
くぐひ・・・1 

 

平成 29 年４月 1 日 

くげぬま探求クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

第８9 号(春号) 

 

 

この 4 月より世話人となり、代表を仰せつかり身が引き締まる思いでありますが、世話人や代表と

して何をすれば良いのか何が出来るのか、思い悩んでいる状況です。これからの 2 年間のクラブ運営

と事務局を 6 人の世話人仲間と連帯を密に図りながら、先人たちのお手並みを踏襲して行くことから

始めて行きたいと思います。 

創設当時を知る資料として会報「くぐひ」があり、創刊号を紐解いてみました。初代北岡代表が掲

げていたのが「６K」健康・心・経済・家庭・交流・好奇心であり、実践としては社会福祉、ボランテ

ィアなどの地域活動などを探求実行し、エンドレスな活動の展開を心がける、と言われています。ま

た、当時の鵠沼公民館長であった金子さんは、シニア男性によるクラブを発案され、55歳から 65歳ま

でを対象とした男性クラブ員を募集（30名）したところ、5名の応募者であったそうです。その内の 1

人が大野忠雄さんでそこから「くげぬま探求クラブ」が始まったと、創刊号、2号、3号においてクラ

ブの生い立ちが紹介されています。 

創設当時クラブの中心に据えたのは、やはり地域におけるボランティア活動であったと思われます

が、その他の交流として大きな役割を担ったのが、公民館活動をフォローする活動でした。公民館と

の絆が生まれたことで、意義ある活動として今日まで継承されてきています。 

【これからの目標として】 

クラブ活動を「もう一歩前進させてみましょう！」 

◆ ボランティア活動の活性化と周知 

（マンネリ化を防ぎ新たな発見、ボランティア活動の普及･啓蒙） 

◆ 新入クラブ員の勧誘とフォローアップ 

（次に続く世代を担う人の勧誘と育成：継続的なクラブ運営のために！） 

◆ 明るく楽しく健康でやりがいのある活動を！ 

（自らが楽しみ“エバー・スマイル”を実践する！） 

我々世話人 6 人衆（米倉さん、守谷さん、

萩原さん、玉田、佐伯さん、永利さん、：入会

順）でこの目標に向け、クラブ員の皆さんと

共に歩んで行きたいと思っています。さらに

具体策を掲げることにより進むべき行動が明

確になり、これらの活動を実現し一歩づつ前

進させて行きたいと思います。 

また、クラブ員の皆さんが部会活動等をス

ムーズに進められるように事務局として、活

動環境を整えるお手伝いをさせて頂き“部会活

動の潤滑油になれれば”と考えています。 

これからの 2年間、宜しくお付き合いの程お願い申し上げます。 
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長いような、短いような 2年間であった。入会して 2年程度の世話人同士が互いに理解の浅い状態で始め
た世話人稼業であったが、あちこちにぶつかりながらクラブへの理解が深まったように思う。課題が持ち上
がると意見を出し合い世話人としての方向性を模索する。その過程で世話人の間の相互理解や個性への認識
が深まったりする。そして世話人たちの考えた方法と、先輩たちの提案する今までの実績を踏まえた解決法
の違いに何度も出くわした。当初は課題が出てくると否定的に受け止めたが、時が進むと「どのような解決
法があるか？」と前向きに捉えられるようになった。同時に、諸先輩方の考え方や人柄に触れ、世話人稼業
の奥深さを味わうことができた。やっと探求クラブの会員になれた気がする。 

2年前に世話人代表に選任された時には、私は地元の鵠沼在住ではないというハンディがあり、さあこれ
からどうなることやらと悩み心配したのですが、振り返ってみれば、他の世話人の皆さんとのチームワーク
及びクラブ員の皆様のご協力により任期 2年間を、忙しかった反面楽しく過ごすことが出来大変感謝してい
ます。 
特に代表の場合はクラブ活動の他に、公民館の各種委員となり、外部団体との窓口等多岐にわたり地域の

皆様とのご縁も作ることができました。思えば 5年前ちょっと思い立ち、おもちゃの病院の門をたたいたの
が始まりで、第 2の人生をこんな形で充実した経験をするとは思ってもみなかったことです。 
新しいことに対して「考えるよりまず行動」、このことを改めて教えてくれた 2年間でした。 

 世話人になって良かったこと・・・クラブ全体の仕組みが見えてくること。クラブ員の方々のいろい
ろな人柄を知ったこと。暇な時間が減ったこと。 

 世話人になって大変だったこと・・・出て来る課題は世話人が解決しなくてはと思い込んでいたこと。 
 世話人になって面白かったこと・・・これまですれ違っても知らなかったご近所の探求の方々と挨拶

