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25周年記念行事委員会リーダー 小山和彦 
くげぬま探求クラブは今年創立25周年を迎えます。昨年の7月に25周年記念行事委員会が発足しました。 

「地域に還元できる行事」、「メンバーがこぞって参加できる行事」を重点目標にして、記念になる行事を

皆さんから募集することにしました。結果は名案・珍案を含め 17名のメンバーの方々から 22の提案が集ま

り、この中から実現可能と思われる 8行事を選定し、例会に諮って承認されました。 

1．小学生夏休み体験教室（仮称）  
探求クラブが子供向けに実施している活動を一堂に集めて実施しようというものです。子どもと遊ぶ会、

鵠っ子囲碁・将棋ルーム、おもちゃの病院、お菓子の会が集まって公民館ホール、創作実習室で一日を楽し

んでもらえたらとの提案です。 

2．公民館まつり出展 

公民館まつりに出展して探求クラブのＰＲと研究成果の発表の場を設けます。災害研究部会がこれまでの

研究成果を発表して地域貢献の一助にしようと検討しています。これ以外にも各部会の活動を広く知っても

らうための展示を行って、新会員の募集にもつなげられるようにしたいと思います。 

3．健康講演会（仮称） 

極楽部会でクラブ員を対象にした健康セミナーを開催してみてはという話があり、ならば拡大して 25 周

年行事として地域の皆さんにも集まってもらって開催してはということから実施の運びとなったものです。

健康に関する講演や健康食、健康体操、体力測定などを市の健康増進課の協力のもとに実施することが予定

されています。実施時期は 30年度下期を予定しています。 

4．くぐひ特別号の発行 

25周年を記念特別号としてクラブ員の今の思いを全員で書いて遺そうという企画です。来し方を偲んでも

よし、未来へ向かっての提言でもよし、今活動していて思う事を一人 400字程度にしたためてもらって発行

します。 

5．公民館再生 修理・清掃活動 

日頃お世話になっている公民館ですが、間もなく築 40 年になることから、建物や備品が傷んでいるとこ

ろが目立ちます。年間の事業が 50を数え、260を超えるサークルが日々利用する我々のみならず地域の住民

にとって重要な施設で、利用環境を整備して地域に還元できるとして提案されました。大規模な修繕は専門

業者の仕事ですが、ちょっとした傷み（壁紙のはがれ、穴、机の調節アジャスター取付 etc.）をクラブ員の

スキルとマンパワーで修理すれば使用環境が格段によくなることでしょう。 

６．記念パーティー 
25周年を記念する祝賀会を開催します。クラブ員が全員集まってゆっくり交歓ができるような会にしたい

と思います。単にお酒を飲んだり、余興を楽しんだりするだけでなく普段あまり触れ合う事のない仲間との

交歓ができる場を想定しています。例年の忘年会を拡大して実施することを検討しています。 

７．見学ツアー 

企業研究部会、近代史を語る会、似歌会の共催で 25 周年を冠して、世界遺産となった富岡製糸場見学日

帰りバスツアーを実施します。貸し切りバスでの旅なので遠慮は無用、一日を楽しみましょう。 

8．記念植樹 

周年の行事と言えば記念植樹が欠かせません。今回は藤が谷公園、鵠沼松が岡公園ともに植樹を行います。

両公園ともに桜を植えて地域の人の憩いの場となることが期待されています。 

一年をかけて 25周年を全員で祝い、記念になる年にしましょう。 
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地域活動部会紹介 

