これまで参加してきた自治体の防災訓練では、下水道の

マンホールの蓋を開けその上に便器を設置すれば使えるとの説明を受けて来ましたが、下水道が使えない状

況で多くの避難の方々が使えば溜まる一方の排泄物を一体どうすれば良いのでしょうか。浦安の液状化現象

では上水道の復旧は数週間と早かったようですが、下水道の復旧は数か月掛かった模様で、その間下水道へ

は排泄物を流せない事態になるわけです。とすると、その間の処理は自分達で対応することになり、その方

法はどうすれば良いのか、参加者全員が真剣に討議しました。 

次の部会までの宿題にして回答を持ち寄ることにしましたが、インターネットで調べてみると、こうすれ

ば良いのかと納得できる方法にたどり着きました。 

この方法は次の 5ステップです。 ①45㍑のゴミ袋 2枚を便座に二重にかぶせる ②くしゃくしゃにした

新聞紙をゴミ袋の中に敷き詰める（新聞紙は凝固剤の代わり） ③用を足す ④消臭効果のあるもの（オガク

ズ、砂、消臭剤など）を上からかける ④内側のゴミ袋を取り出し、空気を抜いて口を強くしばる ⑤生活ゴ

ミとは分別し収集まで保管する。 

この方法で事前に備えて置く非常用トイレのゴミ袋の量は家族 4人では 1週間で約 65枚、1か月で約 300

枚です。数ケ月間ではこの数倍となります。 

こんな具合に明日にでも起きて不思議のない地震、津波、液状化に備えるための現実的な対処方法を参加

者と共に協議し検討しています。 

部会長自身が全くの素人で参加者の方々から提供される各種最新情報等をご披露して情報の共有に努め

ておりますが、例えば、第 6回目の部会では「貯留管」なるものはどんなものかを調べて見ました。大雨に

対応するため、地中に一時的に雨水を溜める直径が 3.5m、長さ 650mもある大きな長い土管のことです。鵠

沼の蓮池近くの道路下には境川まで続く貯留管が埋設されており、大雨時には蓮池近くの浸水被害の軽減を

計り、その後徐々に通常の排水処理に移ります。このような工事が進められている事も“災害”に関心を持

ち始めて知ったことです。我々が住んでいる自治体ではいったいどんな対策が採られているのか、地震、津

波、液状化現象の仕組みはどうなっているのかなど、知るべき情報は多々あり、災害研究部会では皆様から

の情報提供をお待ちしております。 

 

極楽部会 

何時か、誰が言い間違ったか忘れたが、ある時の例会で「娯楽部会」を「極楽部会」と発言したことが、

この部会発足のきっかけになった（ように記憶している）。 

その後、談話室の話の中で、半ば冗談に、半ば本気で部会を作ってみようとかいう雰囲気が盛り上がり、

検討が進み、先々月の立上げ準備会を経て 9月の例会で正式に発足が承認された。 

部会名が先行し、内容があとになるという珍しいケースかもしれない。 

大雑把に部会の目的をいえば、準備メンバーの１人からの提案によるモットーどおり「明るく愉快に終活

を楽しもう」だが、これ以上の細かい具体的な内容は、準備会でも意見百出で未定である。 

挙ったテーマの一部を紹介すると、お葬式の方法、お墓の引越、尊厳死、遺産相続、遺言書の扱い、死後

のパソコン内の情報の処理、認知症（と思われる）家族の扱い、後見制度、身の回りの整理（断捨離・・）、

などなど。 

いずれにしても、いま高齢化真っ盛りの（入口にいる人も含め）くげぬま探求クラブメンバーにとっては、

若い時には考えもしなかった、あるいは気付いていても考えるのが面倒くさくて頭の外に押し出してしまっ

ていた問題が多々あり、放っておいたら何が起こるか心配で夜も眠れず、ということになりかねない。「夜

も眠れず」というのはオーバーにしても、指に刺さったトゲぐらいには煩わしく感じている問題がある。こ

のままでは老後の生活を安穏に暮らすべく極楽世界への入場切符を手にするどころではなかろう。 
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そこでどこかに集まって、酒でも嗜みながら気楽に「終活」を駄弁り、その中で自分に役に立つようなア

