
 

くぐひ・・・1 

平成 28年 1月 1日 

くげぬま探求クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

第８4号(正月号) 

 

 

心・技・体を充実し探求しよう 
～笑う門には福来る～ 

正月になると思い出すことがあります。小学生の頃私は伊勢原に住んでいましたが、大晦日

の風呂に入った時には、身体をいつもより入念に洗い一年の垢を流し、来るべき新年を迎え気

分を一新しようと、子供心にも「何か新しい年は良いことがありそうな」なんて思ったもので

した。そして元日の朝はゆっくり寝ていられずに起き出し、街の中を歩いてみると昨日までと

違い、シーンと静まり返りなにか厳かな気分に浸った記憶があります。 

伊勢原には名産品として凧の「せみ凧」、コマの「大山ゴマ」があり良く遊びました。特に

コマ回しには技があり地元言葉でたしか「トンコ」「カッピル」などという言い方をして友達

と競い合いました。この言葉はもう今は使われていないかもしれませんが、みんな勉強そっち

のけで、名人が沢山いました。 

さてクラブ員の皆様の日常の活動を見ていますと、現役生活をリセットして第二の人生の歩

み方としてまさに達人の域に達していると思います。私など若輩者は見習うばかりで大いに参

考になります。まさに探求心、人を思いやる心、職人的な技や技術の発揮、そして年齢よりも

若く四季を問わず活動できる体力の充実があると思います。 

活動の大きな柱のひとつである昨秋の公民館まつりもクラブ員の総力を挙げて、心・技・体

を発揮し地域貢献として大いに盛り上がりました。 

まつりの打ち上げ時、皆様の様子を見回したところ、笑顔また笑顔で充実感に満たされてい

て、当然ですが「笑顔」は最高だと再認識した次第です。 

「笑顔」は体の免疫力を活性化し心と体の若さを保つ等いろいろな良いことがあると言われ

ていますが、活動を展開している中で自分が楽しくなければ、相手にも私達の心が伝わらない

と思います。 

今年もクラブの皆様は、いつも笑顔でチームワークを発揮し、好奇心旺盛で、得意技を活か

し、健康管理に留意し、クラブの活動を楽しみ尽そうではありませんか。 
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早くから出足が良かった 母も観戦 