鵠っ子囲碁・将棋ルーム 

藤井人気で盛り上がる 
大脇 英男 

毎月第三日曜日になると鵠沼公民館の正門から

次々と子どもたちが入って来て、元気に階段を上が

ってくる。 

二階の部屋の入り口で囲碁と将棋それぞれに受

付を済ませ、対戦用紙や名札をもらって碁盤や将棋

盤の用意された席に着く。 

はじめての子どもは、お母さんやお父さんに付き

添われて新しく名札をつくってもらいやはり席に

着く。 

将棋が約 30 名、囲碁が数名、何度も来ている子

どもは友達もいて早速対局をしている。 

開始時間になると一旦全員が挨拶を行う。挨拶は

最初と最後の挨拶の他マナーを中心としたものを

大きな声を出して全員で唱和する。日頃の対局成績

と年齢などから対局相手を決めて、よくわからない

場合はボランティアの囲碁同好会やくげぬま探求

クラブの大人がついて教えたり相手をしたりする。 

１回の対局が終わると次々と相手を変え 5～6 回

対局を行い対戦用紙に記録して勝った子はニコニ

コしている。 

最近は、プロの世界でも中学生が活躍していて藤

井少年はテレビや新聞で大きく写真が出て、将棋の

できないお母さんたちが双眼鏡を持って公開対局

に行き藤井少年を追っかけている。 

鵠沼公民館でも年に数回外部との交流や大会を

行っている。大会はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ級と分け、敗者

復活戦もあり各級１位から 3位の賞や全員に参加賞

も出て非常に盛り上がっている。応援の父母もカメ

ラを持って力が入る。 

親睦･研鑽部会紹介 

健康部会 

歩くことは健康維持の基本 
伊藤 勲 

健康部会は、くげぬま探求クラブ発足と同時にで

きた部会です。健康維持向上を図るため、少しアッ

プダウンのあるコースを景色、花などを眺めながら

ゆっくり歩くことを目的にしています。暑い季節の

7、8月を除き、原則毎月第四金曜日に実施していま

す。 

今まで三浦半島の大楠山、伊豆半島の河津七滝、

箱根山系の金時山・明神ヶ岳・矢倉岳・幕山、丹沢

山系の大山・仏果山・弘法山などの山らしいところ

から都築の緑道、藤沢市境界歩き、鎌倉の天園、大

仏切通しのような身近なところを含めバラエティ

ーに富んだコースを歩き、この 2月で 170回を数え

ています。 

怪我を避けるため歩く前に軽い準備体操と歩き

終わったら整理体操に心がけています。持ち物は食

事、飲み物、雨具、軍手、地図、杖（山歩きのみ）

などです。 

参加者はゲスト参加も多く、自分に合った歩き方

をして頂き、担当リーダーは当日参加者の中で一番

遅い方に合わせて歩きます。おしゃべりしながらゆ

っくり歩き、気持ちの良い汗をかいた後の反省会も

楽しみです。以前は本格的な山も歩きましたが、最

近は高齢化が進み、バランス感覚も悪くなってきて

おり、アップダウンのある山道は少なくなり平地歩

きが圧倒的に多くなっています。 

歩くことは健康維持向上の基本です、楽しい歩き

を続けています。健康部会は会員が歩けるコース設

定をしていますので気軽にご参加ください。 

 

 

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 

鈴木 実さん 

会社人間を終えてみると、あんなにも待ち

遠しかった日曜日がなんと毎日になってい

ました。悲しいかな時間の使い方がわからず

大切な時間を無意味に浪費し、人生の店じま

いをしなければいけない年代なのに、こんな

ことでいいはずがないと悩む毎日でした。ヤン

グハーツに目が向いたのは趣味のウクレレにあり

ます。古希を迎えたときに息子が買ってくれたので

す。（ボケられては困るので何かやらせておけ

ば・・？）。自己流で年月ばかり過ぎ一向に

上達しません。そこで去年の春から教室に通

いはじめ何とかなりそうなところまで来ま

した。ゲスト参加した折にメンバーの方々が

地域の皆さんと接している姿を見て、これが

地域で生きていくことなんだと感動しました。

自分にどれだけのことができるか不安もあります。

まずはここで頑張ってみようと思っています。 
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初期のトップページ 

