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継続することで元気がもらえる！ ボランティア 
水野 祐作 

春爛漫、浮き浮きした気分のところにボランティア経験を書かないかとのメール。特別な

ことはしてないが、くぐひ編集子でもあるしなぁ･･･と古い記憶をたどってみた。 

会社人間真っただ中の頃、痛勤電車で都心から帰着し藤沢駅のホームに降り立つと感じた

安堵感。今の時期、明るい春の幕開けを告げてくれる桜に代表されるように季節感あふれる

自然豊かな街だからか。23 年前、そんな街の鵠沼公民館の呼びかけで地域に一歩踏み出し

た男の集まりがくげぬま探求クラブであった。 

地域社会で自分たちの力をという思いは、クラブの意識をボランティアに向かわせた。未

熟なボランティア論議をしながらも、メンバー全員で介護セミナーに参加し、ベッドからの

移乗、おむつ交換や車いすによる街散歩を体験した。当初は個人の情報に基づき皆が一緒に

という形でボランティア活動をはじめたが、全員参加の考え方を反映させ 3年目に委員会に

した。そして、かながわ・ゆめ国体市民協力員、知的障がい者スポーツ大会での運営補助や、

種々介護施設のイベント支援などを楽しんだ。当時は、阪神・淡路大震災の被災そして復興

に向け、日本に地域の連帯とボランティアの気運が高まっていた時期でもあった。 

ボランティアという言葉はラテン語の volo（ウォロー）が語源で“志願・自主”を意味

しているという。当クラブは自主的に参加し地域社会に係わっていることで既に立派なボラ

ンティア活動をしており、さらに個人ベースで積極的に活動している方々も多くおり本当に

頼もしい限りである。 

私の原点はクラブで参加した介護セミナーである。セミ

ナー研修時の車いすが錆びと食べこぼしで汚れており、施

設スタッフの｢掃除する余裕もないので｣の済まなそうな

一言で土曜日に車いす掃除を始めた。その後、市のボラン

ティアセンターで数多の支援要望があることを知った。市

の生涯学習研修を受け小学校図書室の本の修理、全盲の人

の送迎とブラインド卓球の相手、精神障がい者のプール介

助等を数年ずつ経験することができた。現在は、今年で

10 年目になるが、介護老人保健施設でのリネン交換、車

いす整備と石川丸山谷戸のホタル保存会にも参加している。余り欲張らずに継続することを

第一としてきたが、長く続けていると言葉の不自由な施設入所者との会話で元気をもらった

り、介護保険・施設の実態や行政の考えが分かったりで当方の得るものの方が大きいように

思う。 

今、当クラブはメンバーも増え年齢層も広がったが、高齢者層も多くなってきている。実

施中の地域活動は “被援助者の負担にならないよう配慮”し、できることを継続し拡げて

いけたらいいが、今後のテーマとしては高齢メンバー（仲間）の状況に応じそれとなく支え

あうことのできる仕組みを考える必要があると思う。 
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部会活動報告 