古本市は大繁盛 

公民館まつり初日の天気予報は、前夜までは雨模

様とのことだったが、明けて当日は薄曇りから晴天

へと祭りの出足は絶好調。古本市も朝から入場者は

長蛇の列で、2部屋とも室内は客でごっ

たがえし。レジの 2つの机の前にも長い

行列が出来て担当者は汗みずくで対応。

本当にご苦労様でした。 

2日目はさすがに、出足は鈍ったが、

「昨日来ましたが、混んでいたのでまた

来てみました」というお母さん。「きょ

うは新しい本が入ってますか？」と聞く

お嬢ちゃん。「本当にこんなに安いの」と喜ぶお婆

ちゃん。シリーズ漫画を 1冊大事そうに抱えてきた

子が 10円と聞いて、また新たに 3冊追加して嬉し

そうな顔をしていたのが印象的で

した。 

8日間の古本寄贈受付で 13,000

冊弱をさばき、約半分の 6,368冊を

773人の購入者で、例年並みの売り

上げでした。担当者を始めメンバー

の皆様本当にお疲れ様でした。 

鵠っ子囲碁・将棋ルーム 

初日は朝のうち雨が残ったが、その午後と翌日は

さわやかな秋晴れに恵まれ、囲碁・将棋の野外手合

わせに絶好の日和となった。公民館駐車場に設けら

れたテント会場と露天席には入れ替わり来訪者が

訪れ、2日間ともとぎれなかった。来訪者は初日約

50名、2日目約 20名ほどであった。われわれスタ

ッフは探求メンバー9名、囲碁同好会 4名、ゲスト

1名で対応した。 

囲碁の来訪者は大人数名と少なかったが、将棋に

は多くの子供たちが参加した。初心者が多く、探求

クラブのスタッフが手分けして熱心に指導した。親

子連れも多く、子供が真剣に覚えようとする姿に見

入る父母が目立ち、感謝の言葉をくださる方も何人

かいた。中には 5～6局指したり、1時間以上居座り

熱心に質問をしたりしている人がいた。大人の来訪

者同士の見ごたえのある対局もあった。子供や父母

に公民館のチラシを渡し、公民館で行われている月

例の鵠っ子囲碁・

将棋ルームのＰＲ

が十分に実施でき

た。 

当クラブ似歌会

の高橋正路さんが

ふらりと立ち寄り、

将棋の風景を眺め

て一句。 

老いと稚き 青空将棋 和気あいあい   正路 

ヤングブラザーズ、芸能音楽祭出演 

結成 13年、ヤンブラは今回も公民館まつり芸能

音楽祭のステージを踏むことができました。出演の

日は午後の 2時間ほど各持ち場を離れるので、探求

クラブのみなさんにはいつも負担をかけています。

ありがとうございます。 

歌い手 24人（欠場 2人）の 4部合唱。今回は、

馴染みの曲ばかり。聴かせる合唱より、一緒に楽し

むことに焦点を合わせた選曲は①自由の歌②芭蕉

布③遠くへ行きたい④いい日旅立ち⑤昴（すばる）

⑥あの素晴らしい愛をもう一度⑦今日のひととき

です。 

カラオケなら難なく唄えても、合唱は 4つの音程

を一つにシンクロさせるように編曲してあるので、

メロディーライン以外のパートはなかなか厄介で、

そのため繰り返し稽古します。これがイライラだっ

たり楽しみだったりになります。 

一番受けたのは「昴」でした。直前までの稽古が

実ってか、椅子席を増やすほどになった会場から

「ブラボー！」の声も出て、思わず熱いものがこみ

上げました。確かに親類縁者の多い会場でしたが、

決して仕組んだわけではありません。さらに終了後、

片付けの現場に戻るとき、公民館受付のところで見

知らぬご婦人に「すごくよかった。感激しました」

とお褒めをいただきました。鵠沼はやさしい人が多

い、いい街です。 
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焼き芋販売 

焼き芋は、釜の作成もした黒川さんを頭に焼き方

5 名、ずっと焼き芋の長老北岡さんを頭に売り場に

6名の 11名が参加、全体を山田世話人がまとめると

いう体制。 

17日(土)、鵠沼公民館まつり初日だ。昨日のうち

に世話人と車を出してくれたメンバーの二人が、千

葉紅あずまと湘南レッドの 2 種類の芋 40 箱、200

㌔を公民館に搬入済みだ。これを初日に 4釜、二日

目に 3釜と分けて焼く予定。 

雨は上がったがどんよりと曇っており、鵠沼公民

館まつりにみんな来てくれるか心配だった。焼き方

は 8時に集合して準備を開始し、10時の開店時には

一釜目を焼き上げ、まつり開始のベルがなると同時

に売り場に並べる。まだまつりへの来場者が少なく、

出足が不調でお客はなかなか現れなかったが、売り

方の必死の呼び込み、試食の焼き芋を持っての勧誘

が功を奏し売れ始める。二釜目が焼き上がる頃には

薄日も差し始め売れ足も早まり、三釜、及び最終釜

の四釜目は昼も近くなって好調にさばけ、1 時過ぎ

に完売。 

二日目は天気も良く、来場者の出足も好調でスム

ーズな売りが見込めそう。10時に焼き上がった一釜

目から順調に売れて、最終釜の三釜目はこれで本日

は終わりとの呼び込みに、今回初めて焼き上げ待ち

の行列が出来る。一人で 10 個買い上げなど、爆買

いの人も出てきて、行列が途切れないお客さん全員

に渡るか心配したが、最後の待ちのお客さんでぴっ

たり完売となり、お待ちの皆さんに満足頂いて一安

心。12時前にめでたく完売。 

代金の集計、焼き釜の掃除、倉庫への搬入を終え

3時近くに解散。 

皆さん、朝早くから熱い火の周りでの力仕事に終

わった後の水仕事とご苦労様でした。今年の芋には

大きさに差があり、焼き方や販売に難しさも出たが、

去年も美味しか

ったので今年も

買いに来たと言

ってくれた焼き

芋ファンなど、

買ってくれた来

場者の皆さんに

喜んでもらった

ので全員満足。

来年また食べに

来てください。 

 

