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田中 章 
くげぬま探求クラブ創立 25周年記念行事のトップを飾ったのは、4月 8日(日)に行われた鵠沼松

が岡、藤が谷両公園愛護会による記念植樹だ。松が岡公園では 8名（うちゲスト１名）の参加の下、2

本のソメイヨシノを過去に植樹された桜と並列に植樹。また、藤が谷では 8名の参加者が見守る中、河

津桜の苗を植樹。両公園とも何年

先になるだろうか、見事に桜が咲

き誇り、訪れる人たちが楽しんで

くれるであろうことを願って。 

続いて 5月 10日(木)、近代史

を語る会、企業研究部会、似歌会

の合同企画として「世界遺産富岡

製糸場見学バスツアー」が実施された。この見学は元々近代史を語る会の野外学習として企画されたも

のだったが、交通が不便ということで一度断念、今回 25周年行事として漸く実現したものだ。ゲスト

8名を含む 22名の参加のもと、バスは藤沢を朝 8時に出発、新湘南、圏央、関越、上信越道を経由し

て一路富岡へ。約 3時間で群馬県富岡市にある製糸場に到着、ガイドの方の案内により、国宝・東置繭

所、繰糸所、現在保存修理工事中だった西置繭所を見学。2014年にユネスコ世界遺産委員会で世界遺

産一覧表に記載された富岡製糸場は 1872年（明治 5年）に完成、操業開始。殖産興業政策を掲げた明

治新政府が急務としたのは、輸出品の要であった生糸の品質改良と大量生産を可能とする器械製糸工場

の導入と推進。日本の工業化は、製糸から始まったのだ。日本が開発した生糸の大量生産技術に改めて

驚嘆、先人の苦労に思いを馳せた。 

往路・帰路のバスの中では、今回のツアーのもう一つの目玉である「探求プレバト」が行われた。全

参加者に俳句（川柳もあり）を三句富岡到着前に作ってもらい、帰路のバスの中で似歌会メンバーで「才

能アリ」の句を選んで賞品を贈呈するというもので、今回の「名人」級の句は次の二点。 
 

繭の字はどなたの作や夏時雨   風鈴坊 

雨粒の一つひとつに夏の色     虎山 
 

日本の近代化の歴史を学んだ上、俳句も楽しみ、記憶と記録に残る旅行になったことと思う。 

 

 

  