が出来る間柄になれたこと。 
 世話人になって助かったこと・・・世話人だけではどう見ても行事の参加人数を賄えなかった時に、

クラブの先輩がちゃんと参加してくれて、必要人数を満たせたこと。 
 世話人になって世話人同士で助け合えたこと・・・お互いに補完出来るスキルを分かり合えて作業が

出来たこと。 
 世話人になって得したこと・・・世話人相互の連携が深まると、お互いに知り得なかったことを知っ

て、Win Winの関係になれたこと。 

2 年前の臨時総会で世話人に選ばれたときは、まさに青天の霹靂の感でした。人様の厄介にはなっても、
お世話などという大それたことなどできるはずはない、そんな思いで仲間の世話人について来ました。 
そんな中で感じたことは、世話人の立場で多くの皆さんの知己を得たこと、たくさんの知見・深い薀蓄を

見聞できたことです。なかでも我がクラブ特有の反省会は知識の宝庫で、世話人はなるべく多くの部会に参
加することでクラブの現状を知り、活動に生かしていけると思います。世話人仲間と深い絆を結び合えたこ
とはこれからの人生の宝となりました。 

2年前の今頃は、世話人の選挙に当選したらどうしようかと悩んでいた頃でした。なぜかというと、週末
は鵠南小で少年野球、当探求クラブでは子どもと遊ぶ会の部会長を仰せつかり、右も左もわからないままメ
ンバーの皆様のご支援のもと何かと多忙の日々だったからです。そのうえパソコンすらままならない私には
世話人などお手伝い出来るわけがない、当選したらクラブをやめる、と公言していました。しかし、ある部
会の飲み会で、大先輩の方から「当選したらやめるって言っているそうだが、それはおかしいよ。選ばれる
って事は名誉なのだからクラブのためにお手伝いしなさい」と諭されました。酔っぱらった勢いも手伝って
「わかりました」と返事をしたところ、選挙の結果世話人に選ばれて今日に至っております。 
世話人の仕事を通していろいろな事がわかり、たいへん勉強になりました。私の経験から、一度は世話人

を引き受けるべき、というのがこの 2年を振り返っての感想です。 

あっという間の 2年間でした。成果はメンバーの大半の顔と名前が覚えられた事かな。 
私の主な担当は下記の三つでした。 
「会計」小遣い帳の経験も無く一番の苦手で、帳簿と現金が 1 円単位でピッタリ合うのは不思議ですね。

「部会参加予定表の作成」これも苦手の PC で、例会後に 3 時間程の単調な入力作業と原票との突き合わせ
作業、後任者が気の毒に思えます。「懇親会」最初の 1 年はアコレードにまる投げでしたが、その後は、市
民の家でお弁当。スーパースズキヤの頼りになる調理師の坂本さんとメニューを検討、当日の皆さんの食の
進み具合をフィードバックして次の参考に。プラの弁当箱に入れると皆同じに見えてしまいがっかりでした
が。真剣にメニューを検討するなんて初体験でした。  
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写真 