手づくりおもちゃ 

昨年の担当世話人の田中力さんを交えての全体

の段取り把握に続き、倉庫内の棚卸し、今年の目標

製作数の決定で第一段階をクリア。毎年工作場を提

供して頂いている長谷川工房での部品製作が第二

段階。開催場所として定番となった公民館第 4談話

室での事前設定が第三段階。遂に本番の公民館まつ

り 2日間が第四段階で、締めの金銭勘定と報告の第

五段階を経て終了となった。 

全体日程が 8月末から 10月中旬と長いため、天

候には少々悩まされたが、大雨予報で急遽の変更で

も皆さんには逐次対応を頂いた。 

公民館まつ

り当日は、小

学入学前と思

われる子ども

から小学校高

学年まで友達

連れやお父さ

ん、お母さん

に手を引かれ

ての来室と賑

やかに進み、

色付けコマで

は「好きな絵を描いていいよ」と言うと、画用紙に

描くような絵を描く子、回転した際の色合いを考え

た子、実に様々だ。竹笛の人気が高く順番待ちで椅

子に腰かけている間に作り方を説明し、微妙な音出

しの位置決めに挑戦してもらう。公民館のあちこち

で竹笛の音が聞こえてくるのは、野村さんの階段下

の呼び込みも大きく貢献している。 

輪ゴム鉄砲人気も高くクラブ員の一人一人への

丁寧な指導を受け、輪ゴムで鉄砲を完成させ、池田

（雄）さん手づくりの電気仕掛けの的当てに熱中し

て居る。一度、いなくなったと思ったら再度挑戦に

来る子供も居てここも待ちの状態。 

2日間のまつりを無事に終えて、竹笛 231個、色

付けコマ 135個、輪ゴム鉄砲 156個の販売成果とな

った。 

クラブ員の皆さんの労を惜しまないご協力エネ

ルギーの源は、やはり大きく鳴らせた竹笛やくるく

る上手に回ったコマ、何度か失敗しながらとうとう

的を倒して電気を付けた子供達の笑顔が何よりの

報酬なのではないかとつくづく思う。 

もう少し広い場所だと子どもたちを待たせなく

て済んだのではと思った。 

皆さん、ご協力頂きまして有難うございました。
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“アジサイが楽しみ”鵠沼松が岡公園愛護会 

