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世話人代表 玉田 英二 

今年も公民館まつり（10 月 20・21 日）のシーズンが到来いたしました。また、クラ

ブ員全員でこのまつりを盛り上げ楽しみしましょう。今年は我がクラブにとって新しい

イベントが加わることになりました。くげぬま探求クラブ創設 25周年事業の一環として、

室内の展示ブースを 2コマ利用して、クラブの活動をお見せします。 

災害研究部会がこの展示ブースで、日ごろの研究内容を発表することで、地域の方々

にその情報をお知らせできればと考えています。発表内容は、先の東日本大震災、熊本

地震、7 月の西日本豪雨災害等を教訓として、地震や風水害・津波等の災害時に、一番

必要となる「水」と「トイレ」の対策を分かり易く展示します。 

【災害研究部会の発表内容】 

・水について：自宅での 飲料水の備蓄と生活用水の確保方法 

・自宅でのトイレについて：自宅での断水や下水道不使用によるトイレ対策方法 

我がクラブの創設は平成 5 年であり、この年から公民館まつりの古本市に参加し、そ

の時から今日に至る 25年間、古本市に携わり協力を継続して来ています。まさにまつり

の目玉ともいえる古本市を我がクラブに任されており、公民館からも信頼されています。

昨年は 1 万冊におよぶ寄贈を頂き、2 日間で 5 千冊近くを売り上げ大きな収益をもたら

しました。古本市に関しておもしろい話があります。毎年古本市の初日には開店の前か

ら長蛇の列が出来るのが恒例となっていますが、毎年リュックを背負った何人かの業者

風のおじさんが並びます。この人たちは何時もリュック一杯に本を買いあさって行くの

で、スタッフからは本の数を制限した方が良いのでは、といった話も出ていました。 

7月例会で新会員として N氏が入会しました。当日の「やぶ茂」での反省会で、N氏の

口から「毎年リュックを背負って古本市に並んでいます」「本が大好きなものなので・・・！」

との話を聞いて驚いたが、さて今年は・・・？ 

今年も“焼いも販売”をします。継承されている釜の管理と焼き方のスキルは、Y 氏

を筆頭にクラブ青年部？で担当します。販売係は、何時ものように先輩諸兄による営業

力に期待したいと思います。 

その他にも、子どもたちに人気の「手作りおもちゃ」、幼児から大人まで寄り合う「鵠

っ子囲碁･将棋ルーム」、公民館ホールを魅了する「ヤングブラザーズ」のハーモニー、

このようにまつりを盛り上げるイベントがあり、我がクラブ員の心意気が感じ取れる 2

日間になります。 

今年の春のお花見同様、秋晴れの中で楽しく愉快なまつりにしたいと願っています。  
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創立 25 周年記念行事 

