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世話人になり2度目の正月を迎え、「あと少し」

とホッとしているこの頃です。 

さて今年は何を投稿しようかと悩んだあげく、

「江戸川柳」の中から年の始めにふさわしい句を

少し引用しながら主題へ移行させて頂きます。 

☆元日の町はまばらに夜が明ける 

朝の早い江戸の町も、元日は戸を閉ざした家が

多い・・・静かな町のたたずまいが目に浮かぶよ

うです。 

☆明けて今朝みないい男いい女 

今も昔も、何はともあれ新しい年に希望を託し

明るく健康で過ごしたいという気持ちが根底に

あると想像できます。 

私達にとっても大いに関心のある、健康に関連

して江戸時代の平均寿命について調べてみまし

たが、諸説あるようです。一例としてはっきりし

た数値が分かるのは徳川将軍家歴代計 15 人の平

均寿命は 51 歳とのことで、庶民と比べれば栄養

状態は良く（良すぎたのかもしれませんが・・？）、

また御典医もおり恵まれた環境にいたわけです

がこの寿命です。また織田信長は「敦盛」の中で

「人間 50年・・・・」と舞っていたと･･･。 

振り返って現代の日本人の平均寿命は 2015 年

で男性 80.79 歳、女性 87.05 歳となっています。

しかしながら今巷で話題になっているのは健康

寿命であり、2015 年の調査結果は男性 72.5 歳、

女性 77.2 歳で、私達の願いは平均寿命と健康寿

命との差異を限りなくゼロに近づけたいもので

す。 

我がクラブ員の平均年齢は昨年 10 月現在で

74.6歳であり健康寿命を 2歳以上、上回っており、

日常的に社会活動、親睦研鑽に励んでいます。 

これは何を意味しているか。それを裏付けるよ

うな面白い特集記事が東京新聞に掲載されてい

たのでご紹介します。 

一言で表現すれば「社会活動は健康維持のもと」

ということです。 

「健康長寿の実現にもっとも大切な要因は医

療だけではありません。生活習慣はもとより、自

然環境、社会的なつながりや生き甲斐を大切にし

た一人一人の主体性が最も大切」と記事の中で首

都大学東京の星名誉教授は書いておられます。 

さらに「東京都多摩市の 13,000 人を対象に社

会活動参加状況を調査しその後の生存、健康状況

についての追跡調査項目として ①地域活動・ボ

ランティア活動をしているか ②一人で隣近所に

外出できるか ③楽しみや生き甲斐があるか、以

上 3項目を数値で表し、例えばすべての項目につ

いて NO と回答した方とすべての項目に YES と回

答した方の3年後の状況を比較してみるとすべて

NOと回答された方のうち男性の約 30%、女性の約

20%が要介護 5 になっており、またすべて YES と

回答された方々については、要介護 5は、ほとん

どいなかった」とあります。 

以上が新聞記事の要旨ですが、まさにこの調査

項目すべてに「YES」と回答が当てはまる活動を

しているのが我がクラブの誇りとするところで

あり、クラブ員が地域の方から「若いね」と言わ

れる所以と確信しています。 

しかしながらこの年代になれば誰でも体のど

こかにガタがきているのは確かなことで、懇親会

の話題の種になりがちですが、その辺のところは

うまく付き合って、今年も笑顔で明るく、楽しく、

無理をせず会員相互のつながりを深めていけれ

ば良いのかなと思っています。 
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古本市奮闘記 

古本市は、古本の受付から活動が始まる。8 日間

の受付で一万冊強の本を提供いただいた。昨年より

少なかったようだが十分な冊数といえるだろう．集

計はしていないが探求クラブ会員からの拠出もか

なりあった。 

開店 1時間前の 9時には行列ができ始め、開店時

には 100名近くの行列ができた。開店まもなく受付

はまさに戦場のごとくとなったが、11時頃には一段

落した。その後も常時かなりの来場者があり、また

駆け込み的な購入者があったり閉店時まで受付と

しては気が抜けない状態が続いた。 

売場を覗き、本を並べた机の下に空の段ボール箱

が積まれていくのを見ると、本が売れているのを実

感することができる。2 日間で 5,400 冊強の本が販

売された。 

この古本市がなければ、ごみとして処理される運

命にあったかもしれない古本に今一度、本としての

役割を与えることになり、この古本市は有意義だと

いえるだろう。古本の受付、整理、販売、後片付け

と実に多くの人手を要するが、この古本市は応援す

る価値のある企画と思う。協力された会員各位、ご

苦労様でした。

 

