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♪♪♪ ヤングブラザーズとヤングハーツ 

結成約 20年のヤングハーツ（Ｙハーツ）は月 1回、

15 年のヤングブラザーズ（ヤンブラ）は月 2 回、鵠

沼公民館（公民館）に練習の場を求め、お世話にな

りながら活動してきた。だから市民に生涯学習の場

を提供する役目もある公民館は“育ての親”となる。

Ｙハーツは地域活動部会、ヤンブラは親睦研鑽部会

だが生まれは同根で、Ｙハーツにいた数人が後にヤ

ンブラを結成した経緯がある。 

今回この２サークルが、公民館主催のシニア学級

『鵠沼夢俱楽部』講座の編成作業をしていた担当の

目に留まり 6 月 9 日、同俱楽部の公開講座「エンジ

ョイ・コンサート」でデビューした。初公演、しか

も初ジョイントと初づくし、と記念すべき日になっ

た。 

Ｙハーツは楽器伴奏とボーカルとでの施設慰問で

少しは知られた存在で、藤沢市から昨年表彰された。

施設ではお年寄りを前に「きょうは美男美女ばかり」

「よく声が出てますよ」とヨイショして会場を沸か

せ、一緒に唄う。この達人は、ハーモニカと MC担当

の野村部会長。他にフルート、オカリナ、マンドリ

ン、ウクレレ･･･と、心を込めた伴奏で施設に溶け込

んできた。登録約 30 人、ゲスト 12 名（内 7 名が女

性）。 

かたやヤンブラは趣味色の濃い親睦研鑽部会で研

鑽一筋の男声合唱団。指揮者と伴奏のピアニストを

含め 26 名（内ゲスト 10 名）が常に一体。いくつか

の異なる音程をひとつに合わせる合唱に魅せられて

15 年、これまで公民館まつりには 14年連続で出演し

ている。 

6 月 9 日金曜日午後、公民館ホール。両サークルと

も舞台を使わず客席と同じフロアで演奏するのは、

客席と一体になって楽しんでもらうのが目的。第 1

部でヤンブラが合唱を聴いてもらい、第 2 部でＹハ

ーツが“歌声喫茶風”に楽しんで･･･が狙い。聴衆は

「夢俱楽部」44 人、一般 104 人、計 148 人と、まず

まずの入り。 

まずはヤンブラ。舞台前右奥を背に 2 列、いつも

の黒の上下。団歌「自由の歌」で幕開け。次にこの

日用の特別メニュー、合唱の仕組みがひと目で解る

「カデンツ」。パートがそれぞれの音程を響かせた後、

それをひとつに合わせる種明かしに「なるほど、そ

うなってるのか」と納得顔が揃った。ロシアもの、J

ポップ、流行り歌など計 12曲。中で一番沸いたのが

「まつり」。会場の手拍子が揃い、歌い終りに団員全

員で歌舞伎風の大見得を切ると会場がドッと来て、

まずは大成功。 

第 2 部のＹハーツは一転、聴衆の“美男美女”揃

いのシニアに、これまで生きてきたあの日あの時を

想い起こさせる叙情歌と懐メロ 10曲を生の楽器で伴

奏。ボーカル 14人が歌唱サポート。カラオケとは一

味違うライブの伴奏と聴衆に寄り添った MCに、みん

なの心のヒダが開いて大合唱が続いた。 

こうして『鵠沼夢俱楽部』6月講座は大盛況。参加

者が唄うことの楽しさを地元で再発見するお手伝い

ができた 2 サークルは、探求クのモットー・地域貢

献活動を実践。公民館へささやかな恩返しとなった。 

  

◇鵠沼夢俱楽部◇ 

創設 48 年の公民館主催のシニア学級。①60 歳以上

②初めての人③鵠沼在住者が優先。「出会い ふれ

あい 学びあい」をテーマに毎年講座が編成され

る。内容は健康、学習、世代間交流、文学歴史探訪、

社会見学、コンサート、落語鑑賞…。会員数女性 38、

男性 16、計 54名。 

ヤングハーツ 

ヤングブラザーズ 
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「子どもと遊ぶ会」は、クラブ諸部会の中でもと