公民館にて夏休み体験教室開催！ 
田中 力 

子供関連の行事として毎年夏に開催される「鵠っ

子スクエア」の一環として「遊べる・学べる体験教

室」と称して 7月 24日に公民館ホールで開催した。

探求クラブの＜鵠っ子囲碁・将棋ルーム＞＜子ども

と遊ぶ会＞＜災害研究部会＞＜似歌会＞の４部会

が参加した。小学生並びに幼児 42名、保護者 10数

名、探求クラブ 32 名、ゲスト 3 名、公民館 3 名な

どが参加した。いろいろな機会を利用しチラシなど

を配布し、万全の策を講じたが、子供たちの参加が、

期待した人数より若干少なく、また女子の比率が高

かったことが予想外であった。ただ子供たちに喜ん

でもらえた事に感謝するとともに、当日、村岡公民

館の方たちが立ち寄られ、我が探求クラブの底力に

驚嘆し、また鵠沼のサークル活動を称賛していたこ

とを付け加えておく。更にある保護者の参加者から

の以下のコメントを紹介する。 

「ありがとうございます！！かるたや俳句にう

ちのちいこいチームがチラホラと（笑）あの楽しか

った日々が蘇ってきました。アンケートにも力強く

書いてきましたが、来年も是非開催して欲しいとこ

ろです。子どもたちも地域のおじさまたちと触れ合

え、しかもただ触れ合うだけではなく、防災を学ん

だり俳句やオモチャなど学べたりと有意義な時間

で、これからの時代に必要な繋がりだと思います。 

次開催するなら是非週末に！友だちたくさん誘っ

て行きたいところです。」 

やって良かったという気持ちにさせていただき

敢えて全文を載せさせて頂いた。 

また各コーナーからのコメントは探求クラブの

HP（ホームページ）に載っていますので是非ご覧頂

きたい。 

25 周年行事のひとつが無事終了したことに感謝

申し上げます。 

鵠沼公民館再生・修理・清掃活動《その 1》 
池田 修 

・ 日時：2018年平成 8月 20日（月）13：30～15：30 

・ 場所：鵠沼公民館ホール 

・ 参加者：25名（うちゲスト 1名） 

鵠沼公民館は、クラブ規約にも明記されている我

らの活動の拠点。日頃使い慣れた空気のようなとこ

ろだがどうも、我ら同様経年劣化と汚れが目立つ昨

今。自分たちの手で出来る範囲で綺麗にする。こう

した地味なボランティアこそ 25 周年記念に相応し

い、みんなでやろうじゃないかとなった。 

全館はおよびもつかないが、公民館の休館日を利

用しての①1F ホールと舞台②学習室二つと文化活

動室の清掃・壁の補修それに公民館のオファーで③

将棋盤や譜面台などの修繕が追加された（②、③は

10月 15日実施予定）。 

パッとしない作業にみえる割に、当日は 25 名が

大ホールに集合。あれ新入会員も…と思ったら、な

んとタオルを首に巻いた峯浩太郎センター長（公民

館長）がさりげなくみんなの中に溶け込んでいる。

どうも当初の打ち合わせ時に、この行事のことを耳

にして参加されたよう。栄えある記念行事活動のプ

ラス 1名になったトップの意気込みをみせてもらい、

クラブ員の意気はあがるばかり。 

ホールの上部にある舞台照明用スポットライト

は積もり積もったホコリで黒の金属製のカバーの

上部は冬の富士山頂のよう。雪化粧ならぬ綿ボコリ

は、見るたびにゲンナリ。壁は壁で、手垢やポスタ

ーなどをテープで張り付けた残骸が黒くくすんで

いて、コチラもいただけない。舞台の緞帳と天井か

ら吊り下がった黒い幕は白くホコリで縞が入った

まま。 

定刻に作業を開始。壁の汚れが落ちないので当初

は戸惑った人も、トライを繰り返し徐々に壁の汚れ

が薄くなり、セロテープの残骸もカッターを使って

剥がされはじめると作業も軽快に…。 

舞台のホコリの量は広いホール以上。マスクに帽

子にゴーグルに手袋と身を固め、ハタキに掃除機に

モップに雑巾…とあの手この手を駆使。中には高所

作業をいとわない人もいてひやひやしたが、おかげ

で当初の目論見を超えるキレイ度となった。綺麗っ

ていいなぁ。 
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地域活動部会紹介 

ヤングハーツ 

楽しみながらのボランティア活動 
小山 和彦 

くぐひ 86 号（2016 年夏号）に記事を載せてから

2 年が経つ。掲載と同じ年の秋には先人から受け継

いできた鵠生園での活動で市の表彰を受けること

になった。地道な活動が地域貢献に役立っているこ

とが認められたと、メンバー一同は喜ぶと同時にこ

れが今後のさらなる活動に向けての喝でもあるの

だと捉えて毎月の活動に精を出している。 

部会は毎月、月初練習と鵠生園と藤沢病院での定

期活動の他に年に一度の訪問・出演をささえ高木荘、

ささえ橘、鵠沼地区敬老会、鵠洋児童館でのクリス

マス演奏で行っている。2017 年 2 月には表彰を受

けての社会活動事例発表としてサークル交歓会研

修会で活動の実際を披露し、2017 年 7 月にはヤン

グブラザーズと共同で公民館主催の生涯学習活動

「夢倶楽部」に出演して楽しんでもらったりもした。 

活動は少ない時で月に 3 回、多くなると月 6 回ほ

どの活動にもなり、全てに出るとかなり忙しい活動

となる。これだけの活動をゲストを加えた 30 名ほ

どのメンバーで、各自が都合のつく日に自由に参加

しながら活動している。 

そんな中で嬉しいことに、このところ新しいメン

バーの加入が続いている。そこで新しく入ってきた

方々に、参加して感じたことを聞いてみた。 

「施設に行くとちょうど亡くなった親の世代の

方々、身につまされることも多いが『ありがとう』

と声をかけられると『こちらこそ・・・』という気

持ちになる」、「声を出すと心も体も軽くなったよう

に感じる」、「まだ数回の参加だが楽器の演奏を聴き

ながら歌うのも楽しい、人の出会いもうれしい、自

然体で参加できそう」と楽しんで参加してくれてい

るようだ。さらには「メンバーの皆さんが若い！特

に楽器をやっている方々は日々研鑽を積んでの参

加でその精神が若さにつながっている」との感想も

あった。一人一人が「ヤングハーツ」で楽しみなが

ら参加していることがうかがえてなんとも嬉しい。 

それほど気負うことなく、参加出来るときに参加

して、楽しみながらのボランティア活動を可能にし

ている「ヤングハーツ」、これからも地域の皆さん

に喜んでもらえるよう努力していきたい。 

 

