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その４：藤が谷公園、片瀬小学校などで開催  

＊園児との花植え 

年 2回、鵠沼めぐみルーテル幼稚園とキディ鵠沼･

藤沢保育園の園児が藤が谷公園の花壇に花植えを

します。園児たちは楽しそうに穴を掘り花を植え水

をやります。保護者や幼稚園の先生方も多数参加し、

毎回 100名を超える大イベントです。 

 

＊うぐいす笛作り 

毎年 7 月ごろ片瀬小学校の 4 年生 4 クラスを対象に、授業の一環と

して「うぐいす笛作り」の製作指導を行っています。のこぎり、切り

出しナイフ、ドリルなど普段使い慣れていない工具の使い方を教えな

がら竹を加工します。笛が鳴ると皆大喜び。最後は私たちも子どもた

ちと一緒に学校の給食を頂いて解散します 

＊凧作り  

湘南サーフビレッジの凧作り・凧揚げは年に 1～2回行われています。

50 名程度の来訪者が我々の助言のもとに「ぐにゃだこ」にカラーペン

で思い思いの絵を描いて、竹ひごと糸で完成させます。出来上がると

すぐに表に出て親子で凧揚げ。ほとんど失敗がなく上がった凧を見て

親子で大喜びです。 

 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 49名になりました 

岡林 哲夫さん 

昭和 22 年 3 月生まれです。団塊の世代の

定義が暦年なのか学校年度なのかによって

昭和 22 年の早生まれの扱いは異なるようで

すが、浪人・留年・修士課程を経て社会に出

たときは団塊後世代と同じになっていまし

た。 

出生地は高知です。地図の下（南）の方に海があ

るのが当たり前だと思って育ってきたので、上に海

がある町で勤務したときは落ち着きませんでした。

そういう意味でも藤沢では落ち着いて暮らすこと

ができています。 

鵠沼地区に転居し約 40 年になります。境川と江

ノ電に挟まれた地域が行動範囲だったので、くげぬ

ま探求クラブに参加して鵠沼海岸駅周辺に足を伸

ばす機会が増えたことを嬉しく思っていま

す。 

近くに住む孫を保育園に迎えに行くこと

が日課です。 

引き取り時に「今日は藤が谷公園で遊びま

した」という話をよく聞くので、どんな公園

か見に行ったところ花壇に『くげぬま探求クラブ 

藤が谷公園愛護会』と書いてあり、当クラブの存在

を知りました。 

ＨＰで調べ公園愛護会以外の活動にも興味を持

ったので、入会を希望しました。反省会は好きです

が、歌唱系・運動系は苦手です。今後ともよろしく

お願いいたします。 

園児との花植え 園児との花植え 

うぐいす笛作り 

凧揚げ 

凧作り 
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 
○例会 ３日 出席者 44名 在籍者 49名 
○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 12名・くぐひ 90号第最終編集会議・7月 1日
新編集長・塩川昌男を選出した編集委員 12名。③世話
人会 15 日、27日 ④ＨＰ制作部 休会。 

○鵠沼松が岡公園愛護会 4日 12名 紫陽花の挿し芽床。 
○藤が谷公園愛護会 11日 11名 花壇の整備。 
○ヤングハーツ 7日幹事会・練習 23 名（内ゲスト 10 名）
9 日夢俱楽部コンサート出演 23 名（内ゲスト 10名）13
日鵠生園 16 名（内ゲスト 7 名） 16日藤沢病院 12名
（内ゲスト 7名） 

○おもちゃの病院 11日 8名 来院 8名新患 10件退院引
き取り 5件当日完治 8件 25日 9名 来院 12名新患 11
件退院引き取り 1件当日完治 5件 

○子どもと遊ぶ会 10日 8名 子供 15名父母 1名 牛乳パ
ックから作る「紙トンボ」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18日 9名村岡公民館との交流
会 子供 35 名村岡 13 名 囲碁子供 1名保護者 18名 