りわけ外部組織・個人との連携と協力が必要な地域

貢献部門ですので、世話人会ともよく連携して動く

必要があります。 

イベント関係は、部会長が企画情報をまとめ広報

をきっちりと行い、会員の協力が得られやすい環境

をつくることが主な役割です。例会で資料をきっち

りと提供し参加者を募れば、過去の経験から多くの

会員の協力が簡単に得られます。 

「子どもと遊ぶ会」には、鵠洋児童館での部会定

例活動とクラブ全体で協力するイベントがありま

す。 

鵠洋児童館の部会定例活動は、毎年各人がそれぞ

れ独創と工夫を

持ち寄ってすす

めることにより、

子ども達も毎回

楽しみにし喜ん

で参加していま

す。これからも

楽しみにしてく

れる子がたくさんいると思いますので、頑張って続

けたいと思います。 

クラブ全体で協力するイベントは、鵠洋児童館で

の手づくり凧揚げ、流しそうめん、焼きいも、ひょ

っこりこうなん島での輪ゴム鉄砲で遊ぶ、七夕祭り、

手作りおもちゃ（うぐいす笛・輪ゴム鉄砲）、豆ま

き、片瀬小学校での竹笛作り、さらに年末恒例のサ

ンタの出前があります。 

イベント自体は、例会時の「部会参加予定表」を

よく把握し、人員不足の場合は例会で参加の呼びか

けをする等世話人会との連携プレーが大切かと思

います。 

「近代史を語る会」も「明治維新史」「明治史」

と続いて、一昨年(2015 年･平成 27 年)4月「大正か

ら昭和へ」に入り 2年が経ちました。今年中に大正

が終わり、来年から昭和に入る予定です。大正は 15

年までですが実際は 10 年です。わずか 10 年足らず

の時代になぜ 2年半以上も費やすのか。この謎をこ

れからの半年で明らかにしていきます。 

歴史は一種の謎解きみたいなものです。せっかく

ですので近代史に関することをいくつか紹介しま

す。最近読んだ本に「カズサビーチ」（山本一力著）

があります。カズサは上総、ビーチは浜です。ペリ

ーが来航する 8年前 1845年（弘化 2年）、アメリカ

の捕鯨船が日本の漂流民を救助して浦賀沖までや

ってきた話です。ペリーがなぜ力ずくで日本に開港

をせまらなかったか。その背景が描かれています。

著者は房総半島から三浦半島、江戸湾の地図を挿入

していますが、こうした地図があると内容が鮮明に

なります。歴史書には地図が不可欠です。 

話は飛びますが最近の「くぐひ（89 号）」の記事

に永利さんの「ルーツを訪ねて」がありました。藤

沢の南図書館に行ったり、電話帳を調べたり、あげ

くの果て鹿児島県の川内市を訪ねたり。歴史という

ものを直に体得している文でした。「くぐひ」には

こうした歴史の原点を感じさせる文を時々見かけ

ます。北岡さんの「生米持参での修学旅行(89 号)」、

小山さんの「恐怖の車中泊、12 日間の修学旅行(86

号）」、故黒川さんの「有蓋貨車にも乗った中学校の

修学旅行（86号）」。それぞれに体験した修学旅行を

通してそれぞれに生きた時代が浮かんできます。鈴

木(英）さんの「四国遍路道の半分歩き旅(85 号)」

の文。日本独得の修業に「遍路」があり、それがど

れほど過酷な修業なのか。体験した者でなければ分

かりません。真言仏教が民間信仰として受け継がれ

ている実体を少しばかり理解できました。 

最後にもうひとつ「毎日、毎日ひもじかった」･･･

疎開生活の記憶･･･(87 号)磯川さんの文です。敗戦

末期、日本の子供たちが経験した「疎開」という体

験記。ドングリやイナゴを食べた話、盗んできた生

米を数粒もらい、こつこつと噛んで食べた話。「疎

開」という言葉を死語にしてはならない、と磯川さ

んは言っています。 

  

流しそうめん 

サンタの出前 
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この部会の初代部会長である故西元さんの言葉