イディアでもあればこれに越したことはない、ということになった。実際に自分の身に当てはめて対応する

には、制度やしきたりなどをもうチョット詳しく調べてみようということも出てくるだろうが、いまのとこ

ろは特に「高齢状況」に関しておしゃべりを楽しもうか、という部会になるだろう。 

財産管理やら病気、生きざま、家族関係など極めて個人的な問題にかかわってくるので、このような多人

数の集まりではあまり具体的な内容にならないだろうが（聞かされても困るが）、勘の鋭い人が聞けば「あ

あ、あの人のことだな」と気付かれる惧れ？もあり、部会内での話し合いとして外には軽々に個人の生の情

報が流出しないようお互いの了解をもつような、常識の範囲内のルールも設けたい。 

「極楽」は一字ちがうと「娯楽」になるし、「極悪」にもなる。「極悪」では困るが、せめて極楽と娯楽

の間くらいの気分に浸りながらの活動となり、そして徐々に皆さんの役に立っていくようになることを期待

したい。 

部会は毎月第 3水曜日、15時半から（談話室の後に開始）、場所はアコレードです。多くのメンバーの

参加をお待ちします。 

 

 

残暑が厳しい中、会員 39名が参加し、恒例の納涼会がアコレードにて 17時より開催された。池田世話人

代表の……「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」という古今和歌集の

藤原敏行の歌を引用した、時節に即した挨拶と乾杯の音頭で納涼会はスタートした。 

ビールで乾杯の後は日本酒、ワイン、焼酎や、スコッチウィスキー「グレンフィディック」などを個人の

好みで勝手に飲み進め、みなご機嫌になっていった。 

佐々木黎治さん、田中章さんの司会によりテーブルごとに指名された人たちが、短いスピーチを披露し、

笑いを誘った。 

宴たけなわとなり、ヤングハーツのフルート、ギター、ハーモニカなどの伴奏により、全員で「南国土佐

を後にして」、「上を向いて歩こう」など全 5曲を野村さんの名指導で唄った。 

その後、関根次郎さんが池田代表のフルート伴奏で美空ひばりの「りんご追分」の歌詞の朗読、田中力さ

んがアルトサックスのソロ、萩原さんがギター弾き語りを披露、ソリストたちはそれぞれにすばらしい演奏

で、拍手喝さいを浴びていた。 

最後に萩原さんの三本締めのうんちく話と手拍子で中締め。その後は 20人ほど居残り、残った料理とア

ルコールを集めて 1テーブルに集合し大二次会となった。1テーブルでの大勢の飲み会では、あちこちに話

の輪ができ、司会が全体を取り仕切ろうとしても、それに素直に従うほどおとなしい人はいなかった。20

時に散会した。 

部会ごとの反省会、飲み会にはしょっちゅう参加しているものの、全体の飲み会は年に数度しかなく、入

会後 2年半程度の私などにとって、普段会う機会が少ない会員同士がお互いに理解を深める絶好の場という

気がする。楽しいひと時であった。 

 

 