鵠沼松が岡公園は小田急線の本鵠沼駅と鵠沼海

岸駅の中ほどの沿線にあって、サッカーグラウンド

の七割程の大きさです。西側は丘になっていて一抱

え程の松の大木が 6～70本もある松林で、鵠沼松が

岡の原風景とも言える景色です。東半分は草地で子

供達の格好の遊び場です。 

昭和初期から鵠沼の景色を愛した大学教授父子

二代にわたっての別荘だった場所が公園になって

います。 

鵠沼市民センターが窓口となって、公園の美観維

持のためのボランティアグループの愛護会を組織

して、鵠沼地区内 16の公園で活動しており、鵠沼

松が岡公園はくげぬま探求クラブが主体となって

景観の維持を引き受けています。 

我々は月に一回常連 12～3人が 2時間ほど落ち葉

集めや草取りをしていますが、十分ではありません。

実は公園の近くにお住いのお二人の方が一年を通

して毎日のように熱心に落ち葉掃きや草取り作業

等、公園の手入れをして下さっています。この方々

と我々で公園の景観が維持されています。 

我々の活動は、落ち葉集め等の掃除から始まり、

流失した土砂の復元や地面から洗い出された松の

根方にネコ車で黒土を運んで養生したり、草取りで

草地を子供たちが遊べるような芝地にする努力を

しています。 

毎回先ず落ち葉掃きですが、びっくりするほど大

量の松葉が出ます。“松葉は腐葉土になるか”など

の議論しながらセッセと土に戻しています。 

自慢の種はここ数年の努力で見事になった松林

の中のアジサイ園です。初夏には沢山きれいに咲き、

見に来て下さる方も増えました。ぜひ見にいらして

下さい。毎年 100本近く挿し芽をして増やしていま

す。アジサイも 20種類以上あって花の咲き方、形、

色など楽しめます。中には江の島原産もあります。 

次の世代の松林を目指して草地に背丈ほどの松

が 20本ほど育っています。10～20年後木陰で休め

るような松林になることを期待しています。見届け

られると良いのですが。 

愛護会の新年会で、先輩が“松が岡公園には山吹

とか萩が似合うな”とおっしゃっていました。想像

すると素晴らしい景色が浮かびます。実現したい夢

です。 

桜も数本あって 2～3年先にはお花見ができるよ

うに根方の草取りをしています。 

毎月、くげぬま探求クラブの例会翌日の日曜が作

業日です。ぜひ飛び入りで参加してひと汗かいた後、

広げたシートの上で反省会を楽しんで下さい。 

 

“伝統を誇る”サロン会 

サロン会は毎月第 3土曜日に鵠南市民の家で

17:00～20:00頃まで開催されます。 

サロン会の決め事は酒代として会費 500円、他に

500円の予算で手作りの酒のつまみを持参。もちろ

ん出来ない人はスーパーで求めても OKです。奥様

の手作りも大歓迎です。お皿とお箸が必要です。 

お酒は日本酒、ビール、ワイン、たまにはウイス

キーも、以前は飲めない方用にポンジュースを用意

しました。 

このスタイルはくげぬま探求クラブ設立以来変

わっておりません。長い伝統の会ならではの出来事

もありました。 

亡くなられた方の冥福を祈り、花を生け、写真を

お借りして献杯を何度も行いました。サロン会終了

後お花を持って写真をお返しに行くのがサロン会

部会長の役目でした。 

夏には会員のガレージをお借りして会費無しの

バーべキューを行い、初めて生ビールを用意して大

いに盛り上がりました。やはり屋外で飲む酒は格別

です。賄いは大変ですがおでんパーティーも企画し

ました。 

ふだんは各自持参の焼き物(卵焼き、シシャモ)、

煮物(ゴボウとコンニャク)、和え物、稲荷寿司、お

にぎり、鶏のから揚げ、野菜スティック等々、季節

に合った肴が並んでお酒が進み、時には追加のお酒

を酒屋に注文します。 

最近のつまみの中で一押しは会員手作りの全粒

粉入りの食パンです。やわらかく甘味があり、大人

気で毎回楽しみにしています。 

当初は誕生月の方は会費免除でしたが一時 10 人

割れで中断していましたが、最近同好の諸兄が増え

て会費も潤沢になりこの 10月より復活しました。 
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12～3人ともなればあちこちで話が弾み各々趣味

の話、新聞のニュース、ご自身の近況など、初めて

参加された方は改めて自己紹介、クラブの例会より

細かく質問などがあり、思わず本音など出て親しみ

が増します。市民の家の決め事は、持ち込んだもの

はすべて持ち帰る、トイレ以外の清掃、椅子とテー

ブルをもとの姿に、飲み物の缶、ビン、ごみ等皆さ

んで手分けをして持ち帰るなどとなっています。 

サロン会の始まりのことなどについては「くぐひ」

第 77号に詳しく掲載されていますので参考にして

ください。 

 

“楽しさいっぱい”健康部会 

2015年 10月 23日（金）第 151回健康部会が開催

された。参加者は 10名。目指すは三浦半島の最高

峰大楠山である。最高峰とはいっても標高は 242ｍ。

秋晴れの下、整備された登山道を 1時間 30分かけ

ゆっくり登る。頂上で昼食後、葉山国際村まで１時

間のウォ－キング。程よい良い汗をかきながらの楽

しい例会であった。 

健康部会は 2015年 5月に 22年目を迎えた。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。当初は金時山、鎌倉・天園、大野山、湯河原

滝めぐり、河津・七滝といった比較的アップダウン

のキツイコ－スが多かったのだが、年を経るにつれ

平坦なコ－スを歩くようになってきた。 

例会の回数も年々増え、天候不順日を除き年 6～9

回は実施している（暑さを避けるために 7・8月は

休み）。コ－ス設定も会員の意見を参考にして変化

のあるものにしている。例会の参加者はメンバ－8

～12名、そして女性ゲストが 4～7名と賑やかであ

る。 

健康部会は＜自分に合った歩き方を継続するこ

とにより、健康維持に務めること＞を前提に例会を

開いております。良い汗をかいた後のイッパイがま

た何とも言えないんですよ。常日頃、体力づくりに

励む皆さん、お友達を誘ってぜひご参加下さい。お

待ちしております。とにかく楽しいんですよ・・・・。 

 

