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恒例の鵠沼地区公民館まつりが 10月 15日（土）、

16日（日）に開催されます。 

今年は第 40 回と区切りの年となります。当クラ

ブも例年のように総力を結集して参加しますので

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

当クラブ独自に行う出店は 2店と公民館と共催が

2店あり、その特徴を順に述べてみます。 

美味しく焼くにはいろいろなノウハウがありま

す。 

☆ 火加減、これは薪（木っ端）を使いますが、炎

が釜の上部を少しなめるくらいが良い。 

☆ 焼き芋と言っても実際は蒸気で蒸したもので、

蒸気が芋全般にうまく回るようにするのがポイ

ントです。（石焼き芋とは原理が違います） 

そのためには芋を整然と並べた釜に水を入

れ下から火を炊き沸騰させるわけですが、蒸気

を効率良く使うために木の蓋は、密封性を持た

せることが重要でパッキンとして水に濡らし

た新聞紙をバンド状に釜の縁に貼り巡らせ蓋

をぴったりと収めます。 

☆ 充分な蒸気を絶やす事のないように、また空焚

きのないよう常に水の供給には細心の注意を払

い、釜の蒸気の様子を常に監視することが必要

です。 

重要なことは仕入れてくる芋の品質です。こ

ればかりはその年の天候に左右されることも

あるようですが今年はどうでしょうか？昨年

の焼き芋はまだ黒川さんが元気で、担当のメン

バーに檄を飛ばしていた姿が目に浮かびます。 

おもちゃとして「竹笛」「コマ」「ゴム鉄砲」の 3

種類の製作と販売をします。幅広い年齢層のお客様

に楽しんでいただくために、我々はどこまでお手伝

いをすれば良いか思案するところです。 

☆ ゴム鉄砲について 

事前に準備した竹の割り箸で鉄砲を組むの

ですが、引き金部の取り付けとゴムをうまく引

っかけられるか、また引き金を引いてうまく飛

び出すかが重要です。 

☆ 竹笛およびコマについて 

竹笛は吹き口の位置決めと吹き方によって

いろいろな音が出せます。コマは回すことによ

り思わぬ模様が表現出来ます。子供さんが想像

力をかき立てるように配慮し絵（模様）を描い

ていただくことも見守ります。 

事前準備として地域の皆様から寄贈していただ

く本を一週間にわたり公民館ロビーで受付分類整

理し第 1、第 2 談話室へ収納します。本の大きさは

千差万別でまとめに注意を要しますが、珍しい本も

あり楽しいものです。また特に小説については、上、

中、下とか１巻～最終巻まで連番ではなく欠損して

いる場合もあり、整理している時に別の箱から見つ

かることもあり得した気分になります。 

老若男女の皆さんが楽しそうにやっていますが、

特に子供さんの場合にはクラブ員の対応はやさし

く指導しています。 

以上の出店の他に音楽芸能祭として日々研鑽し

ている「ヤングブラザーズ」の男声合唱団の発表が

あり毎回好評を博しています。公民館まつりの楽し

さ、見どころを述べましたが、最後に目立たない貢

献について申し添えます。公民館まつりの催し物を

実施するためにはベースとしてテントの設営・撤去

および展示パネル、机の撤去等の力仕事があります。

これらは近年高齢化による人手不足に苦慮する中

で、我々クラブ員が率先して協力し人数的にも昨年

はテント設営・撤去にのべ 20 人以上参加しており

重要な役割を果たしています。「百聞は一見にしか

ず」です、皆様のご参加をよろしくお願いします。 
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前号ではくげぬま探求クラブの「地域貢献活動」