ヤングブラザーズ（ヤンブラ）が 2 月 26 日、結

成以来初の外部公演を経験した。 

【これまで】ヤンブラは、くげぬま探求クラブの

親睦研鑽部として結成、今年 11月で満 15歳になる。

他の部会と大きな違いは、指揮の先生と伴奏のピア

ニストを招聘し一体で活動していること。総勢 25

名（内ゲスト 9 名）。稽古ごとの常として技能の向

上を目指すので、歌唱力をアップさせるため個々の

工夫や努力を待つことが必要だが、くげぬま探求ク

ラブ傘下の親睦研鑽部門としてのカセ（部活を愉し

むことを優先）との兼ね合いもある。だから全員に

技能向上への負荷のかけ過ぎには限度があること

もあって、公演場所はもっぱら鵠沼公民館ホールだ

った。 

【キッカケ】他所から声がかかることがなかった

ヤンブラに、ひょんなことから外部公演への道が開

けた。それは「オーシャンプロムナード湘南」（鵠

沼公民館の海側にある有料老人ホーム＝平成 12 年

設立、入居者 53 名、80 歳代が主）だった。ここは

普段、定期的にクラシックやジャズなどの有料コン

サートを開いている、なかなかハイソな雰囲気の施

設だ。 

昨年 10 月。公民館まつりの定例公演で、歌謡界

の大御所北島三郎の「まつり」を男声合唱でこなし

た。われらとしてはちょっと珍しいジャンルだが、

なかにし礼の詞が日本人の心をくすぐる威勢のい

い楽曲。手前味噌ながら、これを男声合唱でやると

サブちゃんとは一味違う、いい感じ？になる。しか

も、最後に右手を前に突き出す、歌舞伎の見得を切

るようなパフォーマンスを全員でやる。だから合唱

を初めて観た人も「なんだ、なんだ」となる。これ

は指揮者の高木辰夫先生のアイデアで、かつて江の

島観光ボランティアガイドをした団員最古参の西

野行さんが何かのイベント時にやった「白波五人男」

の南郷力丸が見得を切る姿の舞台写真がヒント。後

にこれを見た高木先生が記憶に留めていたものを

アレンジ、大胆にステージで再現した。 

【びっくり】地元の施設のトップとして公民館ま

つりの視察に来ていたオーシャンプロムナード館

長・鴨下和美さんが、これを観て驚くまいことか。

ただ、あざといとは思わず「うちでもこれをやらせ

よう」と考えたところがまた、すごい。この公演オ

ファーを受けてヤンブラは、地元の施設でわれらの

合唱が役に立つなら探求クラブの活動にも適う、と

二つ返事でお受けした。そもそもボランティア活動

は地域活動部門一手引き受けで、親睦・研鑽部門は

まず縁がない。この際ヤンブラがこの施設に入居し

ている方々とご家族などの慰問になるのなら、高齢

者施設や病院訪問でボランティアの実績を積んで

いる先輩格のヤングハーツにも顔が立つ。 

【2月 26日】入居者の食事が済んだ午後 6時、時

にはプロのコンサートもあるホール（食堂）。黄色

のカチーフを首に、揃いの黒の上下のヤンブラは総

勢 24名。1列縦隊でホールへ入場、前後 2列で威儀

を正し、団歌「自由の歌」で幕開け。次いで、合唱

のハーモニーの成り立ちを解ってもらうため、パー

トごとに声を出してハーモニーさせるカデンツを

披露。あちこちで「なるほどねぇ」の顔が重なる。 

ギャラリーは入居者と家族、施設の幹部・スタッ

フ、団員夫人など約 90人。「灯」「遠くへ行きたい」

「ここに幸あり」「川の流れのように」「まつり」「今

日のひととき」を MC 黒澤の丁寧な解説入りで 8 曲

を 30分余。野郎 20数人の声がまとまれば、圧倒的

に室内に響く。 

【大見得】目論み通り「まつり」が始まると期せ

ずして満場手拍子、不揃いがやがてピタッと揃う頃

にはホール内みんなの日本人の血がふつふつとた

ぎって、老いも若きも、入居者も家族も、立ち見の

施設の介護・調理スタッフも、歌い手の我らも熱気

でノリノリ。エンディングで全員が見得を切るや、

唖然、茫然が喝采の声になって会場にどよめきが広

がる。アンコールがかかって地元・磯部俶の楽曲「遙

かな友に」で総仕上げ。 

「こんなの初めて聴いた」の声がいくつもあがっ

て、会釈をしながらの帰りしなに交わしたみなさん

の微笑みには、あながちお世辞ばかりじゃない手ご

たえを感じた。 

初の外部公演は、これまでの続けて来た自分たち

の楽しみ（合唱）が、時には十分に人の慰めにもな

ることを実感させられ、ヤンブラ 15 年目の集大成

となった。 

  

「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「発行人の玉田」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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戦争が終わって 3年、旧制中学 4年生の昭和 22