松が岡公園  藤が谷公園  
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親睦･研鑽部会紹介 

なつかしの名盤愛好会 

音楽と美食とお喋りと 
佐野 譲 

若かりし頃購入した懐かしいＬＰレコードを聴

く会をつくろうとの話題が出て、それはおもしろい

とのことで私も参加した。 

当初、探求クラブへの正式部会として登録はしな

くてよいのではないかとの意見もあったが、やはり

クラブ員が主体となる会であるから登録すべきと

決定した。 

場所は高松（当時高松にはあまり高級とは言えな

いがステレオセットがあった）で夕食およびアルコ

ール付き、会費 2,500円で 2010年 6月に発足し、

同年７月の定例会にて正式に部会として承認され

た。 

名盤愛好会なのでクラシックが主体となるので

はないかと予想したが、むしろジャズやムードミュ

ージックが多く一時は美空ひばりまで出てきたほ

どレパートリーはきわめて広範囲である。 

メンバーも少しずつ増えて 5～6名程度となった。

そのころＬＰレコードの所有者は 3名であったため、

ＣＤも可とした。せっかく優雅なひとときを過ごす

のであるから、ごちそうも飲み物も質を上げようと

の事で会費を 3,000円とした。 

そのうちに小山さんが参加するようになり、手持

ちのステレオセットを寄付してくださり音質も向

上した。参加者は最多で 11名におよんだ。 

約 2年ほど前に残念な事に高松のママが病いに倒

れ一時休会となった。私が行きつけにしていた「カ

フェ香房」のマスターに名盤愛好会の話を持ち込む

と、実施可能との事で、ここにて名盤愛好会が再開

になった。ここのマスターが料理上手で美味しい食

べ物を作ってくださるのも楽しみのひとつだ。その

名のとおりコーヒー店であるからアルコール類は

扱わないのであるが、名盤愛好会に関しては特別に

用意してくれる。 

音楽を聴きながらお喋りするのは楽しいもので

ある。サウンドトラックなどがかかると、その映画

の思い出話に花が咲く。ときには話しが弾んで音楽

の音量を下げてくれとの要望が出ることもある。 

最近では奥村さんからＢＯＳＥのスピカーの提

供があり音質はさらに向上した。  

この会はＬＰ、ＣＤを持たない人でも手ぶらで参

加できる自由な会であり、参加してみたいと思う方

は何時でも歓迎である。 

 

似歌会（俳句の会） 

俳句で脳の活性化を 
佐々木 黎治 

俳句は明治中期まで俳諧と呼ばれていたが、正岡

子規によって俳句と命名・統一された。昨今その俳

句が「プレバト」などのテレビ番組により、お茶の

間俳人の誕生など様々な形で世に広まってきたこ

とは形の是非はどうあれ、われわれ似歌会としても

歓迎すべきことであろう。 

似歌会は不幸にして昨年夏から半年の間に、会の

創設メンバーであり元・前部会長の高橋正路・野口

昌久の両氏が相次ぎ逝去され、会の存続も危ぶまれ

たがメンバーの会に対する熱い気持と何よりも俳

句に対する熱意で乗り切ることができた。 

現在の会員はレギュラー9名、ゲスト 3名の計 12

名。レギュラー、ゲストともそのうちの 1名は仕事

などの都合で投句のみとなっている。毎月の例会は

原町内会会館を主会場に、月の第 2火曜日午後 2時

からほぼ 5 時ごろまで開催。会費は毎月 1,000 円。

これは会場費・お茶・お菓子・ちょっぴりアルコー

ル代、および会報制作費に充てられる。たまに鎌倉

や江の島へ吟行することもある。吟行は行く先々の

景観なり風物を詠むことだが、なかなか会場が確保

できないのが難点で度々行うことは難しい。 

当日は各自、前月決められた兼題 1句と当季雑詠

２句を３枚の短冊に記入して提出、全員の句を各自

が１枚の用紙に書き写し、各自が自分の句以外の４

句を選ぶ。この選句された句を毎月持ち回りの披講

者（句を披露する）が読み上げるのだが、これから

がバトル開始。他人の句を批評することの愉しみ、

自分の句を批評されることの苦々しさ・・・ぜひ似

歌会に入会して味わってみては？ 

酒を愛した高橋さん、ヒマワリを愛した野口さん

を偲んで一句。 

天界に酒仙の宴日輪草   虎山 
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高齢になって 7年前に全くこの鵠沼という地がど

んな所かも知らず関西から移り住んだ。何か私に出

来ることはないかと思っていたところ近くのボラ

ンティアセンター「ささえ」に出会い、お手伝いを

していた。そこで老人会に入るよう勧められるまま

“東楽生会”の集まりにも加わった。更に“くげぬ

ま探求クラブ”があることも知り、河村代表に出会

いこの鵠沼の地域を案内されて入会した。会員方々

のステータスが高いので正直言って私がこの会に

ふさわしいか迷った。 

当地に来る前は少々広い畑を借りて菜園を楽しん

でいたので、農園部会や奉仕の一環として、公園の

清掃奉仕に参加を希望したが、いずれも日曜日にあ

り、私の都合で参加できなかった。「子どもと遊ぶ

会・お菓子の会・ヤングブラザーズ・近代史を語る

会・探訪部会・健康部会・デジタル情報部会・企業

研究部会」等に参加していたが、現在は市老連の活

動で大変忙しくなり、各部会への参加が殆んど困難

になってきている。部会の皆様にご迷惑をお掛けし

ているのが現状である。 

私は高齢になっても未知なる場所、新しい物に好

奇心があるので、“企業研究部会”等は時間がある

限り参加したい。“近代史を語る会”も歴史が好き

な私としては大変勉強になり、部員の方々の知識の

豊富さにも感嘆させられた。お陰で司馬遼太郎の

“坂の上の雲”と“翔ぶが如く”を読むことが出来

た。今後部会に参加するのは難しくなるが、許され

るなら可能な時に参加できれば幸いと思っている。 

 