 

 

クラブ短信 

１ 宿場めぐり 小田原でブラタモリご一行と鉢合わせ 

11 月 17 日、8 宿目の小田原の旧街道を 10 名で探訪した。平坦な街中とはいえゆっくり歩きの 10km 強の

道のりは歩きでがあり、遅めの昼食予定の天丼とビールが眼先にチラチラ！ 途中、浜町から青物町へ向か

う街道筋で、ブラタモリ御一行様と遭遇した。タモリさんのコンニチハの挨拶と桑子アナの笑顔が良かった。

放映は 1 月 23 日とか。 （探訪部会） 

２ ゴルフに、ボウリングにと湘南ボーイ大忙し！ 

10 月 30 日第 37 回ゴルフコンペ。秋空の下、小田急藤沢ゴルフ倶楽部で 11 名が自慢の腕を競った。優勝は

田中力さんで難関だったアウトコースでスコアを稼いだ長谷川さんが大波賞。また、11 月 18 日は 12 名の

参加で第 6 回ボウリング大会。往年の磨き上げた技とハンデを活かした関根次郎さんが初優勝。くげぬま探

求クラブは楽しいことが盛り沢山。 （娯楽部会） 
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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。申年生まれは 1人です。 

年男 今年の抱負 

「今年の年男はあんた一人だよ」、くぐひ制作部で突然の年男記事のご指名。昨年の正月号くぐひ 80号で

は、10 名の先輩諸氏が記事を載せているのに今年は一人だけ。今年 72 歳になる昭和 19 年申年生まれは、

終戦直前の明日をも知れないこの日本で良く生んで育ててもらったものだとつくづく親に感謝。 

これまでの人生を振り返るより、これからの生き方を考えてみたとき、サミュエル・ウルマンの“青春の

詩”を思い出した。 

青春とは人生の或る期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。 

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いがくる。 

探求クラブの先輩諸氏が日々、元気溌剌として活躍されている有様を拝見していると、まさに青春そのも

のと映る。作家の佐江衆一さんは 5年ごとに、皇后美智子様は 3年ごとに目標を立てて達成に努力されてい

ると伺う。さて、5年後の自分の姿はどうありたいか年初に当って考えてみたい。 

 

 

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 

奥村 誠さん 

1943年 2月 20日生まれ。11月に入会させ

て頂きました奥村です。鵠沼在住は 60 年に

なります。現役時代はコンピュータのシステ

ムエンジニアをしておりました。趣味は音楽鑑

賞、写真、パソコンといったところです。音楽はモ

ーツァルトが１番好きですが、クラシック音楽以外

も聴きます。 

定年後のアルバイトを含め最近まで地域の方々

との交流は少ないのですが、創立 25 周年を迎えた

「湘南モーツァルト愛好会」の世話役を長い間、務

めております。 

９月に開催された「地域活動見本市」で当

会に、「懐かしの名盤を聴く」サークルがある

と知り興味を持ち、入会申し込みをさせて頂き

ました。 

シニアと呼ばれる世代になり老化防止策として

忘れない様にしていた事は、「好奇心を失わない事」

ですが、当会の活動目的にもあることがわかり「探

求クラブ」という名称が気に入りました。どうぞよ

ろしく願います。 

 

山口 晴義さん 

1940 年 9 月 27 日生まれ。小生は僅かな田

んぼと芋畑を持つ鵠沼の農家に生れ、藤沢警

察署から剣道や柔道の掛け声が聞こえる所に

住んでいます。 

現役時代は酪農乳業の関係で概ね、宮城に 5年、

神戸に 4年、川越に 2年ほど住み、あとは大手町に

5年そして銀座に 28年間通勤していました。 

趣味は山登りを一番として、スキー、ウインドサ

ーフィン、ゴルフ、乗馬、スケート等の動的なもの

と油絵、日本画、座禅等の静的なものを少しやって

きました。 

そして今回、ボケ防止の足しになればと似歌会に

入れて頂き有り難く思っております。 

現在、自家製野菜の無人販売をしているか

たわら、町内会、元の職場、大学・高校のＯ

Ｂ会、さがみ農協、NPO法人精神障害者支援組

織、特養老人ホーム「鵠生園」、鵠沼皇大神宮、

男の料理教室等々の 16 の組織の役員を辞められず

に、時間に追われる日々を過ごしています。 

結果として、出席率が悪いあまり退会させられる

事を心配しています。 

鋭意努力を致しますので何卒事情ご賢察の上、ご

寛容頂きたく宜しくお願い致します。 

 