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 

永利 文男 

私は昭和 15 年 1 月 19 日生まれで 75 歳

です。生まれも育ちも福岡県です。さらに

ルーツをたどれば、現在の鹿児島県薩摩川

内市永利町あたりの出らしい。 

鵠沼に来たのは 1983 年 8 月で、今年で

32 年になります。東京の職場と家の往復ば

かりで、鵠沼の事についてはほとんど知りませ

ん。くげぬま探求クラブが活動していることはかな

り前から知っていましたが、一昨年までは細々なが

ら仕事を続けていたこともあり、積極的な関心はあ

りませんでした。 

今年の 4月に家内が急死し、子供達は遠くに住ん

でおり、毎日、ほとんど話をすることもあり

ません。これはまずい、何かの組織に属して

いる方がよいだろうと思い、クラブに入れて

頂けないだろうかと考えた次第です。柳田さ

んの紹介により、無事入会することができま

した。 

今までボランティア活動などあまり考えたこと

がなく、また無芸であり、クラブに果たして何らか

の貢献ができるのだろうか、逆に足手まといになり

はしないかと不安になりますが、そこはやるしかな

いと考えています。 

どうぞ宜しくお願い致します。 



くぐひ・・・4 

デジタル情報部会 

昨年発行されたクラブ 20年の歩みによれば、デジタル情報部会の発足は平成 12 年 9 月となっています。

今年で 15年、名前からして難しそうな部会に思われがちですが、実はそうでもありません。参加メンバー

に広く理解していただけるようにテーマはできるだけ広く、パソコンはどうやって動くのかとか、インター

ネットはどうして全世界で同時に使っても問題が起きないのかとか、そもそもコンピュータって何時、どう

やって始まったのか、OSって何？などなど、その時々のトピックと部会長が探すテーマ、さらには参加メ

ンバーが知りたいと思う事を中心に研究しています。 

テーマ探しはなかなか大変です。参加メンバーの皆さんの多くが興味を持ちそうなテーマを探して調べる

のですが、中にはかなり専門的な資料を紐解かなければならないときもあります。インターネットの普及に

よって同じテーマを多数調べることが出来るようになりました。図解のあるものは参考にさせてもらって出

来るだけわかりやすく説明できるよう心掛けています。 

活動場所はアコレード。ここは例会に相応しい環境が整っています。店のルーターから 2台のハブに分岐

し、その先に有線 LANケーブルがあり、パソコンをつなげばインターネットにアクセス出来るようになって

いるのと、大型の液晶テレビがあってパソコンと直結して大画面でデータを見ながら研究を進めることがで

きます。 

参加メンバーはこの 7月に 25名と過去最大の参加者数を記録しました。どんどん進んでいくデジタルの

世界、置いていかれないように新しいテーマを追いかけて、参加メンバー全員の理解が進むよう努力を続け

ています。 
 

 