仕事中心、まさに典型的なサラリーマン時代か

ら脱皮して 7 年、そして当クラブに入会して早 6 年

が経ちました。思い起こせば定年退職し試行錯誤の

1 年が過ぎた頃、鵠沼公民館で家内が偶然見つけた

当クラブの勧誘チラシがきっかけで鵠沼の歴史探

訪、市民農園の体験講座を受講。当時の世話人の面

談、更に厳格で怖そうな代表の最終面接を経て晴れ

て探求クラブ員となり、社会人間

への挑戦が始まりました。例会で

の不用意な発言（そんなに世話人

は大変なのですか？）により入会

して一年足らずで世話人に選出

され、特に例会の進行役を任され

たことは今思えば大変良かった

と思っています。各部会活動に出

来るだけ首を突っ込み皆さんの

人となり（名前も含め）をいやで

も覚えなければなりません。 

そうすることで当クラブとい

う地域のサークルという社会に

早く順応できかつ理解できたと

勝手に思っています。当クラブの

一番の特徴は色々な部会があり、好きなように選択

できかつ多士済々の方がいることです。今までに多

少面白くなく辛い時期もありましたが、先輩諸氏に

温かくも厳しく対応頂き、現在も当クラブに所属し

活動している事をありがたく思っています。今参加

している部会名をコメント付きで紹介すると次の

通りです。記念植樹の桜の開花が楽しみな（鵠沼松

が岡公園愛護会）、施設の方の笑

顔が絶えない（ヤングハーツ）、

近隣への貢献を目指す（災害研

究部会）、皆と極楽浄土へと願う

（極楽部会）、ビールが美味しい

野菜作りの（農園部会）、好きな

歌が歌える（ヤングブラザーズ）、

ボケないための（談話室）。ひと

つずつこれらの各部会活動を地

道に行い、今後どういう姿が理

想の社会人間かは判りませんが、

当クラブ入会最古参にあたる

「名簿順位№１」になれるよう

頑張っていけたらと思っていま

す。 

  