年(1947年)秋に修学旅行で群馬県の妙義山に行っ

た。未だ戦後の混乱が完全に収まっていない頃で

あった。 

ほぼ 70年前の修学旅行でのことは、お米を持っ

て行ったことと上野駅での夜行普通列車が強く記

憶に残っている。その他のことはおぼつかない記

憶のつなぎ合わせでしかなく多少の事実とのずれ

はご容赦いただきたい。 

当時、私の在学した旧制中学は横須賀三浦地区

にある唯一の私立の中学男子校で、1 学年は 1 ク

ラス約 40名の 5クラス編成であったが、なぜか私

たちのクラスのみが妙義山への修学旅行であった。 

この文を書くに当たり、小学校からのクラスメ

ートＨ君と何度か電話連絡をして情報を集めたが、

彼以外に同学年の所在を確認できず改めて齢を感

じることになった。 

修学旅行は 5 クラスが各々分散して催行したよ

うで、私たちの妙義山行きは担任のＫ先生(渾名は

エンタ)の出身地で、宿泊した旅館は先生の縁者だ

ったようである。思い返せば松井田駅から～妙義

山～磯部迄のコースをスムーズに行動できたよう

に記憶している。 

当時食糧は配給制で、お米の入手は米穀配給通

帳または食糧切符等が必要だった。そのため県内

の移動では食糧切符が通用するが、県外は生米の

持参が決まりだったようである。 

エンタ先生からはお米三合(宿の夕食、朝食と昼

食弁当用)を袋に入れ、おにぎり 2食分(翌日の朝、

昼食)を用意するように言われた。 

初秋の当日、横須賀線横須賀駅に集合して東京

駅を経由して上野駅には夕方 5 時ころには着いた。

上野駅発午後 10～11 時ころの旧信越本線長野行

きの夜行普通列車に乗るため、早々と上野駅中央

改札口の長野行きの時間表示の看板下に並んだが、

それが長蛇の列になっていたのを記憶している。

参加はクラス 40 名中 35 名程度だったと思うが、

当時からターミナルである上野駅からは旧信越本

線の他、上越、東北、常磐本線などの幹線夜行列

車が多数出ておりものすごい混雑で、クラスの仲

間からも迷子が出る始末であった。 

夕食は 3～4 名ずつ交代でガード下の屋台の支

那そばで済ませたが、上野駅周辺は浮浪者が多く

たむろしており、気味悪くビビったことが思い出

される。 

夕方早くから並んだお陰で全員座席に座ること

ができたが、改札を入ると先を争って列車に突進

しての席取り合戦が始まり、激しくそこここで争

っているのが見受けられた。最後は通路にリュッ

クや新聞紙を敷き座り込んで寝入る人が多く、ト

イレにも行けない状態になった。その多くは、地

方に食糧を買い出しに行く買い出し部隊の人達の

ようであった。 

やっと発車した夜行列車はやけに横揺れが激し

かったと記憶しており、うとうとしたのも束の間

で早朝の薄暗い松井田駅に降り立つのだが、今で

は駅周辺の情景すら思い浮かばない。 

早朝の未だ明けやらぬ田舎道を歩き妙義山神社

に到着し、寒い境内で持参したおにぎりと肩から

掛けたアルミの水筒のお茶で朝食を済ませた。 

朝食後いよいよ妙義山登山へ。今となっては登

山したコースは定かでないが、鎖を伝って大砲岩

や幾つかの石門をくぐり険しい岩場を歩いた。改

めて妙義山の資料で調べると現在の石門巡り(中

間道)コースではないかと思われる。コースはゴツ

ゴツした岩場の道が多く、大変に疲れたのを覚え

ている。やっと古びた社に到着し、持参のおにぎ

りで昼食を済ませ社の階段で休憩‥‥夜行列車の

寝不足で全員ダウン、この社は中之岳神社と思わ

れる。 

だいぶ長い休憩の後、磯部温泉の宿へ向かいへ

とへとになりたどり着いたが、旧国鉄信越線の踏

切を渡ったことくらいしか覚えていない。 

宿は磯部館と記憶しているが、戦争中は旧日本

陸軍の傷病兵の療養所であったと聞いた。 

宿に着くと持参したお米を、帳場で番頭さんが

アルミのボールで計り米櫃に集めていた。夕食は、

コンニャクと野菜の煮物の他に小さな魚の甘露煮、

山のような蒸かした薩摩芋に、ご飯は丼に山盛り

の一膳で十分満足した記憶がある。温泉はぬるい

湯で、湯舟から出ると肌寒く感じられ別に設けら

れた熱めの湯舟に入り暖まった。湯治客の人達は

長湯を楽しみながら湯治をしていたようである。

朝食は、豆かすの多いみそ汁に塩気の強い漬け物

と昨夜同様の丼に山盛りのご飯、そして昼の弁当

は竹の皮に包んだおにぎりが二個と塩辛い漬け物

だったと記憶している。今考えると持参した米三

合で足りたのだろうか‥‥？ 

帰りはゆっくり宿を出て、買い出し部隊で混み

合う熊谷止まりの汽車を乗り継いで無事帰着した。
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永利城跡 

永利城跡の標識のある辺りから竹や雑木が茂って 

少し小高くなっているところが永利城跡である。 

 