お菓子の会 

7月 28日 夏真っ盛りの暑い日々が続く中、公民館主催の鵠っ子スクエアのひ

とつの行事として、公民館とお菓子の会共催の「スイーツおじさんと日本のお菓

子を作ろう」というテーマで小学校 1年～6年の子供達を対象に手作りのお菓子

教室が開かれました。ここにその時の模様をお知らせします。 

参加人数は小学生 24名、内男の子は 3名、お菓子の会メンバーは 6名、そして

公民館の女性陣 3名が加わり、4班に分かれ賑やかな雰囲気で始まりました。 

作るお菓子はオーソドックスな「紅白まんじゅう」。師匠の伊藤さんの挨拶と

デモで始まり、紅色を出すために食紅を使ったところ子供たちは興味津津「真っ

赤だ、○○○みたいだ」など歓声に包まれました。 

さていよいよ自分たちで作る番です。指導陣としては蒸し器、包丁の扱いで怪我でもしたらと気を使いな

がら説明と作り方の見本を示します。一人宛て 4個のまんじゅうの餡を皮で包む段になりこれが一番大変で

す。うまく包める子、餡と皮がミックスしてしまう子などいろいろな形ができました。これも個性的でおも

しろく子供たちは楽しそうにはしゃいで賑やかです。やはり出来栄えはともかく手で作るということに大変

興味を持ち楽しそうでした。 

次は丸めたまんじゅうを蒸し器に入れ蒸かす段です。これは出来上がると、思った以上に大きくなること、

出来上がりの形と色がどう変化するのか見守るのが大変おもしろく出来上がった時の蒸し器の蓋を開ける

時は皆ワクワク、中を見たときワーッと歓声です。白、赤と同じ条件で作っても色は微妙に各班により違い

ます。これが手作りのおもしろさ、不思議さ、奥深いところです。 

各班の出来上がりが揃ったところで全員が「いただきまーす」の大きな声で食べ始めました。「おいしい

ー」の声と笑顔が部屋中あふれました。 

やはり自分達が懸命に作ったお菓子はおいしい。皆家に持ち帰るべく、パックへ入れています。きっと家

の方に笑顔で報告するに違いありません。子供たちにも十分お菓子作りの楽しさが伝わったと思います。今

日の出来事が夏休みのひとつの良き思い出として残ってくれたらなと「スイーツおじさん」は願ってお開き

となりました。 
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世話人見習い中

近くの鵠沼松が岡公園の愛護会とおもちゃの病院の活動に憧れてくげぬま探求クラブに参加して一年半。

公園に沢山のアジサイをと思って参加したのですが、既にアジサイ園計画が進行中で、2～3年物の挿し芽

からの苗も育っており、今年はアジサイの素敵な花見ができました。同じ公園でも藤が谷はチューリップ、

水仙でイメージが違いますね。おもちゃの病院は子供や親との触れ合いが一番ですが、プラレール車両のギ

アやモーターの新品の交換部品があり、皆さん当り前のように部品を交換している事に驚きました。最初に

ギアボックスを開きモーターを交換して組み立てる時は久し振りに緊張しました。 

お客さんにバラバラにした部品を前にして組み立てられないと言い訳出来ないですよね。ドクター達の道

具箱の中身もキャリアを反映して素晴らしいです。 

二つの部会と飛び込みの他の部会ですっかり楽しんでいたら、突然の世話人指名を受け仰天。考えてみれ

ば会員 60名、創立 20年、世話人 6名 2年任期で重任なしではどう見たって順番ですよね！「後期高齢者は

世話人免除」などと空想していた私が浅はかでした。 

世話人ってどんな事をすれば良いのか？今迄してもらったように、部会活動が楽しく、世話人は例会の時

にしか意識されない、この“空気みたいなもの”が世話人の姿だと一人で納得しました。 

引継ぎの主要 3項目が、会計、懇親会、部会参加表で、どれをとっても社会人の頃の不得意科目です。 

会計  引き継いだのはエクセルのすっきりしたシステム、でも、メールを見るだけにＰＣを使っている様

な人にはとても無理。プロに相談すると「家計簿の様な収支ノートと領収書とがあれば大丈夫」と

のこと。念のため監査担当にも了解頂きました。もう一つの悩みは、収支金額と現金残高を 1円ま

で合せる事で、いつの間にか違ってしまい、苦労の連続です。 

懇親会 先輩の作ったシステムに乗せて頂き、お手伝いに専念です。お酒の出る例会と理解しております。 

部会活動参加予定表  あの表の○×を 300個ほど間違いなく手書き原稿から入力するのは大変です。ガラ

ス窓に原稿とプリントアウトを重ねて校正している姿はまさにマンガです。参加予定表へ記入し易

くする改良や○×入力のダブルチェックなどは同僚世話人のご厚意にすっかり甘えております。こ

の仕事では人の数だけ異論がある事を改めて痛感しました。ここ数年議論して物事を決めることか

ら遠ざかっていたのでなおさらです。こんな具合に苦戦しつつ見習いを楽しんで？ます。夢に参加

予定表が出て来て、デジタル情報部会の諸賢が「そんなの簡単だよ」と言って、次の様なプログラ

ムを作って下さいました。 

１ ＨＰにブランクの参加予定表が月末に掲載される 

２ 各自この参加予定表にアクセスする 

３ アクセスしたアドレスの人に対応する欄のみ○×の記入、変更が可能 

４ 部会前日まで何時でも記入可 

５ 部会長は前日までの参加予定表でチェック 

正夢だったら課題解決なのですが。 

クラブ短信 

１ 活動の成果が皆の喜びに、そして楽しみに！ 

ルームの仲間として長い間、囲碁を一緒に楽しんだ小池さん（高 2）が日本棋院の研修を経てプロになった。

彼は、小学生時代鵠洋小のコモンルームで探求メンバーを含む大人たちを相手に、対等以上に囲碁を楽しん

でいたその姿が目に浮かぶ。おめでとう！ 

最近は、同ルームの定例会に村岡からの継続参加もあり、活動の成果が嬉しい形に見えてきている。 

 （鵠っ子囲碁･将棋ルーム） 

２ 129名！ 今年もおお賑わい 流しソーメン （鵠洋児童館行事） 

酷暑の 8月 2日、竹の切り出しからソーメン流し用の樋の作製、設営、そして 130名の子供たちに一度も顔

を見せることなく、児童館 2階で流れる汗と戦いながら大鍋で 15人分を繰り返し茹でる裏方のメンバー達。

それでも、｢あー、美味しかった｣｢楽しかった―｣の声に元気をもらった。 

子どもと遊ぶ会は 7 月の紙飛行機に続き 8 月は暑さと戦う水鉄砲作り。21 名もの子供の参加を得て指導す

るメンバーは猛暑と冷や汗でグショグショ。それでも思い通りに水が飛び、喜ぶ笑顔の渦で各々気分は爽や

か。 （子どもと遊ぶ会）
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サークルとして動き出したばかりのくげぬま探