「囲碁・将棋」コーナー 

快晴で迎えた今年の公民館まつり、わが「囲碁・

将棋」コーナーも準備万端、将棋盤 8 面、囲碁盤 4

面を配し「くげぬま探求クラブ」の幟をかたく結ん

だテントで来訪者を迎える用意もすんだ。 

人出も早く開始時間前に「まだか？」との問い合

わせもあり、これがこのコーナーの賑わいを予想さ

せた。 

次第に来訪者も増え「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」

の常連も顔を出し、同伴の保護者との会話も進む。

一度ならず再度訪れる熱心な子もいたり、探求クラ

ブ員を凌駕する強い子（5 年生）も現れたりで、ま

た将棋に興味を持った女子中学生 3人が探求クラブ

員の熱心な説明をうけ、対局を観戦し指導を受ける

のも見られた。 

一方囲碁を名指しで囲碁を覚えたいと囲碁同好

会のメンバーに熱心

に指導をうける子も

複数いた。現在月例

「鵠っ子囲碁・将棋

ルーム」では減少ぎ

みの囲碁にはうれし

い現象だ。コンピュ

ーターゲームに夢中

の子供たちの関心が

日本古来の囲碁将棋に少しでも移ってくれればよ

いと思う。 

その意味での地道な活動が必要なのだ！ 

縁台に駒音高く小春かな          義雄 

ヤングブラザーズ芸能音楽祭出演 

初参加の 2004 年以来、今年で 13 年連続の公演。

その間それなりの曲折はあったと思われるが、続い

ている理由はヤンブラのみんなが「合唱が好きだか

ら」と答えは明解。ただしタテ好きかヨコ好きかは、

言わぬが花だろう。 

以前は、まつりの持ち場にいるままの普段着に、

くげぬま探求

クラブのデニ

ムのエプロン

を身に着けて

ステージに立

っていたが、わ

けあって数年

前から黒シャ

ツ黒パンツの

現在のドレスコードになった。歌い手 25 人の襟元

は、菜の花色のカチーフで粋（でない人もいる？）

にアクセントを付けている。MC が冒頭「みなさん、

こんにちは。ヤングブラザーズです」と名乗るや、

客席のそこかしこで笑いが出るのは毎度のこと。楽

曲は ①自由の歌 ②エルベ河 ③モスクワ郊外の夕

べ ④灯（ともしび）⑤川の流れのように ⑥昴（す

ばる）⑦今日のひととき、と定番ロシア民謡を混ぜ

た親しみやすい選曲。このステージまで辛苦の稽古

4 か月、立ち見数十人も出た客席からは大方の評価

を受け（たつもり）、トリのヤンブラはアンコール

をこなして午後 3時、まつり終了時間とともに大団

円となった。 

毎回、持ち場を離れる私たちへのバックアップや

会場での声援、クラブのみなさんに感謝します。 
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焼きいも 