藤が谷公園愛護会について 
北村 裕彦 

藤が谷公園愛護会は平成 13 年 10 月 1 日、くげ

ぬま探求クラブ地域活動部門の新部会として「鵠

沼松が岡公園愛護会」に次いで発足しました。活

動に先立ち鵠沼藤が谷会の好意で、全世帯にチラ

シを配布し鵠沼地区７番目の公園愛護会設立のお

知らせと住民の方々の公園清掃作業への参加を呼

びかけました。因みに鵠沼地区には 31ヵ所の公園

がありますが、愛護会があるのはたった 6 ヵ所で

した。 

我々の活動がきっかけで地元住民の参加が増え

「地域の公園は地域の手で守る」という動きが今

後ますます広がっていくことを期待しておりまし

た。残念ながら地元の人たちの関心は薄く毎月の

定例活動日に参加した住民は 13年度中僅か 1名の

みでした。それでも、我々の作業をみて「ご苦労

さま！」と声をかけてくれた人も数名おりました

ので今後に期待しております。 

もともと、藤が谷公園は平坦なうえ日当たりが

良い場所なので、公園内の花壇を整備して一年中

綺麗な草花を植栽し、四季折々の美しい花を絶や

さないようにしたいとかねがね思っておりました。 

そこで、市の公園課に花壇の整備を要請してお

りました結果、平成 14年 4月、公園内にある三つ

の花壇を全面的に改修し、肥料・黒土も搬入して

くれました。この新しい花壇に植えられた草花に

ひかれて地元の人たちがいつも大勢集まり、自分

たちも植栽に参加したいという気持ちになること

を期待してこれからも藤が谷公園愛護会の活動を

大いに盛り上げていきたいと思っておりました。

期待通り春・秋の年 2 回、地元の鵠沼メグミルー

テル幼稚園と保育園キディ鵠沼・藤沢の園児と保

護者が大勢参加されて花壇の植栽活動が定着して

おります。 

無農薬新鮮野菜の農園部会 
黒川 節 

農園部会は市民農園を借りて毎月第一日曜日

（例会の翌日）に 9:00～10:00 まで作業をしてい

ます。収穫時期の忙しいときには臨時の作業もあ

ります。 

平成 7 年の発足にあたり初代部会長の理念があ

りますのでここに記します。「会社人間から、社会

人間への転換には、土を耕してみるのもひとつの

方法でしょう。種をまき、芽を育て、実りを得る

などに、すべて自らの手をかける。大地の恵みを

知る大事な作業です」。 

当初は鵠沼中学校の東側にあり、4 面借りてい

た。部員は 14名で始めた。平成 10年には部員 17

名の大所帯になりクラブで 5 面、外に単独で 3 名

が使用した。当初は抽選も緩やかで 12区画当選し

たが実際は 7 区画使用した。作物

はとうもろこし、大根、ほうれん

草、春菊、ニンニク、枝豆、京菜、

玉葱など沢山の野菜を植えつけた

が霜でやられたり種まきの時期が

遅く芽が出なかったり水不足で苗

が枯れたりかなり苦労をされたよ

うです。その後さつま芋 3面（140

本）玉葱を 1 面、ジャガイモ、長ねぎなどの根菜

物に切り替えて収穫も増えてきた。E M 菌を良く

知る部員がいて長ねぎを大きく育ててサロン会、

忘年会などに供出されました。 

平成 10年、公民館まつりのクラブの焼き芋には

農園部会のさつま芋を使いその中の収益金を農園

部会の活動費用としていただきました。これは 3

～4年続き、平成 10年より現在の新市民農園（広

場番号 398）に変わりました。部員の推移は平成

13 年には 20 名、平成 16 年 13 名、平成 23 年 15

名、平成 24 年 11 名、現在部員 8 名、作付面積 2

区画（年間使用料１区画 14,000円）。最近は玉葱、

ジャガイモ、長ねぎ、インゲン、大根、ブロッコ

リー、キャベツなどを作り、昨年は農園の横を借

りて東北復興支援用の向日葵を育

てて 700 グラムの種を収穫しまし

た。農園作業は土に親しみ、作物

の成長を見守り夏は草取り水やり

に汗を流し、追肥等、無農薬で新

鮮な野菜の収穫を楽しみにがんば

っています。皆さんぜひ一緒にた

のしみませんか。 
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ボウリングで親睦 娯楽部会 
大野 伴雄 

娯楽部会は、毎月第三日曜日の午後（鵠っ子囲

碁・将棋ルーム活動の後）に鵠南市民の家で囲碁・

将棋が好きな方が集まり酒を酌み交わしながら対

戦を楽しんできましたが、現在の部会員は私一人

となり娯楽部会の囲碁・将棋活動は休止状態です。

代わりに私の囲碁仲間が集まり第三日曜日にちな

み「３S 会」を立ち上げ毎月囲碁の対戦を楽しん

でいます。自慢話となりますが３S 会メンバーの

方のご子息が昨年囲碁のプロ棋手となりました。

名前は小池芳弘君で、小学生低学年の時から３S

会のメンバーと対戦していました。

何度か指導碁を打ってもらいまし

たが、井目のハンディをもらって

も勝てません。さすがプロ棋手だ

と痛感しています。娯楽部会に入

会すると数多くの方と囲碁・将棋

が楽しめますので多くの方の入会

をお願いします。いずれ囲碁・将

棋を娯楽部会の活動として再開で

きればと願っています。 

また私が担当する娯楽部会では、囲碁・将棋の

他にボウリングも楽しんでいます。ボウリングは

２年前の新春からスタートしこれまで７回大会を

実施してきました。大会は年３回実施され個人

戦・団体戦を行います。また対戦を面白くするた

め誰もが優勝するチャンスがあるようにハンディ

を毎回見直しています。今では大会前に事前練習

に行く方も出始め皆さん真剣に楽しんでいます。

また参加者は、ボウリング全盛期を経験した方ば

かりなので高いレベルでの対戦と

なっています。大会のあとは成績

発表を兼ねた反省会、一汗かいた

後のビールは格別です。上手い下

手は二の次、ボウリングを楽しみ

たい方、ご家族、友人の方も大歓

迎ですので多くの方のご参加をお

願いします。

 

 