○災害研究部会 2日 6 名 藤沢市防災情報受信など 
○極楽部会 21日 5名 「心と体についてのアンケート」

集計方法 
○サロン会 17日 10名持参のツマミとお酒とおしゃべり 
○健康部会 23日 6 名 ヤビツ峠、阿夫利神社登山 
○探訪部会 20 日 11名 鎌倉史跡めぐり  
○娯楽部会 カラオケ同好会 4 名 
○農園部会 4日 7 名、新農園の活動 17日 6名じゃがい
も収穫 24日 5 名サツマイモ植えつけ 

○談話室 21日 5名 夏祭、納涼会の話題 
○スケッチ部会 15日 4名 片瀬川スケッチ 
○デジタル情報部会 26日 18 名、インターネット情報 
○ヤングブラザーズ 9日夢俱楽部コンサート出演 26 名
24 日練習 26 名 

○近代史を語る会 8日 21名（内ゲスト 9 名）「鵠沼ゆか
りの文士たち」有田裕一氏の話 

○企業研究部会 5月前倒して実施 
○なつかしの名盤愛好会 19日 8名クラッシック、ポッ
プスなど  

○俳句の部会「似歌会」13日 8名 兼題「雨蛙」「肌」 
○お菓子の会 1日 5名 「水ようかん」「鶏めしとしめじ 
炊き込みご飯」 

7 月  July 
○例会 １日 出席者４５名 在籍者５０名 
○行事 ①「ひょっこり鵠南島たなばたまつり」1日 6 名
子供 68名保護者 12名 ②「うぐいす笛作り」11日 10
名、13日 9名 片瀬小学校 生徒 130名 ➂「流しそ
うめん」29日 12名お母さん 6名 子供 60名 ④「第
11 回ボウリング大会」20日 10 名 江の島ボウリングセ
ンター 3レイン個人戦、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 12 日 9 名 91 号第 1 回編集会議 「子供達との活動」
特集 ③世話人会 7/16,8/1 ④HP制作部 休会 

○鵠沼松が岡公園愛護会 2日 13 名紫陽花の水遣り、清掃 
○藤が谷公園愛護会 9 日 11 名 花壇の手入れ、毎日の水
やり表の作成 

○ヤングハーツ 5 日幹事会、月初練習 20名（内ゲスト
７名）11 日鵠生園 19名（内ゲスト 7名） 21日藤沢病
院 19 名（内ゲスト 7名） 

○おもちゃの病院 ①9日 12名来院者 30名新患 25名退院
引き取り 2件当日完治 10件  ②23日 12名来院者 15名
新患 10件退院引き取り 4件当日完治 6件  

○子どもと遊ぶ会 休会 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16日 8名（内ゲスト 1名）子
供将棋 17名 囲碁子供 2名 

○災害研究部会 7 日 7名 辻堂地区防災 
○極楽部会 19日 13名「心と体についてのアンケート」ま
とめ 

○サロン会 15日 13 名 焼酎の会 
○健康探訪部会 休会 
○娯楽部会  休会 
○農園部会 2日 7名 野菜の手入れと収穫 
○娯楽部会 カラオケ同好会 ４名 
○談話室 19日 11名 談話室の歴史と活用 
○スケッチ部会 20 日 4名 室内で模写 
○デジタル情報部会 24日 16 名 YouTube で TVを楽しむ 
○ヤングブラザーズ 練習 14日 24名 29日 25名 
○近代史を語る会 13日 16名  「大正から昭和へ」など 
○企業研究部会 26 日 12名 横浜ビール醸造所見学 
○なつかしの名盤愛好会 17 日 11 名 ポップス 
○俳句の部会「似歌会」11日 8名 兼題「まつり」「気」   
○お菓子の会 6 日 4 名 「あんみつ」27 日「鵠っ子フ
エスタ 2017 夏」協力参加 

８月  August 
○例会 5日 出席者 45名 在籍者 50 名 
○行事 納涼祭 13日 34名+女性ゲスト 2名 江の島ビ
ュータワー「虎丸座」 

○世話人・委員会 ①メディア委員会 休会 ②くぐひ制
作部 9日 12 名 第 91 号第 2 回目編集会議 巻頭記事、
提出原稿の吟味と推敲 ➂世話人会 29日  ④ＨＰ
制作部 休会 

