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新たな年を迎えることは、何歳になってもどこか新しい感慨があるものです。わがクラブも今年で創

立 25 周年を迎える記念すべき年となっています。この 25年間に築き上げたクラブの歴史は宝であり誇

りとなっています。クラブの基礎を築き上げた先輩諸氏に敬意を払うとともに、我々もクラブを継承し

て行く使命感を改めて認識しなければならないと思います。 

わがクラブは、鵠沼公民館をベースとしながら地域活動部会が日々活動を続けており、地域の方々に

も参加頂きながら、地域との交流の輪を広げている状況です。部会活動によっては、地域の仲間ととも

に高齢者施設、公園、子供関連イベント等への社会活動により、地域の方々からも信頼、感謝されてお

り、クラブ員も元気を頂きながら良い関係を作り上げています。 

さらに、自己研鑽部会では、各自の興味を深める活動が進められており、これらの部会も地域の仲間

づくりを拡大しながら、それぞれに懇親を深め良き友としての輪を広げています。中でも男声合唱団の

ヤングブラザーズは創立 15 周年を迎えることから、新春に市内のホテルにおいて記念祝賀会も予定さ

れています。 

≪円熟したクラブ活動にするため、以下の提案を致します≫ 

・皆さんの知恵と汗で創立 25 周年行事を成功させ、楽しみましょう！ 

・クラブの継承のため、新たなクラブ員加入のための方策を考えましょう！ 

・部会活動を通して地域との結びつきと仲間づくりを広げましょう！ 

・25 年間に築き上げた歴史を理解し、未来に向けたクラブづくりを考えましょう！ 
 

 

 

 

 

  

 