 “継続されている”ゴルフ会 娯楽部会 
第 36･37回幹事 玉田英二 

ゴルフ会について、その経緯を調べてみました。

｢くぐひ｣第 3 号によれば、娯楽部会が発足したの

が平成 7 年とあり、部会長の鈴木幸四郎さんが囲

碁･将棋･オセロを中心とするサロン風な場として、

さらにゴルフも年に 1、2回計画したいと記載して

います。そして、平成 7年 10 月 27 日に第 1 回コ

ンペが茅ヶ崎ＧＣで 8 名の参加者のもとで開催さ

れています。現在ゴルフコンペの記録が残ってい

るのは、第 11 回(H12.11)～37 回(H27.10)までの

期間で、その間毎年 2 回春と秋に開催され、現在

まで継続されています。コースは茅ヶ崎ＧＣが多

く、反省会(成績発表)は高松で行われ、幹事はそ

の都度交代しています。 

ゴルフは高齢まで出来るスポーツといわれてい

ますが、集中力と筋力の衰えはままならず思い描

いたようなゴルフがなかなかできません。しかし、

これもまたゴルフであることを受け入れ、目標を

決めて練習し、楽しくプレーをすることを心がけ

ていきたいものです。そのためには、コンペ参加

者を増やし、楽しみや、悔しさを共有できる仲間

を作ることかもしれません。反省会(成績発表)で

のビールの旨いこと、そして勝利者の話、珍プレ

ーの出来事を聞くのも楽しい一時となります。“み

なさんご参加ください” 

 

 

クラブ短信 

１ お医者さんとの付き合い方、勉強 

定例部会では、人生のエンディングに向けて何をしたらと…と喧々諤々のメンバー13名が、茅ヶ崎徳州

会病院から 3名の講師を招き、日ごろ気になっている身近な医療についてあらかじめ質問を用意の上で

学習した。反省会を含め、不確かだった知識の整理ができ非常に有意義なひとときを持つことができた。

（極楽部会） 

２ 空には“グニャだこ”、地上では“鬼は外”相変わらずの忙しさ 

1月 17日、湘南サーフビレッジたこ揚げ大会に 12名が協力参加し、28名の子どもたちにたこ作りを指

導した。当日は、たこ揚げ日和で空を悠々と泳ぐ自前のたこに子どもたちは大騒ぎ！同 30日には、ひょ

っこりこうなん島豆まき大会。5名のメンバーがイベントのお手伝い方々、鬼となり逃げまくった。豆の

まき手は 48名、“鬼は外、福は内”で楽しい一日だった。 （子どもと遊ぶ会） 

  



くぐひ・・・4  

 