企業研究部会：ANA整備工場の見学で 
説明嬢に聞き入る筆者 

ヤングブラザーズの 
創立記念 15周年パーティの余興で 

アルトサックスの演奏を披露する筆者 
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私の趣味 

ウクレレ・心ときめくサウンド 

「人生50年」という言葉がだんだんと影をひそめ

て今や、80～100年という時代に突入しています。

会社人間をリタイヤした後の第二の人生が長くな

ったということで、本屋さんの店頭にはこれからの

人生をどう過ごしていけばよいかをテーマにした

指南書がなんと多いことかと、驚くほどです。長生

きして何がめでたい！とか、100歳す

ぎたのにまだお声がかからないのよ

～、とか人それぞれです。仕事を続け

ている人、そしてボランティアに、趣

味の世界にと自分にあった目標を見

つければよいと思います。私はヤング

ハーツの趣旨に賛同して参加できた

ことを喜んでいます。 

ウクレレとの出会いは古希を期し

て息子が買ってくれたことに始まり

ます。買ってきた理由はボケ老人の回避です。いわ

く、手指を動かす、頭（脳）を使う、声を出す等な

どいいことばかり並べたてます。ウクレレなんてみ

な同じようなものだと思っていましたが、形や大き

さ、材質などそれぞれ違いがあり知らないことがた

くさんありました。とにかく始めては見たものの教

則本ばかり増えて一向に上達しません。そこでウク

レレ教室に通い始めました。教室というものは本来

の目的は技術の習得にありますが、別の効果を発見

しました。今までなりふりかまわず勝手気ままにや

っていたものが、人の前で練習するとなると人に不

快感を与えないように気を使い、身だしなみや言葉

遣いなど神経を使うようになります。探求クラブへ

の参加も同じだと思います。 

さて、皆さんはウクレレについてどんなイメージ

をお持ちでしょうか？小さくて軽い

のでどこへでも持ち運べる、可憐な

サウンド、一人でも多人数でも楽し

めるなどいいことばかりです。ギタ

ーは弦が6本ありこちらには4本しか

ありません。気楽な楽器だけど実は

結構奥深く難しいところもあります。

ウクレレは伴奏楽器と思っています

が、近年ではソロ楽器として楽しん

でいる人もいます。ヤングハーツの

中での位置づけはリズム楽器ととらえていますが、

目標はメロディー楽器や歌を担当している方に正

確なリズムを送り出すことにつきます。とはいえ、

間違いも多くなかなか思うようにいかないのが現

状です。信頼されるメンバーとなれるように練習を

重ね進化するヤングハーツの一員に早く溶け込み

たいと思っています。もしかしてこれって、趣味じ

ゃなくなっちゃうかもネ！！

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 

長
おさ

 寛孝さん

昭和 19 年 10 月生まれの 73 歳です。2 年

前に兵庫県神戸市から移転して来ました。兵

庫県以外の土地に住むのは初めてですが、こ

れまで海、山に近い所に住んでいましたので

鵠沼海岸のある鵠沼地区は住んで落ち着くと

ころです。 

現在、息子夫婦、孫（小 5 と小 1）と一緒に暮ら

しています。こちらに転入してから、市内のウォー

キングの会、一昨年は公民館主催行事の「鵠

沼夢倶楽部」に参加して当地域にかなり慣れ

てきました。 

この度、くげぬま探求クラブに入会させて

頂きました。ヤングブラザーズに加えて、地域

活動部門や他の親睦研鑽部門に参加したいと思い

ます。どこまでできるか不安がありますがお手伝い

できたらと考えております。 

  

「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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宮澤彰さんが平成 30年 4月 17日に逝去されました。（享年 89） 