求クラブに当時の公民館長で当クラブのサークル

としての立上げでお世話になった金子館長から、公

民館まつり(平成 5年の第 17回)で古本を売ってく

れないかとの声がかかった。 

話があったのは 10月の始め、公民館まつりは当

月 23、24日の土、日でメンバーで相談した結果、

当クラブとしてはじめてのボランティアとして参

加することになった。前年までは文化サークルのご

婦人グループが自分達のブースで細々と売ってい

たと聞く。 

古本は既に公民館サークルの婦人の文化活動グ

ループが中心になり各サークルの手で持寄り 2,000

冊ほどが集められていた。急遽、本の分類整理を行

い単行本と文庫本に分けたが古本の売値について

はいろいろと議論の結果、単行本は 50円、文庫本

を 20円とした。 

公民館まつりとしては本格的な古本市は初めて

なので展示ブースを設ける場所がなく、急遽、公民

館ホールの後側の出口を出た外側のコンクリート

で囲われた細長いピットが割り当てられた。そのピ

ットの壁面に沿って長テーブルをサークル状に並

べそのテーブルの下にも古本を並べて販売した、会

計はピットを上がった裏庭にテーブルを置き行っ

た。 

はじめての古本市は大変に盛況で人々がすれ違

うのがやっとであった。 

その売り上げは約 7万円と記憶している。売れ残

った古本は、翌週開かれた片瀬公民館祭りに送り片

瀬の分と合せて販売された。 

翌 2年目(平成 6年 18回)からは公民館まつり実

行委員会との共催となり、公民館で各町内の掲示板

に古本寄付のポスターを貼り、古本の受付も公民館

まつりの日程に合わせまつりの約 10日前位から当

クラブの手で受付け、種類別に分類整理し販売する

ようになった。 

翌年の古本市はたまたま途中から生憎の雨にな

り、ピットが外部に面した

軒下のため 2階の通路壁

から天幕を垂らして雨を

凌いだ。雨降りでの古本市

は 2 回ほど経験している。 

ピットでの販売は数年

間続いた後一度 2階の廊

下で行われたことがあり、その後約 10年前の鵠沼

市民センターの設立に伴い増設された新館 2階の 2

部屋を使用できるようになり、今では押しも押され

もしない鵠沼公民館まつり”の看板イベントにな

っている。 

平成 8年、古本市も 4年目となりクラブメンバー

も増え、古本以外に何か良い催し物はないかと検討

が始まった。室内展示は既に満室で屋外で何かと考

えていた時、公民館まつりの行事の一環として行わ

れるシンポジウム等で協力関係にあった鵠沼地区

青少年愛護育成協力会(青少協)の佐野さん(佐野譲

さんの夫人、氏は未だ未入会)より、知人が遠藤地

区の公民館まつりで焼き芋の実演販売している。よ

ければ焼き芋のお釜一式を貸すので鵠沼公民館ま

つりでもどうかとの話があり、青少協と当クラブと

の共催で行なうことになった。 

鵠沼より日程

的に先に開かれ

た遠藤の公民館

まつりに、加藤信

之さん(元会員)