毎年恒例の鵠沼地区公民館まつりは、好天に恵ま

れ、我々焼きいも担当者も心配していた売れ行きが

完売となりほっとしました。 

釜焼きを担当したみなさん、連日朝早くからご苦

労様でした。午前 8時には公民館の倉庫の前に集ま

ってもらい、釜・焼きいも石・バケツ等清掃付属品

を順番に台車に積んで、販売場所に搬送。それから、

釜の清掃・薪割り等の準備にかかり、休むひまもな

いくらいの重労働でした。釜に芋をいれ、1 時間く

らい焼き、周囲に何とも言えない香ばしい匂いが漂

うと出来上がりです。 

焼きあがった芋は、今年は美味しいと評判の紅あ

ずまにしたこともあってか皆さんに大変喜んで頂

き、熱々の芋をほおばった人が美味しいという顔を

するのを見ると良かったなと思いました。またリピ

ーターの方がたくさんいたのも嬉しいかぎりです。 

残念だったのは、天候不順等により仕入値が高騰

したため、今年は売値を 100円から 120円に変更し

たことですが、それでも結果は上々、売り切れ御免

となりました。 

私たちのお師匠さんであった黒川さんも、弟子た

ちによる立派な焼きいもにさぞかし満足している

だろうと思いました。 

釜焼きに、販売に、ご尽力くださったみなさん、

本当にお疲れ様でした。次回もまたよろしくお願い

いたします。 

手作りおもちゃ 

手作りおもちゃは事前の打合せから始まり、打ち

上げまで延べ 36 人のご協力をいただき、成功裡に

終了することが出来ました、有難うございました。 

先ずはおもちゃ会場となる第 4談話室の机・椅子

の数量を公民館に申請するが、去年の配置や数量な

ども歳のせいかうろ覚え。そこで効果を発揮したの

が池田(雅)さん撮影の昨年の会場写真で、順調に決

めることが出来た。 

8/29（月） チーフ野村さん指導のもと、倉庫内

の在庫数を調査したが、色付けコマの在庫数がゼ

ロ！ 確か昨年のまつり終了時にはあったはずな

のに・・・。 工具類も倉庫内にあるはずが見つか

らず、どうも他所へ預けてあるような・・・。 

10/4（火） 11名が集まり、長谷川さんの指導で

おもちゃ部品製作に汗を流した。作

業が終わった後には、奥様の手料理

を頂きながらの反省会で、暗くて相

手の顔も良く見えなくなるまで語り

あった。 

ところで昨年の竹笛、輪ゴム鉄砲

部品が長期保存のせいか、汚れてい

てこのままでは使えないことが判明。

急遽、自宅で除菌を済ませなんとか

間に合った。 

10/12（水） 会場設営を 6 名で行う。机・椅子

の配置、池田（雄）さんの輪ゴム鉄砲の的の設定や、

看板の設定等を 3時間余りで完了。いよいよ本番を

迎える準備が整う。 

10/15（土） 10 時の開始前から待ちかねたのか

男の子が一人、細田さん指導のもと輪ゴム鉄砲作り

を始める。 

その後は竹笛希望者が多く、3 種類のおもちゃ製

作台は全て竹笛で埋まることも。昼食を摂る時間も

無く、多少空いた午後 2時頃にようやく遅めの昼食

となった。 

10/16（日） この日はコマに人気が集中、鈴木

（勝）さんの指導で一度に 5 名を同時進行。一方、

田中力さんの熟達した竹笛演奏が効果を発揮した

せいか、希望者も多く公民館の

あちこちでピーピーと音がする。 

輪ゴム鉄砲は結構女の子に人

気があり、完成後の的当て台で

いつまでも熱中している子も印

象的だった。 

自分でおもちゃを作る楽しさ

を今回経験したことが、どこか

で活きてくれたらと思う。 

「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 
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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。酉年生まれは 1人です。 