くげぬま探求クラブに子どもと遊ぶ会をつくり、大きく育てて頂いた宮澤彰さんが

亡くなられた。会報くぐひ 92 号（今年の正月号）に投稿された “私、米寿です” が

生前の最後の稿となってしまった。奥様のことを思い米寿は天命までの通過点とした

いと言われ、また、当クラブでの 23 年間がご自身にとり最も人間らしく生きている期

間だと述べられているのが印象深い。 

私は、けん玉、竹馬、独楽まわしなどの昔遊びを通して、宮澤さんから子どもとの

付き合い方を教わった。まだ、子どもと遊ぶ会が立ち上がる前のことだったが、20 年

以上前のひょっこり鵠南島での昔遊びの後、弥勒寺方面の小料理屋に誘われた。いつ

もの穏やかな笑顔で「あれじゃあ･･･子どもと仲良しになるのは難しいよ。遊びだから、

教えてやるのではなく子どもと一緒になって楽しまなければ相手だってちっとも面白

くないだろう。同じ道具でも今の子どもはどのように楽しむのかを観察するくらいじ

ゃないとね」と言われた。子ども目線で一緒に楽しみそして、彼らの楽しみ方を学び

取るということを宮澤さんから伝授された。いま、年代の異なる孫世代の子どもたち

とあまり違和感なく遊べるようになったのは宮澤さんのお陰で、感謝この上なし。 

街を歩いていてこどもたちから「あっ、探求さんだ」と言われた時の至福感をよく

言われていた宮澤さんのことだから、あの世とやらでもたくさんの天使たちに昔遊び

を教えるための準備作業を考え始めていることだろう。 合掌 

宮澤さんとは私が 22 年前に探求クラブ入会以来の付き合いです。 

宮澤さんは子ども遊びのプロで、部会「子どもと遊ぶ会」を立ち上げ、いろいろな

ご活躍をされていたのが思い出されます。 

特に片瀬小学校 4 年生社会科の授業として 10 年以上継続している「うぐいす笛つく

り」は宮澤さんがはじめたものです。 

最初はいろいろな竹笛を作りましたが失敗しにくく、必ず鳴る「うぐいす笛」に決

めました。 

竹について生徒たちに勉強してもらうため、片瀬小の近くの竹林に行き、生徒たち

へ竹の取り方などの指導をしたこともありました。 

「うぐいす笛つくり」の授業では宮澤さんが生徒たちを慣れさせるため、黒板に竹

でできているものとして笛、箸、筆などの文字を書き関心を持たせました。 

材料は竹、紙やすり、接着剤など、道具は鋸、切り出しナイフ、電動ドリルなど、

初めて使う生徒が多く、安全に十分注意し「うぐいす笛」を喜んで作ってくれました。

宮澤さんはじめ私たちも元気をもらったことが思い出されます。 

また宮澤さんは石上、藤が谷地区に詳しく、健康部会で鵠沼散策をしたとき「ここ

まで川が流れていた」とか詳細な説明をされたこともありました。 

お菓子の会では「草餅」「くず蒸し羊羹」などを作ってくれたこと、料理も得意で包

丁の上手な使い方を教わったこともあり感謝しています。 

このように宮澤さんとかかわったいろいろなことが思い出されます。ありがとうご

ざいました。 

宮澤さんのご冥福をお祈り申し上げます。 合掌 
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湘南かわら版  

数年前に息子（長男）から勧められ、PC に「スカイプ」をインストールした。PC の回線で世界のどこと

でも無料でテレビ電話が使えるソフトである。普段は使おうという気がなかったが、たまたま長男一家が滞

在中のシンガポールを訪れたことがきっかけとなった。息子夫婦が 3人の孫たちに勉強を教えるのに苦戦し

ている様子をみて、スカイプを使えば私でも勉強のお手伝いができるのでは、と思った。その件を息子に提

案すると大歓迎であった。 

私が帰国後、当時小 5の孫に毎朝算数と理科を教える「スカイプによる家庭教師」が始まった。当初は嫁

さんが毎日教えてほしい箇所をスキャンデータで送信してきたが軌道に乗ってくると私用のテキストを購

入して送ってきた。 

私の PC はレンズ付きではなかったので、外部に取り付

けるカメラを購入した。このカメラは手に持ち自由に動か

せるので、テキストや手書きの図を自由に写し出すことが

でき便利だった。毎朝定時に教えているとほかの孫や息子

夫婦が時々顔を出し、話しかけたりするので身近にいる感

覚になる。 

この孫との交信は 2年間続き、その後バンコクに在住の

別の息子（次男）の子どもにも小 5から 2年間同様の指導

をした。小学校高学年の算数は結構教え方が難しいので

我々の脳の活性化に役立ちそうである。初めのうちはろく

に挨拶も出来なかった孫たちも、次第に挨拶するようにな

った。たまに家内も顔を出し、相手の誰かと話をするよう

になった。昔、料金を気にしながら国際電話を掛けていた

ころを思い出し、便利な世の中になったものだと思う。 

 