わが愛しの｢トーハツ｣ 
守谷 俊博 

小生より年長の方はこの単語に反応されると思

う。16歳になった頃にはすでにバイクメーカーは

ホンダ・ヤマハ・カワサキ・スズキに収斂されて

おり、戦後雨後の筍の様に林立していたライラッ

ク・メグロ・トーハツ他は淘汰されマーケットに

は中古バイクがいくらか流通していた。そんな中、

小生の心の琴線に触れた一台がトーハツ[東京発

動機]製の中古２サイクル 50ｃｃのランペット 

ＣＡ２を 15歳で入手したものの、免許年齢が昭和

39年頃 16歳に変更され走行テストを夜間のＲ134

号で暫くさせてもらった。 

このランペットＣＡ２のペットネームを見てス

カイブルー色のタンクと膨張排気管が発する甲高

いエキゾーストノートが頭を過る大兄もおられる

事でしょう。バイクいじりは、中学時やはり戦後

の民生移管事業で軍事産業の三菱が作ったスクー

ター シルバーピジョン（ＳＶエンジン）のレス

トアを部活で可動車に仕立てた事から始まりまし

た。当時の日本の製造品質は誠にお粗末な物でヘ

ッドガスケットからは圧縮洩れ、ブレーキシュー

は直ぐにピカピカになるは、タンク内部に発錆す

るは、ポイントに尖がりが出来て点火時期が狂う

はで、走るよりメンテで分解をする愉しみを教え

てくれた。これは今でも車の整備や車検は全て自

分でする切っ掛けになった。免許も自動二輪をと

り 45年にはヤマハＲＸ350で森繁久弥の知床旅情

の歌と共にラッシュの北海道を走り、本州の夏し

か知らないライダーで、道南以外は日本の夏とは

明らかに違う皮ジャンが必要な気温の中を走り風

蓮湖の眼前にソビエト領国後島の山が黒々とそび

え敗戦の現実を目の当りした。 

当時の国道は札幌を出ると舗装は全て冬期の凍

結盛り上がり防止の為、40mm 径程の砂利が 1ｍ盛

られ四輪車でも浮き石にハンドルが捕られる程で、

二輪はその中に四輪が作ってくれた細い砂利の轍

を外れる事の無い様に緊張してアクセルでバラン

スを取りながら走る。荷台のキスリングの中には、

パンクの修理セットや軽整備が出来る工具、はて

は分離給油用オイル２リットルとテント・シュラ

フまで持参のエクスペディション装備が必要であ

った。なんと襟裳岬辺りでサイドスタンドが振動

で脱落してしまいタンクが大きく凹む結果となっ

た。この北海道ツーリングは翌年の朝鮮半島南部

への旅への実証実験になる。 

昭和 47 年の韓国は朴政権の戒厳

令の国であった。横浜山手の領事館

で査証（預金残高証明必要）をとり、

各種伝染病のイエローカードと米

ドルの手配（取扱は東京銀行のみ）

と当時海外に出掛けるには現在に

比べると事前の準備は 10 倍も掛っ

たのでは無いだろうか。到着した韓

国は朝鮮戦争休戦から 20 年は経っ

ていたが、村の入り口には戦車の侵

入を遅らせるバリヤーが設けられ、

車で渡河が可能な川の橋は橋脚は有るものの床盤

が無いものが殆どで、日本の敗戦後の様相を呈し

ていた。道路は町を外れると全てそろばん道路で、

空いた大穴を除けて右に左に、雨中を走ると巻き

上げた泥が空冷エンジンに詰まり村の子どもにコ

ーラ 1 本を与えて竹ひごで掻き出して貰う。その

喜びようは嘗てＧＩからリグレーの板ガムをねだ

った頃の光景だった。農村は非常に疲弊しており

5 歳以下の着衣はフリチンの

ランニング 1枚、飯屋ではハ

ングルの品書で判るのは金

額のみで何が出るか？？で

ある。 

そこには 16 歳程のウエイ

トレスが 5 名程立っている。

店の規模からは必要の無い

娘の数である。オヤジさんが

休んでゆけとニッコリする

が、それは資本の掛らない原始からの商売へのお

誘いで、学生バイク旅行者には無用の世界であっ

た。釜山からソウル迄高速道路（戦闘機着陸可能）

は有ったが、釜山・金海・木浦と東シナ海沿いを

走ると砂岩質の低山には灌木が貼りついていて、

日本には無い景観であった。金海では高校教師の

お宅に泊めて頂いたが、小生だけがお客様食で食

後のお茶はお焦げの釜に湯を入れた物であった。

翌朝野崎コンビーフを御礼にして辞した。 

木浦でも港を見下ろせる公園で写真を撮ってい

ると同年代の青年が家に来いとの事でお邪魔する

と高い塀で覆われた立派なお宅で、結局そこにま

た泊めて貰うのだが、そこは終戦まで日本人の知

事の公邸であったとの事。オヤジさんが出てきて

夕食を頂いたが、綺麗な標準語の日本語を話し、

日本による 35 年間の植民支配政策の結果である。

当時の 30 代半ば以上の年齢の人はイルボンサラ

ム（日本人）を見ると話し掛けて来て、自分の事

を差し置いて相手を思いやる「ホスピタリティ」

いっぱいのハンサラム（韓国人）から受けたご厚

情は未だに心に焼き付いている。 

ソウル東の春川から軍事境界線の 38 度線を北

上しスラクサン（雪岳山）へ達し、東岸の日本海

沿を南下帰国するのだが、韓国で受けた対応はバ

イクでやって来た日本人への物珍しさからと思う

と、バイクで分解整備のイロハを学

びこれを原点として車と旅好きの現

在が生まれたと思う。 

バイク卒業後は四輪駆動車の世界

にのめり込み、改造・車検整備はも

とより石原慎太郎東京都知事が問題

提起したディーゼル排気規制で登録

7 年後に使用不可となるエンジンを

改造し、窒素酸化物（ＮＯｘ）と煤

（ＰＭ）のトレードオフの関係（片

方を減らすと一方が増えてしまう事）

を解決出来るＥＧＲ（排気ガス再循
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環装置）を自作し、運輸省機関Ｃ／Ｄの排ガス分

析でＮＯｘ・ＰＭ法をクリアするエンジンを作っ

た。 

平成８年以降この法律により４ＷＤの世界から

ディーゼル車が排除され、趣味としての４ＷＤが

壊滅して行ったが、16年の新法による規制で廃車

されるまで使う事となった。 

7 年前からは１Ｂｏｘ車を自作キャンピング車

に改造し放浪の旅を夢みているこの頃である。 

因みに現在トーハツブランドは船外機等（日産

マリンＯＥＭ他）の市場で活躍している様である。 

 遥かなり トーハツ ランペット ＣＡ２ 

 

 