と宮澤彰さんの

両者に研修に出

向いてもらい、10

月 26、27日の第

20回公民館まつ

りに間に合わせた。 

当クラブとしてはじめての売上でその収入は、ク

ラブのまつりの打上げ費に当てられた。 

最初の年の焼き芋に使ったサツマイモは農園部

会で収穫した芋と、遠藤の桜井さんより購入した芋

を使い 2日に分けて焼いて販売し完売した。販売量、

売上は定かでない。 

因みにこの年の公民館まつりは第 20回鵠沼公民

館まつりに当り盛大に開催された。 

翌年から焼き芋の販売は当クラブの単独開催と

なり公民館まつりの度に遠藤の桜井さんからお釜

を借用して続けたが、借用から 4年後と記憶してい

るが、桜井さんが新しいお釜を新調する事になり、

毎回借りていた古い釜を当クラブに寄贈して頂い

た。 

その釜はメンバーの黒川さんの工房で補強修理

し毎年公民館祭りに児童館等の出前行事に大活躍

した。クラブ主催の各種イベントに活躍した中古の

焼きいも釜も数度の修理にも耐えきれず、改めてク

ラブ創立 10周年の前後に黒川さんの尽力で改良製

作された新しい焼きいも釜が完成し現在も大活躍

している。現在、お釜は鵠沼公民館に寄贈しクラブ

と共用で使用されている。 

前述したが、最初の焼きいも開店の年が、第 20

回公民館まつりに当りいろいろな記念行事が催さ

れた。当クラブも記念行事に参加し「記念工作」と

して頑丈な屋外用木製ベンチを製作し関係施設に

寄贈する事になり、黒川さんを中心に一基試作し、

さらに数基分の部品を作り、公民館に依頼して小学

生とその親を公募して、クラブのメンバーと共に組

立てた完成品は公民館まつり実行委員会の名を入

れ、鵠生園、太陽の家、及び公民館に寄贈し好評を

得た。 ‥‥以上クラブの昔々のコボレ話でした。 
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 

○行事  17日 第 5会ボウリング大会 16 名 江の島ボウ
リングセンター 

○委員会  ①19 日 メディア委員会 11 名 ②19 日 くぐ
ひ制作部 11 名 ③23 日 ＨＰ制作部 5 名 

○例会 6日(土) 46 名 
○世話人会 ①1日 ②20日③29 日     
○鵠沼松が岡公園愛護会 7日 13名 松の根保護のための
黒土の運搬、流砂防止の石積み 

○藤が谷公園愛護会 14日 7 名  
○ヤングハーツ (8 月から萩原さんに部会長交替決ま
る) ①3 日 20名 定例練習 ②4 日 12 名 なぎさ荘 ③5
日 8 名 ささえ橘 ④10 日 13 名 みどりの園 ⑤15 日 9
名 ささえ高木荘 ⑥19 日 11 名 藤沢病院（かえで棟）
⑦29 日 19 名 鵠生園 

○おもちゃの病院  ①14日(日)11名 来院 18名 新患 12
件 ②28 日(日)12 名 来院 31 名 新患 15件 

○子どもと遊ぶ会 13 日(土)7+1 名 子ども 12 名 保護者
1 名 折り紙独楽 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日(村岡将棋サークルとの
交流) 10+1 名 囲碁 2 名 村岡将棋 12 名 鵠沼将棋 15
名 父兄 12名 囲碁同好会 2 名 公民館 1 名 

○災害研究部会 6 日 8 名 

○サロン会 20 日(土) 8 名 
○健康部会 26 日 10+2名 紫陽花と日大のバラ 
○探訪部会 悪天候予報のため中止 
○娯楽部会 17 日 16名 ボウリング大会 
○農園部会 7 日 4 名 ジャガイモの収穫 
○談話室 17 日 8+1 名 「ゲスト」の定義、部会名「アル
カディア」の名称採り上げなど 

○スケッチ部会 18 日 4 名 アコレード 
○デジタル情報部会 22日 17+2 名  
○ヤングブラザーズ ①12日 12+14 名 定例練習 ②27 日

12+14 名 定例練習 
○近代史を語る会 11 日 17+7 名 「大正から昭和へ」第 3
回「帝国主義余録 琉球処分」 

○企業研究部会 24 日 17名 神奈川県畜産技術センター
見学 

○なつかしの名盤愛好会 15 日 5+1 名 
○俳句の部会「似歌会」9日 7+2 名 鎌倉吟行 兼題ナシ 
ゲストの嶋田さん歓迎会兼反省会を天ぷら「ひろみ」
で開催 

○お菓子の会 11日 5+2名 「六方焼き」、昼食は冷汁そ
うめん 

7 月  July 

○行事 14日、15日両日 片瀬小学校の竹笛つくり 25
名 生徒約 150 名 

○委員会 ①17 日 メディア委員会 12 名 ②17 日 くぐ
ひ制作部 12 名 ③6 日 ＨＰ制作部 5 名 

○例会 4日(土) 出席 41名  
○世話人会 ①18日 ②27日  
○鵠沼松が岡公園愛護会 12 日 7 名 土砂の流失防止、
玉竜の首飾り移植 

○藤が谷公園愛護会 12日(日)8 名  
○ヤングハーツ ①1日 23名 練習 ②2日 15 名 なぎさ
荘③8日 11 名 みどりの園 ④17日 11 名 藤沢病院さ
くら棟 ⑤22 日 19 名 鵠生園 

○おもちゃの病院 ①12日(日)11 名 来院 7 名 新患 5
件 ②26 日(日)12 名 来院 17 名 新患 13件 

○子どもと遊ぶ会 11日 7名 子供 10名 父母 1名 輪ゴ
ムで飛ばす飛行機 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 9+1 名 囲碁 4 名 村岡
将棋 3 名 鵠沼将棋 7 名 囲碁同好会 1 名 父兄 5 名  