について述べたが、本号ではもう一つの中心的な

「親睦・研鑽活動」について書いてみたい。同活動

の個々の実施状況については地域貢献活動と同様

に月例会や当クラブのホームページで報告されて

いるが、ここでは前号と同じく年間活動（Ｈ27/3～

Ｈ28/2）としてまとめてみた。 

当クラブの親睦・研鑽活動は 14 の部会により構

成されている。すなわち、サロン会、健康部会、探

訪部会、娯楽部会、農園部会、談話室、スケッチ部

会、デジタル情報部会、ヤングブラザーズ、近代史

を語る会、企業研究部会、なつかしの名盤愛好会、

似歌会、お菓子の会である。 

このうち、ヤングブラザーズのように毎月 2回の

活動を行っている部会もあるが、原則的には毎月 1

回活動を行う。昨年 1年間の活動状況は、14部会の

合計で会員の延べ参加者数 1,536人、ゲスト等会員

以外 460人で、総合計 1,996人であった。各会員の

月平均参加回数は 2.2回であり、各人が毎月約 2つ

の部会に参加している計算になる。また、総参加者

数に対する会員の割合は 77％、会員以外の割合は

23％である。これらの数字は「地域貢献」活動の「会

員比率 43％、会員以外 57％」と比べ特徴的である。

すなわち親睦・研鑽活動のほうが内向きの活動とい

えるであろう。 

「部会は、3 名以上の会員の発起により、例会の

承認を得て新たに設立できる」というルールがあり、

そのために比較的少数の同志により新しい部会が

発足できる。そのように発展してきた結果が現在の

状況を作り出しているといえる。 

ちなみにこれらの部会は多くが活動中に飲食を

伴い、あるいは活動の終了後に「反省会」などと称

し飲食しながら歓談することを常としている。特に

「反省会」は活動後の解放感があり、アルコールの

影響も手伝って自由闊達な議論で盛り上がる。活動

テーマから外れた話題が取り上げられ、参加者の相

互理解や今後の活動に役立つことなど、得るものが

多いような気がしている。 

「反省会」は企業研究部会や探訪部会などのよう

に、藤沢の地元以外で飲食する場合もあるが、多く

は地元のお店を使っている。親睦・研鑽活動以外で

もくぐひ編集会議や月例会、世話人会、ボウリング

大会、ゴルフコンペなどの後に頻繁に「反省会」を

行っており、その他花見会、納涼会、忘年会など、

くげぬま探求クラブとしての年中行事があるので、

クラブの会員の大多数は飲食関係の「地域貢献」に

も寄与していると確信している。 

デジタル情報部会の発足は、20年史「くげぬま探

求クラブの歩み」を紐解いてみると、2000年 9月と

なっている。21世紀が始まり、パソコンやインター

ネットが個人にもようやく普及し始めたころで、先

達が我がクラブでもホームページやデジタルデー

タによる情報交換をしていこうということからス

タートしたようだ。 

初めのころはパソコン教室なども開催して普及

に一役買ったりもしたようだが、巷にある教室とは

一味異なったものを目指しており、それは現在に引

き継がれている。 

活動場所はこの 3月までは環境の整ったアコレー

ドで開催されてきたが、同店の閉店に伴い現在は

Wifi環境がある鵠沼公民館となっている。 

例会のテーマは特に限定しておらず、タイムリー

な話題を中心に取り上げている。ここ数年の取り組

みは、携帯電話やプリンタなど、デジタル機器の仕

組み、Windows７→ 8 → 8.1 → 10へとアップグレ

ードしていく OS の研究、ハッキング、サイバー

犯罪、詐欺メールなどのセキュリティー問題など多

岐に亘っている。7 月の例会では数日前に日本上陸

となり、大きな話題となった「ポケモン GO」もいち

早く研究対象にしている。もちろん、メンバーのリ

クエストテーマや普段のパソコン使いに役立つ

Wordや Excelの便利な使い方やインターネット、メ

ールなどの扱い方、役立つサイトなども折に触れて

研究しており、およそデジタル情報に関連するもの

は何でも取り上げている。 

このところ I o T
アイオーティ

（モノのインターネット）につ

いてのニュースが報道されることが多くなってき

た。世の中にあるあらゆる機器がインターネットで

つながるという話だ。身近で言えば、家庭にあるす

べての電気製品がスマホ 1台で世界中のどこからで

も状態をチェックしたり操作できる時代が間もな

くやってきそうだ。そんな環境にも遅れることなく

情報を先取りしながら研究を続けていけたらと考

えている。 

 