○鵠沼松が岡公園愛護 6日 12 名 草取り、整地 
○藤が谷公園愛護会 13日 12 名（内ゲスト 2名）草取 
○ヤングハーツ 2 日幹事会、月練習 17名（内ゲスト 9
名） 13 日納涼会 5名（内ゲスト 2 名） 18日藤沢病
院 14 名（内ゲスト 9名）29 日鵠生園 14 名（内ゲスト
8 名） 30日敬老会用機材調整 4名（内ゲスト 2 名） 

○おもちゃの病院 13日 10名来院者 8名新患 6名退院引
き取り 2 件当日完治 6 件  27日 10名来院者 22名 新
患 10 名退院引き取り 5件当日完治 3件  

○子どもと遊ぶ会５日 8名（内ゲスト 1名）子供 11名「竹
の水鉄砲」製作と実演 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20日 6名 保護者 7名  将
棋子供 17名 囲碁子供 2名 

○災害研究部会 4日 7名、防災の情報 

○極楽部会 16 日 11名 シニアの食生活 
○サロン会 休会 
○健康部会 休会 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会カラオケ同好会 21日 5名 
○農園部会 6日 7名 野菜の手入れ 28日 4名長ネギ
の床作り 

○談話室 16日 8名 卒倒婆の語源、無呼吸症候群 
○スケッチ部会 17日 4名 室内で写真からスケッチ 
○デジタル情報部会 28日 14 名 ビッグデータの中身 
○ヤングブラザーズ 練習 11 日 24 名 （内ゲスト 9 名）
26日 25名（内ゲスト 9名） 

○近代史を語る会 休会 
○企業研究部会 26日 12名（内ゲスト 1名） 
「川崎市平和館」 
○なつかしの名盤愛好会 21日 7名（内ゲスト 1 名） 
「アラビア風綺想曲」 
○俳句の部会「似歌会」8日 9名 兼題「納涼」「つめ」 
○お菓子の会 3 日 4 名（内ゲスト 1名） 
「抹茶ようかん」 

 



 

くぐひ・・・8 

 

野口昌久さんが平成 29年 8月 24日に逝去されました。（享年 78） 

下記が同氏の遺稿となりました。 

看取られるはずを看取って寒椿   六輔 

永六輔さんは 2001 年に最愛の妻昌子さんに先立たれましたが、この句はその後著した「妻の大往

生」といふ本で詠んだものです。ご本人はその後 15 年ほど生きながらへましたが、、。表題の「やも

を」といふ見慣れない言葉ですが、男の「やもめ」といふ意味で、中国由来の立派な漢字がちゃんと

あるんですね。「鰥」と書きますが、魚の目から涙がこぼれてるんです。魚は水の中に棲んでるので

よーくみないと分かりませんが、、。この言葉「妻の大往生」で永さんが復活させたものを又借りして

るわけです。 

行く春や鳥啼き魚の目は泪   芭蕉 

漢籍に明るい芭蕉はこの「鰥」から想をえてこの句を詠んだにちがいないと思ふ。だってカナヅチ

の芭蕉が魚の泪なんて見えるわけないんだから。 

ところで奥さま、「私が先に逝ったら、うちの人だうなっちゃうんだらう」って考へたことあるで

しょ。どっかの作家のやうにすぐ後を追ってくれるなんて期待しない方がいいですよ。何しろ昨今の

ジジイはしぶといですからね。49 日も過ぎりゃあ、さあ一区切りだ、背中に羽根をはやしてうろう

ろきょろきょろ。 

ん？「やもをの会」ってなんだ。さうです、いつもあなたを待ってるんですよ。わが探求クラブの

番外的な存在で、単なる酒好きが数人あつまって飲む会なんですが、キズのなめ合いも少しはあるけ

ど、昔の女房の悪口そのた前向きな言いたい放題の話題で楽しんでますよ。「あなたあ！どこ行くの？

帰りは何時？」から解放された自由！なかには虎視眈々と新しいのめっけやうなんていふのがゐるか

もしれないけど、、。 

織姫に夜這ひ企むやもをゐて  まさひさ 

糸瓜垂る裏も面もなきやもを 

木瓜の実やうれし泪のやもをゐて 

捨て案山子乾きはてたるやもをの目 

新豆腐 鮎落ちて 渡り鳥 おけら鳴く 

潤むことありやもをの目 芋の秋 露草 

走り蕎麦やもをは口で箸を割り やもをゐて  まさひさ 
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この遺稿の存在を知ったのは、訃報が伝えられた