ルーツ探しの発端 

自分の実家の住所は、現在の福岡県小郡市上西

鯵坂である。最近の地図によれば、上西鯵坂の最

北部の集落である。子供の頃は、約 50戸程度の集

落で、全部ではないがほとんどが永利姓であった。

地名は永利とは特に関係はなさそうである。永利

家についてもほとんど親から聞いたことがない。

ただ、昔、鹿児島から来たということを聞いた位

である。その後、鹿児島県薩摩川内市に永利町が

あるということを知った。何時の頃かはわからな

いが上西鯵坂に来たのであろうと考えていた。 

永利姓について調べてみたいとの気持ちはあっ

たが、どのようにして調べたらよいのか分からな

いので、そのままになっていた。全く偶然に、時々

利用する藤沢市南図書館の閲覧室の窓際に作られ

た本棚に「姓氏家系大辭典」があるのが目につい

た。開いてみると、永利(ナガトシ、ナガリ)と永

利（ナガリ）の項があった。また、すぐ近くに、

「角川日本地名大辞典」があり、それには永利を

冠した永利名、永利郷等の項があり、永利城があ

ったことや、永利氏の動き等についての記載があ

った。これらに出会ったことがルーツ探しの発端

であった。 

永利氏発祥の地は薩摩国薩摩郡永利郷か 

藤沢市の南図書館の上記の辞典のほか、薩摩川

内市の川内歴史資料館等を訪問し色々な資料のコ

ピーを入手した。これらを簡単に要約すると、次

の様である。 

永利氏は薩摩国薩摩郡永利郷より起こる。建久

八年(1197年)の図田帳に永利十八町と記載されて

いる。この頃から文献上永利氏が現れる。永利氏

はある時は島津氏に属し、名主、地頭、城主等に

なっている。またある時は南朝方に与して島津氏

に反抗するなど複雑な動きをするが、南北朝末期

(1390年頃)に没落したらしい。今回収集した資料

には、これ以降永利氏は現れない。 

資料を収集しているとき、大隅国の建久図田帳

にも二カ所に永利を冠した地名が記載されている

(小河院永利十二丁六段四丈、曽野永利二十三丁三

段三丈)ことが分かった。これらの場所は明確に比

定されているわけではないが、旧国分市と旧姶良

郡霧島町で現在は霧島市と考えられる。大隅国の

方については資料がほとんどなく、薩摩国の永利

氏との関係もよくわからない。どちらが発祥かは

現在も不明のままである。ここでは一応薩摩国発

祥説をとる。 

難民に 

没落したとのことだが、没落とはどういうこと

だろうか。永利に関わりのある薩摩川内市や霧島

市に永利氏の子孫が現在も住んでいるかどうかを

調べれば、何かヒントが得られるのではないかと

考えた。色々ないきさつはあったが、鹿児島県の

電話帳にどれくらい永利氏の登録があるかどうか

を調べることにした。 

電話帳への登録は義務ではないけれども、永利

町がある薩摩川内市には登録者はゼロであり、永

利姓の人は現在住んでいないと考えてもよいので

はないか。霧島市には 1 名の登録があるが、住所

をみると小川院や曽野郡ではなく、また 1 名のみ

であり、判断の材料にはなりにくいと考える。志

布志市には 6 名の永利氏の登録があるがおそらく

集団で移住されたのだろうと考えられる。没落と

は単に政治権力を失ったというだけでなく、住み

にくい状況に置かれたのではないかと考えられる。

今風に表現すれば、難民になったということだろ

う。 (次号につづく) 
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高橋一夫さんを偲ぶ 

今から 17 年ほど前、我が家のお向かいが開発され落着いた二階建ての日本家屋が建てられました。

温厚なご夫婦お二人でお暮らしの様でしたので早速ご主人に地元に早く慣れるには「くげぬま探求クラ

ブ」に入会するのが良いとお勧めしました。 

高橋さんはクラブの活動をすぐに理解され平成 12 年 2 月に入会、農園部会、藤が谷公園愛護会、お

菓子の会（江の島女性センター）、企業研究部会などの活動に参加され平成 17年度は副代表を務められ

ました。会報「くぐひ」に「私こういうものです」、「年男登場」などの文章をたびたび寄稿されており

ます。 

真面目で几帳面な性格の高橋さんは早くから退職後の生活に趣味を生かす計画を考え東京都庁に相

談したそうです。その結果、奥多摩町の「わさび塾」に入会し定期券を購入、1か月間生産者からの指

導を受けたのち念願かない 10 坪の土地を借り受け退職後わさび作りに没頭していたとのことです。高

橋さんの案内で探求クラブの有志が奥多摩町の「わさび田」を見学したこともありました。時々収穫し

た見事なわさびを何人かの会員が頂戴し、刺身やビフテキで新鮮なわさびの美味しさを十分に堪能しま

した。そのほか企業研究部会では府中の東京競馬場など珍しい場所の見学を企画して頂き参加者一同を

楽しませてくれました。 

農園部会では加藤さんの後を継いで部会長となり農業は「土作りが基本」であるとのモットーから率

先して農作業に励み、地元野菜中心の栽培など会員の皆にきめ細かい指導をされておりました。奇しく

も高橋さんの後を黒川さんが部会長を引き継ぎました。お二人は卯年生まれの同い年で 2011 年の「く

ぐひ」に年男として揃って登場しそれぞれが一文を書いております。そして何かの折々に高橋さんは「俺

と黑ちゃんは同い年だ」と周りの人たちに宣言しておりその前年の忘年会の記念写真ではお二人隣り合

わせに並んで写っております。これも何かの因縁かと思われます。 

スポーツマンであった高橋さんは病とは全く無縁であると思っておりました。しかし、数年前から病

での入退院を繰り返し昨年の春ごろから自宅療養の生活を続けておりましたが、奥様の献身的な介護も

空しく昨年 12 月に天国に召されました。たぶん今頃は天国で黒川さんとお二人で仲良く畑仕事や料理

をしたりして、黑ちゃんの釣った魚にわさびをたっぷり付けて熱燗を酌み交わしているのではないでし

ょうか。 

高橋さん長い間、部会活動ではいつもご一緒させていただき有難うございました。お互い自転車に乗

りいろいろな会話を交わしながら鵠沼の道を走っていたことも今は懐かしい思い出です。 

ご冥福を心からお祈りします。 合掌 

 