 くぐひ・・・3 

「細心の注意で大胆に画け」これは高校時代の美

術の先生からの指導であった。それ以来、絵を画く

時はしっかり心にとめているつもりである。 

元来、絵を画くことは好きであった。小学校当時

から図画工作の成績だけはよかった。くげぬま探求

クラブに入会した動機は、当スケッチ部会の存在が

大きかった。 

スケッチ部会で行く先は市内近郊であったが、春

の遊行寺、長久保公園、大船フラワーセンター、秋

の横浜日本大通り周辺などが印象に残っている。 

とくに、みなと横浜あたりは平日でもアマチュア

画家が数多くスケッチを楽しんでいた。人の絵を見

たり、また、人からのぞかれたりするといい刺激に

なり、一段と奮起するものだ。 

私の画風は淡彩画である。Ａ４サイズの画用紙に

鉛筆で下画し、ボールペンやサインペンで線を強調、

クレヨン風のもので色をつける。その上から筆でな

ぞると水彩画となる。筆の軸に水が入っているので、

手早く仕上げることができる。特に野外スケッチ会

には便利である。 

また、スケッチ会にとって一番気がかりのことは

当日の天候である。雨天の時は会場を室内にするし

かない。真冬、真夏の時期は活動場所をアコレード

と決めていた。残念なことにそこは閉店となったた

め、鵠沼公民館の会議室に変わった。約１時間で画

き上げてから、一杯のコーヒーをゆっくりと自画自

賛（？）しながら飲んだことがなつかしい。 

私は外での風景画でも室内での静物画でも、約１

時間で１枚の絵を画くことを心掛けている。時間の

制約の中でいかに人の心に届く絵を画くかだ。 

今になって、あの時の先生の忠告がわかってきた。

まず対象となるもの

をよく見て、思いっき

り画くことだ。私にと

ってスケッチは命の

表現でもある。 

おもちゃの病院に参加してまだ 2年半の新入りで

す。昔 5人の子供のおもちゃの修理を週末にまとめ

てこなしていたのを思い出したのが参加のきっか

けです。若い頃は真空管のラジオやオーディオアン

プに凝った事もあって手先を動かす楽しさは知っ

てます。 

とりあえず試しに参加とベテランの野村さんの

机の端っこで開店、半年もたつと様子も判って不安

も解消。 

おもちゃの病院のドクター達の道具箱の内容の

豊富さと大きさ（Ａ３サイズの 3段重ね）に圧倒さ

れました。私の道具箱は大型の弁当箱 1個の大きさ

ぐらいで引け目を感じてます。テスターは中学生の

時買ってもらったサンワの製品、60 年間健在です、

ハンダゴテも先が直径 8mmをやすりで削って細くし

て使ってます。歯ブラシ，綿棒、紙やすりなども使

用頻度が高いです。テスト用の 1.5V×1～3 の電源

は必需品で、電池ホルダーを入手したので近々製作

予定です。 

10 人程のドクターもそれぞれ得意科目があって、

基板から外れたコードをどこの端子に戻すかはＡ

さんに相談したり、ヘリの羽が折れて接着するのは

接着剤の知識と器用な手先のＢさんにお願いして

ます。 

修理に持ち込まれるおもちゃは、トミーのプラレ

ール（90 年代の物もたくさん）、ラジコンカー、電

動のぬいぐるみ（動いて歌う）、最先端のヘリコプ

ター等々。モーターの断線故障もなんと交換部品ま

で用意されていて修理出来ます。交換は容易ですが

ギアーボックスの再組み立てに苦戦してます。 

我々が直せるのは病院で言えば外科が中心で、内

科の回路基板の中は対応できません。 

先日、幼稚園ぐらいのお嬢さんがぬいぐるみのペ

ンギンを連れて来ましたが、踏まれて両足の大腿部

骨折でした。「治る？」には返事を保留して、まず

ぬいぐるみのお腹をハサミで切って中の電動部分

を取り出して良いかお嬢さんに確認。以前ぬいぐる

みの「お腹を切るなら可哀想だから治さなくても良

い」と言った子もいたので、この確認は必須です。

切り開いても良いとの了解を得て入院。両足のプラ

の板に指先ドリルで小穴をペアでたくさん穴を空

けて、針金で仮止めして割れ目に接着剤を流し込み、

針金を本締めして、やれやれ。ペンギンのオーバー

オールに押し込み、縫いつけて出来上がり。 

スイッチを入れるとチャンと動くのでまず安心、

でも少し前かがみで歩くのが気になります。ペンギ

ンは姿勢が良いのが魅力なのに。やがて持ち主のお

嬢さんが現れペンギンの歩く姿に大喜び。私がまっ

直ぐ立って歩くのではないかと尋ねても、こんなも

のこんなのものと言って抱いて帰ってしまいまし

た。やれやれほっとするやら、不満足が入り混じっ

た気持ち。 

もしかすると、40 年前の単身赴任中の週末の我が

子のおもちゃ直しも一緒に遊んでやれなかったけ

ど、修理したおもちゃを通しての親子のコミュニケ

ーションがあったかもと思い出してます。
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くげぬま探求クラブの皆さまご無沙汰しており