  
「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://kugenumatankyuclub.web.fc2.com/ 

「くげぬま探求」または「鵠沼探求」で検索してください 

http://kugenumatankyuclub.web.fc2.com/
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～例会・各部会活動報告～ 

9月  September 

○行事  26日 ひょっこり鵠南島：手づくりおもちゃ児童
52 名、親 12名、補助者 12 名、10～11：30 

○委員会  ① メディア委員会 休会 ②9日 くぐひ制作
部（嶋村） 11 名 ③23 日 HP 制作部 5名 

○例会 5日(土) 51 名 
○世話人会 ①19日 ②28日 
○鵠沼松が岡公園愛護会 6 日 11 名松葉を集め埋める。東
北支援の向日葵跡地整備。 

○藤が谷公園愛護会 13日 8 名  
○ヤングハーツ  ①2日 25名 定例練習 ②3日 16名 なぎ
さ荘 ③18日 9名 藤沢病院（さくら棟） ④22日 13名 鵠
生園（ホーム） 

○おもちゃの病院  ①13日(日)12 名 来院 13 名 新患 12
件 ②27 日(日)11 名 来院 13 名 新患 6件 

○子どもと遊ぶ会 12日(土)5名 子ども8名  六角変わり
絵 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20 日探求 9名ゲスト 1 名 囲
碁 4 名 村岡将棋 3 名 鵠沼将棋 10 名 保護者 2 名 囲碁
同好会 2名  

○災害研究部会 4 日 12 名 

○極楽部会 16 日 10 名新発足部会初会合 
○サロン会 19 日(土) 12名 
○健康部会 悪天候のため中止 
○探訪部会 15 日 8 名 宿場めぐり（平塚宿） 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 部員参加活動は中止、個別臨時活動を実施 
○談話室 16 日 8 名 公民館まつり関連、ボランティア活
動の在り方などにつき議論した 

○スケッチ部会 17 日 2 名 雨のためアコレードで実施 
○デジタル情報部会 28日 15+2 名  
○ヤングブラザーズ ①11日 14+13 名 定例練習 ②26 日

12+13 名 定例練習 ③30日 12+13 名 パート練習 
○近代史を語る会 10 日 16+6 名 「大正から昭和へ」第 5
回「黄禍論余話」 

○企業研究部会 30 日 8 名 キリンビバレッジ湘南工場 
○なつかしの名盤愛好会 21 日レストラン高松 
○俳句の部会「似歌会」8日 10+2 名 台風が迫る中、原町
内会会館にて実施 

○お菓子の会 3日 6 名 お菓子は「秋のクリーム白玉」昼
食は「冷製トマトときゅうりのスパゲッティ」

10月  October 

○行事 17日、18 日両日 第 39 回鵠沼地区公民館まつり
（古本市、手づくりおもちゃ、囲碁・将棋コーナー、焼
き芋販売、ヤングブラザース出演）  

○委員会 ①14 日くぐひ制作部 13 名 鵠南市民の家、第
84 号の打ち合わせ ②29 日 ＨＰ制作部 3 名、HP 上に問
い合わせ先設置等の検討 

○例会 3日(土) 出席 49名  
○世話人会 ①10日 5 名 ②11/2 日 6 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 4 日 11 名 松葉の除去等 
○藤が谷公園愛護会 11日 7 名、砂場清掃、花壇整備  
○ヤングハーツ ①7日 16名 練習 ②8日 9名 なぎさ荘③