 

 

 クラブ短信 

１．おもちゃの病院、J:COMによる取材で賑わう 

2月 12日病院開設時に J:COMの密着取材を受ける。ドクターそれぞれの診察風景を撮影し、それを見つめ

る患者の持ち主の子どもたちにもインタビューをした。3月 13日から一週間、20分に編集されたものが地

デジ 11CH「藤沢情報ナビ」で放送された。 （おもちゃの病院） 

２．市主催の第 5回地域活動見本市に出展参加  

藤沢市のいきいきシニアライフ応援事業として開催された表記見本市にクラブとしては 3回目になる出展

参加をした。ブースでは新たな試みとして、クラブの活動状況を動画とスライドを組み合わせた映像をつい

たて（壁）に投影し、視覚に訴える形でアピールした。出展した団体は全部で 21団体。 （世話人会） 

３．部会参加者募集中、積極的な“のぞき”大歓迎の 3部会 

今年は、鵠沼松が岡公園そばの新農園での活動。相手は生き物、こまめな面倒見が必要であり、仲間を増や

し経費負担も軽減したい農園部会。自分のタッチで仕上がった作品から得られる充実感は自分だけのもの。

自分なりの完成度を目指し絵筆を走らせるスケッチ部会。和菓子作り・昼食作りとスピーチが順番に回り、

人数が少ないとその三つの当番に追いまくられてしまうお菓子の会。それぞれの事情は異なるが成果の出来

栄えを楽しめるのは共通で楽しいですよ。ぜひ一度、“のぞき”参加を！ 

（農園部会 スケッチ部会 お菓子の会） 
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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 6 日（3∔76）8 日（2∔90）10 日（6
∔126）12 日（13∔2∔62）13日（3∔115）サンタ役：奥
村、池田修、佐々木・田中力、萩原、玉田②忘年会 17
日 36 名 藤が谷市民の家 ヤングハーツ演奏 

○世話人・委員会  ①メディア委員会 休会 ②くぐひ制
作部 14 日 10名 ③HP制作部 8 日 6 名、川村が 12 月
退会の為1月より奥村が引き継ぐ④第 40回公民館まつ
り実行委員会報告 決算報告等 第 41 回 10 月 14，15
日 

○例会 3日(土) 44 名 12名欠席、12月末で 3 名退会 
○世話人会 17 日 6名、26日 6 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 4 日 14 名、25日 7 名臨時清掃 
○藤が谷公園愛護会 11日 10 名、寄贈の松 3本植樹 
○ヤングハーツ  ①7 日幹事会・練習 14∔13 名内 3 名脳
活クラブ来訪②12日鵠洋児童館クリスマス 6∔4名③13
日鵠生園（ホーム）4∔4 ④19 日鵠生園（デイ）9∔7  

○おもちゃの病院  ①11日 11 名 来院 16 名 新患 15 件 
退院引き取り 4件 当日完治 6 件 ②25日 10 名 来院 6
名 新患 7件 退院引き取り 6 件当日完治 1件 

○子どもと遊ぶ会 17日 5∔1名 子ども 15名他 3名 ミニ
門松作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18 日 9∔2 名、子ども 23名（内

初参加 7）、保護者 9 名、囲碁 0、子連れの親が多い  
○災害研究部会 2日 9名分野別に 6グループに分かれて
調査・報告し情報を共有する  

○極楽部会 21日 9 名正しい血圧測定法、検査・薬品の
必要性、運転免許高齢者講習、エンディングノート等 

○サロン会 17 日 開催の忘年会の為中止 
○健康部会 16日 10∔4名地元の近代史ゆかりの場所散策 
○探訪部会 休会○娯楽部会 休会 
○農園部会 3 日 5 名、ねぎの収穫、農園移転の検討 
○談話室 21 日 8 名 高橋一夫氏葬儀、退会者等の話題 
○スケッチ部会 15 日 2 名 公民館にて翌年の年間計画 
○デジタル情報部会 26日 15∔1 名、PC で TV、browser
等 

○ヤングブラザーズ ①9日 10+12 名 定例練習 ②24「日
13∔13 有料老人施設や公民館での公演に向けての練習  

○近代史を語る会 8 日 14+3 名 大正から昭和への 18回 
○企業研究部会 28 日 12∔2 名 三菱みなとみらい技術館 
○なつかしの名盤愛好会 休会 
○俳句の部会「似歌会」13 日 7∔1 名 、相模屋で忘年会 
○お菓子の会 1日 7 名 ゆず饅頭、炊き込みご飯、味噌
汁