リニューアル後（現在）のトップページ 

くげぬま探求クラブ HP 紹介 
ホームページ制作部 小山 和彦 

ホームページは 2004 年に始まります。5 月にホームページ委員会（北岡、西村、磯川、鈴木（英）、長谷川、

吉津の 6氏による）が発足し、コンテンツについて喧々諤々の議論が行われた後、同年 10月に公開されました。 

当初は J:COM のサーバーに 50MB というスペースを借りてページをアップしていました。私がホームページ管

理人として参加したのは 2012 年 6 月からで、高須賀さん（退会）との 2 人体制で更新を行っていました。2013

年 3月に高須賀さんが退会したので担当が私一人という心細い体制が 2年ほど続きました。 

2014 年 3 月、クラブ創立 20 周年の一行事としてホームページのリニューアルに取り組みトップページのデザ

インを大幅に変更し、同時にレンタルサーバーを J:COM からより容量の多い FC2 に変更し現在に至っています。

その時の顛末は 78号（2014年夏号）に「クラブホームページのリニューアル奮闘記」として掲載されています。 

2015 年 5 月にはメディア委員会が発足して管理体制が充実し、原稿や写真のチェックも 5 人で行っています。

現在は経験のある心強い助っ人奥村さんと 2人で管理人（更新担当）を務めています。 

2018年 1月現在のページ全体の容量は 270MB弱、

2014年からの活動が全て掲載されています。クラ

ブの活動を広く、タイムリーに伝えるためにホー

ムページは無くてはならないものだとの考えから

ホームページ制作部はこれからもさらなるコンテ

ンツの充実を目指して努力していきます。 

HP 更新作業 
奥村 誠 

HP更新作業を 1年ほど前からお手伝いしており

ます。私の担当は月間予定表と地域活動の更新作

業です。素人ですが、HP の作成・更新は 20 年く

らい前から行っており、この作業は抵抗なく、お

受けしました。当時はインターネットの利用が始

まったばかりでしたが、その後インターネットを

利用した様々なビジネスやサービスが登場。スマ

ホが普及し、いつでも何処でもネットを利用出来

るような想像も出来なかった世界になり、素晴ら

しい時代に生きてきたと感じています。 

 

「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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永年在籍者に表彰状、先生に感謝状！ 
～～「ヤングブラザーズ 15周年の夕べ」～～ 