忘年会（2017 年 12 月） 
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古本市奮闘記 

9 月 28 日から始まった古本寄付受入れは 8 日間、

おおむね天候は良く最終の 10 月 6 日だけが雨だっ

た。しかし本の数は伸びず、最終日での総数は 9800

冊強。最近では 1万冊を超えることが続いていたが

残念ながら今年は下回った（とはいえその後の臨時

受付により約 10100 冊となる）。 

10 月 14 日、雨模様の中であったが、公民館まつり

の初日を張り切って迎えた。例年と変わらず 10 時

のスタート前には 100 人近くの人が並び、いつもの

ような賑わいが予想され、いつものようにスタート

から 1時間半、会計の担当者は目の回るような忙し

さだった。 

小さな子供が母親に促されて、自分の小さい財布

から10円、20円を出す。「ありがとうございました！」

とお礼を言うと恥ずかしそうに頷いてくれた。 

お年寄りが持ち切れないほど多くの本を抱えて

会計に来る。金額を言うと「ほんとに？こんなに安

くていいの？」と問いかけられる。「読み終わった

ら、来年の古本受付の時に持ってきてください」と

お願いする。 

今年からはＣＤやＤＶＤも寄付を受け付け、集ま

った数は少ないながらも（８割がた売れていた）喜

んで買ってもらった。ディスクもケースも固いので、

ハードカバーとして100円の値付けをしたがもう少

し高くて良かったかもしれない。 

2 日間の売り上げはマアマア。くげぬま探求クラ

ブの延べ数十人のボランティア精神が十分発揮さ

れた 10 日間だった。 

持ち時間半減の危機の中、全曲歌いきる！！ 

14 回連続出演の今年は 3 度目のトリをとったが、

初めて大幅な出番の遅れに遭遇した。出演団体が多

く、ヤンブラも例年より 5 分短い 20 分の短縮バー

ジョンになったものの、まつり終了 5 分前の 14 時

55 分まで 10 分余しかない。 

万事休すか。指揮者、伴奏者、МＣと連係をとり

つつ、汗だくで主催者と時間延長を折衝、持ち時間

の若干延長やむなしの感触を得て本番になった。ま

だ 1曲も歌ってないのに、汗びっしょり。でもあり

がたいことに、一旦 3 割減になった会場の客席は、

固定ファン？や探求クラブの仲間などを含め再び

満席に戻っていた。 

幕開けの「自由の歌」次いでロシアもの 2 曲「モ

スクワ郊外の夕べ」「アムール河の波」、客席とジョ

イントの「灯」、サビは「赤いグラス」「ブランデー

グラス」の和製オールディーズ 2曲、お別れは恒例

「今日のひととき」と予定通り。団員（26 人）はテ

ンポよく曲をこなし、5 分延長のまつり公式終了時

（15時）の約束をほぼ守って 7曲を歌い切った。 

公演後の客席からは、親しみのある選曲だったこ

ともあってか「これまでイチ」の評価をいただく栄

に浴した。 

手作りおもちゃ 

2 日間とも雨天だった今回の実績は、昨年比で売

上額では 78％を確保。製作したおもちゃ数量は昨年

比 70％。内訳は竹笛：50%、コマ：88%、輪ゴム鉄砲：

122%となった。 

竹笛ではスタッフの演奏を聞

き音程を変えられることに興味

を持ったのか、竹笛にもう一つ

穴を開けて欲しいとの熱心な子

供の要望に応えて切り出しナイ

フと丸ヤスリで丁寧に穴をあけ

てあげる。受け取った子供の喜

んだ顔が忘れられない。竹笛奏

者がひとり誕生した！？ 

輪ゴム鉄砲の製作数が昨年よ

り増えた大きな要素は「的」と

思われる。当たると光る丸い４台の的、最近人気の

キャラクター満載のカラフルな図柄が一段と目を

引き、子供たちが撃ってみたくなる魅力的な的だっ

た。 

一度に 4 人もの竹笛希望の女

の子グループが現われた。こん

な場合は竹笛以外の指導者の皆

さんが手分けして子供を受け持

ち、チームワークの良さで乗り

切った。 

７月早々から始めた事前準備

と、おもちゃ種別の指導・販売

に惜しみない協力を頂いた皆様

に感謝致します。 
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焼きいも奮闘記 

今年の公民館まつりは両日ともに雨。初日の館

長による開会式に集まった人は少なく関係者が殆

どで、肝心の子どもやおかあさんたちは少なく閑散

としていた。目は空の雲行きを追っている。低い暗

雲の切れ間の上方に少しの薄い曇り空を見出し心

を落ち着かせる。 

焼きいもの仕入れは当初

200kg を予定したが、こんな天

候なので 150 ㎏に減量し 9 時前

から釜に火を入れる。雨垂れが

頭を打つ様になり急遽火夫の場

所だけ小さなブルーシートを掛

け体温の低下を防ぐ。気温も今

秋の温暖な日々と異なり 15℃

程。厚着をして家を出たが釜か

らの遠赤外線で頬を炙られると

途端に防熱ジャンパーが熱くなり、体は汗ばむ。 

10 時を過ぎても子どもたちの嬌声は聞けず、一番

釜が上がる。ちょいと焼き時間を掛け過ぎ下部は皮

が炭化している。一年振りの作業で出来上がりに不

安があったが試作？としては満足の出来。仲間の販

売担当に引渡し来客状況を見ると熱心な「焼きいも

ファン」の元レディースさんの歓びの顔がありひと

安心。人出は少ないものの瞬く間に完売し、二番釜

に矢の催促が出て釜焚き担当も力が湧く。午後の最

終釜の売れ行きは芳しくないも

のの完売した。 

二日目は前日以上の雨、果た

して皆さんまつりに来てくれる

のか？と昨日以上に暗澹たる思

い。芋の残りは 30㎏。人出を勘

案して二度に分け釜焚きとした。

昼前にはラスト釜を終え、釜を

冷まし片付けに入る。「雨は降る

降る、体は冷える…越すに越さ

れぬ 公民館まつり」濡れそぼ

る中、釜を倉庫にしまい、爪の間に入ったカーボン

が今日の仕事の証である。 

焼きいも担当の皆さん、お疲れ様でした。また来

年も頑張りましょう。 

「囲碁・将棋」コーナー 

例年はテントの内外に 6 台の机を

置き、囲碁・将棋盤を 12 面並べる

のであるが、今回は小雨続きで風も

あったのでテント内にテーブルを 3
台だけ置き、三方をブルーシートで

囲い雨風をしのいだ。 
客足は鈍く、来客のみで席が埋ま

ることは終日なかったが、熱心な客

が多く、長時間滞在するのでスタッフも熱心に相手

を務めていた。めっぽう強い小学

生が数人来訪し相手をしたスタ

ッフもたじたじであった。囲碁は

スタッフ同士の対局を楽しんで

いたが初日の午後に小学生の女

の子 1人が母親と訪れ、囲碁同好

会のスタッフに熱心に教えても

らっていた。最近、鵠っ子囲碁・

将棋ルームに顔を出している女の子であった。 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 50 名になりました 