○災害研究部会 3 日 8名 
○サロン会  18日 15 名 池田雄さん宅でバーベキュー 
○健康部会 ○探訪部会 ○娯楽部会 休会 
○農園部会 12 日 臨時農園作業 
○談話室 15 日 6 名  
○スケッチ部会 16 日 5 名 アコレード  
○デジタル情報部会 27日 21+3 名 
○ヤングブラザーズ ①10日 13+13 名 定例練習 ②25
日 13+13 名    

○近代史を語る会 9 日 16+5 名  「大正から昭和へ」第
4 回「一、黄禍論」 

○企業研究部会 28 日 12名 茅ヶ崎徳州会病院 
○なつかしの名盤愛好会 20 日 5+1 名 
○俳句の部会「似歌会」14日 8+1 名 兼題「鱚」、「接吻」、
「歯」  

○お菓子の会 2日 5 名 28 日実施予定の「鵠っ子スク
エア」用の「紅白まんじゅう」の創作リハーサル、
昼食は冷やし中華、梅酒黒糖寒天 

8 月   August 

○行事 ①2 日 鵠洋児童館で流しそうめん 17 名 子
ども+父兄 129名  児童館 3名 ＰＴＡ5名  ②15日 
納涼会 39名 アコレード 

○委員会 ①メディア委員会 12 日 11 名 ＨＰアンケ
ート結果報告 ②くぐひ制作部 12日 10名 「くぐひ」
84 号より佐々木黎治さんに編集長交代決める ③Ｈ
Ｐ制作部 10 日 4 名  

○例会 1日(土) 44 名 
○世話人会 ①18日 ②27日  
○鵠沼松が岡公園愛護 2日 10 名  
○藤が谷公園愛護会 9日 9 名  
○ヤングハーツ①5日 19名 練習 ②6日 13名 なぎさ
荘③21日 10名 藤沢病院かえで棟 ④25日 15名 鵠
生園 

○おもちゃの病院 ①9日(日)8 名 来院 14 名 新患 14
件 ②23 日(日)13 名 来院 12 名 新患 4件  

○子どもと遊ぶ会 8日 6名 子供 21名 水鉄砲作り 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16 日(日)8 名 囲碁 4 名 
村岡将棋 3名 鵠沼将棋 5名 囲碁同好会 1名 父兄 5
名  

囲碁 4 名 将棋 6名 父兄 3名 
○災害研究部会 7 日 11 名 トイレの対処方法 
○サロン会 ○健康部会 ○探訪部会 ○娯楽部会 休会 
○農園部会 2 日 4名  
○談話室 19 日(水)8名 世話人会からの話題、くぐひ編
集長の交替、長期欠席者への対応の検討の後、引続い
て極楽部会の準備会開催 

○スケッチ部会 20 日 4 名 アコレード  
○デジタル情報部会 24日 18+1 名 
○ヤングブラザーズ ①14日(金)12+14 名 ②22 日

(土)14+10 名 
○近代史を語る会 休会 
○企業研究部会 26 日 13名 サントリー武蔵野ビール工
場見学 

○なつかしの名盤愛好会 17 日 6+1 名 
○俳句の部会「似歌会」11日 10+1 名 兼題「梨」、「骨」、
高橋部会長宅で例会 

○お菓子の会 6日 6 名 くずまんじゅう、昼食はピーマ
ンカレー 
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湘南かわら版 太陽系の大きさを実感してみる 