世話人だより 
「子どもと遊んで楽しむ・・・」 

山田 聰 
くげぬま探求クラブに数

ある部会のひとつである「子

どもと遊ぶ会」は、鵠洋児童

館で毎月 1 回 2 時間ほど、独

自企画のイベントで子ども

と一緒におもちゃ作りや昔

遊びを楽しんでおります。 

例えば、年末恒例の「ミニ

門松作り」。使う道具はのこ

ぎりくらいのものですが、竹の固定～袴の巻きつ

け～水引・松・梅の飾り～台座の固定と、割に難

しい作業に取り組みます。ところがこちらの心配

をよそに子どもは意外とスムーズに作るので毎度

感心させられます。完成したものはみな持ち帰る

のですが、迎えにきたお母さんが出来ばえに歓声

をあげ、楽しそうに連れ立って帰っていく姿を見

送るのは何とも嬉しいものです。 

また、くげぬま探求クラブとして地域の子ども

達と集い、遊び、ともに過ごす企画もあります。

片瀬小学校の授業の一環として行われるうぐいす

笛の作成、鵠洋児童館での凧あげ大会・流しそう

めん・焼きいも・餅つき、鵠南児童館（ひょっこ

りこうなん島）での手づくりおもちゃ・たなばた・

豆まき、鵠沼公民館・各児童館でのサンタの出前

等がそうで、これらイベントに協力しています。 

そのうち、鵠沼公民館の登

録サークルのひとつとして毎

年依頼を受けているのが 12

月恒例「サンタの出前」です。

公民館サークル活動の一環と

して、子育てサークルなどの

クリスマス会にサンタクロー

スを派遣するというものです。

当クラブのメンバーにサンタ

役のお願いをしていますが、何をしたらよいのか

わからず躊躇される方も多いようです。けれども、

実際サンタの衣装で会場に入ると、待っているの

は興味津々で目を輝かせる子ども達。どうしたも

のかと困り顔だったサンタのおじさんは急にいき

いきとして、子ども達にプレゼントを手渡し握手

してすっかり笑顔。そんな様子をお母さん達も一

緒に楽しみ、写真を撮ったり談笑したり、にぎや

かで楽しい時となるのです。サンタ役を終えて「や

ってよかった。楽しかった」との感想が聞かれる

と、引き受けていただけて良かったと心から思う

のです。 

子ども達と過ごすイベントだけをとってみても、

当クラブは皆様のご協力・ご参加がなくては始ま

りません。これからも皆様のご支援・ご声援をど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 60名になりました 

竹村 雅道さん 

昭和 25年 2月 5日生れ。昭和 33年 12

月、8歳の折に鵠沼に転居して以来、およ

そ 57年間、当地で暮らしています。中学、

高校は地元、大学は前半まで横浜の日吉、

仕事先も市職員として横浜市に奉職、嫁さ

んは横須賀と、ほとんど地産地消型の人生を

送ってきました。1989年に開催された横浜博覧会

では事務局にいました。その当時、お目にかかっ

た方がおられるかもしれません。 

趣味は考古学や歴史、野鳥観察など。中学から

高校にかけては藤沢飛行場跡など市内を中心に縄

文、弥生の遺跡を巡り歩きました。スポーツは、

あまり上達しませんでしたが、スキーや硬

式テニスをやっていました。テニスで私を

誘ってやろうというボランティア精神に

富んだ方がおられましたら、お声をかけて

ください。 

なお、市を退職後は東京の会社に勤務し、

自宅にて内外の金融市場の調査分析やレポートの

作成をしています。仕事人間から抜け切れていま

せんが、元気なうちに地元でさまざまに活動いた

したく、先輩諸氏をはじめ皆様の仲間に入れて頂

くこととなりました。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 
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有蓋貨車にも乗った中学校の修学旅行 
黒川 節 