水谷 重光さん 
昭和 12年 6月生まれでパーキンソン病を

発症してしまった 80 歳の爺じいです。私の

経歴は学校を卒業したときがちょうど景気

が良くなり始めて売り手市場になった時で

機械系でありながら化学会社であるフイル

ム会社に入社することになりました。化学会

社でも機械屋ならば必ず仕事はあるはずと考えた

からでした。それから 50 年間フイルムの製造及び

加工のための機械の設計をしてきました。会社を辞

めてから何か世の中のお役に立つものはな

いだろうかと考えていたのですが、くげぬま

探求クラブのおもちゃの病院の記事を見て、

昔から鉄道模型の製作などをやっていたこ

とを思い出し、これなら自分の趣味を生かし

ながらなんとかお役にたてそうだと感じたわ

けです。幸いにしてこのグループのメンバーにもな

れましたのでこれから頑張ってゆきたいと考えて

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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くげぬま探求クラブに入会して 10 年目になろう

としている。ビフォア・アフターについてどんな変

化があったのか考えてみると 

① 定年退職後一年ほどで探求クラブに入会した 

② その後一年ほどで東京へ転居した 

③ 平成 25 年から 2 年間世話人をした 

ことが大きな変化だったと思う。 

サラリーマン時代を思い出すと地域との付き合

いは全くなく子供の学校行事にもほとんど出たこ

とは無かった。休みの日にたまに料理を作るくらい

が家族サービスのつもりであったが、その料理も金

をかけすぎると言われ、あまりやらせてもらえなか

った。 

社交性があるとも思われない私がくげぬま探求

クラブに入会したのは女房の強い押しがあったか

らだ。鵠生園へ手伝いに行っていてヤングハーツを

知りこんなクラブがあるからぜひ入れと勧めてく

れたのだ。 

今になって思えば「あの時入会して良かった。ま

た転居したがやめなくて良かった」と思っている。 

探求クラブの皆さんの行動に刺激され、また教え

てもらい今住んでいる品川区でも同じような活動

が出来ないかと努力しているのだが無理そうであ

る。やっていることは 

① 週土曜日のおもちゃの病院 

② 品川区主催のシルバー大学 

（毎週水曜日の受講） 

③ 歩こう会（住んでいるマンションメンバー約

15 名で月 1回） 

等である。 

どのグループも良い人が多くそれなりに楽しく

やりがいがあるが何か物足りない。おもちゃの病院

は 9名のおもちゃドクターがおり、スキルのある方

も多くおもちゃの修理自体は楽しいが何かオタク

っぽく今一つ面白くない。これと比較して探求クラ

ブが楽しいのは何かと考えてみると地域活動部門

と親睦研鑽部門のたくさんの部会があり、参加した

いときに自由に参加でき多くの人と親しくなれる。

このスタンスが気に入っており、各部会の参加者も

10～20 名とまとまりやすい規模となっており参加

しやすく、反省会も楽しい。みんな勝手に好きなこ

とをしゃべっているがお互いを尊重している姿が

素晴らしい。 

この様に楽しいグループなのでこれからも藤沢

へ通って来ようと思う。 

ビフォア： 

会社を退社し藤沢に居を構え周囲に知人は誰も

いない中でこれから何をしようかと考えていた時

に藤沢市の生涯学習大学かわせみ学園を知り参加

した。地域活動学科で 2年間議論をしながら教育委

員会の指導を受けるとともに各種の研修会・講習会

を受講した後 3 人の仲間で学校支援ボランティア

「ふじさわ子どもクラブ」を立ち上げた。現在は 6

名で県中央児童相談所の中高生に勉強を教え、中学

校で夏休みの宿題の面倒を見たりしている。また近

くの小学校の図書ボランティアをして今年で 12 年

目になった。 

アフター： 

この様な時にくげぬま探求クラブへの入会を誘

われた。ボランティア活動の立ち上げを考えていた

時で興味を持ち、また近くに知人がいないこともあ

り人脈を広げる良い機会と思い入会することにし

た。入会後は出来るだけ多くの部会に参加するよう

に心がけ多くの仲間を知ることが出来た。 

クラブに入って一番感心したのは十数年間にわ

たり総会、月例会、世話人制度、くぐひ編集等きっ

ちりと会の運営がされていることと先輩クラブ員

の皆さんは多趣味、多芸の持ち主が多く元気に部会

活動に参加していることである。自分も何か新しい

ことをやらなければと思いながらも腰を痛めて

徐々に部会活動への参加もままならなくなってし

まい現在では「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」と「子ど

もと遊ぶ会」だけになってしまっている。この 10

年間は腰の手術、二度の癌の手術と病気との闘いで

もあった。腰については普通に歩けるようになって

企業研究部会、探訪部会、健康部会等に参加できる

ことを目標に週に4回ほどスポーツジムに通ってリ

ハビリをしているがまだまだ時間がかかるような

気がしている。 

入会して良かったことは多くの友人・知人が出来

たこと、先輩の皆さんから元気を貰ったことそれに

ボランティア活動の幅が広がったことだと思って

いる。 
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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。戌年生まれは２人です。 