7 回目の年男 

80 年前の日本は軍国主義社会

で、我々の小学校教育も、尋常

小学校から国民学校に名称変更

になった。小学生には軍事教練こ

そなかったが、二言目にはビンタの

連発で、男性教師に対して恐怖を覚

えていた。生徒をたたくために、竹の

根っこで作った鞭を準備していた教師もいた。日中

戦争前夜の教育は厳しい規則ずくめであった。 

終戦になると、学校教育制度は一変し、中学校は

新制中学となり義務教育化された。六・三・三制の

始まりである。ちょうど教育制度の切り替えの時期

で、自分は旧制中学に入学試験を受けて入り、1、2

年後、新制中学に切り替えられた。そこで旧制中学

入学試験に落ちた友人と同級生になるという不条

理がおきた。そのような状況で、規則ずくめの学校

教育が一気に解き放たれた。 

京都では厳しい学区制が敷かれ、自分の住所によ

り進学する小、中学校が自動的に決められた。そん

な訳で、我々世代は教育制度の変革にほんろうされ

た。 

規則ずくめの学生時代を送り、会社人間として忙

しく働いてきた自分は、定年になって日々無聊をか

こつこととなるという危惧を持った。 

ところが幸いに定年の少し前にくげぬま探求ク

ラブに入会でき、いろいろな部会活動を楽しむこと

ができた。最近は何かしなければならないという義

務感を持たないことにしたところ、一気に気持ちが

晴れ、安穏とくらせるようになった。 

我がものと 思えばかろし 笠の雪 

昨年末で世話人として 1年 9か月が過ぎた。世話

人は一斉に交代したため、当初は戸惑いもあったが、

最近では落ち着いた。諸先輩から、「当クラブは組

織のトップが全体を率いるという概念は全くない。

世話人はクラブを取り仕切る立場にはいない。」と

いうことをことあるごとに言われてきた。会員各位

から寄せられる意見、苦情、叱咤は、月 2回の世話

人会で紹介され対処法を検討する。世話人会は当初

結論を急いだり、方向を決めて引っ張ろうとしたの

で顰蹙を買ったが、次第に改善された。  

初めは世話人の仕事は時間が取られて大変だろ

うとか面倒だ、などの思いがあったが、仕事を始め

てなじんでくると変わっていった。与えられた課題

をどう解決していくかということをゲーム感覚で

工夫し、楽しむようになっていった。 会員は個性

的で人生経験豊富な方が多く、やり取りを通じてそ

の人となりを理解し、それを世話人で共有するよう

になっていった。 

クラブの歴史を知る機会も徐々に増え、例会資料

やくぐひの原稿作成を通じてクラブ全体の動きが

良く見えるようになった。私の参加する「反省会」

は多い時には月に 5～6 回にもなり、都度ユニーク

な話題で盛り上がり、正規の部会活動では得られな

いものが多いように思う。まれに、都合により部会

に欠席しても「反省会」のみに参加する方がいるが、

わかる気がする。 

世話人に選ばれたおかげで非常に豊かな時間を

持つことができたと感じている。すこし多忙でも世

話人になる価値があると思う。 

わが雪と 思えばかろし 笠の上 
（宝井其角） 

 

 

クラブ短信 

１ 活躍の場多く、楽しさ満タン 探求翁！ 

ボランティア、自己研鑽？にと一年中フル活動のメンバーだが、公民館まつり後も楽しさ満タンのイ

ベントが目白押し。藤が谷公園・かわいらしい園児と一緒の花植えで花壇が冬バージョンに、鵠洋児

童館わんぱくまつりの焼き芋大盛況、結果はともかくメンバーで競いあったボウリング大会、クリス

マスを前にたくさんの児童が楽しみに待っていてくれ歓声に嬉々の出前サンタが 5か所と大忙し！ 

そして、12月 17日恒例の忘年会で無事に全体活動を締めくくることができました。 

皆さまお疲れ様でした。今年は酉年、くぐひと共にさらに大きく羽ばたきましょう。（くぐひ編集部） 
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～例会・各部会活動報告～ 

9月  September 

○行事①第 39 回ゴルフコンペ 5 日湘南カントリー、参加
者（部員 6 名、ゲスト 6 名）、田中力優勝、塩川 BB②ひ
ょっこりこうなん島（手作りおもちゃ）児童 51 親 11ス
タッフ 11探求 7、輪ゴム鉄砲、うぐいす笛、折り紙 

○世話人・委員会  ①公民館まつりサークル交歓会 2 日②
メディア委員会 休会 ③くぐひ制作部 14 日 10 名 ③
HP 制作部 25日 6名、膨大な HPデータの保存方法検討 