を引用すれば、「我々が今生きる社会は様々な企業

の生み出す財とサービスの上に成り立っています。

時々の企業の動向を知り、ダイナミックな活動に接

し、またいささかの分析をすることも大切と考えま

す」ということから、毎月第４水曜日に、主として

神奈川県内所在の企業、工場、学校、自治体施設等

を訪問見学し、その後で意見交換をしています。西

元さんがこの部会を創設されてから、3.11直後を除

き、1 回の休みもなく毎月開催されてきました。そ

して、間もなく 150回目の部会を迎えようとしてい

ます。 

西元さんの後を継いで部会長を拝命した私も、そ

の火を絶やさないために、クラブ員の皆さんにとっ

て「楽しく、かつ勉強になり有意義だった」と言っ

て頂ける様努力しています。現在抱えている問題は、

150 回ともなりますとある程度行き尽した感もあり、

なかなか適した新規の訪問先が見つからないこと

です。いわゆる「B2C」の会社の場合は快く、とい

うか積極的に訪問を歓迎してくれるのですが（特に

食品、化粧品等）、「B2B」を主とする会社の場合は

企業秘密防衛、受け入れ体制不備等の理由により見

学を打診しても受け入れてくれないところが多い

のが現状です。そこで、皆さんにお願いしたいのは、

かつて「会社人間」であった時にお勤めになってい

た、あるいは関係があった、見学受け入れ可能な良

い企業体があれば是非ご紹介ください。私としては、

「下町ロケット」の舞台となった工場のように、日

本の製造業を支える、小さいが世界に誇る技術を持

った会社、工場を多く見学したいと考えています。

以前訪問した東京都内の「小松ばね工業」、「共立模

型」等はその良い例で参加者から好評を博しました。 

また、私企業、工場のみならず、大学等教育施設

や医療機関、そして立法府、行政府、司法府の諸機

関（国会、省庁、裁判所、警察等）、地方自治体の

施設の見学も実施していますので、ご希望の訪問先

があれば是非とも私宛にご一報ください。 

注： 「B2C」= Business to Consumer 

 「B2B」= Business to Business 

 

 

 脳活俱楽部に参加  認知症は治す薬がない

といわれており、運動、ふれあい、脳トレなどがそ

の進行を遅らせる予防であり、薬となると学びまし

た。公民館でこの脳の活性化を進める活動、“脳活

倶楽部”が毎月あることを知り、1 年ほど前から妻

と参加しています。笑い、脳トレ、ヨガがたっぷり

盛り込まれた「笑いヨガ」と、グループに分かれて

のおしゃべりタイムで 2 時間を過ご

します。4月はお花見が恒例のイベン

トになっているのですが、私が「創

作実習室でサクラを見ながらお菓子

を作って食べ、そして皆で歌を歌う

というのはどうでしょう」とお節介

な提案をしたら受け入れられ、早速、

くげぬま探求クラブのお菓子の会と

ヤングハーツの事務局に打診をした

ところ快く OK の返事でした。さすが

我が仲間と嬉しく思いました。 

 4月 6日お花見です  ぽかぽかの晴天、絶好

の花見日和でした。お菓子の会のメンバーがお菓子

作りの準備を進めていてくれ、笑いヨガで脳トレを

終えた脳活倶楽部の皆さんが 14 時に創作実習室に

到着しました。31名が４班に分かれお菓子作りを開

始し、無駄口も無く、各々が楽しそうにこねて、丸

めて、蒸して白玉だんごができあがり「白玉だんご

ミルク寒天あんみつ」を完成させました。自作のあ

んみつを皆さん美味しそうに食べ、窓にかかる満開

の桜の枝を見ながら、おしゃべりをして満足のご様

子、最高のお花見になりました。 

そして、歌の時間、いよいよヤン

グハーツの出番です。楽器伴奏で 4

曲を皆で楽しく歌いました。箱根八

里の途中池田さんのフルートが奏

でる馬子歌は絶品で、全員が聴き惚

れました。普段の脳トレのお陰で素

晴らしいチームワークを発揮した

脳活倶楽部仲間、そして探求メンバ

ーそれぞれの活力が楽しい時間を

生み出しました。ありがとうござい

ます。 

ステージ最後のアンコールでソロの希望があり、

私めのハーモニカソロ演奏で大拍手？を頂き、大感

激のうちに花見の幕を閉じることができました。 
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会報くぐひ 89 号に「生米持参での修学旅行」と