池田 修 
25 周年本番のくげぬま探求クラブに先立ち１月

12日、ヤングブラザーズ（以下ヤンブラ）が露払い

として「15周年の夕べ」で新年の幕を開けた。七人

の侍で旗揚げした男声合唱団ヤンブラには、結成時

以来の 5 人が元気に活動中。親睦･研鑽部門らしく

合唱一筋。延べ在籍者数 50人、現在はゲスト 10人

を入れて 25人。主力が 70歳代で 80歳以上が 9人、

60 歳代が 3 人、40 歳代が 1 人。時移り平均年齢 75

歳のスーパーシニア合唱団になった。 

研鑽部門は趣味を愉しむ集り。とはいえ合唱は音

程、リズム、ハーモニー、曲想などを繰り返し稽古

しながら、指揮者、ピアノ伴奏者と一体となって活

動する。だから月 2回の稽古日に出ないと置いて行

かれてしまう厳しい面もある。 

会場は藤沢のクリスタルホテル湘南 3F フォンテ

ーヌ。宴の参加者 39 人。うちゲスト参加のご婦人

方が 15 人。メイン企画は、永年在籍者に表彰状、

指導の先生に感謝状の贈呈式。 

シャンデリアが連なるバンケットルームの白い

ピアノの頭上には「ヤングブラザーズ 15 周年の夕

べ」の横断幕。開宴の辞と乾杯…、しばし懇談の後、

セレモニータイム。周年らしく結成時から今も活動

中の 5人に表彰状、先生 3人に感謝状を贈りトリビ

ュート（敬意）する情味の濃いセレモニー。 

結成時からの指揮者・小川勝久先生が、5 人（磯

川道夫、五島寛之、鈴木英紀、西野行、野村時男）

の人となりとこれまでの活躍ぶりが記された表彰

状を読み上げる。文面にはすべて「歌唱の上達はさ

ておき…」のフレーズが入っているエスプリの効い

たもの。これにはさすがの古強者たちも苦笑の後、

粛然、そして満面の笑みへ。談笑、ワインの酔い、

コース料理を味わう中、余興も次々…、盛りだくさ

んの宴も 2時間半。愉しく満足感横溢の中、終宴。 

翌日、『探求クラブに入会以来、こんなに素晴ら

しい会は初めてでした』――を始め、受賞者や参加

者から次々と嬉しいメールが届いた。 

萩原 興成 
高等学校 3年の春 昭和 43年 3月 26～4月 3日。 

私たちは九州一周の旅に出発した。日程は全 9日

間で内列車中 2泊。 

当時としても長い修学旅行のように思う。福岡・

大分・宮崎・鹿児島・熊本・長崎・佐賀の各県を足

早に回る日程で、今となってはほとんど記憶にない。

とはいうものの、わずかな記憶をたどるとこのよう

な旅であった。 

東京駅をブルートレインで博多に向かった、車中

泊はもちろん初めての体験で 3段ベッドの寝台車に

乗り込んだ。車中では時間と元気が有り余っていた

のか、おとなしく席にすわっていた記憶がない。 

車内販売が来れば、ビール・たばこ・つまみなど

買占めるため、売り子さんはすぐに商品の補充に戻

るので、なかなか先に進めないようだった。 

車中で宴会状態の旅を満喫し、なんとおおらかな

時代だったのだろうか。今の時代だったら、新聞ざ

たになって大変な騒ぎになっていただろう。 

高校は大学の附属高だったせいか、受験勉強して

いる者はごく一部のまじめそーで、かつ少し暗い感

じの生徒だった、でも今思えば彼らが正しかったの

かも知れない。その一握りの生徒以外は新宿の歌舞

伎町などで遊び呆けていた。私もその中の一人だっ

たかも？ 

さて、列車を降りて最初の宿泊は別府温泉のホテ

ルでこれがなかなか良かった。我々の部屋の窓を開

けると、筋向いに位置するホテルの女風呂が目の前

に素晴らしいビュースポットとして広がり、しかも

関西方面から修学旅行の女子高生が宿泊していた

のである、俺たちはなんと心がけが良いのか「神っ

てる」おかげで、皆なぜか寝不足になってしまった。 

宮崎を過ぎたあたりの土産店で、酒をかってきた

やつがいて、早速バス車内で飲んだところ何とも言

えない臭いが鼻をつき、いままで飲んだことのない

異常な飲み物を口にしてしまった。でも残すのもも

ったいなく、数人で全部飲み干した。これがのちに

芋焼酎と知った。 

以来芋焼酎は今でも得意ではない。青春時代の苦

い体験は一生消えないのかも知れない。 

バスの旅はえびの高原に差し掛かり、車窓から見 

野村、西野、鈴木、五島、磯川さん 
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える景色は家がぽつぽつと見えるが、何軒か「つぶ

れていた」。ガイドさんの説明によると、一か月ほ

ど前に大きな地震がありその被害の傷跡であった

（えびの地震・震度 6 程度）。今ならおそらく修学

旅行は中止されていただろう。 

鹿児島か熊本どちらだったか記憶が曖昧だが、ホ

テルで夕食後自由時間に外出。たまたまパチンコ店

が近くにあり何の気なしに入ったところ、たまたま、

玉がよく出てしまった。景品は現金にするほどでは 

 

なかったのか、たばこ（ハイライト）に交換した。

そこそこまじめな僕たちは門限が近かったため、ホ

テルに戻った。しかし玄関ドアを開けたとたん何か

につまずき、抱えていたたばこが 5～6個落ちてし

まい、あわてて拾っていた時、なんと目の前に旅行

社の添乗員が立っていたではないか、すかさず 2個

ほど添乗員に渡し、余計なことは言わずそそくさと

部屋に戻った。世の中の緊急時対処法の初体験は、

その後の人生に役だったような気がする。 

 

 

 