16 日 9 名藤沢病院かえで棟 ④29 日 17名 鵠生園、部
会長、萩原→野村、新設事務局長、小山 

○おもちゃの病院 ①11日 10 名 来院 12名 新患 19件退
院引き取り 5 件 ②26 日(日)12 名 来院 11 名 新患 12
件 退院引き取り 4 件 当日完治 5件 

○子どもと遊ぶ会 休会 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17、18 の公民館まつりに参加、
探求 9 名、参加者初日 50名 2 日目 20名 

○災害研究部会 休会 
○極楽部会 21 日 9名 部会長不在で雑談会 
○サロン会  休会 
○健康部会 23日 10 名 大楠山ハイキング 
○探訪部会 20 日 8名ゲスト 1 名、大磯宿探訪 
○娯楽部会  休会 
○農園部会 4 日 4 名、大根、長ネギ等に水やりと除草 
○談話室 21 日 7 名、公民館まつりの結果等につき議論  
○スケッチ部会 15 日 3 名 小田原フラワーセンター  
○デジタル情報部会 26日 16+2 名 
○ヤングブラザーズ公民館祭り,トリで出演 総勢 26名 
○近代史を語る会 8 日 11+6 名  「大正から昭和へ」孫文
を中心とした当時の情勢について話し合った。 

○企業研究部会 28 日 11+1 名平和祈念展示資料館,都庁 
○なつかしの名盤愛好会 19 日 6+1 名 
○俳句の部会「似歌会」13 日 9+2 名 兼題「柿」、「旅」、
原町内会会館、米倉、山口（ゲスト）が快調  

○お菓子の会 1日 5+1 名 ［味噌クルミゆべし］に挑戦 

11月   November 

○行事 ①藤が谷公園愛護会 秋の園児と花植え会 4日 
9 名 先生∔子ども+父兄 140 名 ②鵠洋児童館わんぱく
まつり 21日 9 名 焼芋 280 本完売 

○世話人・委員会 ①サークル交歓会役員会 17 日、21
日池田代表出席 ②メディア委員会 休会 ③くぐひ制
作部 11 日 7名 84 号原稿の推敲 ④ＨＰ制作部 16日
6 名  

○例会 7日(土) 47 名 奥村さん入会 
○世話人会 ①2日 ②21日 ③30 日  
○鵠沼松が岡公園愛護 22日 7 名  
○藤が谷公園愛護会 22日 8 名  
○ヤングハーツ①4 日 17名 練習 ②5 日 13名 なぎさ荘
③20 日 10名 藤沢病院さくら棟 ④24 日 13 名 鵠生園
当月より野村新部会長、小山事務局長就任 

○おもちゃの病院 ①8日(日)12 名 来院 9 名 新患 8件 
②21 日(土)11名 来院 20名 新患 7件  

○子どもと遊ぶ会 7日 5名 子供 12名 紙飛行機作り 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日(日)8 名 囲碁 1 名 将
棋 4 名 父兄 3 名 

○災害研究部会 6 日 8 名 気象庁 HP「津波に備える」他 
○極楽部会 18 日 11名 個人情報の扱い、認知症等検討 
○サロン会 21 日 12名 3名が誕生月参加 
○健康部会 27、28日 11名 沼津・三島方面に一泊旅行 
○探訪部会 17 日 10名 小田原宿巡り 
○娯楽部会 18 日 12名 第 6 回ボウリング大会 
○農園部会 8 日 4名 大根、サニーレタスなどの収穫 
○談話室 18 日(水)10名 サンタの出前の参加状況、当
クラブはなぜ男性限定なのかなどについて議論 

○スケッチ部会 19 日 5 名 関内日本大通りで開催 
○デジタル情報部会 23日 15+3 名 掲示板、IoT の議論 
○ヤングブラザーズ ①13日(金)11+13 名 ②28 日

(土)12+12 名 来春の公民館コンサートが狙い 
○近代史を語る会 12 日 9∔4 名 大正期の時代背景等 
○企業研究部会 24 日 8 名 港湾空港技術研究所訪問 
○なつかしの名盤愛好会 16 日 5+1 名 
○俳句の部会「似歌会」10 日 7 名+ゲスト 2名＋投句 5
名 鵠南市民の家 兼題「神無月」、「海」 

○お菓子の会 12日 4∔2 名お菓子は蒸し団子
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湘南かわら版 「ひまわり」はまわる 