 

1月   January 

○行事 ①湘南サーフビレッジ凧上げ 15 日 10＋1 名親子
参加 52 名②ひょっこり鵠南島節分豆まき 28 日 6∔1名
親子 81 名他先生、スタッフ等 15 名、絵本読み聞かせ
等盛況 

○世話人・委員会 ①8日鵠沼地区賀詞交換会参加者 200
名②メディア委員会休会③11日くぐひ制作部 11名 89
号編集会議 公民館 ④12日 ＨＰ制作部 5名、 

○例会 7日(土) 出席 42名、在席者 52 名 （高橋一夫
逝去により 12 月末に退会） 

○世話人会 ①21日 6 名 ②30 日 5 名 
○鵠沼松が岡公園愛護会 8 日 9 名、北風のなか清掃 
○藤が谷公園愛護会 8日 3∔1 名、滑り台下など足場固め 
○ヤングハーツ 11 日幹事会・月初練習 11∔10名 17日鵠
生園（ホーム）9∔6名 20日藤沢病院（さくら棟）6∔8
名 

○おもちゃの病院 ①8日 13名 来院 12名 新患 7件退院
引き取り 3件当日完治 4件 ②22日 11名 来院 29名 新
患 22 件 退院引き取り 3件 当日完治 10件 

○子どもと遊ぶ会 14 日 5名子供 20数名、親数名 竹笛 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15 日 7∔1 名子供将棋 17名 

○災害研究部会 休会 
○極楽部会 18 日 11名 遺品整理の時期、業者、方法等 
○サロン会  21日 13 名酒瓶を前に各人のうんちく話 
○健康・探訪部会合同行事 10 日 13 名寒川神社初詣 
○娯楽部会  休会 
○農園部会 8 日 3名、ネギを収穫 根を残したネギが蘇
生 

○談話室 18 日 8 名、「AED」が使えるか「葛根湯」等議
論 

○スケッチ部会 19 日 2名 寒さを避けて室内スケッ
チ 

○デジタル情報部会 23日 13∔2名ネットで聞くラジオ等 
○ヤングブラザーズ 13日 新年会 14∔22名 28日 13∔12
名 2 月、3月の公演にむけて本格稽古開始 

○近代史を語る会 12 日 14+6 名  「大正から昭和へ」の
第 19 回、普選運動 原敬内閣の対応など 

○企業研究部会 19 日 7 名 海老名市の泉橋酒造見学 
○なつかしの名盤愛好会 休会 
○俳句の部会「似歌会」10 日 8∔1 名 投句 2 名   
○お菓子の会 休会 

2月   February 

○行事 ①第 10 回ボウリング大会 23 日 12 名、4 ﾚｰﾝ、
優勝は 9回大会に続き米今さんが優勝 

○世話人・委員会 ①第 5回地域活動見本市 世話人 5
名参加、ブース来訪者」30名全体の来場者 400 名②メ
ディア委員会休会③くぐひ制作部（佐々木）8 日 9名
89 号第 2 回編集会議④ＨＰ制作部（柳田）休会 

○例会 4日 41 名○世話人会 ①18日 ②27日各 6名   
○鵠沼松が岡公園愛護 5日 11 名挿し芽のあじさい全滅 
○藤が谷公園愛護会 12日 10∔1 名心地良い活動と懇親  
○ヤングハーツ①1 日幹事会、12∔8 名練習 ②15日サー
クル交歓会研修会 10∔9名 ③18日 5∔6名 藤沢病院（さ
くら棟）④28 日鵠生園（デイ）5＋5 

○おもちゃの病院 ①12日 13名 来院 18名 新患 15件退
院引き取り 1 件当日完治 7件 ②26 日 9名 来院 16 名 
新患 5 件退院引き取り 6件当日完治 1 件  

○子どもと遊ぶ会 11 日 7∔1 名子供 4名 折り紙こま 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 8＋2 名 子ども囲碁 0
名 将棋 17名 父兄 7 名将棋の子どもは順調に増加  

○災害研究部会 3 日 8名、各グループの調査発表 
○極楽部会 15 日 11名 会員へのアンケート検討など 
○サロン会 18 日 9名おでん会のため手ぶらで参加 
○健康部会 24 日 12∔1鎌倉切通し散策と鵠庵の反省会 
○探訪部会休会  
○娯楽部会休会 
○農園部会 5 日 5 名借用期限の為最後の整理作業 
○談話室 15 日 10 名レストラン高松話題が多く盛況 
○スケッチ部会 16 日 4 名 鵠沼公民館にて室内作業 
○デジタル情報部会 27日 16 名 写真関連ノウハウ等 
○ヤングブラザーズ ①10日練習 11+11名 ②18日追加練
習 10+11 名③25日 12＋12④12∔12 外部公演 