題した記事を書かれた北岡さんから、私の修学旅行

体験記を書くよう依頼がありました。 

ところが生憎私は小学校、旧制中学校、新制高校

を通じて修学旅行を一度も経験していないのです。 

私は 1931 年に横浜で生まれ横浜市立浦島小学校

を経て神奈川県立横浜第一中学校に入学しました。

その間 1941 年に太平洋戦争が始まり厳しい生活が

続く中、1945 年 5 月 29 日の横浜大空襲で自宅も学

校共々焼失してしまいその年の 8 月 15 日に終戦を

迎えました。このような状況下であったため、小学

校の修学旅行は前年までは実行されていたようで

すが話題にもならず卒業しました。中学在学中に焼

け出されたため、縁あって滋賀県下阪本村に疎開し

滋賀県立膳所中学校に通いました。しかし滋賀県も

戦後の混乱期での学制改革で新制高

校の誕生や男女共学の実施など未経

験の事の連続で修学旅行を実施する

ような雰囲気は全くありませんでし

た。そんな時代を経て今日まで何と

か生き抜いてきました。 

ところで、先に述べた横浜大空襲

の折、家が焼失しその日から数日間

避難した場所は私がかつて通学して

いた浦島小学校でした。 

この学校は JR東海道線東神奈川駅

の北西部の丘陵地に位置し、当時と

しては珍しい鉄筋コンクリート３階

建ての校舎で屋上に警報サイレンが

あり下を通る電車の車窓から見上げ

ることができました。創立は大正 9

年 1 月で住所は横浜市神奈川区浦島

が丘 16番地で近くに亀住町、浦島山

など浦島太郎に関わる地名がありま

した。学校の校庭には昭和 7 年に落

成した浦島太郎のお伽話に因む「亀

の子滑り台」がありました。この滑り台は一時横浜

市内の小学校ではかなり有名になりました。 

浦島太郎の物語の発生は古く「日本書紀」「万葉

集」などに見られます。室町時代になりお伽草子で

庶民の間に物語は定着しました。横浜市神奈川区に

は明治時代のはじめまで、観福寺という寺院があり、

浦島太郎が竜宮から持ち帰った観音像を祀ってい

たため浦島寺と呼ばれていました。江戸時代には多

くの信仰を集めて東海道沿いの名所だったそうで

す。数種の浦島寺略縁起によれば、三浦半島出身の

浦島太郎が丹後の国から竜宮に行き乙姫護持の観

音像と玉手箱を手に入れ、神奈川にある両親の墓を

見つけ草庵を建て観音像と玉手箱を納めたとのこ

とです。明治初年に浦島寺は火災で焼失し、観音像

はじめ什宝は神奈川区慶運寺に納められ浦島寺と

称されるようになりました。この慶

運寺は関東大震災で崩れ昭和 9 年か

ら 11 年にかけ再建されました。この

時期に神奈川区浦島町付近で浦島ブ

ームが再燃しました。浦島小学校の

校長平戸喜太郎の地域教育に端を発

した本や雑誌の創刊、浦島小学校に

今も残る「亀の子滑り台」の制作が

行われました。浦島町内会では浦島

太郎の山車が作られ、さらにもと浦

島寺のあった土地にたつ蓮法寺には

浦島観音像及び浦島と乙姫の二神像

が新たに造立され寄進されています。 

このように横浜の浦島太郎とその

信仰は現在も語り継がれているので

す。なお明治 36年以降浦島太郎は教

材に採用され「尋常小学国語読本」、

唱歌集には「尋常小学唱歌第二学年」

に採用されております。 

（参考：『よこはまの浦島太郎』横

浜市歴史博物館） 

 

唱歌「浦島太郎」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．昔、昔浦島は 

  助けた亀に連れられて 

   竜宮城にきて見れば 

    絵にも描けない美しさ 

２．乙姫様の御馳走に 

  鯛やヒラメの舞い踊り 

   ただ珍しく面白く 

    月日のたつのも夢のうち 

３．遊びにあきて気がついて 

  お暇乞いもそこそこに 

   帰る途中の楽しみは 

    土産に貰った玉手箱 

４．帰って見ればこは如何に 

  元いた家も村も無く 

   道に行き合う人々は 

    顔もしらない者ばかり 

５．心細さに蓋とれば 

  あけて悔しき玉手箱 

   中からぱっと白煙 

    たちまち太郎はおじいさん 
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現在の永利氏は 

現在の、永利氏の居住分布はどうなっているだろ

うか。インターネットで「都道府県の特徴的苗字（名

字）一覧」と「実在苗字（名字）の五十音順通覧」

に見ることができる。前者によれば、福岡県には小

郡市を中心に全国の永利姓の人の 60〜69％が住ん

でいる。後者によれば、全国の永利氏の推定数は

1,400 名となっている。移住が自由な現代において

も、全体の 60〜69％の永利姓の人が小郡市を中心に

福岡県に住んでいるというのは驚きであった。この

ことと、前節の鹿児島県にわずかの永利氏しか住ん

でいないことを考えると、没落を契機に鹿児島県を

出て小郡市の方に集団で移住せざるを得なかった

ように思われる。 

移住したのはいつ頃か 

先にあげた「角川日本地名大辞典」の上西鰺坂の

項に、「地名は昔沼が多く、アジガモの群れ飛ぶ地

という意から鰺坂と呼ばれ、・・・。四ノ坪・五ノ

坪・長ノ坪などの条里制の遺称と考えられる字名が

ある」との記述がある。条里制は Wikipediaによれ

ば、次のように説明されている。 

日本の古代から中世後期にかけて行われた土地区

画(管理)制度である。ある範囲の土地を 109ｍ間隔

で直角に交わる平行線(方格線)により正方形に区

分する特徴がある。 

中世とは、鎌倉時代と室町時代をさす。室町時代

は応仁の乱(1467 年)または明応の政変(1493 年)ま

でである。永利氏は遅くともこの頃までに移住し、

上西鰺坂は条里制に則って区画整理が行われるま

でに整備が進んでいたと考えてよいのではないか。

このように考えると、南北朝末期に没落後、間をお

かず薩摩国や大隅国を出て、上西鰺坂に移住したと

しても矛盾しないように思われる。 

上西鰺坂には、昔沼が多かったとのことであり、

移住当時には入植可能な余地があったのだろうと

考えられる。 

入植可能な土地をどのようにして知ったのか 

資料に書かれていなければ知りえないことと思

われるが、当時の社会状況から何かヒントになるよ

うなことはないかと考えた。南北朝時代は川内地域、

国分地域とも武家方と宮方に分かれて戦乱に明け

暮れたという。小郡市地域では、「筑後川の戦い」

(「大保原の戦い」ともいう)があった。「筑後川の

戦い」は 1359年筑後国大保原(おおほばる)(小郡市)