私の中学校の修学旅行は、昭和

29年 5月、九州方面へ 4泊 5日の旅

であった。今から 62年も前である。 

私たちの日原(にちはら)町立第

一中学校は、島根県の西部、現在の

津和野町日原にあった。生徒数一学

年約 90人 2クラスの三年生の時で、

時は、第二次世界大戦敗戦後 9年目、

日米平和条約が締結され、戦後の占

領時代から開放されて 4年目である。

サラリーマンの家庭では満足な食

料の無い時代で大根入りのおかゆ

やさつま芋を食べて育った。同級生のお父さんは、

戦後中国に抑留されて 1年前の昭和 28年に 10年ぶ

りに中国から帰国された。近所の小父さんも帰国さ

れて 4～5 年農業をするでもなく川等に行きぶらぶ

らされていた、今思えば戦地でつらい経験をされて

皆さんとなじめなかったのかな、そんな頃である、

私の父は、岩国の海軍に配属され戦地には行かなか

ったが幼い頃、母と二人でアルミの飯ごうに残飯を

もらいに行った記憶がある。 

修学旅行、第一日目は、最寄の国鉄山口線日原駅

から列車に乗り、小郡(現在の新山口駅)で山陽本線、

門司からは鹿児島本線、鳥栖からは長崎本線を経由

して、朝方長崎駅に到着した。そのころは電化され

ていない蒸気機関車で、特に関門トンネルのような

長いトンネルでは煤煙が窓や入り口の隙間から入

り、鼻の穴や顔が煤だらけになった。約 400キロ汽

車に揺られ、車中泊をしてのことである。 

長崎は、異国情緒漂う街で、昭和 20年 8月 9日、

原爆が投下された町である。私たちは、はじめに浦

上天主堂を見学した。浦上天主堂はまだ原爆投下の

すさまじさを残していた。瓦礫は片付けてあるが、

焼け爛れたレンガ造りの外壁が悲しく残っていた。

その傍らに、羊を抱き右腕が半分落

ちた女性の像があり悲しみを誘った。

その後、永井隆博士の旧居を見学し

た。博士ゆかりの小さな「如己堂」

の前で博士が原爆に被爆されながら

「長崎の鐘」、「この子を残して」な

どの著述をされた話を聞き、深く心

に残った。 

その後、大浦天主堂（下写真）や

グラバー邸周辺を見学した。長崎で

印象に残ったのは原爆の恐ろしさと

キリスト教徒のこと異国のことなど

田舎の中学生としてはまったく日常では目にした

ことのない世界であった。 

三日目は、有名な「君の名は」の撮影碑があった

雲仙を散策し、島原港からフェリーで熊本県三角港

へ渡った。船に乗るのはこの時が初めてであった。

熊本へ列車で移動し、市内を走る路面電車で市内見

学をした。都会的な社会体験だった。水前寺公園、

熊本城など見学し、熊本市内で宿泊した。 

旅館では大部屋に立錐の余地もなく敷き詰めら

れた布団で寝た、特に用もないのに女の子の部屋の

前をうろうろした記憶がある。 

つぎの日は、豊肥線で別府まで移動した。途中阿

蘇山の噴火口を覗いた。阿蘇山が広い外輪山を持つ

山であることを目のあたりにした。その日は別府で

一泊し、湯の町、血の池地獄、坊主地獄などいろい

ろな温泉スポットを巡り日豊線で帰途に着き私た

ちの楽しい修学旅行は終わった。帰りの下関駅でお

土産を買った、箱入りの包装紙で包んであったので

お菓子と思い買ったら「ふかひれ」だった。 

しかし、なぜか帰りは山陰線回りで、列車もどう

いう訳か貨物(牛馬)？を運ぶ有蓋貨車に乗せられ、

窓は少なく格子があり、外の景色も満足に見えず椅

子もほとんどなく、なによりも異臭には閉口した。

現在ではおよそ考えられない待遇であるが当時の

子供たちは物資も少なく貧しい生活の中での 4 泊 5

日の修学旅行は大変満足したのではと今にして思

います。 

私たちの修学旅行は我が中学校の歴史上最も長

期間にわたるものであった。その後は、3 泊 4 日、

から 2泊 3日へと短縮され、旅行先も京阪神方面が

主となっている。 

戦後の復興へ向けて子供たちにも都会の社会見

学をと重点におかれたのではなかろうか。 

  

「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 
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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 1日ももっ子（4∔50）3日親子
で楽しもう（2∔80）8日ピヨピヨ 2（3∔100）12日ひ
ょっこりこうなん島（4∔93）14日鵠洋児童館、ヤン
グハーツ共演（13∔80）カッコ内は探求＋参加者②ク
ラブ忘年会 26日 44名アコレード 17～20：30 

○世話人・委員会  ① 第 39回公民館まつり報告②メ
ディア委員会 休会 ③8日 くぐひ制作部（佐々木） 
12名 ③16日 HP制作部 5名 

○例会 5日(土) 49名 
○世話人会 ①19日 ②1月 5日 
○鵠沼松が岡公園愛護会 6日 13名、27日 9名  
○藤が谷公園愛護会 13日 5名、27日 8名  
○ヤングハーツ  ①2日 23名 定例練習 ②7日鵠生園
19名 ③10日なぎさ荘 12名④14日鵠洋児童館クリ
スマス会 13名⑤18日 藤沢病院（かえで棟）8名 ⑥
26日探求クラブ忘年会 楽器 6名 ボーカル多数 

○おもちゃの病院  ①13日(日)8名 来院 16名 新患 12
件 退院 2件 当日完治 2件 ②27日(日)13名 来院 24
名 新患 16件 退院 4件当日完治 5件 

○子どもと遊ぶ会 19日(土)10名 子ども 6名 大人 2
名 年末恒例の「ミニ門松」作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20日探求 9名ゲスト 2名 囲

碁 5名 将棋 13 名 保護者 4名 囲碁同好会 1名  
○災害研究部会 4日 10名 地震・津波時の避難法等 
○極楽部会 18日 10名 高齢者時代の取り組むべき
テーマの検討、講演会講師への質問検討等 

○サロン会 19日(土) 11名（誕生月参加 1名） 
○健康部会 18日 13∔4名 旧モーガン亭と俣野別邸庭
園 

○探訪部会 休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 6日 5名 大根・ネギの収穫、玉葱植付け 
○談話室 16日 9名 四国 88札所巡り達成の話を聞く 
○スケッチ部会 17日 6名 年間計画打ち合わせ 
○デジタル情報部会 休会 
○ヤングブラザーズ ①11日 13+12名 定例練習 ②26
日 14+14名 定例練習 

○近代史を語る会 10日 15+7名 大正時代の情勢中心 
○企業研究部会 22日 12∔2名 日産自動車 座間事業所 
○なつかしの名盤愛好会 21日 8+1名 高松 
○俳句の部会「似歌会」8日 11+1名 投句 2名 
○お菓子の会 3日 6名 お豆腐ふわふわみたらし団子 
豚肉の照り焼き丼 

1 月   January 

○行事 17日湘南サーフビレッジ凧あげ大会 12名（参
加 46名）、ひょっこりこうなん島豆まき 5名（参加
61 名）30日鵠沼地区賀詞交歓会 5 名（参加 200 名） 