ます、先ずは 11 年間の長きに亘って公私ともにお

世話になりましたことに感謝申し上げます。 

私が市の職員として鵠沼公民館に着任したのは

2005（平成 17）年 4月で、その後公民館運営委員会

の代表として 3年、市の非常勤職員として 2年、計

11年間勤務させていただきました。 

公民館着任早々には、たくさんのサークルや地域

団体の方々と毎日接し、団体名や個人名を覚えるの

に戸惑いました。しかし、「くげぬま探求クラブ」

がその中でも量（人数）、質（活動の内容）ともに

高く、鵠沼公民館にとっても無くてはならないサー

クルであることに気付くには、そう時間は掛かりま

せんでした。 

そして、そのことは私にとって最初の公民館まつ

りを終えた時には、確信となりました。「おもちゃ

の病院」や「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」等公民館と

の共催事業をはじめ、公民館まつりでの古本市や模

擬店の出店、テント張り等事前準備や後片付けでの

活躍など、くげぬま探求クラブは私にとっても、ず

っしりとした存在感となりました。 

くげぬま探求クラブとの思い出は数多くありま

すが、一つは、当時の代表や世話人の方々から「新

しい会員がここ数年増えていないので、公民館とし

て何か良い方法はありませんか？」と相談を受け、

探求クラブと公民館との共催講座を４回に分けて

開催したことです。1 回目が保健師や栄養士を講師

とした「健康講座」、2回目が鵠沼地区内の歴史や文

学に因んだ箇所を散策する講座、3 回目が「おもち

ゃの病院」の活動紹介、4 回目は公園清掃や野菜の

収穫体験でした。要はくげぬま探求クラブの活動紹

介の意味合いが濃い連続講座だったので、4 回連続

での受講者は少なかったのですが、この取り組みの

中で５名程の方が会員になり、数年後にはくげぬま

探求クラブの代表や世話人になられたのは、うれし

い出来事でした。 

もう一つは、くげぬま探求クラブ設立 20 周年に

あたる 3年前に公民館と共催でいくつかの事業を開

催したことです。将棋の佐藤九段を招いて、小中学

生約 40 人との指導対局。小説家の佐江衆一さんに

よる仕事を終えてからの人生をテーマにした講演

会とパネルディスカッション。地域ボランティアを

テーマにした、東京新聞の記者による講演を含めた

シンポジウム。くげぬま探求クラブのヤングハーツ

とヤングブラザーズによる大音楽祭など、この年は

くげぬま探求クラブとの共催事業が次から次へと

続き、どの催しも各事業の担当者を中心に準備・運

営がされ、大成功でした。記念レセプションにも出

席させて戴きました。 

くげぬま探求クラブは、毎月の定例会で物事が決

定され、2 年任期の代表や世話人が役割をきちんと

果たしていく、しっかりした組織運営がされている

団体と私は常々見ていました。鵠沼地区のため、鵠

沼公民館のため、そしてなによりも会員皆様のこれ

からの人生のため、今後もますますご活躍されるこ

とを祈念いたします。 

 

 

クラブ短信 

１ HPリニューアル！楽しみな新コーナー誕生  

当クラブ HPがリニューアルされ外部向けに、「クラブへの問い合わせ」と「入会申し込み」のフォー

ムが設定された。地域参入に足踏みされている多くの方の眼にとまることを期待したい。また、メン

バー専用として「思い出の一枚」コーナーが開設され、想いのこもった写真とそれにまつわるエピソ

ードの投稿が始まった。ブログ形式で“個性有りメンバー”の香り豊かな話が楽しみな企画だ。 

 （HP制作部） 

２ スイーツおじさん、鵠っ子と冷菓作り楽しむ 鵠っ子スクェアー2016夏 

7 月 27 日、24 名の小学児童の参加を得て「白玉団子入りのミルク寒天あんみつ」作りを行った。公

民館行事、鵠っ子スクェアーに協力参加したもので今年で 2 回目となる。いくつもの工程があるが、

パーツを盛り合わせあんみつが完成に近づくと、美味しそうなスイーツが形になりチョイとつまんで

みたりしながら、満足そうな笑顔のオンパレード。スイーツおじさんも甘い幸せを分けてもらいまし

た。 （お菓子の会） 

３ 博識と薀蓄が空中戦 にぎやかに納涼会開催 

永年お世話になったアコレードの閉店により、8 月 20 日藤が谷市民の家で初開催の納涼会。広くき

れいな会場に気を良くし、酒の勢いを借りて博識と薀蓄が空中戦で喧々諤々。イヤァー、本当に楽し

いひと時でした。今後の宴はここが一番で意見統一。 （クラブ全体行事） 

  



 くぐひ・・・5 

 