で行われた南北朝期九州での最大の合戦である。武

家方は少弐頼久と大友氏時、宮方は肥後の菊池武光

であった。激戦の末、宮方が勝利したという。鹿児

島においても双方相争っているわけで、勝敗はもち

ろんのこと、戦場の状況等も鹿児島の方にも伝わり、

大保原も沼地とあるが上西鰺坂も沼が多く、入植の

余地があることは知られていたのではと考える。入

植の誘いがあったのかもしれない。没落時に集団で

鹿児島を出て、上西鰺坂をめざした可能性が強いの

ではないかと考えている。 

あとがき 

このルーツ探しは、偶然の成り行きから始まった。

実家のある筑後平野の農村ののどかな佇まいから

は想像もできない興亡の歴史があったことを知り、

感慨深いものがある。 

入手した資料のかすかなヒントを推論でつなぎ

合わせ、永利氏発祥の地といわれている薩摩国薩摩

郡永利郷から、実家の現住所である福岡県小郡市へ

の移住までの道筋を大筋でたどれたのではないか

と思う。推理小説を書くような気分で、この作業は

結構楽しかった。しかし、推論を重ねている部分も

あり、新たな資料が見つかれば、訂正が必要になる

こともあるだろうと思う。 

前にも少し触れたことだが、建久図田帳に薩摩国、

大隅国の両方に永利を冠した地名があることを考

えると、永利姓の成立はこれより大分遡るというこ

とになるのだろう。 

我が祖先は、故郷を捨てざるを得ない悲運に見舞

われ必死の生き残りを策したと思われるが、生き延

びることができたのはそれなりの幸運も味方して

くれたのだろうと思う。

 

 

クラブ短信 

１．国宝迎賓館の素晴らしさ、改めて実感！ 

5 月 25 日、企業研究部会と近代史を語る会の合同企画で迎賓館赤坂離宮を見学した。明治 42年、当時の建

築・美術界の総力を挙げて建設された東宮御所が昭和 49年に迎賓館として改修された。外国からの賓客が

来るたびに内部は映像で見るが、実際に間近で見学するとその素晴らしさと大きさに圧倒される。主庭の噴

水越しの迎賓館も輝いて見えた。 （企業研究部会・近代史を語る会） 

２．歌好き参集あれ！カラオケ同好会立ち上がる 

ＮＨＫの朝ドラでも昭和の懐メロが頻繁に流れるが、それに刺激を受けたのか娯楽部会の中にカラオケ同好

会が立ち上げられた。5月 23 日、しこたまアルコール類を買い込んで藤沢駅北口に集合した初回メンバー

は 4名。3時間で 46曲をこなし、最後の方は酔いも手伝いメロディーも怪しくなったが、大いに盛り上が

り楽しんだ。皆さんの参加をお待ちしています。 （娯楽部会） 
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言葉あそび 