○委員会 ①14日くぐひ制作部 9名 公民館 ②18日 Ｈ
Ｐ制作部 5名、Gmailアドレス検討等  

○例会 9日(土) 出席 49名  
○世話人会 ①23日 6名 ②2/1日 6名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 10日 9名 松葉を埋めた 
○藤が谷公園愛護会 10日 5名、園内清掃、砂場整備  
○ヤングハーツ ①6日 23名 練習 ②15日 13名 藤沢
病院（さくら棟）③26日 16名鵠生園（ホーム） 

○おもちゃの病院 ①10日 11名 来院 17名 新患 19件
退院 11件 当日完治 7件 ②24日(日)11名 来院 23
名 新患 14件 退院 7件 当日完治 5件 

○子どもと遊ぶ会 9日 6名竹笛（うぐいす笛） 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17日 10名（参加 18名） 
○災害研究部会 8日 10名 
○極楽部会 20日 13名 茅ヶ崎徳洲会病院から 3名 

○サロン会  16日(土) 13名（誕生月参加 1名） 
○健康部会○探訪部会 合同行事 19日 13名鎌倉七福神
めぐりコース。「宝所在所」を心に幸運を祈る。 

○娯楽部会  休会 
○農園部会 10日 3名、キャベツ、赤大根等を収穫 
○談話室 20日 8名、長期欠席者対応、ボランティアに
対する取り組み姿勢などが話題 

○スケッチ部会 21日 6名 アコレードでスケッチ 
○デジタル情報部会 25日 17名日程管理ソフト議論等 
○ヤングブラザーズ 8日 22∔13名練習と新年会 23日 14
∔14名練習 

○近代史を語る会 14日 17+7名  「大正から昭和へ」
シーメンス事件、第 1次世界大戦勃発 

○企業研究部会 27日 13+2名深川江戸資料館と周辺 
○なつかしの名盤愛好会 18日 8+1名 
○俳句の部会「似歌会」12日 10+1名 投句 2名 計 39
句   

○お菓子の会 7日 6名 椿もち さんま缶炊込みご飯 

2 月   February 

○行事 ①第 7回ボウリング大会 2月 17日 13名参加 
江の島ボウルで 4レーンで個人戦・団体戦 

○世話人・委員会 ①第 3回地域活動見本市に出展、
世話人 6名、他会員 7名参加、藤沢市民会館、来場
者 350名で盛況②くぐひ制作部 10日 13名 85号原
稿の推敲 ③HP制作部 28日 5名  

○例会 6日(土) 44名  
○世話人会 ①20日 ②29日 
○鵠沼松が岡公園愛護 7日⒓名  
○藤が谷公園愛護会 12日 7名  
○ヤングハーツ①3日 12名 練習 ②19日 9名 藤沢病
院かえで棟③26日 8名 鵠生園 ④29日 14名 春のコ
ンサートに向けて練習 

○おもちゃの病院 ①14日(日)12名 来院 9名 新患 6
件退院 9件当日完治 1件 ②28日(土)11名 来院 35
名 新患 22件退院 5件当日完治 4件  

○子どもと遊ぶ会 13日 7名 子供 12名 折り紙コマ 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21日(日)10名 囲碁 2名 
将棋 19名 父兄 3名  

 

○災害研究部会 5日 14名 スーパー台風、南海トラフ
等 

○極楽部会 17日 12名 
○サロン会 20日 7名（誕生月参加 1名） 
○健康部会 26日、11＋4名 秦野・渋沢方面 
○探訪部会  休会 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 28日 3名 キャベツ、ブロッコリの収穫 
○談話室 17日(水)10名  
○スケッチ部会 18日 5名 アコレードにて開催 
○デジタル情報部会 22日 18+2名 参加予定表議論等 
○ヤングブラザーズ ①12日(金)12+13名 ②27日
(土)11+12名 「花」「もしもピアノが弾けたなら」他 

○近代史を語る会 11日⒓∔6名 大正から昭和へ 10回 
○企業研究部会 24日 8名 日本大学生物資源科学部 
○なつかしの名盤愛好会 中止 
○俳句の部会「似歌会」9日 10名 投句 3名 
○お菓子の会 4日 7名 お菓子はみたらし芋団子 蛸
の炊込みご飯 

 



くぐひ・・・8 

 