○例会 3 日(土) 41 名 9 月末で関根隆行、太田元退会 
○世話人会 17日 6 名、26日 6 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 4日 12＋1 名、流失土砂戻し他 
○藤が谷公園愛護会 12日 8名＋1、草刈り機を持ち込む 
○ヤングハーツ  ①2日ささえ橘開始 11∔6名 ②5日敬老
会用練習 15∔6 ③7 日幹事会 ④13、14 日鵠沼東・南地
区敬老会 22∔8 ⑤16 日藤沢病院さくら棟 11 名 ⑥20
日鵠生園ホーム台風で中止 

○おもちゃの病院  ①11日 11名 来院 5名 新患 6件 退院
引き取り 0件 当日完治 2件 ②25 日 9 名 来院 17名 新
患 8 件 退院引き取り 5件当日完治 5 件 

○子どもと遊ぶ会 10 日 5 名 子ども 9名 パズルを作る 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 9∔2 名、子ども 14名、保護者 6

名、囲碁は参加者 0、子連れの親が多い 
○災害研究部会 2 日 10 名 避難行動要支援者対策など、
各種資料を出席者に配布担当ごとに研究発表を予定 

○極楽部会 21 日 10 名、北岡さんの自作の携帯カードの
紹介と各種保険の見直しなどにつき議論 

○サロン会 17日 11＋１名誕生月参加者は池田雄と谷村 
○健康部会 雨で休会 ○探訪部会 雨の予報で中止 
○娯楽部会 18日 
○農園部会 4日 5名、50本のねぎの苗を植える 
○談話室 21 日 7 名 古本市の売れ残り処理法検討など 
○スケッチ部会 15日 3名 横浜の港の見える丘公園にて 
○デジタル情報部会 26日 17∔2 名、ブログ、AI 等の研究 
○ヤングブラザーズ ①9日 14+12 名 定例練習 ②17日 13
∔12 まつり向け追加臨時練習③24日 13+11名 定例練習 

○近代史を語る会 8 日 14+6名 大正から昭和への 15回 
○企業研究部会 28日 17∔2名 慶応義塾大学湘南藤沢校 
○なつかしの名盤愛好会 19日 7∔1名、映画上映の検討 
○俳句の部会「似歌会」13日 10∔2名 、計 36句集まる 
○お菓子の会 1 日 6名 お菓子はくず桜、昼食は「鍋しぎ」

 

10月  October 

○行事 ①15 ,16 日第 40 回鵠沼地区公民館まつり クラ
ブ員は準備作業等も含め、延べ 266人参加②22日サーフ
ビレッジ凧上げ教室参加 9名、親子 64 名参加、盛況 

○世話人・委員会 ①メディア委員会休会②12 日くぐひ制
作部 11名 88 号編集会議 公民館 ③20 日 ＨＰ制作部 3
名、くぐひデータの CD化の現状確認など 

○例会 1日(土) 出席 44名、在席者 56 名  
○世話人会 ①22 日 6 名 ②31 日 5名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 2日 10∔1名、土留め用丸太設置 
○藤が谷公園愛護会 10日 6∔3 名、園児と花植え花壇準備 
○ヤングハーツ 1 日藤沢市より徳行部門で表彰①1日 8∔7
名藤沢病院②5 日 幹事会、練習 10∔9 名 ③11 日 7∔6 鵠
生園ホーム④21日藤沢病院⑤29日 10∔6鵠生園デイ 

○おもちゃの病院 ①9 日 7名 来院 8 名 新患 10件退院引
き取り 5件当日完治 5件 ②23日 11名 来院 8名 新患 6
件 退院引き取り 4 件 当日完治 4 件 

○子どもと遊ぶ会 中止（小学校の運動会） 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 公民館まつりにて開催 
○災害研究部会 7日 9名、防災講演会 3 点紹介 