「久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散

るらむ 古今集」染井吉野桜が咲き、寒さから解放

されてやっと待望の夏が来ました。『似歌会』の五

月の兼題は「夏来る」「胃」です。「日記つけ矢の如

くもう葉桜か」「酒うまし胃は大丈夫初鰹」一昨年

の九月から『似歌会』で俳句を作り始めました。 

「目には青葉山
やま

時
ほとと

鳥
ぎす

初鰹 山口素堂（江戸初期 

の俳人）」江戸っ子は女房を質に置いても初鰹に執

着したそうです。いまは輸送や冷凍技術が良くなっ

て安く美味しく食べられるのはありがたいですね。 

五七五の言葉が作れなくて句会の前日になるこ

とがあります。時には道を歩いているとき、ふと浮

かぶ事があります。嬉しいですね。もともと文書を

作成する事は嫌いではありません。「米倉さんは字

がヘタですね。どんどんお書きなさい。相手は安心

して喜ばれますよ」と、習字の先生におだてられて、

筆まめといわれるくらいハガキを書きます。先ず絵

葉書に住所氏名を書いておくと自然に予想しない

文章が出てきます。これが楽しく気分が爽快になり

ます。旅行の土産の礼状の文末を次のような言葉で

締めくくることがあります。「・・貴兄のますます

の活躍を今宵も鰹のタタキにアサヒのドライで乾

杯！」「初鰹」を入れると句らしくなります。「目に

は青葉・・」の名句からの盗作のようですが、「本

歌取り」と思っています。「本歌取り」は短歌など

でよく使う技法です。すでに発表された他者の歌を

一部取って自分の歌に作りかえることです。石川啄

木の歌でやってみましょう。「東海の小島の磯の白

砂にわれなきぬれて蟹とたわむる」。本歌取り「江

の島の東の浜の砂原にわれ喜びて蟹とたわむる」。

啄木「はたらけどはたらけど猶
なお

わが生活
く ら し

楽にならざ

りぢつと手をみる」「友はみなわれよりえらく見ゆ

る日よ花を買い来て妻としたしむ」。本歌取り「働

けば働くほど豊かなりバラを買い来て妻の誕生祝

う」。 

こんな言葉あそびをしませんか。 

世話人見習い中 

本年より世話人を拝命しましたが、まだ緒に就い

たばかりちょっとしたパニックに陥っております。

この状態で「くぐひ」に何か書けといわれましても

と困っているのが実情です。 

そこで、現在所属しております鵠沼松が岡公園愛

護会について書いてみようと思い立ちました。鵠沼

松が岡公園では 2年半の間、只のボランティアとし

て、 

1. 松の大木の切り株の除去から始め約 20 本に

なりました（これは公園に遊びに来た子供たちを見

ていて危険だと考えて）。この時、近隣の方から「何

をしてるんですか？」と怪訝そうな質問が出、説明

すると後で冷たい麦茶をご馳走になりました。（こ

の様な事は一度だけ） 

2. 松葉の掃除では普段から困っておられた(近

所の年配の）主婦から「小島さんのお弟子さんです

か､頑張って下さい」といわれた。更に作業を続け

ていると、町内会の某役員が飛んできて､「ボラン

ティアが勝手な事をしては困る、本公園は市民セン

ター、町内会、愛護会の三者で管理しているのだ」

とお叱りを受け､市民センターへ行き､何故毎日通

っているボランティアが注意を受けるのかと申し

入れをしたこともありましたが､愛護会へ入った今

は何も言って来ません。 

3. 最後に近隣住民の苦情としては、土ボコリの

件です。風の当たる場所は限られており、その中で

も一番厳しい方は、現象がおこる度､センターの担

当者へ電話し、呼びつけています。強風が吹いた日

は土ボコリがひどいのは何度も見てますが、ボラン

ティアでは何とも出来ないので、センター担当者と

協力して、気が付いた時は散水して来ました。土ボ

コリ対策は結局芝張りしかないということになり、

（長期戦ではあるが）公園の自生芝を育てていくこ

ととし、極力散水及び草取りをすることとしており

ました。 

そうこうしている内、センター担当者が転勤にな

り、置き土産として一部芝張り（4mx7m 程度）をし

てくれ、今では 3日に一回程度の水やりをしており

ます。苦情者にこのことをセンターでは説明し、伝

えているのでしょうか？ 後任未定と聞きました

が今後どうなるのか心配です。 

まあ諸問題を抱えておりますが、兎に角「近隣住

民との和」が重要だと思います。 

これからの活動を通して感じたことを述べてい

く努力をしていこうと思います。 

  

「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「発行人の玉田」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～ 

３月    March 

〇臨時総会 3月 4 日 出席者 41 名、欠席者 11名(内委
任状 4 名）、在籍者 51名 34 名以上総会成立議題次期
世話人、監査役の選任 出席者全員の投票により、玉
田（代表）、萩原、守谷、米倉、永利、佐伯、監査役・
小山が選出された。 

〇行事①鵠っ子囲碁・将棋トーナメント大会 19 日参加者 
子供33名､父兄多数､くげぬま探求クラブ 12名､ゲスト
2 名､公民館職員 2名 

〇世話人・委員会①メディア委員会 休会 ②くぐひ制
作部 8 日 11名・くぐひ 89号第 3 回編集会議③HP 制作
部 休会 

〇鵠沼松が岡公園愛護会 5 日 10 名 水やり、落葉 
〇藤が谷公園愛護会 12日 11 名 清掃、草取り 
〇ヤングハーツ 1 日幹事会・練習 22 名 14日鵠生園

12 名 17 日藤沢病院 10 名 
〇おもちゃの病院 12日 12 名来院 8名 26 日 12 名来

院 21 名〇子供と遊ぶ会 13 日 6 名子供 12 名「吹矢」 
〇鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 12 名子供 33 名将棋ト

ーナメント大会 
〇災害研究部会 3 日 7名調査発表 液状化対策など 
〇極楽部会 15日 11 名お葬式のこと 
〇サロン会 18 日 12 名おしゃべりとお酒の春の宴 
〇健康部会 31日 16 名 唐木田～小田緑地 
〇探訪部会 雨天のため 4月に延期 
〇娯楽部会 休会 
〇農園部会 5日 7 名新しくて借用した農園耕作地 
〇談話室 15 日 11名「確定申告」「スマホ」 
〇スケッチ部会 16 日 3名大船植物園 
〇デジタル情報部会 27日 15 名電子証明書他  
〇ヤングブラザーズ 5日春のコンサート 23 名、10日練