2015年 7月、米国の惑星探査機「ニューホライズンズ」が打ち上げから 9年かかって冥王星のすぐそばを

通過して表面の写真を送ってきた。しかし、何より驚いたのは撮影データの送信から受信に 9時間を要する

というのだ。光や電波の速度で 9時間もかかる距離なんて一体どれくらいなのか想像が出来ない。インター

ネットで太陽と惑星の大きさと距離を調べてみると太陽の直径が 139万 2000kmで地球までの距離が 1.5億

kmとわかったが、しかしそれが何だというのだ。数字が大きすぎてちっとも実感が湧かないではないか。 

距離をずっと縮めてみたら太陽系の大きさが実感できるだろうか。パソコンで Excelを使えば電卓を叩く

より簡単に早く計算できる。太陽をバスケットボール大の大きさにしてみよう。50億分の１にするとほぼこ

の大きさだ。この式を太陽、各惑星と距離データに貼り付けると一発で計算終了。太陽は直径 28cm弱バス

ケットボールよりやや大きい。 

では、バスケットボール大の太陽を鵠沼公民館の正面玄関に置いて始めてみよう（距離は全て直線距離で

ある）。 

最初は水星。玄関を入って市民センター窓口のあたり（11.6m）に 1mmという太字ボールペンのボールの

大きさ（いや小ささか？）が浮かんでいる。これほどの距離でも太陽の直射日光で、太陽を向いた側 360℃、

裏側は－170℃という温度だ。 

宵の明星、明けの明星でおなじみの金星はもう少し先、メダカの水槽あたり（22m）のところで大きさは

2.4mm。組成も大きさも地球そっくりで姉妹星ともいわれるが、地球と異なって温室効果で気温が 460℃にも

達するという。 

続いてわれらが地球の番だ。金星よりわずかに大きい 2.55mm、太陽系で唯一青色に白い雲のレースをまと

った惑星が、いつもお世話になる公民館窓口カウンター（29.9m）に浮かんでおり、地球から 8mmほど離れ

て 0.7mm弱の月がその周りをまわっている。 

火星はもう少し先、図書室の入り口近く（46m）で赤く浮かんでいる。NASAの火星探査機 2台が想定耐用

年数を大幅に上回って今だに活躍して地表の画像を送ってきている。 

しばらくいくと小惑星帯があるのだがここでは割愛させていただく。 

太陽系最大の惑星である木星は、500円玉よりやや小さい直径 2.4cmで公民館の玄関からの距離 156m、小

田急鵠沼海岸駅の改札前に総数 67個という太陽系最大の衛星群を引き連れている。 

ユニークな輪を持つ土星は公民館から 287m、商店街の終わり、やぶ茂へ曲がる交差点のところに大きさは

木星より少し小さく 10円玉大（2.4cm）で 1.5cmほどの見事な輪を見せて浮かんでいる。 

さぁ、もう一息。天王星はずっと離れて 595m先だ。大きさは 1円玉の半分大（1cm）、いつもサロン会が

開かれる鵠南市民の家のところだ。それにしても太陽から土星までと土星から天王星まではほぼ同じ距離だ

が、この二つの星の間には彗星とか軌道の大きい小惑星以外は何もないのだ。 

現在の太陽系の最後の惑星、海王星までやってきた。距離は公民館から 900m。鵠洋児童館の前だ。直径は

1cm。 

さぁやっと、惑星探査機「ニューホライズンズ」が到達した冥王星だ。長楕円形の軌道のため、太陽から

の距離は 880mから 1.5kmと大きく変わる。2015年現在では 900mあたりだろうか。湘南学園の少し先だ。大

きさは 0.5mm弱という小ささだ。 

冥王星の表面に立ったとすると太陽はもう点にしか見えないがそれでも直視できないくらいの明るさで、

あたりは照明された夜の公園程度らしい。 

公民館内の 2.5mmのちっぽけな青い惑星から打ち上げられた惑星探査機が湘南学園先にある 0.5ｍｍの冥

王星にピンポイントで接近し、すぐそばを通過して人類が初めて見る写真を撮って送ってくるという超スゴ

技に大アッパレを上げることにしよう。 

さて、太陽系の大きさを少しは実感できただろうか。10月は空気も澄んで星空がきれいに見える。このイ

メージを思い浮かべて星空を見上げてみるというのも一興ではなかろうか。 

 
編集後記 秋深き隣は何をする人ぞ（芭蕉） 400 万人を越える難民がヨー
ロッパに流れ込んでいる。僅か 70 年前にはホロコーストと長いアンティセ
ミティミズムの歴史を持つ民族が、放浪の果てに二千年振りに国を作った。
民族が物心共に拠り所とする国家興廃の例は近現代史の中に溢れるほど見
られる。秋の夜長に日本は安全保障関連法の是非で騒然としているが、国や
民族の存亡の歴史の評価が見えないことも原因の一つだろう。もう少し現代
史を学んでおけばよかった◆公民館まつり参加の呼びかけを池田代表に書
いてもらった。例年のことながら当クラブメンバー全員参加の大事な活動で
ある。まつりを経験すると普段の活動で接していないメンバー同士の名前や
性格が何処となく判るメリットがある、とは以前誰かが「くぐひ」に書いて
いるが、その通り。新しく入会された方のために、北岡さんにもクラブのま
つり参加の歴史紹介文をお願いした。併せて読んでほしい （巳の刻） 