疎開生活の記憶 

昭和 19 年 9 月、大阪市立古市国民学校の 6 年生

と 3年生の学童は、大阪府北河内郡四条畷村の旅館

へと向かった。太平洋戦争の惨禍から学童を守ると

いう名目で、学童集団疎開が始まったのだ。 

旅館は大阪市の東、生駒連山の飯盛山の麓にあり、

すぐ隣には四條畷神社がある。この神社は南北朝時

代の武将で、小楠公
しょうなんこう

として有名な楠 正 行
くすのきまさつら

が祀られ

ている。戦局が激しくなるまでは､旅館は神社に参

拝する人たちの休憩所であり、宿泊所となっていた。

因みに大楠公は正行の父、楠正成
まさしげ

である。 

国鉄片町線四条畷駅から山麓までおよそ 1 キロ、

松並木の参道を歩くと旅館に着く。ボクたちは、緩

やかな登り道を遠足気分で歩いた。 

疎開先での生活は、国民学校の学童だから、授業

が中心だった。教室は旅館の正面を入ってすぐの、

かつては参拝客の休憩室として使われていた畳敷

きの大広間。机は、食事用の大きな丸テーブルが部

屋一杯に置かれ、生徒たちはひとつのテーブルに十

人ぐらいがそれぞれの座布団に座って授業を受け

た。 

授業が昼近くなると、すぐ隣の調理場から塩鮭を

焼く匂いが漂ってきて、勉強どころではなくなった

ものだった。 

ボクたちはここへ来て以来腹一杯食べたことが

なかった。いつも腹を空かしひもじい思いをしてい

た。それでも薄っぺらいとは言え、塩鮭の切り身が

食卓に出ていた間はまだ良かった。2，3ヶ月後には

ご飯の盛りがうんと減り、目刺し一匹出なくなった。

一日中ひもじかった。寒くなると、栄養不足からか

霜焼けにかかる子が大勢いた。 

ある日ボクたちは裏の林に落ちているドングリ

の実をこっそり食べた。たちまち日頃から厳格だっ

た教頭先生にばれた。 

「ドングリを食べた生徒は自分の汁椀を持って

庭へ出なさい」 

「のどに指を突っ込んで吐きなさい！」「そうし

ないと皆つんぼになるぞっ！」つんぼになっては大

変だ。皆ゲーゲーやったが、上手く吐けなかった。

でも耳が聞こえなくなった子はいなかった。 

田んぼのイナゴ採りや泥池に自生する菱
ひし

の実採

りには教頭先生の引率でよく出かけた。あたりは今

でも気の荒いことで知られている河内
か わ ち

の地。行き帰

りに近隣のガキどもに石を投げられたりした。集団

疎開児は疎開先の土地の人たちに親切にされた話

をよく聴くが、ボクたちはいつもいじめられていた。 

ある日授業中に､もぐもぐ口を動かしているヤツ

をみつけた。そっと見回すと何人かがそうしている。 

「何たべてんの」 

「秘密や」 

「教えてくれや。ボクにも呉れや」 

「米や。ちょっとだけやるわ」 

彼らは炊事場の米を入れてある大きな桶から盗

んで食べていたのだ。その時もらった数粒の生米は、

噛むとこつこつと砕けてうっすらと甘味があった。

その後、ボクも生米を盗んで小さな薬瓶に入れてい

た。戦争がなかった幼いころに食べたチョコレート

や飴の甘さを切なく思い出させられた。 

放課後、若い女性のＴ先生とよく神社の境内で遊

んだ。ボクは青空に浮かぶ雲を見ながら先生に「あ

の雲は、白い馬や」とか「煙を吐いて走る汽車や」

などと話した。先生は「ふーん、そうやね。そした

らあの雲は何？」と相手になってくれた。それが嬉

しくて、次から次へと雲を何かに見立てた。 

いま思えば、Ｔ先生も若い新米のおんな先生だっ

たように思う。先生にとっても親元を離れて辛い疎

開生活だったのかも知れない。 

「疎開」という言葉が死語になった今を大切にし

たいと思う。 

 

  

「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 

挿絵：水野祐作 
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くぐひ 85 号に黒川さんの農園部会の記事、有蓋