最初は、おもちゃ直しをしたかったので「おもち

ゃの病院」に参加した。これが初めてのボランティ

ア活動。日本グッド･トイ委員会のおもちゃコンサ

ルタント養成講座を受講したことが縁で、「おもち

ゃの病院」の仲間と神奈川県立こども医療センター

のおもちゃ直しもしている。 

「藤が谷公園愛護会」も入会から続けている。春

秋に近所の幼稚園児と保育園児やその保護者と一

緒に公園花壇の花植えをしている。2012 年に鵠沼

地区公園愛護会連絡協議会が発足するとき、会長を

依頼され、今は監査役をしている。鵠沼の公園愛護

会発展の役に立てればよいと思っている。 

鵠洋児童館の「探求さんと遊ぼう」に参加して子

どもたちとおもちゃを手作りしたり、泊まりがけの

キャンプに出かけたりもした。子供たちと自炊した

り、キャンプファイアーを囲んだり、一緒に夜空を

眺めたりする楽しさを味わった。最近は子供たちの

安全のために児童館から離れた場所での活動が無

いのが寂しい。 

2005 年に当クラブの世話人代表になった時に義

務と言われて、前任代表の石井博之氏から「鵠沼郷

土資料展示室」の運営委員を引き継いだ。お陰で無

知だった鵠沼のことを知る機会を得た。このためボ

ランティア養成講座で鵠沼を説明する講師を依頼

されることもある。 

代表になった時からくぐひの編集部員を続けて

いる。会誌の編集でいろいろなことを学んだ。 

「ヤングハーツ」で特別養護老人ホーム鵠生園や

藤沢病院の高齢者と接することで、母の老後の理解

が深まった。 

「ふじさわ環境フェア」で「昔あそび」「おもち

ゃの病院」に参加した。当クラブの代表として「ふ

じさわ環境フェア」の企画委員をした。環境問題へ

の理解が進む時期で、環境に関する団体の委員と接

する機会を持ったのは良い経験になった。「ふじさ

わ環境フェア」の会場が 2006 年に藤沢市民会館か

ら藤沢市秋葉台文化体育館に変わったために、当ク

ラブの活動は中止となった。 

障がい者のための運動会「神奈川ゆうあいピック

大会」の水泳競技運営の補助として選手の案内支援

活動をした。それまで障がい者や保護者と接する機

会がなかったので、新鮮な活動であったが、残念な

がら 2007 年に競技の専門知識がない一般ボランテ

ィア団体が参加出来なくなった。 

自治会の役員を頼まれて防災を任されたので「藤

沢災害救援ボランティアネットワーク」の運営委員

になり、災害救援ボランティアコーディネーター養

成講座の講師をして、災害救援ボランティアコーデ

ィネーターハンドブックの編集委員をし、県内各地

からの編集委員に接することで知識が増えた。当ク

ラブの多くの会員に災害救援ボランティアコーデ

ィネーター養成講座を受講してもらい、その協力で

「鵠沼の防災を考える会」を作り、「鵠沼災害救援

ボランティアセンターを考える会」として活動した

が、社会福祉協議会の活動であることが定着したの

で活動を休止した。 

鵠沼公民館まつり等で鵠沼公民館長や公民館職

員の角田進氏と親しくなり、鵠沼公民館運営審議会

委員を頼まれ、更に藤沢市公民館運営審議会委員を

頼まれた。お陰でほとんど無知だった行政審議会の

ことも少し知る機会を得た。5 年間、鵠沼公民館ま

つり実行委員をやることで、鵠沼の各種地域活動団

体の方々と知り合いになる機会を得た。 

これらは当クラブに入ったことで出来たことで

ある。 

くげぬま探求クラブに入ったのは約 16 年前。そ

れまでは鵠沼公民館がどこにあるかも知らなかっ

た。「鵠沼の綠と景観を守る会」の北村裕彦さんに

声をかけられて故西元久雄代表に誘われて入会し

た。当クラブを作り、活動を続けられた諸氏に感謝、

感謝である。
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くげぬま探求クラブに入会したきっかけは、今か