○極楽部会 19日 10名 情報紹介①幸せなご臨終②仏教法
人作成のエンディングノートなど 

○サロン会  休会（公民館まつり打ち上げのため） 
○健康部会 28日 6名片瀬山ハイキング 
○探訪部会 18日 7 名県名勝史跡称名寺百観音コース 
○娯楽部会  16日 休会 
○農園部会 9月 25日 5 名、苗購入日程により 9 月に実施 
○談話室 19 日 8 名、終えたばかりの公民館まつりを議論 
○スケッチ部会 20日 4名 江の島ヨットハーバーにて 
○デジタル情報部会 24日 16∔2 名 格安スマホについて 
○ヤングブラザーズ 5日 13∔13 名 14日 14∔13名で練習 16
日 14∔13名公民館まつり芸能音楽祭出演 

○近代史を語る会 27 日 14+6 名  「大正から昭和へ」の第
16 回、大正デモクラシー、民本主義 

○企業研究部会 25日 9 名 築地市場、クジラ料理専門店 
○なつかしの名盤愛好会 25日サロン「高松休業」で中止 
○俳句の部会「似歌会」11日 12名 投句 1名 計 36句   
○お菓子の会 6 日 6 名 酒饅頭、松茸ご飯、方丈記談義

 

11月   November 

○行事 ①鵠洋児童館焼き芋 27日 13名 240本完売②藤が
谷公園秋の花植え 8日 10名園児 100名他 40名③第 9回
ボウリング大会 30日 15名、4 ﾚｰﾝ、優勝は米今 

○世話人・委員会 ①くぐひ制作部（佐々木）9日 10 名（88）
号第 2 回>編集会議②ＨＰ制作部（柳田）25 日 6名改善
策の検討、奥村さん参加 

○例会 5 日 40名○世話人会 ①19 日 ②28日各 6 名 
○鵠沼松が岡公園愛護 6 日 15 名木製ベンチの製作 4台  
○藤が谷公園愛護会 13日 7∔2 名さつき、つつじ植替え  
○ヤングハーツ①2日 6名幹事会、12∔8 名練習 ②8日 6∔6
名 鵠生園（ホーム）③18日 7∔7 名 藤沢病院（さくら棟） 

○おもちゃの病院 ①13 日 11 名 来院 10 名 新患 8 件退院
引き取り 1件当日完治 5 件 ②27 日 11名 来院 15名 新
患 15件退院引き取り 3 件当日完治 9 件  

○子どもと遊ぶ会 12 日 7名子供 4名紙飛行機作り 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20 日 8＋4 名 子ども囲碁 1

名 将棋 9名 父兄 2名  
○災害研究部会 4日 12名、外部講師を呼び講演会 
○極楽部会 16日 9名 エンディングノート検討など 
○サロン会 19日 9∔1名○健康部会 25日 7∔5都築の緑道Ⅱ
○探訪部会 15日サバ神社巡り ○娯楽部会中止 

○農園部会 5日 4名サツマイモ収穫 
○談話室 16 日 6 名レストラン高松で再開 
○スケッチ部会 17日 3名 腰越漁港にて実施 
○デジタル情報部会 28日 14∔1 名 スマホなどの話題 
○ヤングブラザーズ ①11 日練習 14+12 名 ②26 日練習
11+12 名、公演や春のコンサートに向け練習開始 

○近代史を語る会 10 日 10∔7 名大正から昭和へ（17回） 
○企業研究部会 24日 10名 味の素川崎工場見学 
○なつかしの名盤愛好会 21 日 10∔1名高松にて再開 
○俳句の部会「似歌会」8 日 10 名+欠席投句 2 名 
○お菓子の会 3日 6名栗蒸羊羹、キノコの炊き込みご飯
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かのアインシュタインは数多くの名言を遺しま