貨車の修学旅行のこと、面白く読んだのに遺稿にな

ってしまうとは思いませんでした。あらためてお悔

やみを申し上げます。 

次いで 86号には恐怖の車中泊 12日間の修学旅行

のこと、時代差を感じました。黒川さんより 10 年

年長の私の時代はさらに変わっていました。 

小学校 1 年生は藤沢小学校より鵠沼海岸へ遠足、

2年生は龍口寺の裏山、3年生は鎌倉の鶴岡八幡宮、

そして 4年生は初めて電車に乗って横須賀へ。戦艦

「三笠」を見に行きました。お土産は軍艦旗と東郷

平八郎のＺ旗の小旗でした。5 年生は箱根への 1 泊

旅行でしたがなぜか中止となりました。昭和 16 年

には京都、奈良、伊勢への 3泊 4日の修学旅行が組

まれていました。2 年間かけて積み立てしたのに、

なぜか突然中止、何の説明もなく積立金は返金され

ました。だいぶ経ってからわかったことは 12 月 8

日、大東亜戦争開戦直前でした。17年 4月中学に入

学しましたが、戦争真っただ中で修学旅行に行くこ

となどは考えることができなかったのです。 

この時代、泊りがけで行くといえば陸軍軍事教練、

海軍海洋訓練、農村動員、その後ついには工場動員

でした。1年先輩は 1年短縮の 4年生で 20年 3月に

卒業してしまいました。俺たちは 21 年 3 月卒業と

思っていたら敗戦で、元通りの 5年生となって、何

もかもゴチャゴチャの時代で修学旅行などは考え

られない時代でした。でも何とはなく心残りがあっ

たのでしょうね、小学校の同窓会は 80 歳で解散し

てしまいましたが、その時まで修学旅行の再現を語

りながらとうとう実現できませんでした。 

私は女房に付き合ってもらって再現を試みまし

たが、爺々婆々の只のお伊勢参りに終わりました。

世話人奮闘中

世話人として最近思うことはクラブのみなさん

のクラブに対する思い入れが実に様々だと言うこ

とです。 

会社をリタイアしいわゆる第二の人生を歩み始

め、毎日が日曜日で時間を持て余してしまい、せめ

て我が家の庭の手入れ位は自分でやろうとの一念

から、木の剪定、少しばかりの果実の収穫、雑草の

整理、更に日々のゴミ出しを終えれば、悠久の時間

が過ぎゆく日々でした。 

そんな折にお誘いを受け入会させて頂いたのが

このクラブでした。20数年の歴史を持ち、全てをわ

きまえた先輩諸氏が実に活き活きと活躍されてお

り、家に居てはあり得ない新たな出会いを得ること

ができ、自由で良いクラブと思っております。 

入会 2年目で予期せぬ世話人に選ばれ、入会当初

は行くつもりも無かった部会にも参加し、ようやく

世話人１.5年を経たところです。ものぐさな性格な

のに世話人の自覚も多少は芽生え、既に 14 部会に

顔を出し、今は 6部会に落ち着いたところです。 

ところで最近の世話人会の話題は、月例会での議

論の活発化です。部会の反省会の酔いのせいか、世

話人なので言い易いせいか、いろいろな課題が積み

重なって何処へ持って行けば良いのか、結局 7月例

会を議論の場として課題項目を提示させて頂いた

次第です。 

発足以来の経緯を知らない身としては、会費の支

払と例会への出席、地域活動部会への参加があれば

良いのかと思ってきましたが、例会に出たくても出

られない場合はどなたにもあることでしょう。私も

そんな時には世話人か身近なクラブ員に、「今度の

例会は欠席」と言うつもりです。 

自分にとって「探求いのち」との思いは重過ぎで

す。クラブに対する思いがクラブ員一人ひとりは違

っていても良いし、無理に同じにすることもないで

しょう。これまで多様な人生を歩まれた方々の第二

の人生を少しでも充実したものにするため乗り合

わせたこの大きな船の仲間の一員として広い気持

ちをもって一緒に進んで行きたいものです。 
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 

○行事①第 8回ボウリング大会 29日江の島ボウル、参加者
13 名、4レーンを使い個人戦、団体戦を実施 

○世話人・委員会  ①メディア委員会 休会 ② くぐひ制作
部 8日 12名 ③HP制作部 23日 5名、入会申し込み、問い
合わせフォームの運用を開始 

○例会 4 日(土) 46名 ○世話人会 18日 6名、27日 6名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 12日 11名、あじさいが見ごろ 
○藤が谷公園愛護会 12日 8名、園児の植えた花が満開 
○ヤングハーツ  ①1 日幹事会 6名、月初練習 13∔10名 ②
14 日鵠生園（ホーム）4∔4名 ③17日藤沢病院（かえで棟）
4∔4名④20日高木ふれあい荘 4∔4名⑤28日 鵠生園（デイ）
13∔7名 

○おもちゃの病院  ①12 日 10 名 来院 18 名 新患 14件 退
院引き取り 6件 当日完治 5件 ②26日 10名 来院 16名 新
患 9件 退院引き取り 8件当日完治 3件 

○子どもと遊ぶ会 11 日 4名、父母 2 名、 子ども 19名 牛
乳パックから作る「紙トンボ」作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム、村岡公民館との交流会、10∔2
名、子ども 35名、保護者 20名、公民館 1名  

○災害研究部会 3日 9名 津波避難ルートの検証など 
○極楽部会 15日 11名、親を断捨離、認知症予防など 
○サロン会 18日 12名黒川の代わり萩原が新部会長 
○健康部会 天候不順で休会 
○探訪部会 雨天の為中止   
○娯楽部会 ボウリング大会、前述 
○農園部会 5日 4 名、黒川が丹精した玉ねぎを新部会長河
村らが収穫 

○談話室 15日 8名 豆腐屋跡地に郵便局移転などの話題 
○スケッチ部会 16日予定、雨天のため中止になった 
○デジタル情報部会 27日 17∔2 名、グーグルフォト他 
○ヤングブラザーズ ①11日 10+12名 定例練習 ②25日
11+13名 定例練習、公民館まつり向けの練習開始 

○近代史を語る会 9日 16+6名 大正から昭和への 13回 
○企業研究部会 22日 10名 藤沢宿交流館ほか訪問 
○なつかしの名盤愛好会 20日 7∔1名、曲名は HPに掲載 
○俳句の部会「似歌会」14日 10∔1名 、兼題「黴」「脚」 
○お菓子の会 2日 6名 お菓子は柏餅、昼食は冷や麦

 