ら７年前の鵠沼公民館の賀詞交換会の席で、偶然に

も故黒川さんとお会いしてからでした。 

彼から「今何している」と声をかけられ、「今は

定年退職をし、週末は鵠南小で子ども達と一緒に野

球をして楽しんでいる」と答えると、黒川さんいわ

く「それなら良いクラブを紹介するから一緒にやろ

う」と誘われてその気になりました。3 月には世話

人代表の鈴木（勝）さんの面接を受けて無事くげぬ

ま探求クラブの会員になる事ができました。 

それからが大変でした。4 月の例会の後、野村さ

んにヤングハーツという部会があるので入会して

くださいとの勧誘をうけ、それはどういう部会です

かとたずねると、施設を訪問して楽器の演奏をした

り歌ったりする部会と言われたので、私は歌は唄え

ませんとお断りしました。すると野村さんいわく、

唄えなくてもお願いする事はたくさんあるのでお

手伝いしてください、と強引に誘われて根負けして

入会し、今もお手伝いをしております。 

また、その 2年後、今度はとんでもない話がきま

した。それは子どもと遊ぶ会の部会長の話が当時世

話人代表の河村さんの時にあり、引き受ける際には

すったもんだといろいろな事がたくさんありまし

たが、なぜが右も左も解らない私が引き受けること

になりました。 

今思えば、よく承諾したと思いますが、何も内容

の解らない部会長に対して、会員の支援と協力があ

ったればこそ何とかできたのかと、感謝しておりま

す。私の感想を述べさてもらいますと、この案件は

大丈夫かなと思っても会員の皆様の知恵と協力で

何とかなるということを経験上つくづく感じまし

た。 

このクラブに入会し良かったと思うことは、いろ

いろなタイプの方々と協力しながらお手伝いをし

て楽しく元気に生活出来る事だと思います。 

これからも元気でいるかぎり、くげぬま探求クラ

ブにお世話になり頑張るつもりですので、よろしく

お願いいたします。

「やもを会」の発起人で取りまとめ役の野口さん

が亡くなられて、はや 8ヶ月の月日が経ちます。あ

の風貌が懐かしく思い出されます。 

シリーズ「その 2」ということで、その成り立ちと

現況について触れてみたいと思い筆を執りました。 

野口さんの遺稿にあるように、この会はやもをと

サポーターの、手料理と酒を愛する集いです。そし

て会話の中では互いにさり気なく気遣いを働かせ

て明日の活力を生む良い機会と、みなさん心得てい

るのではないでしょうか。サポ－タ－の方々は、や

もをのメンバーを温かく見守る姿勢に終始されて

会話に花を添えてくださいます。そしてもう一人、

新たにゲストの方が加わりました。野口さんの娘さ

んの由起子さんです。時間が許す限り参加してくだ

さいます。 

今年の年明けの１月は、場所をメンバーの一人池

田（雄）さんの別宅でチャンチャン焼きを作り、メ

ンバー5 名、サポーター3 名、そしてゲストとフル

メンバーが揃い賑やかな時間を過ごしました。特筆

は、由起子さんが気さくに参加してくれていること

です。酒もほどほどに嗜み、何ら気を遣うことなく

私たちと馴染んで会話を楽しんでいることです。 

野口邸では奥様の手料理で近所の探求クラブの

友人が会食を楽しんでいたのですが、奥様が入院さ

れてからは、励ます会として引き続き会食の場が持

たれ、自然に友人がサポーターとして料理人に変身

し、その一人に黒川さんも腕を振るっていたと聞き

及んでいます。野口さんは平成 22 年 9 月に奥様を

亡くされましたが、同年の 8月に小生の家内が亡く

なったことを聞かれた野口さんから声を掛けても

らったのが「やもを会」の発足の端緒と思われます。

やもをに新たに加わった 4名を加えて 6名のメンバ

ーと引き続き懇意にされているサポート役 3 名が、

毎月第一木曜日に野口さん宅に気を安めに集う行

事となりました。 

小生が「やもを会」の一員に迎えられたと意識し

たのは、その年の暮れに鵠沼駅の駅近の小料理屋

「あさば」での句会に参加させて貰った時と思いま

す。その時小生の詠んだ句をちょっと披露させてい

ただきますと“慶弔のいりまじりたる年の暮れ”。

実は、家内が亡くなったその年の 11 月に娘の長男

が誕生したのです。何もしてあげられないと亡くな

った家内の無念さは如何ばかりか、と思いを込めて

詠みました。 

ところで野口さんは奥様とどんな会話を楽しま

れているのでしょうかね。懇意にしていた黒川さん

とも再会しているのでしょうね。あの軽妙洒脱の言

い回しで「こちらの世界も捨てたもんじゃないぞ。

もう役目を終えたんだから、俗世にしがみ付いてい

ず、何時でも待っているからな」と手招きしている

様子が窺
うかが

えないでもありません。 
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～例会・各部会活動報告～ 

12月   December 

○例会 2日 出席者 42名 在籍者 50 名 
○行事 1.クリスマス会①ももっこ 5日公民館和室②親
子で楽しもう 7日公民館ホール➂ひょっこり鵠南島 9日
④鵠洋児童館 11日⑤ぴよぴよ 12日公民館ホール 
2.忘年会 9日 38名（1 名）虎丸座 
3.ボウリング大会 13日 7名  
4.第 41回ゴルフコンペ 18日 9名（1名） 

○世話人・委員会 ①世話人会 26日 ②くぐひ制作部 13
日 92号編集 ➂探求 25周年委員会 ④メディア委員会、
ＨＰ制作部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護会 3日 14 名落ち葉の掃除 
○藤が谷公園愛護会 10日 11 名(1名)枯葉と花壇の整備 
○ヤングハーツ 6日幹事会・練習 35名（12名）11日鵠洋
児童館クリスマス会出演 17 名（6名）12日鵠生園(ホー
ム)28 名（10名）15日「ささえ」17 名（7 名）20 日鵠
生園(デイ)32名（12 名）22 日藤沢病院（さくら棟）27
名（11名） 

○おもちゃの病院 10日 12名来院 16名新患 22件退院引
き取り 3 件当日完治 12件 24日 10名来院 12名新患 9
件退院引き取り 8件当日完治 4件 

○子どもと遊ぶ会 16日 9名（1 名）子供 16名母親 2名 
ミニ門松作り  

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17日 9名（2名）将棋の子供
25 名囲碁の子供 1名保護者 8名 

○災害研究部会 12日 8名防災講演会 長谷川元保講師 
○極楽部会 20日 8名認知症からの回避 
○サロン会 休会 
○健康部会 15日 12名（2名）湘南海岸ウォーキング 
○探訪部会 休会  
○娯楽部会 カラオケ同好会 休会 
○農園部会 3日 8 名カリフラワー、ブロッコリーの収穫 
20日 6名 京ネギの収穫 

○談話室 20日 7名 スマートスピーカー 
○スケッチ部会 休会 
○デジタル情報部会 休会 
○ヤングブラザーズ 「15周年の夕べ」練習 8日 22名
（8名先生 3 名）23日 23名（8 名先生 3名） 