アメリカは大リーグのベンチで、打順を待っていたり、単に控えている選手たちが、さかんに口をく

ちゃくちゃやってる様子がテレビなどで見られる。口をくちゃくちゃしてると精神が安定するってんで、

昔はおもに噛みタバコをやってたのだが、これはガンなどのもとになるからってんで、最近はさかんに

ひまわりの種を口に放り込み器用に殻をぺっぺと回りにはき散らかしている。もちろん栄養価は高いし、

良質な油が多いってんで、バットの回りはよくなるは、打率は上がるは、夫婦円満にはなるはってんで、

奥さん達も大いに奨励してるらしい。一方我が国では、ひまわり族っていって、社長の顔ばかり追っか

けてるのがいましたが、これ、首のまわりはよくなるけれど、打率がさっぱりだってんで最近はぜんぜ

ん流行らないみたいだ。 

逆しまに啄む秋の雀かな 

福島に「シャローム」っていう障害者支援の NPO法人で、パンを焼いた

り色んな軽作業をしてもらい自立支援をしてる団体がある。その支援作業

の一環として、ひまわりの種から油を絞って高級食用油として商品化し、

販売している。原発の事故以来、近辺のひまわりは畑が汚染されて使えな

いってんで、今全国各地から支援の手がさしのべられてをり、健全な種が

どんどん集まっている。わがクラブの皆さんも、ひまわりの栽培にチャレ

ンジして、3 年になるけど、色んな障害が多くて大分苦労されたようだ。

元肥だ、天気だとか色々あるけど一番の大敵は鳥だということが分かった。

鵠沼松が岡公園では、昨年 40本ほどが収穫間際に一夜にしてぜんめつ。

目撃者によると「かわらひわ」の仕業だそうで、又別の目撃情報によると、雀が下を向いてるひまわり

を逆立ちでつっついていたとか。で、昨年は、鳥害対策に重点をおく作戦をたてた。先ず、誰かがいっ

てたが、黄色っぽいひらひらしたものが利きそうだってんで、竹竿にビニールテープとかを結んでみた

が、あんまり利目がなく、いたずらに風景を害しただけで、結局、台所で使うゴミネットを一つ一つに

かぶせることにした。農園部会の方でも結局これが効をそ

うして、うれしい収穫があった。ネットの隙間から逆さま

になって突かれたり、長雨で、収穫間際にカビでやられた

りで、お百姓さんの気持ちがほんとによく分かる昨年でし

たが、合計 4.7キロの種を持ち込むことが出来た。 

新しく収穫された種は、いまごろ機械絞りで油となって

瓶詰めされているはずだ。ビタミン Eはオリーブオイルの

4倍、その他オレオレ酸（？）とかが豊富で、肥満、高血

圧に効果抜群。もちろん美容にもぜったい。直接肌にすり

こめば乾燥肌対策にもよいそうだ。最近なぜか滑舌が今一

のあなた、バットはともかく、舌のまわりはぐっとよくな

りますよ。ぜひお試しあれ。 M.N 

 

 

編集後記 明けましておめでとうございます。当クラブも昨 2015

年末に会員 59名、平均年齢 74歳という大所帯になりました。今年も

ますますの発展が期待されます◆今号は恒例の「鵠沼地区公民館まつ

り」でのクラブメンバーの活躍ぶりをメーンに、部会活動のうち松が

岡公園愛護会と、サロン会、健康部会の３部会を取り上げその活躍ぶ

りを紹介しました。また年男では柳田さんが「青春の詩」で人生を説

き、新入会員の奥村さん、山口さんのお二人とも「ボケ防止」などと

おっしゃるが、なんのなんの多趣味で多彩なご活躍の様子◆次号から

は「自由席」「私の趣味」の再開とともに、疎開や修学旅行の甘辛い

思い出などを「わが青春の記」に、またあの時が私のピンチまたは転

機だった「わが決断」などの新企画を計画しております。投稿のご協

力をお願いします◆さて今まで 10年以上の長きにわたって「くぐひ」

の編集長を務められ、小欄に洒脱な健筆をふるってこられた（巳の刻）

嶋村さんが編集長をご卒業されました。長い間本当にご苦労様でした。

（虎山） 