会報 くぐひ 第 85号 

2016年 4月 1日 

発行 くげぬま探求クラブ 

発行人 池田 雅一 

藤沢市遠藤 868-1 

滝ノ沢 2-7-202 

0466-87-5153 

編集人 佐々木 黎治 

 
湘南かわら版  

四国遍路道の半分歩き旅 
はじめて四国八十八ヶ所を巡ったのは、2006年の秋、68歳だった。そのころは毎年春になると、熊野古道

を訪ねていた。たびたび案内役をかってくれた和歌山の友人を誘って、3年後に再び遍路道を辿った。そして

昨秋、6年振り 3度目の四国行となった。前 2回とも結願後高野山へ向ったが、今回は奥の院詣では桜の時季

にあらためてすることにしている。 

昨年 10月 19日夜、横浜から徳島行高速バスに乗りこみ、翌朝 8時には 1番札所・霊山寺の山門前に到着。

私の歩き遍路はここから始まる。時計回りに阿波・土佐・伊予・讃岐と、88 番札所の結願寺・大窪寺までの

遍路道約 1200キロをほぼ半分歩き、あとは電車とバスにお世話になる。今回は寺数では 4県の内で一番少な

いが、もっとも海岸線の長い土佐路をできるだけ歩くことにした。道中ほとんど半袖で過ごし、雨具をつけ

るほどの本降りに出逢ったのは、最終日のみ、お蔭で計画通りに 29 泊 30 日で完歩することができた。別掲

「四国遍路道行程」に歩行距離などまとめてみた。万歩計では 106万歩、1日平均では 3万 5千歩。 

帰宅した 11月 19日の翌々日はサロン会。たったひと月のご無沙汰なのに、ここに集う 11人の仲間、みん

ながとてもイキイキして見える、いままでにない不思議な感覚、これってなんだろう。そうこうしていると、

「なぜ四国に、しかも 3回も」という声があがる。その問いに直答するのはとてもむずかしいので、「なにを

やってきたか」をかいつまんでお話しする。後日、談話室、お菓子の会でも同じような話をさせてもらうこ

とになった。 

①出発の 1 か月前に全日の行程を決めて、新しい靴の足慣らしを兼ね、かつて探訪部会でも訪ねた「相模

国準四国八十八ヶ所」を巡り始め、1週間前には、すべての宿の予約を入れる。 ②身支度・巡拝作法は略式

にして、遍路装束としては菅笠・白衣・金剛杖のみ。携行品は最小限にして 7 ㎏以内。札所では、本堂と大

師堂に賽銭と写経文を納め、般若心経を唱え、納経帳に御朱印を受ける。 ③遍路道は 90％以上舗装路。「遍

路ころがし」といわれる難所が 4、5 か所あるが、一番高いところで標高 900ｍ程度。山中の旧道はきつくて

も土を踏めるので実に気分がいい。 ④毎日 5時起床・6時食事・7時前出立、平均 3ヶ寺を巡り、23キロ歩

き、宿に 4時～5時に着き、入浴後 6時食事・9時前に就寝。歩き出して 3日もすれば日常化するから不思議

なもの。 ⑤宿代は 1泊 2食付 6～7千円、別に昼飯代と酒代。納経料は 300円×88。横浜⇔徳島の夜行高速

バス代は片道 6900 円×2。身支度品として、菅笠・白衣は手持ちのもの、金剛杖は新調 2 千円。 ⑥道中で

一番困ったのは、「トイレ」。ところかまわず不意打ちに身の内に起る「催す」という現象のこと。今後の日

常生活でも最大の難題となる予感、何とか仲良くしたいものだと思う。 

最後に、うれしい発見。出発直前の体重は 56㎏、これに荷物 7㎏を背負う。総重量の 63㎏は 10年前の自

分の体重と同じ。ほとんど空身同然で歩いたことになる。これで 9 年も歳を重ねたのに、なぜこれほど快適

に遍路を楽しめたのかの謎がとけた。何くれとなく気遣ってくださった皆さんにあらためて感謝です。 

風鈴坊 

四国遍路行程（ 3巡目：2015/10/19～11/19） 

 
日数   札所 寺数 歩行 km （平均） 便乗 km 合計 km 

10/20～26 7 徳島（阿波） 1番～23番 23 156 22.3 46 202 

10/27～11/5 10 高知（土佐） 24番～39番 16 242 24.2 147 389 

11/6～12 7 愛媛（伊予） 40番～65番 26 151 21.6 232 383 

11/13～18 6 香川（讃岐） 66番～88番 23 152 25.6 63 215 

  30     88 701 23.3 488 1189 

※1 距離（ｋｍ）は自己推測値。 

※2 道中 29泊の宿は、宿坊１泊のほかはすべて歩き遍路向きの民宿利用。 
 

 

 

編集後記 わが街藤沢は昨年暮れに地域の元気度で全国 1 位に選ばれ、

一昨年には女性誌の「主婦が幸せに暮らせる街」ランキングで 1位に選

ばれるなど、プラス効果が高い◆反面、最大の課題は高齢化の問題であ

る。中でも鵠沼は 65 歳以上の住民が市内でも 1-2 位を競うほど。2 月

に開かれた「地域活動見本市」など、シニアの活動を後押しする運動が

盛んだ◆1 面はクラブの当初の活動状況とその意義を熱っぽく伝える

水野さんの話。「湘南かわら版」はとてもシニアとは思えぬ精力的な「四

国遍路道の半分歩き旅」の風鈴坊さん◆中学の修学旅行は黒川さんの島

根から「蒸気機関車で関門トンネルをくぐり煤だらけ」で九州にわたり、

帰りは貨物列車で帰ってきた、という漫遊記◆4～5 面の「トーハツ」

はバイク少年だった守谷さんの薀蓄とムチャぶり旅行記。 （虎山） 
 