○近代史を語る会 14日 21名（5 名）「大正から昭和へ」 
○企業研究部会 6日 18名（4名）SKY MUSEUM（日本航空
株式会社） 

○なつかしの名盤愛好会 18日 10名（1名）ベートーヴ
ェン第九  

○俳句の部会「似歌会」12日 10 名 兼題「社寺」「寒」  
○お菓子の会 7日 6名（1名）きんつば

1月   January 

○例会 6日 出席者 41名 在籍者 49 名 
○行事 凧揚げ大会 17日 8名（1名）参加者 35名サー
フビレッジ 

○世話人・委員会 ①世話人会 26 日永利文男世話人退会②
くぐひ制作部 10第 93号第一回編集会議 ➂探求 25周
年委員会 ④メディア委員会ＨＰ制作部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護会 7日 11 名 松葉掃除 
○藤が谷公園愛護会 14日 14 名（2名）枯葉清掃 
○ヤングハーツ 10日幹事会、月初練習 35名（10名） 
19 日藤沢病院（さくら棟）23（9名）23日日鵠生園（ホ
ーム）雪のため中止 

○おもちゃの病院 14日 16名（1 名）来院者 14名新患 9
件 退院引き取り 1 件当日完治 2 件 28 日 12 名（1 名）
来院者 15名新患 16件 退院引き取り 5件当日完治 7件  

○子どもと遊ぶ会 13日 9名（2 名）子供 13名竹笛作り 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 21日 9 名（1 名） 将棋の子
供 20 名囲碁の子供 3名保護者 8名 

○災害研究部会 12日 5名 防災講演会準備 

○極楽部会 17日 10名 資料確認 
○サロン会 20日 11名 おでんの会 
○健康部会 9日 探訪部会と共催 
○探訪部会 9日 14 名 小田原七福神巡り 
○農園部会 7日 4名 カリフラワー収穫 
〇娯楽部会 カラオケ同好会 15日 7名 50 曲唄う 
○談話室 17日 8名 飛行機の話題 
○スケッチ部会 18日 4名（1名）年間スケジュール作成 
○デジタル情報部会 22日 11名 Windows10フォトの上手
な使い方 

○ヤングブラザーズ 12日 39 名「ヤングブラザーズ 15
周年の夕べ」26日 20名（８名先生 3名） 

○近代史を語る会 11日 24名（6 名）「大正から昭和へ」 
○企業研究部会 24 日 8名（1名）新横浜ラーメン博物館 
○なつかしの名盤愛好会 15 日 8 名（1 名）ニューイヤー
コンサート 

○俳句の部会「似歌会」9日 9名 兼題「初詣」「夢」  
○お菓子の会 11日 5名「みそ・くるみ・ゆべし」 
 

2月   February 

○例会 3日 出席者 41名 在籍者 50 名 
○行事 1.元気塾竹笛作り 22日 12名子供 21名スタッフ
6名 2.ひょっこり鵠南島 豆まき 3日 3.防災講演会
3 日長谷川元保講師 

○世話人・委員会 ①世話人会 27日 ②くぐひ制作部 14
日第 93号原稿推敲 ➂探求 25周年委員会 ④メディア
委員会、ＨＰ制作部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護 4日 11 名 清掃 反省会 
○藤が谷公園愛護会 11日 7 名（1名）松葉拾い 
○ヤングハーツ 7 日幹事会、月練習 31名（11 名）13 日
鵠生園（ホーム）23名（6 名）16日藤沢病院(さくら棟)23
名（9 名）28日日鵠生園（デイ） 

○おもちゃの病院 11日 10名 来院 15名新患 9件 退院
引き取り 6件 当日完治 5件 25日 16 名（1 名） 来
院 11 名 新患 9件 退院引き取り 4件 当日完治 4件 

○子どもと遊ぶ会 10日 7名（1名）子供 13 名ぶんぶんコ
マ作り 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18日 8名 将棋子供 19名（内
初参加 2 名）囲碁子供 2名 保護者 8名 

○災害研究部会 2日 8名、藤沢市の防災 
〇極楽部会 21 日 9 名クラブ 25周年記念行事の確認 
○サロン会 17日 7名 美酒とお喋り 
○健康部会 23日 20名（9 名）曾我梅林散策 
○探訪部会 休会 
○娯楽部会カラオケ同好会 19日 6名 40曲歌う 
○農園部会 4日 5名 ブロッコリー収穫 
○談話室 21日 8名 諺の誤った解釈 
○スケッチ部会 15日 4名 藤沢市役所展望デッキ 
○デジタル情報部会 26日 11 名（1名）電子マネー 
○ヤングブラザーズ 9日 24 名（9 名先生 3名）24日 23
名（9 名先生 3名）春のコンサート向けて練習 

○近代史を語る会 8日 15名(4名)「大正から昭和へ」 
○企業研究部会 5日 7 名（1 名）金井酒造見学 
○なつかしの名盤愛好会 19 日 10名（2名）名曲を聴きな