7 回目の年男 

おやじの年齢を越したことになる。なぜか、誇ら

しげな思いとありがとうという想いが湧いてきた。

今さら、親を懐かしむなんて、退行現象かと自虐的

になった。まてよ、そうではなくて、おやじは自分

の時代は貧しく、自由の乏しい時代だった

が今は“どんだけ豊かで自由な時代だ”、精

いっぱい末永く生きろと言ってるんだ。 

次の年男まで、家族、友人、地域の手助

けを受けて、健康で、しなやかに、したた

かに、過ごさねばと思う。おかげさまで、

今のところ掛かり付け医からひと月に１回

薬をいただくことで、健康を確認、維持し

ている。また、教育（今日行く）、教養（今

日用）の機会に感謝している。 

これまでの年男の年にはどんなことが起こっ

ていたのか、気になって調べた。生まれる前の年（昭

和８年）、国際連盟脱退など戦時体制突入 ◆昭和 9

年、ワシントン条約破棄による軍備制限の責任放棄

など臨戦態勢 ◆昭和 21年、天皇の神格否定の詔書

発表（人間天皇の宣言）、極東国際軍事裁判開廷、

敗戦世相に。物資統制ヤミ市全盛 ◆昭和 33年、警

察官職務執行法改正による集会やデモの事

前禁止など警察国家への回帰、正田美智子、

皇太子妃に決定 ◆昭和 45 年、赤軍派学生

「よど号」ハイジャック、日本万国博覧会

（大阪）、三島由紀夫（楯の会）割腹 ◆昭

和 57 年、日航機羽田空港着陸前海中墜落。

ＩＢＭ産業スパイ事件 ◆平成 6 年、社会党

村山富市委員長首相選出、ＰＫＯ人道救援活

動条項適用自衛隊海外派遣 ◆平成 18 年、郵

政民営化準備企画会社（日本郵政）発足、絶

えない「いじめ」の自殺、首相諮問機関「教育

再生会議」発足、荒川静香金メダル（イナバウワー） 

平成 30 年、・・・・・。 

70 歳も OK だね 

この間還暦を迎えたと思ったらもう一回り回ってしまった。いい機会だからそれぞれの年男をふり返って見るこ

とにしょう。 

12 歳…山の向こうはどうなっているのかと早くも探求

心は旺盛だった。星空を見上げながら宇宙飛

行士になろうなどと途方もない夢を追いかけて

いた。 

24 歳…会社人間をスタートしたばかり。仕事で外国

へ行きはじめ、空の向こうというわけにはいか

なかったが、海の向こうへ行くことができて興奮

していた。 

36 歳…仕事はキビしく、「働けど働けど我が暮らし…

…」であったが、子供らを来年オープンする東

京ディズニーランドに連れて行ったらどれだけ

喜んでくれるだろうかと計画を練っていた。 

48 歳…会社を変わり、仕事も変わったが、人と触れ

合う仕事は続いており、叱られ、喜ばれと、山

あり谷ありの会社人間真っただ中。 

60 歳…還暦。定年。3 年後に来る第 2 の人生をどう

生きるか模索していた。地域に根ざしたサーク

ル探しを始めた。もちろん探求クラブも候補に

入れていた。 

72 歳…探求クラブに入って 6 年。

色々な人と触れ合い、地元

での活動を中心に置いてほ

ぼ考えたとおりの人生を送

っている。 

好きな歌手の一人、竹内まりやの歌「人生の扉」にこんなフレーズがある。 

I say it's fine to be 60 

You say it's alright to be 70 

And they say still good to be 80 

But I'll maybe live over 90 

「60 歳って素晴らしいね。70 歳も OK だね。80 歳 まだいいね。90 歳越えるも生きてるだろうね」 

次の年男も元気で迎えたいものだ。 

クラブ短信 
１．この秋も公園愛護会 大活躍！ 