7 月  July 

○行事 2日ひょっこり鵠南島たなばたまつり 7名子供 68
名 保護者 14名他 22 名 12 日と 14 日うぐいす竹笛
つくり 10名∔12名生徒合計 144名 27日公民館主催鵠
っ子スクウェアお菓子作り 5 名児童 24名公民館 4 名 

○世話人・委員会 ①メディア委員会休会②13 日くぐひ
制作部 10名 87号編集会議 公民館 ③14 日 ＨＰ制作
部 5 名、ブログ（思い出の 1 枚）運用開始準備、掲示
板準備 

○例会 2日(土) 出席 47名  
○世話人会 ①16 日 5 名 ②8/1 日 6名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 3日 14名、紫陽花水遣り、清
掃 

○藤が谷公園愛護会 10日 10∔1 名、花壇、砂場の清掃な
ど 

○ヤングハーツ ①6 日 5 名 幹事会、練習 22 名 ②12日
11 名鵠生園（ホーム）③15日練習 9 名 藤沢病院（さ
くら棟）④26 日 16名、敬老会向け練習 

○おもちゃの病院 ①10日 10 名 来院 10 名 新患 14 件退
院引き取り 7件当日完治 4件 ②24日(日)10名 来院 8
名 新患 5件 退院引き取り 5 件 当日完治 1 件 

○子どもと遊ぶ会 9 日 6 名 子供 15名、ぶんぶんこま 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日 10名、子供/親 16∔8名 
○災害研究部会 1日 11名、津波、地震の映像資料鑑賞 
○極楽部会 20日 13名 看取り時の書面、エンディング
ノート、認知症対策のための調査、プラス 10体操など 

○サロン会  16日 15名 萩原新部会長でスタート 
○健康部会 休会  ○探訪部会 休会 
○娯楽部会  17日 中止 
○農園部会 4 名、3日玉ねぎ収穫、18 日ジャガイモ収穫 
○談話室 20 日 11 名、当クラブのあり方など活発な議論 
○スケッチ部会 21日 2名 公民館の室内でスケッチ 
○デジタル情報部会 25日 14∔2 名クラブ HP 新企画など 
○ヤングブラザーズ 8日 14∔12 名 23日 12∔12 名で練習 
○近代史を語る会 14 日 14+7 名  「大正から昭和へ」の
第 14回、第一次世界大戦、成金時代など 

○企業研究部会 28日 7 名 樫尾俊雄発明記念館訪問 
○なつかしの名盤愛好会 25日 8+1名、映画と音楽談義 
○俳句の部会「似歌会」12日 8∔1名 投句 3名 計 36句   
○お菓子の会 7 日 4+4 名 鵠っ子スクウェアに向け練習  

 

８月  August 

○行事 ①流しそうめん 7日 13名子供参加者 143 名（父
母含む）児童館 4名ＰＴＡ5名②納涼会 20日 34名 藤
が谷市民の家ヤングハーツも出演 

○世話人・委員会 ①公民館まつり展示制作団体役員 3
日出席池田代表、②同全体会 18日出席池田代表③同模
擬店バザー参加団体打ち合わせ会 19日池田代表④同
第 2 回実行委員会 25日池田代表⑤くぐひ制作部（佐々
木）10日 11名 87号>第 2回>編集会議⑥ＨＰ制作部（柳
田）11日 6名思い出の一枚、ＨＰの議論 

○例会 6 日(土) 41 名  ○世話人会 ① ②20 日③29日   
○鵠沼松が岡公園愛護 7 日 15 名  
○藤が谷公園愛護会 14日 11∔2 名  
○ヤングハーツ①3日 6名幹事会、11∔10名練習 ②9 日
4∔5 名 鵠生園（ホーム）③19 日 5∔5名 藤沢病院（か
えで棟）④31日 12＋8 鵠生園（デイ） 

○おもちゃの病院 ①14日 10 名 来院 10 名 新患 6 件退
院引き取り 7 件当日完治 0件 ②28日 12 名 来院 11名 
新患 5件退院引き取り 6件当日完治 0件  

○子どもと遊ぶ会 中止 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日 9＋1 名 子ども囲碁 0
名 将棋 13名 父兄 10 名  

○災害研究部会 5日 11名関連ＶＴＲ鑑賞など 
○極楽部会 17日 11名 エンディングノート検討など 
○サロン会 休会○探訪部会 休会○健康部会 中止  
○農園部会 13日 4名おくら収穫、サツマイモ追肥 
○談話室 17 日 9 名 ペンシル型録音機の話題など 
○スケッチ部会 18日 5名 暑さを避け室内で制作 
○デジタル情報部会 悪天候により中止 
○ヤングブラザーズ ①12 日練習 11+12 名 ②27日練習
14+12 名 ③28日 13∔11 名 公民館まつりに向け練習 