○近代史を語る会 9 日 15∔6 名大正から昭和へ（20回） 
○企業研究部会 22 日 12＋2 名 藤沢浮世絵館 
○なつかしの名盤愛好会 20 日 9∔1 名カフェ香房にて 
○俳句の部会「似歌会」14 日 9 名+欠席投句 2 名   
○お菓子の会 2日 5 名同会 200 回記念 豆大福もち、昼
食は五目寿司、スピーチは漢字による頭の体操 
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湘南かわら版  

元来旅が好きで退職後、ボランティアの海外旅行

のグループに入り拍車をかけた。それが心臓の手術

後は満足に人並みに歩くことができず、歩けなくな

った。そこでリハビリを兼ね比較的楽なクルーズに

注目し、ツアーに参加して慣れてくると個人で行く

こともあった。 

海外のクルーズに行くと足の悪い人、しかも車い

すの人もいたりでお年寄りが大半。海外ではみんな

気軽に参加しているようだ。日本から参加すると航

空運賃や日数がかかり高いものになっているが、最

近は一般的になって安いものもあらわれた。 

さて最近行ったクルーズのうち個人で参加した一

つを紹介してみよう。 

「ノールウェージャンエピッククルーズ」（総トン

数 15万 5873ｔ 乗客定員は 4100名 乗務員数 1724

名）で成田からロンドン経由でバルセロナへ、バル

セロナからクルーズの始まりで、2 週間の旅程であ

る。 

まず航空機の運賃、地中海を 2周したクルーズ代、

バルセロナの宿泊代をすべてパソコンで個人で契約

した。 

コースはスペイン・バルセロナを出航しイタリ

ア・ナポリ、ローマの海の玄関口チビタベッキアか

らローマまで国鉄と地下鉄を利用したが、この地下

鉄で他の乗客

に教えてもら

ったが、若い子

の集団スリに

出会う。幸いに

当方被害なし。 

さらにリヴ

ォルノからは

ピサ、フィレン

ツェ、フラン

ス・カンヌ、スペイン・マヨルカ島（サッカーの大

久保嘉人がここのチームにいたことがある避暑地）

最後にバルセロナに戻る。このコースを 2 周するわ

けだ。 

この船はフリースタイルが特徴で、服装など気兼

ねなくレストランで食事がいつでもとれるし、レス

トランもいくつかあり好きなところで食事できる

（一部有料）。船内の劇場では毎晩 2回公演のショー

があり、エピックビートルズ（かなり似ている）、お

かまショー、黒人グループのソウルミュージックは

圧巻で、他にもマジック、専属ダンサーのショーな

ど日本ではな

かなかお目に

かかることが

できないもの

ばかりだ。 

もちろんジ

ムやプール、ジ

ャグジーなど

があり運動不

足も解消でき

る。図書室、カード室もあり静かに過ごすこともで

きる。夜は社交ダンスに生演奏を聴くこともでき、

カジノは深夜まで開いているし、免税店もある。 

◆     ◆     ◆ 

年金生活なのでクルーズも一番下のランクで行く

ことが多い。ランクを上げるよりは回数を多くする

のが狙いで、今回は有料オプションを全然とらず、

個人で参加した。それぞれの寄港地は 2 回まわるの

で目的地も変えることができた。今回はピサの斜塔

に登ることができ、また奇岩のモンセラートに行け

てよかった。クルーズは思ったより高いものではな

く、行こうという意欲さえあれば楽しい旅行ができ

る。 
 

 

 

 

 

編集後記 春 4月は花とともに出発（旅立ち）の季節でもある。わがク

ラブも世話人の交代期に当たり、やや疲れの見え始めた前世話人から、

ややフレッシュ？な新世話人へ◆1 面に新世話人代表の抱負とメンバ

ーの顔触れ。2面は前世話人から新世話人への応援歌。経験することで

クラブへの理解と愛情がわく・・など 6人が 6人とも世話人をやってよ

かったとの感想◆3 面はヤンブラの初の「外部公演」。オーシャンプロ

ムナードの入園者のみならず大勢の聴衆を得てちょっぴり地域貢献の

気分も◆4面の北岡さんの「生米持参の修学旅行」は買い出し列車や食

料切符など、多くが食べ物の話というのも終戦直後の時代を彷彿させる

◆5面は「我がルーツを訪ねて」永利さんの姓と地名の類似からわが先

祖は…と故郷の古文書などから類推を重ねる◆6 面は故高橋一夫さん

の追悼文。8 面は成瀬さんの「クルーズ四方山ばなし」。お金をかけな

くとも気軽に海外旅行を・・と海外雄飛？の勧め。 （虎山） 