鵠沼藤が谷公園では、例年通りルーテル幼稚園児、キディー保育園児との秋の花植えがありパンジー、ス

トックなどを植えた。今年は、湘洋中学の 2年女子 3名の職業体験の一環として参加があり、探求爺たちに

とっては若いたくさんのお母さんや学生に囲まれたとても素晴らしい楽しい時間となった。 

一方、松が岡公園では地元より寄贈された 300 球のチューリップの球根を植えるための花壇を造成し、す

べて植栽した。力仕事で大変だったが、春が楽しみだねと反省会に花が咲き心地良いひと時を過ごした。 

（鵠沼藤が谷・鵠沼松が岡公園愛護会）



くぐひ・・・6 

当部会は平成 27 年 9 月の例会で発足承認され、

同月から活動を始め、漸く 3年目を迎えることにな

りました。 

発足のきっかけは談話室での雑談です。ちなみに

この雑談から生まれた部会は数多く、談話室はイン

キュベーター（孵化器）の役割もあるようです。 

当初の活動拠点はアコレードでした。現在は皆さ

んもご存じの「高松」です。参加メンバーも、多く

が兄貴分？の談話室と重なっていたことから、活動

拠点も活動日も談話室と同じほうが便利だろう、と

いう理由で決まりました。この判断は良かったと思

います。 

くげぬま探求クラブの中ではスタートが一番早

いグループに入る談話室は、古いということでも

「伝統のある部会」とされ、その活動は真面目であ

りましたし、今でも真面目だろうと思います。それ

だけに当然お酒の気配はなく、真摯な雑談の中にも

いろいろとテーマを探すために少しく緊張するも

のですから、参加メンバーは終わるころは気分も少

しはダレ、疲労を感じ、喉が渇くという状況になっ

ています。 

談話室が終了して 30 分の休憩後、極楽部会がス

タートします。両部会の活動時間は午後 1時半から

5 時までの 3 時間半ですから、少々の息抜きは必要

です。そこで休憩の間に「有田商店」でエネルギー

の素を仕入れ活力を取り戻して活動を始めるとい

う算段です。二つの部会がつながっていればこそ疲

れもするし、エネルギーの補給も必要になるという

ことになります。 

さて、この 2年間のテーマはいろいろでした。「後

顧の憂い」を少なくして「極楽」の気分になろう、

という極めて抽象的な目的からスタートした部会

ですから、メンバーそれぞれの「後顧」、「極楽」の

定義はそれこそ様々で、多様なテーマとなるのは当

然でした。 

次の世代子に何を伝えておくか（リビングウィル、

財産、家族の安全など）、自分の心身の健康をどう

やって確保するか（食事、病気、生活習慣など）な

どをテーマとして取り上げてきました。いちばん時

間をかけたのは喫緊の課題である「認知症」につい

てだったと思います。 

また、私たちの知識だけでは不足している分野で

は、地域包括センターの職員の方、湘南鎌倉総合病

院の医師・職員の方など外部のプロに来ていただい

て、対面形式で質疑応答する機会を持つことを試み

ました。最近では皆さんに大変協力していただいた

「心と体についてのアンケート」があります。まだ

中途の段階ですが、ご参考になればいいなと考えて

います。

もう一声 

3 月の臨時総会で、世話人の一人に選ばれた。名

誉の至りというべきか。良識のあるクラブであれば、

とっくに喜寿を過ぎた人間を世話人に選ぶような

ことはないだろうと考えていたが、甘かった。この

ことには、世話人就任の挨拶でもふれた。 

9 月下旬、体の調子が何となくいつもと違う感じ

がするのでかかりつけの医院に行った。うちでは対

応できないといわれ、大病院を紹介された。色々検

査されたが、このまま入院するようにいわれた。病

名は何とか不全と書かれていた。病状の説明を受け