クラブ短信 
久々！ 桜と酒の日本文化を満喫 探求クラブ花見会 
満開の花が散り始めたが花見日和の 4 月 3 日、大庭城址公園で花見会が開催された。 

当クラブの花見会は雨にたたられるのが恒例化してきているが、昨年は 3 年ぶりに満開には程遠いながら

も花冷えの中での花見ができた。今年こそはとの意気込みの中で、1,2 月の寒さから桜の花芽も休眠打破を

して順調に開花に向けて成長し、満開時期は例年並みと見込み、4 月 3 日に設定した。だが、3 月に入り湘

南は月間平均気温で例年より 2.5℃近く暖かくなった。あちこちで 10 日以上早い桜の開花、満開情報が報道

されるようになり、皆でやきもきする状況になってしまった。しかし、当日は満開直後の花びら舞い散る中

での素晴らしい花見となった。正田先輩にご苦労を願い、いつもの見事な樹の下で乾杯の練習を繰り返した

後、磯川兄の発声で宴が始まった。初夏を思わせる

ような暖かな気温とさわやかな風を肌で感じながら、

花吹雪の中での楽しく快適なひと時を過ごし、興も

乗り♪春のうらぁら～の歌となる。 

にぎやかな酒宴に降り注ぐサクラ、風に舞うひと

ひらの花びらが盃に浮く風情はこの上ない。日本酒

は、日本人の美的感覚と桜が育んできたものと何か

に書いてあったが正にそれを感じる。今年は結果的

に花が咲いている期間が長かった様に思う。桜が長

く咲くとその秋は実りに恵まれるといわれる。くげ

ぬま探求クラブの 25 周年を桜も一緒に祝ってくれ、

種々の記念行事も地域の皆さんと楽しみながら実り

豊かに終われるよ、と微笑んでくれているように感

じた。

スカイプで交信中 
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～例会・各部会活動報告～ 

３月    March 
○例会 3日 出席者 42名 在籍者 50 名 
〇審議事項 新会員 長寛孝さん 73歳 承認された。  
○行事 なし 
○世話人・委員会 ①世話人会 3/27 臨時 4/2 ②くぐ
ひ制作部 14 日 93号推敲完了 ➂探求 25周年委員会
8 日 ④メディア委員会、ＨＰ制作部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護会 4日 11 名清掃、おでん総会 
○藤が谷公園愛護会 11日 10 名（2）清掃、植木の剪定 
○ヤングハーツ 7日幹事会・練習 25名（13）13 日鵠生
園（ホーム）15名（8）16日藤沢病院（さくら棟）17
名（12） 

○おもちゃの病院 11日/25日 9/11名 来院 30/4名新
患 13/2件 退院引き取り 4/1 件 当日完治 4/1件  

○子どもと遊ぶ会 10日 5名 子供 14 名 紙吹き矢  
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18日 14名（2）子供囲碁 2
名将棋 40名 トーナメント大会 

○災害研究部会 28日 11名神奈川県総合防災センター 
○極楽部会 21日 10名 サプリメント理論と利用 
○サロン会 17日 12名（1）ゲストの波乱万丈な人生 

○健康部会 休会 
○探訪部会 20 日 雨天順延  
○娯楽部会 カラオケ同好会 19日 4名 3時間 40数曲  
○農園部会 4日 7 名じゃがいもの植付、京ネギの収穫 
○談話室 21日 9名 菅原通済（江ノ電のオーナー）の
エピソード 

○スケッチ部会 15日 4名（1）鎌倉古我邸の西洋館 
○デジタル情報部会 26日 11名 Amazonのサービス 
○ヤングブラザーズ 4日春のコンサート 23 名（8 先生

3）19日 22名（8先生 3） 24日 23名（9先生 3） 
○近代史を語る会 8日 11名（5）「大正から昭和」全 30
回終講 

○企業研究部会 28 日 災害研究部会と合同企画 神
奈川防災センター 

○なつかしの名盤愛好会 19日 9名自作「スターダス
ト」コレクション  

○俳句の部会「似歌会」13日 8名 兼題「のどか」「旅」  
○お菓子の会 1日 5名（1名）「うぐいす餅」ほたての 

炊き込みご飯

４月    April 
○定期総会 7日 出席者 44 名委任状 4名 2/3 以上の条
件を満たして開会 平成 29 年度活動報告、会計報告 
平成 30年度運動方針、予算案が拍手で承認された。 

○例会 7日 出席者 44名 在籍者 49 名 
 黙祷 宮澤彰様 4月 17日ご逝去 享年 88 歳 
○行事 お花見会 3日 30名（2）大庭城址公園 
 快晴 満開の桜吹雪 
○世話人・委員会 ①世話人会 3/27、4/2 ②くぐひ制
作部 11日第 94号編集方針 ➂探求 25周年委員会 12
日 ④休会制度検討委員会 ⑤メディア委員会ＨＰ
制作部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護会 1日 17 名（1）総会 8 日８名
（1）クラブ 25 周年ソメイヨシノ記念植樹 

○藤が谷公園愛護会 8 日 8名クラブ 25 周年河津桜記念
植樹 

○ヤングハーツ 4 日幹事会、月初練習 27名（13）10
日鵠生園（ホーム）中止 20 日藤沢病院（さくら棟）
18 名（11）26日 鵠生園（デイ）18名（10） 