習 26 名、25日練習 24名 
〇近代史を語る会 9日 22 名大正デモクラシー 
〇企業研究部会 22 日 9名中華街「揚州飯店本店」 
〇なつかしの名盤愛好会 20 日 9 名音楽談義 
〇俳句の部会「似歌会」14日 9 名吟行「花明かり」「嫌」 
〇お菓子の会 30日 6 名 「桜もち」「三色どんぶり」 

４月    April 

○行事 ①花見会 2 日 32名（内ゲスト 4 名）大庭城址公
園 ②第 40 回くげぬま探求ゴルフコンペ 3 日 9名
（内ゲスト 2 名）平塚富士見ＣＣ 

○世話人・委員会 ①メディア委員会休会 ②くぐひ制作
部 12日 12名 90号編集会議 公民館 ③世話人会 10日
および 25日 ④13日 ＨＰ制作部 6 名、 

○定時総会および例会 1日 出席 36名、在席者 49名 平
成 28 年度活動報告・会計報告 平成 29 年度運動方針
の各議題は承認された 

○鵠沼松が岡公園愛護会 3 月 26 日に繰り上げ総会 
17 名 

○藤が谷公園愛護会 9日 5名、藤が谷市民の家で総会 
8 名 

○ヤングハーツ 5 日幹事会・月初練習 11∔11名 11日鵠
生園（ホーム）6+7名 21日藤沢病院（さくら棟） 
7+5 名 

○おもちゃの病院 ①9日 11 名来院 4名新患 7名退院 1
名当日完治 6名 ②23日 10名 来院 8名新患 6名退院
5 名当日完治 5 名 

○子どもと遊ぶ会 8 日 8名子供 12 名、「六角変わり絵」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 10 名ゲスト 2名 子供
将棋 16 名囲碁 1 名 保護者 7 名 

○災害研究部会 7 日 8名 備える防災 
○極楽部会 19 日 11名 がん治療、お墓。終末患者 
○サロン会 休会 
○健康探訪部会 荒天ため中止 次月順延 
○娯楽部会 休会 
○農園部会 28 日 6 名 苗植え 
○談話室 19 日 8 名 高松のママ退院元気な様子 
○スケッチ部会 20 日 4名 北鎌倉・建長寺 
○デジタル情報部会 27日 17+1 名動画アプリ、Word編

集 
○ヤングブラザーズ 6月「鵠沼夢俱楽部」公演本番チェ

ック。14日 12∔11 名 22日 11+10 名 
○近代史を語る会 13 日 10+5 名 「大正から昭和へ」な

ど 
○企業研究部会 27 日 10 名 鎌倉ハム富岡商会 
○なつかしの名盤愛好会 17 日 7 名 映画館「シネコヤ」 
○俳句の部会「似歌会」11 日 8 名 投句 1 名 
○お菓子の会 7日 6 名（内ゲスト 2 名） 草餅 

５月    May 

○行事 ①藤が谷公園 園児と花植え 16 日 6名、園児
100名、先生・保護者 10名 ②迎賓館赤坂離宮見学 25
日 39 名（内ゲスト 15 名）➂ひょこり鵠南島輪ゴム
鉄砲的当てゲーム 27 日 9 名、児童 98 名、保護者と
幼児 20 名、鵠南島運営委員、ＰＴＡ，見守る会 20名 

○世話人・委員会 ①世話人会 5 月例会確認、6 月例会
議案作成、第 6回地域活動見本市（９/9）公民館まつ
り実行委員会（10/14・15） ➂くぐひ制作部（佐々木）
10日 11名 第 90号 2回目編集会議 ④メディア委員
会 休会 ⑤ＨＰ制作部 休会 

○例会 6日 43 名○世話人会 ①17日 ②30日各 6名   
○鵠沼松が岡公園愛護 7日 15 名 清掃、反省会 
○藤が谷公園愛護会 16日  
○ヤングハーツ①3 日幹事会、21 名 練習 ②9 日鵠生園 

15 名 ➂19日藤沢病院 14 名 ④31日 夢俱楽部コ
ンサート練習 23名 

○おもちゃの病院 ①14日 12名 来院 12名 新患 13件退
院引き取り 10件 当日完治 7件 ②28日 11名 来院 10
名 新患 5件 退院引き取り 2 件当日完治 4件  

○子どもと遊ぶ会 14 日 10名子供 25名「グニャ凧作り，
凧あげ会」お母さんの豚汁で昼食 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21 日 8＋2 名 子ども囲碁 3
名 将棋 16名 父兄 10 名 将棋 6 ｹ月 15名以上参加 