たが、一巻の終わりを覚悟した。 

入院加療により体調も戻った様であり、血管造影

の結果は特に異状なしで、10 日間で退院した。退院

翌日より、リハビリのつもりで、公民館まつりの準

備で登録していた行事に参加した。多くのクラブ員

の方から、無理をするなとか、座って見学するよう

にとか色々と心温まる言葉をかけていただいた。世

話人の業務は大変だから替わってあげようとか病

気したのだから世話人は替えた方がよいとか、そう

いった類の”もう一声”はついに聞こえてこなか

った。 
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～例会・各部会活動報告～ 

9 月  September 

○例会 2 日 出席者 39 名 在籍者 49 名 
○行事 ①地域活動見本市 9 日（土）藤沢市民会館世話人
6 名 ②ひょっこり鵠南島 30 日（土）10 名（1名）子
供 62 名大人 27 名竹笛の制作。輪ゴム鉄砲組立、射的 

○世話人・委員会①メディア委員会 休会 ②くぐひ制作
部 13 日 12 名・くぐひ 91 号第三編集会議。③世話人会
8/29 ④ＨＰ制作部 休会。 

○鵠沼松が岡公園愛護会 3日13名(1名)台風後花壇補修 
○藤が谷公園愛護会 10 日 13 名(1 名)公園整備。植樹 
○ヤングハーツ 6日幹事会・練習 25 名（12 名）12日鵠生
園((ホーム)17 名（9 名）18 日藤沢病院（さくら棟）14
名（9名）18 日敬老会リハ 13 名（8名）21 日敬老会（鵠
沼南）13 名（6 名）22 日敬老会（鵠沼東）12 名（7名） 

○おもちゃの病院 10 日 11 名来院 11名新患 11名退院引
き取り 1 件当日完治 6 件 24 日 11 名来院 14 名新患 10
名退院引き取り 3件当日完治 2件 

○子どもと遊ぶ会 2 日 8 名 （1 名）子供 10名父母 2 名 
輪ゴム鉄砲組立、射的。  

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17日 7 名（1名）将棋の子供
13 名囲碁の子供 5名保護者 7名 

○災害研究部会 休会 

○極楽部会 20 日 12 名フレイル、マインドフルネス 
○サロン会 16 日 9 名 野口昌久さん偲ぶ会 
○健康部会 天候不順で中止 
○探訪部会 19 日 9 名 鎌倉史跡散策 (報国寺)  
○娯楽部会 カラオケ同好会 18 日 6名 50 曲唄う 
○農園部会 3 日 6 名、九条太ネギ植付 20 日 5 名ブロッ

コリー苗植え 
○談話室 20 日 10 名 地域活動見本市 
○スケッチ部会 21 日 横浜山手の外交官の家 
○デジタル情報部会 25 日 17 名(2 名)Google を使おう他 
○ヤングブラザーズ 芸能音楽祭の稽古 8 日 25 名（10

名先生 3 名）23 日 24 名（8 名先生 3名） 
○近代史を語る会 14 日 20 名（7 名）関東大震災の経過 
○企業研究部会 27 日 9名（2名）日本大学生物資源科学

博物館 
○なつかしの名盤愛好会 18 日 9名（1 名）野口昌久さん

を偲んでモーツァルトのレクイエムで献杯  
○俳句の部会「似歌会」12 日 10 名 兼題「すすき」「甘

い」野口昌久さん偲ぶ会  
○お菓子の会 7 日 4 名 みたらし、ずんだ、3 色だんご」

10 月  October 

○例会 7 日 出席者 43 名 在籍者 50 名 
○審議事項 水谷重光さん 80 歳入会 
○行事第 41 回鵠沼地区公民館まつり ①古本市②手作り
おもちゃ➂囲碁将棋コーナー④焼きいも販売⑤ヤング
ブラザーズ公演  