○おもちゃの病院 8日/22日 13/14名 来院者 9/26
名 新患 5/16件 退院引き取り 2/4件 当日完治
0/7件 

○子どもと遊ぶ会 14日 8名（1）鵠洋児童館「板返し」 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15日 8 名（4名）子供 囲
碁 3名 将棋 24名 

○災害研究部会 6日 7名 地域防災の案内 
○極楽部会 18日 12名（1） 終活情報 
○サロン会 21日 8 名 真夏日？ビールの旨さ 
○健康部会 27 日 藤沢市の花を訪ねて散策 
○探訪部会 17 日 7 名 鎌倉・延命寺、松葉が谷 
○農園部会 8日 5名オクラ種まき 27日 7名野菜の収穫  
〇娯楽部会 カラオケ同好会 休会 
○談話室 18日 8名 ネット社会のいらだち 
○スケッチ部会 19日 4名（1名）布袋様の養命寺 
○デジタル情報部会 23日 17 名（1）どんな情報も簡
単に記憶してくれる Evernote 

○ヤングブラザーズ 13日 22 名（8先生 2）28日 22
名（9 先生 2）） 

○近代史を語る会 12日 13名（5 名）昭和の時代 
○企業研究部会 26 日 8名谷根千散策 講談、落語鑑賞 
○なつかしの名盤愛好会 16 日 9 名（1）レコード鑑賞 
○俳句の部会「似歌会」10日 9名 兼題「花」「友」  
○お菓子の会 休会 

５月    May 
○例会 5日 出席者 40名 在籍者 49 名 
○行事 ①藤が谷公園愛護会、園児と花植え 17 日８
名 園児５０名 先生10名 お母さん 15名 ②ひょ
っこり鵠南島まつり 19日 ８名（1）来場者 120名
（親 24）ゴム鉄砲で遊ぶ ➂ゴルフコンペ 7名鎌倉カ
ントリークラブ ④ボウリング大会 30 日 12名（2）江
ノ島ボウリングセンター  

○世話人・委員会①世話人会 1日 ②くぐひ制作部 9
日 8名第 94 号原稿推敲 ➂探求 25周年委員会 9日 
④休会制度検討委員会 ⑤メディア委員会、ＨＰ制作
部休会  

○鵠沼松が岡公園愛護 6日 12 名 清掃活動 
○藤が谷公園愛護会 13日 10 名（1）花壇整備 
○ヤングハーツ 2 日幹事会、月練習 24名（13）8日
鵠生園（ホーム）17名（9）25 日藤沢病院(さくら棟)15
名（11） 

○おもちゃの病院 13日/17 日 13/12名 来院 9/26名新
患 12/16 件 退院引き取り 2/5件 当日完治 6/9件  

○子どもと遊ぶ会 12日 10名 子供 25名 PTA6名 ス
タッフ 6 名 「グニャ凧作りと凧揚げ大会」 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 20日 9名（4）子供将棋 33
名 囲碁 1名 保護者 8名 

○災害研究部会 4日 7名、大震災の対応 
〇極楽部会 16 日 7 名（1）終末期医療 
○サロン会 19日 6名（1）友,遠方より来る 
○健康部会 25日 10名（2）片瀬江ノ島駅から稲村ケ崎 
○探訪部会 19日 6名 鎌倉・名越の切通し 
○娯楽部会カラオケ同好会 21日 8名（1） 51曲 
○農園部会 6日 6名（1） 夏野菜の植付 水遣り 
○談話室 16日 5名 スマホ講座 
○スケッチ部会 17日 3名（1）江の島ヨットハーバー 
○デジタル情報部会 28日 15 名（2名）Evernote その 2   
○ヤングブラザーズ 11日 24 名（10 名先生 3名）26
日 20 名（7先生 3名） 