8 月 25 日のこと。くぐひ編集子より、「原稿ができ

たので、送ります」と 1週間前にご本人からのメー

ルを受信したがその後送稿がない、という話を聞い

たから。 

次の日、お通夜の準備に忙しい喪主の愛娘Ｙ子さ

んに事情を話して、父上の愛機マックに当ってもら

うと、すぐにそれらしきアイコンが見つかった。 

振り返ってみると、湘南鎌倉総合病院に再入院す

ることになった 7日以前に、身辺雑事ことごとく済

ませていたのではないか。 

6 日午後に、私は 2 日後の似歌会への投句 3 句を

預かった。当然この原稿はすでにパソコンに保存さ

れていたことになる。 

遺稿の最後にある自作数句の冒頭句〈織姫に夜

這ひ企むやもをゐて〉は、似歌会への投句では、

〈織姫に夜這ひ企む爺のゐて〉と手直しされて

いる。見せてもらった携帯用句帳の書き込みからも

確認できる。 

その句帳の末尾の句〈棺から菊がわらって飛ん
□□□〉は、薄く揺れる字で、最後の 3文字は判読

できない。Ｙ子さんは即座に、これは退院の翌日に

ベッドサイドで移動式風呂に入れてもらった折に、

うれしくて呟いた言葉に近いといってクスッと笑

った。 

魯正さんの追悼句（高橋正路さん 似歌会初代部

会長/現顧問 3月退会） 

数珠に代へロザリオを繰る天蓋花 魯正 
（天蓋花テンガイカはヒマワリの別名） お通夜

に喪主へ届けられた短冊は告別式の際、お棺に納め

られた。 

野口昌久さん、あらためて芯の強さと抜群のバラ

ンス感覚に深く敬意を表します。15年前、あなたに

出逢えてよかった。さらば、まさひささん、本当に

ありがとう。 

 

 

 

「小津安の墓に無の字や風の色」まさひさ 

これは野口さんの作の中でも、私の好きな内の一

句です。軽妙でかつ洒脱なまさに野口さんらしい詠

み口で心に残ります。 

私が野口さんにお会いしたのは、平成 24 年 6 月

に似歌会の発足間もない時でした。「俳句が好きな

ら野口さんに会え」とある人から紹介されゲストと

して似歌会に参加、 

その縁でその 9月に探求クラブに入会できました。

野口さんに感謝です。 

当時の似歌会は高橋魯正・佐藤恒有・鈴木風鈴

坊・磯川道楽・成瀬義雄・杉山松翁・谷村悠歩爺氏

らそうそうたるメンバーの中で、野口さんは生来サ

ービス精神が旺盛なのでしょう「冬めくや弁財天

の膝頭」などと、座を和ますちょっぴりお色気を含

んだ句も作りましたが、「仕合せを分けて下さい冬

すみれ」の優しい心根が本当の姿だったのでしょ

う。 

「鰥夫」（やもめ・やもを）面倒でしかし気楽な？？ 

似歌会とは別に、野口さんを中心にした「やもを

会」という会があります。この会には私も４年ほど

お邪魔していますが、7 年前に野口さんと河村さん

の両令夫人が他界されたのを機に「やもを会」を立

ち上げられ、毎月１回野口邸で男の手料理で酒を酌

み交わし、たまに野口さんのお嬢さんが加わると、

そこは老いても男、談論一気に熱を帯びることでし

た。黒川シェフが亡きあとは会場を酒場に移すなど、

野口邸の宴は少なくなりましたが、この８月３日

「ぜひ家で…」とのお誘いで行いましたが、もう足

腰が利かず椅子に座りきりの状態でした。最後のお

別れの宴だったのです。 

最後まで野口さんだったのですね。いまはただ安

らかにご冥福を。  合掌 

「酒と句と宗匠逝くや秋茜」 虎山 
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自動車の運転技量の限界は？ 