○世話人・委員会 ①メディア委員会休会 ②くぐひ制作
部 11 日 10 名 92 号第 1回編集会議 ③世話人会 31日 
④HP 制作部 休会 

○鵠沼松が岡公園愛護会 8 日 13 名 松葉の収集 
○藤が谷公園愛護会 8日 8名 11月 14 日園児と花上の準
備、清掃整備 

○ヤングハーツ 4 日幹事会、月初練習 20名（11 名） 
10 日鵠生園（ホーム）15名（9名）17 日鵠生園（デイ）
14 名（8 名）20 日藤沢病院 17 名（11 名） 

○おもちゃの病院 8日 9名来院者 4名新患 6名 退院引き
取り 13 件当日完治 4 件 22 日台風接近のため休診  

○子どもと遊ぶ会 休会 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 公民館まつり 雨降りのテン
トの下で開催 14 日（土）来訪者 15 名 15 日（日） 
来訪者 10 名 

○災害研究部会 6日 4名 六地区防災講演会の内容 
○極楽部会 18 日 10 名フレイルの予防、認知症、副作用 
○サロン会 休会 
○健康部会 27 日 10 名（3 名）弘法山登山 
○探訪部会 雨天中止 
○農園部会 8日 7 名 さつま芋の収穫 
〇娯楽部会 カラオケ同好会 16 日 5名 50 曲唄う 
○談話室 18 日 8名 総選挙、裁判官信任 
○スケッチ部会 19 日 雨天中止 
○デジタル情報部会 休会 
○ヤングブラザーズ 6日 24 名（9 名先生 3名）13 日ホ

ールでゲネプロ 26 名（10名先生 3 名）15 日芸能音楽祭
26 名（10 名先生 3 名）28日 21 名（9 名先生 3名） 

○近代史を語る会 19 日 14 名（3 名）関東大震災の世情 
○企業研究部会 25 日 10 名（2名）ＮＨＫ放送博物館 
○なつかしの名盤愛好会 16 日 9 名（2 名）美味し料理と

お酒で音楽談義 
○俳句の部会「似歌会」10 日 10 名 兼題「運動会」「苦」  
○お菓子の会 5 日 5 名（1 名）かぼちゃの練り切り 

 

11 月  November 

○例会 2 日 出席者 42 名 在籍者 50 名 
○行事 ①園児達と秋の花植え（藤が谷公園）14 日 10 名
（1名）園児 130 名 先生・父兄 20名 女子中学生 3
名 ②わんぱくまつり（鵠洋児童館）18 日 13 名（１名）
焼いも販売 

○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 10名 第 92号第 2回目編集会議 ➂世話人会
28 日  ④ＨＰ制作部 休会 

○鵠沼松が岡公園愛護 5 日 14 名 チューリップ球根 300
球植込み 

○藤が谷公園愛護会 12 日 8 名（1名）花植え準備 
○ヤングハーツ 1 日幹事会、月練習 24 名（13 名）9日 藤
沢病院(さくら棟)11 名（5名）14日鵠生園（ホーム）
19 名（13 名） 

○おもちゃの病院 12日 12名 来院 12名 新患 21名 退
院引き取り 5件 当日完治 2 件 26 日 11 名 来院 15
名 新患 7名 退院引き取り 3件 当日完治 0件 

○子どもと遊ぶ会 休会 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19 日 10 名(1 名) 将棋子供 14
名（内初参加 2 名）囲碁子供 3名 保護者 5名 

○災害研究部会 3日 8 名、災害時の対策 
〇極楽部会 15 日 7 名 高齢者の財産保全 
○サロン会 18 日 10 名 美酒とお喋り 
○健康部会 24 日 11 名（3 名）真鶴半島散策 
○探訪部会 2日 7 名鎌倉散策（荏柄天神社、瑞泉寺） 
○娯楽部会カラオケ同好会 20 日 4 名 40 曲歌う 
○農園部会 5日 8 名(1 名) 玉ねぎ植込み準備 15 日

5 名玉ねぎ 400 本植え付け 
○談話室 15 日 6名 作家・五木寛之「孤独のすすめ」 
○スケッチ部会 欠席が多く休会 
○デジタル情報部会 27 日 15 名（2名）フリーマーケット 
○ヤングブラザーズ 10 日 24 名（9名先生 3名）25日 24

名（9 名先生 3名） 
○近代史を語る会 9日 17 名(6 名) 第一次世界大戦 
○企業研究部会 22 日 13 名 いすゞプラザ 
○なつかしの名盤愛好会 20 日 7 名（1 名）ビートルズの