 

 

親睦･研鑽部会紹介 

カラオケ部会 

歌って笑って カラオケ部会 
佐々木 黎治 

カラオケ部会は 2017 年 5 月歌のヨコ好き 4 人が

集まり、娯楽部会の中の同好会としてスタートした。

その後ぽつぽつメンバーが増え現在はレギュラー

が 7名となっている。メンバーが不参加の場合には

不思議にゲストが顔を見せ、カバーしてくれる。 

そんな中、娯楽部会の核であった囲碁・将棋の部

門が長い間、活動していなかったことから、18年 8

月のクラブ例会で部会を廃止し、代わりにカラオケ

同好会から昇格？カラオケ部会として誕生した。

「庇を借りて母屋を・・」状態になったわけである。 

わが部会は 6～7 人の集まりで意思の疎通が非常

に良い。開催日もメンバーの都合で第 3月曜か火曜

の午後 2時からとフレキシブルというかユルイ。会

費は午後 6時まで歌い放題で 1人 900円、アルコー

ル飲み放題 900 円。飲んで歌って 1800 円。会場は

藤沢北口駅前の「ヒットパレードベスト１０」。立

地条件がいいせいか、高校生から老人グループまで

が楽しんでいる。 

毎回 1人当たり 7～8曲を思い思い歌い上げるが、

ご当地ソングあり CM ソングや艶歌あり、ジャズ、

シャンソン、フォーク、ロック紛いまで何でもアリ

で、ビールやワインを飲みながら「名古屋はええよ」

に腹を抱えて大笑いし、「24 時間戦えますか」に、

かつての猛烈社員たちがこぶしを振り上げ ♪ビ

ジネスマーン ジャパニーズビジネスマーン・・と

熱唱。 

極めつけは西條秀樹の「ヤングマン」。老いても

なお気分は十分ヤングマンたち、ＹＭＣＡの振付に

頭の上で手を振るさまは阿波踊りの男踊りを思わ

せる場面もしばしば。特筆はさすが我がクラブで、

流暢な？原語で歌う人も数多いが「あれは何語？イ

タリア語？いやースペイン語だろう」、いいのです。

歌い手が気持ちよく歌えれば・・・ 

会場は 10 人が入れる大部屋もあるそうです。余

裕があります、皆さんの参加をお待ちしています。 
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原点に戻った納涼会 
嶋村 堯敏 