今、自動車業界は約 100 年続いた化石燃料エネ

ルギーで走るものから、これに依らない電気・水

素等によるものに舵を切ろうとされています。北

米・欧州を始めとして最大の新車販売台数の中国

等で早ければ 10年以内に、電気等による環境負荷

の少ない車両の販売が求められています。又、運

転についても同様でAI化で自動運転の可能性はほ

ぼ見えております。 

この様な環境が整った頃には小生の判断能力や

技量・意欲は（初期の量産効果の無いものはトン

デモ価格で買えない）失せているだろう。そんな

中、始めたのが我が愛車のバンパーに接近センサ

ーを取付ける事だった。何年か前から時々後部バ

ンパーを思いっきりぶつける事故を起こしており、

そろそろ後付けのセンサーを取付けようと現在バ

ンパーを外し車体へのハーネス引込・電源確保を

終え、凹んで傷だらけの箇所をヒートガンで炙り

元に戻しております。ペイントが難題で暑い時が

塗り時なので 8月中には完成を急いでいます。 

頭と視力の老化現象に少しでも対応してくれる

センサーであって欲しいものです。今までの事故

は石垣等の自損で済みましたが、これからの運転

には今迄以上の注意・確認と余裕を持って臨みま

す。諸大兄のご安全を祈念します。 

前任編集人の巳の刻氏の10年間という任期に比

べ、2年間とはあまりにも短かいと思う方もおられ

よう。しかし個人の体調や条件を考えた場合、任

期に「絶対の条件」は付けるべきではないと思う。 

もっとも私の場合は思考停止に陥ったのである。

くぐひ創刊号から初期の会報を読み返して見て、

クラブ員各自の情熱、瑞々しい感性を原稿の中に

感じ圧倒されたのである。我々の自慢のクラブ・

我々の会報を育て上げよう、との思い入れが一人

一人のクラブ員の誇りであり自負であったようだ。 

ひるがえって、私は歴代の編集者の方々の成果

を汚すまいと肩に力を入れ過ぎた。ゆとりのある

楽しい企画…新しい紙面構成を…会報誌である以

上なるべく多くの会員の情報と声を…思いは募る

が何ともキャパシティー不足。枯渇した脳みそか

らは何の反応もない。 

そんな中「思い出の修学旅行」や「私の趣味」

などは、第 2 編集室ならぬやぶ茂や興楽園の反省

会から得られた情報であり産物であった。編集委

員の方々の助けを借りながら 2 年間を過ごした次

第である。 

幸い新編集人の塩爺こと塩川さんは企画力・計

画力と優れたデータ解析力を持った方である。今

後のくぐひの新たな展開が大いに期待される。 

 

 

 

 

 

編集後記 巻頭は恒例の公民館まつりについて私たちが主体的に取り組

むイベントの魅力を紹介する玉田代表の記事。テント張りから撤去まで

会員の奮闘が期待される◆地域の子どもたちとのイベントを載せては、

という提案に多く編集委員の支持があつまり、採択された。「子どもた

ちと楽しむイベント特集」として写真、水野祐作さんのイラストを多数

挿入し全体像を紹介◆岡林新入会員の「私こういうものです」も久しぶ

りに登場◆本号より「シリーズ：やもおの心得」をスタートさせた。そ

の第一回を野口さんにお願いしていたところ、8月 24日に急逝され、〈ニ

ュー「やもを」募集！？〉が遺稿となった。野口さんを偲んで、遺稿の

経緯や似歌会、やもをの会につき、鈴木（英）さんと佐々木さんに執筆

頂いた◆惜しまれつつ退任された佐々木前編集人が 2 年間の経験を振

り返った。お疲れさまでした。さて、この 7 月より新たに編集人を引き

受けることになり、第 91 号が初仕事になった。テーマの発掘に努め、

誌面向上に努めたい。「あなたたちの実力以上に有徳であろうとするな。

できそうもないことをおのれに要求するな。：ニーチェ」を心に、進め

てみたい。 （塩爺） 

 