曲を中心に！ 
○俳句の部会「似歌会」14 日 9名 兼題「霜」「楽」  
○お菓子の会 2 日 5 名 葛と寒天さらに手打ちそば  
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投稿依頼を受けて書き始めてみると、八十八年

間の思い出を書くことでないことに気がつきま

した。でも、書くことによって、時代が解ると思

いました。 

昭和 17 年 4 月に旧制中学校に入学、大東亜戦

争が始まっていました。18 年になると農村動員、

陣地構築、合間に一寸勉強。軍事教練後半には工

場動員が始まりました。終戦後は米の配給も僅か

で、食べるため食料調達のため闇商人になって走

り回っていました。乾うどんの商売は面白いほど

儲かりました。しかし一息ついて周りを見たら皆

大学進学の準備をしているではありませんか。学

校に行ってみると休学扱い。1 年遅れで復学、23

年に旧制中学は卒業しましたが、父親が病気で進

学をあきらめ、駐留軍で働き、夜は大学へ。大変

な時代でした。28 年から一寸落ち着き、35 年ま

で繊維会社に勤め、その後独立。東レ、三井物産

の支援がよかったのでしょう、心筋梗塞を患う 64

年までうまく続きました。 

会社の引継ぎもうまくできて、病気治療に専念

しました。湘南鎌倉総合病院の斎藤滋先生という

名医による、当時初めてと言われていたステント

治療が成功し、健康を取り戻すことができました。

すると生来の貧乏性で、なにか働いていないとい

られない性格。ＹＭＣＡのプールの番台から始ま

り、水泳のコーチまで、時給いくらの小遣い稼ぎ。

そして土日はより良い条件で片瀬小学校の日直

代行、よく働きました。体調はさらに良くなり、

水泳のマスターズに参加できるようになり、65 歳、

70 歳、75 歳と全日本のランキング（12 位）に入

るまでになりました。 

64 歳と 8カ月でくげぬま探求クラブに入会、番

号は No.32 でした。よく学び、よく飲めるように

なりました。ボランティアを学び、“子供と遊ぶ

会”を創設し、部会長も務めさせていただきまし

た。色々な行事、様々な想い出を作らせてもらい

ました。テレビ放送にも迎えられたりし、入会か

ら満 23 年が過ぎました。いろんな争いごとにも

首を突っ込みもしました。早かったですね。そし

て私にとっては最も人間らしく生きた期間です。 

自営業でしたので、人間関係は常に社長と従業

員、同僚の関係はなく、一人で考え、一人で決断

しなければなりません。高島易断の運勢暦をより

拠として過ごしてきました。それがこのクラブで

は全員が同い年なんです。楽しませてもらいまし

た。トウ年とって（10 年ひいて）、同い年の高橋

君、黒川君はよい相手でした。二人とも亡くなっ

てしまいました。 

メンバーが揃わず部会が成立しなかった砥上

公園愛護会も 10 年続けましたが、体力の衰えは

隠せず、近所の人に引き継いでもらいました。 

これが 88 歳ですか。米寿ですかね。もう少し

体力があったらもっと喜べたでしょう。でも望み

があります。78 歳の時に金婚式を共にした女房康

尹がいます。4 月にダイヤモンド婚を迎えます。

更に女の平均寿命まであと4年付き合ってやりた

いと思っています。 

私は卒寿を過ぎて天命を待つことになります。

米寿は天命までの通過点としたいと思っていま

す。 

 

 

 
編集後記 くげぬま探求クラブは今年 25 周年を迎える。「私、米寿です」
の宮澤さんも当クラブを 20 年以上支えてきた。玉田さんの巻頭記事にあ
るように、創立 25 年記念行事も予定される。発足間もない極楽部会の状
況を嶋村部会長が紹介。昨年開催された鵠沼地区公民館まつりには例年ど
おり古本市、焼き芋、手作りおもちゃ、囲碁・将棋及びヤンブラの芸能音
楽祭に当クラブが貢献、それぞれの責任者にまとめてもらった。当クラブ
に入会前後でどんな変化があったかを入会 10 年の米今さんと同 12 年の細
田さんが紹介。今年の年男は小山さんと新村さんの 2 人。新入会員紹介は
水谷さん。これから 5 年、10 年を支える新人、来たれ！ （塩爺） 