○近代史を語る会 休会 
○企業研究部会 24日 10名 エビスビール記念館見学 
○なつかしの名盤愛好会 15 日 9∔1名映画上映は失敗 
○俳句の部会「似歌会」9 日 8∔1 名+欠席投句 2 名   
○お菓子の会 4日 6 名 水ようかん、昼は冷やし中華
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田舎から社会人一年生として鎌倉に来て、何も知

らなかった私がダンスにつきあうきっかけとなっ

たのは、当時は盛んに行われていた職場旅行で、先

輩が素敵な女性とリズムに乗って踊っているのを

見てからでした。それまでは何をやっても中途半端

だった私が、その後すぐ友人と二人で講習会に参加

し、やがて素晴らしい指導者、パートナーにも恵ま

れ今日までどっぷりと漬かってしまうことになっ

たのです。 

習い始めてから数十年、振り返って見ると始めた

頃は何もかも目新しく無我夢中で取り組んだこと、

少し踊れるようになり競技会出場のために毎日遅

くまで、苦しく満足な動きが出来ずに涙ながらに練

習を重ねたこと、それが報われ、念願のメダルを手

にすることが出来たこと、初心者に一歩一歩と指導

し音楽に合わせて踊れるようになり共に嬉しさを

味わったことなど、数えきれ

ない事柄が多く浮かんで来ま

す。それにも増してダンスを

通じ、数多くの指導者や友人

と巡り合い、共に汗をかき、

泣き、笑ったことがこれだけ

長い間続けることが出来た原

動力に思えます。 

社交ダンスってただ男性と

女性がくっついているものと

思っていませんか？ 映画「シ

ャル・ウィ・ダンス」で年配

の人達が目標に向かって頑張

っている姿やリメイクされた米国版の放映、ＴＶの

「芸能人社交ダンス部」のように芸能人が特別待遇

を受けることなく真剣に取り組んでいることなど

が刺激となり静かなブームになったこともありま

した。老いた人から若者、小学生まで多くの仲間達

が年代に関係なく音楽に合せて楽しく真剣にステ

ップを踏んでいます。 

鵠沼公民館でも二つのサークルが活動しており、

参加する人達を待ってくれています。今だからこそ、

この年になったからこそ、いっしょに汗を流して楽

しみませんか。今までと違った自分を見つけること

が出来、違う世界が広がるはずです。 

この年になって思い出すことは、競技会に参加し

ていた頃、同様に参加されていた今の自分と同年齢

のご婦人とお話をしたことがあり、その話の中で

「ダンスをやっていると若い人と付き合える、運動

不足の解消になり健康にも良い。とにかく楽しいん

ですよ。」と言われたことが我が身の事のように思

えます。 

週 1回程度のダンスを楽しむことで、ストレス発

散や健康を保つのに効果があり、還暦を過ぎても老

いた足腰を心配することの

ない体力の基になっている

と感じています。 

先年亡くなった妻との夢

「豪華客船のクルージング

で多くの友人と踊り明かす」

は叶いませんでしたが、パリ、

セーヌ川でのディナークル

ーズでワインを味わいなが

らステップを踏めたことは、

ダンスを続けていた喜びと

していつまでも残る思い出

です。 

これからは、20 年以上組んでステップを踏み続け

た素敵なダンスパートナーと、妻の代わりにいつ達

成するか判りませんが、いつまでも夢を見続けてそ

の日が来るまで楽しい汗を流せるダンスを頑張り

続けたいと思っています。 

 

編集後記 キャサリン、ジェーン、キティ―・・・昭和 30年ごろに日本に

上陸し荒れ狂った台風で、この秋の台風は発生順の数字だ。艶やかな女性

の名であれ無機質な数字であれ、魚介類、農作物、果物類に甚大な被害を

与えたことには違いない◆1 面はクラブ最大のイベント「鵠沼公民館まつ

り」へクラブの総力を結集し参加を、と代表の檄◆2－3面はクラブ 1年間

の活動（自己研鑚部門編）と部会活動紹介はデジタル情報部会、スケッチ

部会、おもちゃの病院。ドラえもんのポケットの大人版 I o T
アイオーティー

や、スケッ

チは命の表現とはメンバーの言、ペンギンのぬいぐるみの大腿骨骨折治療

の話◆4面は「くげぬま探求クラブと 11年」鵠沼公民館元職員の角田氏の

思い出の記。5－6面は飽食の現代では思いも及ばぬ「毎日、毎日がひもじ

かった」磯川さんの疎開生活の記憶。宮沢さんの「幻の修学旅行」は戦中

派ならではの思い出。柳田さんのクラブに寄せる思い「世話人奮闘中」◆

8面は池田(雄)さんの「ダンスと 40数年」汗と涙の練習の褒美は・・セー

ヌ川のディナークルーズでワイン片手にステップとか。 （虎山） 