○災害研究部会 5 日 8名、部会活動報告と協議 
○極楽部会 17 日 11名 情報交換 
○サロン会 20 日 10名 黒川さん₁一周期献杯、偲ぶ 
○健康部会 雨天中止 
○探訪部会 16 日 6 名 鶴岡八幡宮、幕府跡  
○娯楽部会 カラオケ同好会 23 日 4 名 初会合 
○農園部会 7 日 6 名 夏野菜の植え付け 
○談話室 17 日 10 名 「25 周年記念行事」の提案 
○スケッチ部会 18 日 3 名 平塚花菜ガーデン 
○デジタル情報部会 22日 15 名 パソコンで LINE 
○ヤングブラザーズ 「鵠沼夢俱楽部コンサート」練習 

①12 日 25 名 ②27 日 23名 
○近代史を語る会 11 日 19名 大正から昭和へ 
○企業研究部会 12 日 7 名 ディスコ本社（大森） 
○なつかしの名盤愛好会 15 日 10 名カフェ香房にて 
○俳句の部会「似歌会」9日 8 名+欠席投句 1名   
○お菓子の会 4日 5 名 お菓子「藤の花」昼食「ホタテ

の炊き込みご飯」 
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湘南かわら版 

今年の四月はことのほか忙しかった。そして

焦った。一枚の木版画のせいである。この版画

を制作するために、クラブ恒例の花見会を始め、

いくつものクラブの部会を欠席しなければなら

なくなった。欠席続きなのでなにか重い病気じ

ゃないかとあらぬ噂が立ったらしい。 

この五月の市民ギャラリー展に出品するため

に「さあ、とっかかろうかな」と思ったとき、

大変な思い違いに気がついた。指導して下さる

先生のチェックを受けたり額縁の注文をしたり

するためには、2 週間ほどしか時間がないこと

に気がついたのだ。どういう訳か 2 ヶ月あると

思い込んでいたのだ。さあ、大変だ。時間がな

い。 

木版画は、もとになる絵、つまり原画を描く、

色分けを考えてそれぞれの色の版木を何枚か彫

る、一枚の和紙

にそれぞれの

色を重ねて刷

るという作業

をぜんぶ一人

で行う。こんど

の版画は 7版 9

色になる。焦る

な。しかし、急

げ。 

オーバーに

いえば、朝から

晩までやって

2 週間で間に

合うかどうか。

焦った。 

昔、江戸時代の浮世絵は、絵師が原画を描き、

彫り師が板を彫り、刷り師がバレンで刷るとい

う完全な分業をして出来上がったものだ。現代

の版画家は、すべての作業を自分で行う。まし

て素人の私が三つの作業を一人で行うが故にい

ろいろな問題が起きる。 

自分で描く絵の稚拙なこと。これは天性の才

で仕方ない。彫るのは好きだが、彫りすぎて必

要な部分を切りすぎてしまう、つまり小さな失

敗を犯す。いい色を出せないで迷う。湿した和

紙はそれぞれの色版を刷り重ねるごとに乾いて

いき、少しずつ紙面が縮む。そこで色ずれが起

きる。それも不出来の要因。それぞれの作業に

於いてちょっとした失敗や不出来が重なる。 

出来上がった版画は 7 枚の版木を彫り、9 色

の絵の具を刷り重ねたものだ。小さな失敗や不

出来が度重な

った産物だと

言える。結局、

私の作品は常

に失敗の固ま

りになってし

まうのだ。 

あの焦りと

忙しさ、いろん

な部会を忸怩

たる思いで欠

席して出来た

この一枚。 

次の一枚は

どんなことに

なるやら。 
 

 

 

 

 

編集後記 いよいよ夏、太陽の季節。夏は海の季節でもある。これから鵠

沼海岸は様々なイベントで賑わう。わがクラブの活動もますます元気だ◆

1 面に「鵠沼夢倶楽部」の公開講座にヤングハーツとヤングブラザーズが

エンジョイコンサートにジョイント出演し大喝采を得た◆かと思えば 3面

には、お菓子の会とヤングハーツが公民館で活動する「脳活倶楽部」との

お花見で地域活動に貢献◆2～3面は子供と遊ぶ会、近代史を語る会、企業

研究部会の部会紹介。4面は北村さんの戦中・終戦の混乱期で修学旅行が

なかった時期に通学した浦島小学校と「浦島伝説」にまつわる話◆5面は

永利さんの「我がルーツを訪ねて～その 2」。6面の「世話人だより」は米

倉・佐伯両世話人の心意気◆8面の「湘南かわら版」は磯川さんの「焦る

な！しかし急げ」と木版画との格闘記。 （虎山） 