○近代史を語る会と企業研究部会合同企画「富岡製糸場
見学ツアー」 10日 22名（8） 」 

○なつかしの名盤愛好会 21 日 8 名 幅広いジャンル 
○俳句の部会「似歌会」8日 6名 兼題「青葉」「皮」 
○お菓子の会 3日 3名 薯蕷（じょうよ）まんじゅう  
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スマホに乗り換え奮闘記 
    

［きっかけ］娘達や息子達が来て車で遊びに出掛ける時、スマホで道案内を見ながら運転をするのを見

ていた。道路情報も最新でさらに「飯を食おうか」、「何にする」、「この近くだとこの店でどう？」と

答えがすぐに返ってくる。今時の人はスマホを上手に使って生活しているように見受けられる。 

75才になった自分はスマホはとても無理だと思い込んでいた。そんな中、方向音痴な身内がおり、「一

人で出かけて、自宅に戻れなくなったら」との考えから、スマホの GPS機能（位置情報）が問題解決にな

りそうなことを知った。デジタル情報部会で奥村さんがスマホに大変な知識と経験の持ち主であることを

知り、指導を受けながら携帯電話から多くの機能を持つスマホに思い切って乗り替えた。2016 年 12 月、

1年 6か月前のことだ。 

まずは GPS機能に取り組んだ。この機能は相手が携帯電話でも問題なく居場所が地図に表示されるので

まずはひと安心。 

［文字入力］ガラケーのボタン操作からタッチパネル操作に変わり、悪戦苦闘の日々となった。人差し

指での操作だが、他の指が少しでもパネルに触ると画面が変わってしまったり、モタモタしていると画面

が暗くなって消えてしまったりする。そこで最近はもっぱら音声入力を使っている。マイクをオンにして

喋るとかなり正確な文章にしてくれる。親指操作が便利そうだが指使いがままならなくなった老人には意

外と難しく今でも苦戦している。 

［録音・録画］ヤングハーツで「駅メロ」を IC レコーダーで紹介していたが、スマホから音響機器に

無線で音を飛ばして聴いてもらうようにした。ヤンブラの練習の録音もスマホに切り替えた。自己練習の

時もイヤホンをつけていつでもどこでも聴くことができるようになった。孫の運動会等の行事を録音・録

画しておいて楽しんでいる。友人のフラメンコ発表を録画して DVDに焼いて差し上げたら喜ばれた。 

［電話］スマホは契約にもよるが、長電話は通話料金が高くなる。通話を終えたが、なぜかつなぎっぱ

なしになっていて想定外の料金を支払わされたことがある。そ

こで、よく通話する相手、長電話の可能性のある相手とは通話

料金無料の LINEを利用している。最近知ったのだが、相手のス

マホと自分のスマホを近づけてフリフリすると相手が登録され

る便利な機能がある。簡単でいい。 

未だ使い切れていない私であるが、探求の諸氏もスマホに切

り替えた方が多くおられる。皆さん、上手な使い方を教えて下

さい。 

 

 

 

 

 

編集後記 当クラブ 25 周年記念行事の開催が始まった。公園愛護会の記

念植樹と世界遺産へのバスツアーが実施され、田中章さんが巻頭を飾った。

久しぶりに「私の趣味」に入会間もない鈴木実さんがウクレレとの出会い

などについて投稿。新会員紹介には長寛孝さんが登場。ビフォア・アフタ

ーにはともに入会 6年経過の東田さんと田中力さんが執筆。水野さんは久

しぶりに天気と花に恵まれた当クラブの花見会の様子をイラスト付きで

紹介。佐野さんがいかにも楽しげな「なつかしの名盤愛好会」の親睦研鑽

部会紹介を。野村さんは年配者にありがちな「スマホと奮闘する姿」の体

験記事を投稿。塩川が、スカイプを利用して遠隔地に在住の小学生の孫た

ちに勉強を教える様子を紹介。特別記事としては、当クラブの初期から 23

年にわたり活動をしてこられ、急逝された宮澤さんの追悼文を伊藤さんと

水野さんが執筆。同氏には本誌 92 号に「私、米寿です」を執筆して頂い

たばかりであった。故宮澤さんに黙禱。 （塩爺） 