がら談笑 
○俳句の部会「似歌会」13日 7名 兼題「春浅し」「星」 
 顧問・高橋正路（魯正）さん 1月 28 日ご逝去  
○お菓子の会 1日 5名（1名） 牛蒡チョコ大福  
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「名古屋はええよ！」～私のお国自慢～ 

昨年の納涼会で故郷の名古屋のことを歌った「名古屋はええよ！やっとかめ」（歌 つボイノリオ、作詞・

作曲 山本正之）を披露したところ、拙い歌唱にもかかわらず爆笑とご好評を頂き、是非お国自慢話をとの依

頼を受け、名古屋について綴ってみることにする。 

私は名古屋市内で生まれ、育ち、1973 年に就職で上京するまで、一年間のアメリカ高校留学時を除き、昭

和区の実家で暮らした。その時は“名古屋人”であることを意識したことはなかったが、最初に東京で住んだ

アパートの管理人と話した瞬間、自分が異なる“国”の人間であることを知った。勿論、その人は何の悪気も

なかったのだが、とにかく早口で言葉遣いが冷たい印象を受けたことを今も覚えている。逆に言うと、名古屋

人は生活のリズムが緩徐なのである。文字にするのは難しいが、「そうだわね～、何言ってりゃ～すの～」と

いった感じ。その後東京暮らしを続けていく中で、そのような感覚も薄れていったのだが、たまに名古屋に帰

省し、タクシーに乗った途端、「どこ行きゃ～すの～」とゆったりした口調で運転手さんに言われると名古屋

人としてのアイデンティティーを取り戻してしまう。 名古屋の学校の卒業生の殆どは地元に就職し、大学も

名古屋を離れず地元の大学に進学する人が他地域に比して多い一方、他地域から名古屋の大学に進学する人は

少ない。そうした独立した家族的地域コミュニティーの中では、他人との緊張関係を強いられることもなく、

上記のような精神風土が出来てしまうのではないか。「名古屋は…」の歌詞全文をここで引用することは著作

権上出来ないが、その中に「遅れているとか古いとか見下されるが人情に厚い証拠だ（標準語訳）」という歌

詞がある。勿論生粋の名古屋人が全て同じような性格・気質である訳ではないのだが、平均的には当たってお

り、名古屋で自慢出来る点ではないだろうか。 

 

 

クラブ短信 
１．光り輝け！ 探求クラブ 25 周年記念行事 

巻頭記事のとおり、当クラブは今年創立 25 周年を迎える。誕生した平成 5 年には、齢 100 歳の金さん銀

さんが国民的アイドルとなり毎日のように TV に登場していた。そして 25 周年を祝うかの如く、平昌で

開かれている冬季五輪で日本勢が冬季最多のメダルを獲得し輝いた。我々の盛り沢山の記念行事が地域の

皆さんに歓迎され、クラブの今後の糧として光り輝くことを暗示しているようで楽しみな一年になりそう

だ。 （くげぬま探求クラブ） 

２．鵠沼元気塾 子供たちに元気を貰う！ 

2 月 22 日、鵠沼元気塾の子供たち 20 名と竹笛づくりを楽しんだ。初めは、元気で勝手な行動をとってい

た子供たちだが、自分たちで道具を使いだした途端に眼の色が変わり、最後は自作の笛を嬉しそうに吹い

ていた。元気塾のスタッフ曰く「あの子たちが、皆で、一緒になってあんなに集中できるなんて…」「こ

れからもいろいろと初めてにチャレンジさせてみたい」でした。メンバーも元気を分けてもらい若返りま

した。 （子供と遊ぶ会中心） 

 

 

編集後記 当クラブ 25 周年記念行事の全体像が小山さんの巻頭記事で紹介

された。盛りだくさんのイベントを全員で楽しみたい。ヤングブラザーズの

活動も創立 15 周年を迎え、記念パーティーの様子などについて池田修さん

が披露。シリーズ「やもをの心得」の第 2 弾として河村さんが執筆。萩原さ

んの「私の修学旅行」はシリーズ第 6 弾にふさわしい記事に。部会活動は大

脇さんが「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」、伊藤さんが「健康部会」を紹介。「く

ぐひ」と並び当クラブの広報の柱である「ホームページ」の紹介を小山さん

と奥村さんが共同執筆。当クラブに入会後 15 年と 7 年・ビフォアアフター

を長谷川さんと山田さんが。自由席には名古屋のお国自慢を田中章さんが。

そして新入会員の鈴木実さんが「私こういうものです」を、常連の水野さん

がクラブ短信を執筆した。それぞれに個性豊かな記事が集まった。（塩爺） 