したが、死とは何かと問われた時、「モーツァルト

を聴けなくなる事」と答えたそうです。私にもうな

ずける言葉です。 

私と音楽との関わりは高校時代にラジオからで

した。クラシック音楽ではＮＨＫの「音楽の泉」、

ポピュラー音楽では民放の「ポポンミュージックタ

イム」といった番組をよく聴いた事を思い出します。

大学に入学した年には親にせがんで高価なステレ

オセットを購入してもらい、アルバイトをしてはレ

コードを買っていました。 

その後、モーツァルトの音楽を気に入って聴き始

めたのは 20 才頃からでした。何故、

モーツァルトだったのか思い出せな

いのですが、社会に出てからも僅かな

給料からモーツァルトを買っていま

した。 

しかし、結婚をし子供が生まれると、

仕事も忙しくなりレコードを聴いて

いる余裕も無くなり、しばらくモーツ

ァルトからも離れていました。 

その後、残業続きの毎日が続いた

42 才の時、酷い気管支喘息に罹った

のですが、仕事を休む余裕もなく、出

勤前に点滴を受けるという日が暫く

続きました。喘息の発症の原因は様々

ありますが、精神的なストレスの場合

もあると知り、ストレス解消に良いの

ではないかと考え、再びモーツァルト

を聴き始め、功を奏し喘息から逃れる

事が出来ました。この時はソナタや協奏曲のゆっく

りしたテンポの第 2楽章ばかりをカセットテープに

録音し、繰り返し聞きましたが、何度聴いても飽き

ることなく、心を癒してくれました。それ以来、喘

息予防のためにも通勤電車でモーツァルトを聴く

ことが習慣になり、すっかりモーツァルトファンに

なりました。 

そんな頃、勤続 25 年の褒賞休暇が貰える事にな

り、またモーツァルト没後 200年と重なり、モーツ

ァルトの墓参りに行きたいという想いが強くなり

ました。しかし当時は航空運賃は高かったのですが、

このチャンスを逃しては暫く行けないと思い、恥ず

かしい話ですが親から旅費を借

り、夫婦でウイーン、ザルツブル

ク旅行をしました。当時はヨーロ

ッパを観光する東洋人といえば、

殆ど日本人という時代でした。そ

の後、モーツァルトの足跡を訪ね

る旅は 5回ほど重ね、ドイツ、イ

タリア、チェコ、スロバキアまで

足を伸ばしました。 

以上の様にモーツァルトは私

の人生との関わりが深いのです

が、その音楽の良さは何かと問わ

れれば、モーツァルト弾きとして

世界的に有名な内田光子が言っ

ていました。「モーツァルトの音

楽には優しさがある」と。私も同

感で特に前述したゆっくりした

テンポの楽章にそれを感じます。 

 
編集後記  あけましておめでとうございます。干支は酉年になります。「鶏
は三歩歩けばモノを忘れる」という不名誉な俗諺がありますが、カラスなどの
記憶力・学習力は筆者など遥かに及ばないものがあるようです◆フロントペー
ジの池田代表の「社会活動は健康維持のもと」にもあるように仲間たちとのボ
ランティア活動で、カラスに負けないような健康寿命でありたいものです。ク
ラブ員の平均年齢は今年中に 75 歳になり、傘寿以上の方が 16 人になります。
おめでたいことです◆紙面の方は 2～3 面が恒例の鵠沼地区公民館まつりでそ
れぞれのイベントを紹介しています。4～5 面は永年の地域活動に対し藤沢市
表彰を受けたヤングハーツの活動ぶりを、その発足からの沿革など、歴代部会
長のみなさんが思い出を、また「女性ゲストメンバーからのひとこと」などで
構成され楽しい読み物となっています◆6 面の「年男」は西村卓三さん（84
歳）です。戦中の「ビンタに明け暮れた教育」から戦後の教育制度の変革の中
でご苦労された話を紹介されています。「世話人だより」は塩川さんの「我が
ものと 思えばかろし 笠の雪」世話人になることでクラブ全体の動きが見え
クラブ員との理解が深まったそうです◆8 面の自由席は奥村さんの「私とモー
ツァルト」。20 歳代からモーツァルト熱は病膏肓、退職後はドイツ、イタリア、
チェコ、スロバキアまで足跡を訪ね 5 回にわたる旅行をされた。湘南モーツァ
ルト愛好会の運営委員もつとめています。 （虎山） 

ウイーン、モーツァルト記念柱にて 