7 月例会の時、世話人から納涼会幹事引受の見通

しがつかない、という話を聞いた。このまま放って

おくと飲む機会が 1回減ってしまうのではないかと

大いに心配した私は、くぐひ編集会議後の反省会で、

たまたま私の前に座ったこれも飲み会大好きの世

話人Ｙさんにうっかりと「引き受けてもいいよ」と

口を滑らしてしまった。すかさず同調してくれたの

がＳさんだった。やはり同様に飲む機会を逸すると

おそれていた、と思われるＨさんは、その時にはす

でに今回の会場を確保されていたらしい。頼もしい

限りである。くげぬま探求クラブメンバーが下戸ば

かりだったらこうは上手くいかなかっただろう。 

その後私は脊柱管狭窄症という因果な病気に罹

り、ビールジョッキ以上の重いものを持つことが禁

止されたため、お役に立つことが少なくなったが、

「枯れ木も山の賑わい」として幹事の一隅に籍を置

かせてもらった。皆さんは普段それぞれ忙しく、打

合せはメールでのやり取りのみ、Ｋさんの綿密な計

画とＳさんの過去の費用や量などを調べた綿密な

データに従い、弁当、飲み物、つまみの調達を進め

た。苦労したのは会費 3000 円以内に収めるため、

それぞれの発注先や量を決めることだった。年を重

ねた参加メンバーを考えて、見栄えと量のバランス

を取ることである。 

そうこうする内、4 人の幹事では不安と思われた

のか、数人のメンバーから助っ人の申し出があり、

結局当日は総勢で 10 人近くの人が会場準備のため

に集まり、このことが納涼会の「手作り感」をもた

らし、クラブの原点に戻ったような印象を受けた。

大変嬉しかった。 

今回の納涼会は、世話人の手を離れたと受け取ら

れたのか、世話人の参加は 1 人のみで寂しかった。

それぞれお忙しかったのか、あるいは遠慮されたの

かもしれない。このことに関しては後日の例会で

種々議論があり、延長戦にまでもつれ込んだが、方

針が確認されホッとしている。 

余興とスピーチはＨＰに書いたとおり。中でも印

象に残った田中章さんのお話を少し紹介したい。

「平和の輪をひろげる実行委員会」は核兵器廃絶宣

言をしている藤沢市から委託され、毎年原爆被害の

体験を風化させないため、長崎の平和式典などに子

どもたちを派遣しているが、今回章さんは市の職員、

先生、保健師などと共に、40人の小中高の生徒を引

率して参加した。8 月 9 日の平和式典と青少年ピー

スフォーラムへの参加、被ばく跡地の見学を目的と

した参加だが、派遣生徒は作文により選考される。

この暑い中での参加は事前準備や大勢の生徒の引

率で苦労が多いが充実した日々だったと章さんは

言う。この件の詳しい情報は章さんのフェイスブッ

クに記載されている。 

もう一つ。フルートの柔らかい音色で納涼会の参

加者の耳を楽しませてくれた池田雅さんが 9月の例

会で退会した。地元の活動に専念するためとのこと

だが、これからもゲストとしてサロン会、おもちゃ

の病院などに参加するが、このような懇親会にもぜ

ひ参加し、フルートやサックスを奏でてもらいたい

と思うのは私だけではあるまい。地元でのご活躍を

お祈りする。 

さて、納涼会の締めである。前記したように、メン

バーの年齢などを考慮して、一人当たりの酒量を設

定したが、それでも皆さんの消化能力を過大評価し

たようで、アルコールが相当量余った（100％アル

コール換算で 1.5リットル、日本酒１升換算で 6本

分）ため別途保管している。クラブの会計とは別の

流れであるので、幹事 4人で相談した結果、処分代

金を参加者に戻すつもりである。どのくらい戻るか

はお楽しみに。 

 

 

 

クラブ短信 

１．クラブに休会制度が誕生 

介護や病気療養などの理由で長期間活動ができない場合、従来はやむを得ず退会となっていた。事情が変

われば再活動をしたいと望む会員に対して休会制度を適用することになり、7 月の臨時総会で会規約に「会

員はやむを得ない事情による場合、休会することができる」との条項を加え別途運用規則を設け休会制度

を制定した。 （世話人会・検討委員会） 

２．スイーツおじさん（お菓子の会）しばらくお休みに 

7 月 26 日の公民館行事「鵠っ子スクウェア 2018 夏・スイーツおじさんとお菓子を作ろう」への協力参加

を終え、お菓子の会が活動を休眠することになった。江の島の婦人会館時代からの継続で、月例活動も 216

回を数えたが、現状の 4 名では、楽しみが苦しみになりかねないとの判断によるもの。（お菓子の会） 
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楽しく「やもを」を生き抜くには 
佐々木黎治 

鰥夫・寡・寡婦・孀。「やもを」や「やもめ」の

漢字はなぜか難しい。同意語に「後家」もあるが、

後家は東北や北陸地方では「後妻」も指す。漢字の

種類が多く難しいのは、それだけ多くの寡婦生活が

あり生き方の難しさを示しているのだろうか？ 

辞書を引くと「寡婦倒し」「後家倒し」という言

葉が出てくる。これはなにも寡婦を押し倒す・・・

わけではない。寡婦の仕事が失われた「稲扱器
い ね こき き

」の

異名という。もっともこれは若い寡婦の話で、ある

程度の年齢になると「独り身になってやれやれ」と

か、熟年離婚を望む女性が多いのが現代の世相らし

い。 

「若年やもを」は育たない 

「やもを」は死別にしろ離婚にしろ伴侶のいない

バツイチ経験者が条件である。もちろんバツ２、バ

ツ３の猛者もいるだろうが、これは個人差のあるこ

とで除外することはできない。ただし好むと好まざ

るとを問わず独身貴族を通すバツ０は対象外であ

る。もう一つ、幸いにしてというか・・・再婚した

者は祝除外ということになる。幸か不幸か我がやも

を会には今のところそれらしい兆候は見当たらな

い。 

若年やもをが成り立たないのは、会社はともかく

家庭の事は万事相方にまかせっきり・・・の罰がキ

ツイのである。炊事はできず毎食店屋物かコンビニ

弁当。暗い寒い夜の玄関をくぐりたくないので、夜

毎の飲み屋通い。息子や娘の家族がいる場合はまだ

しも、独り身はだんだん壊れていくことが多いよう

だ。 

「熟年・老齢期のやもを」 

わがやもを会の場合は、当然高齢者ばかりである。

やもをの生活になじんだ人々であり安定期に入っ

た面々である。炊事洗濯拭き掃除などの家事万端を

こなし、余裕をもって？ボランティアや趣味のクラ

ブ活動に参加している。別に亡き連れ合いを忘れた

わけでも忘れようとしているわけでも決してない。

ただ、あれはいけない・これはダメ、食べ過ぎ飲み

過ぎ気をつけて・・・るっせぇ分かってらー。 

当会メンバーは相方の死んだ年や死因を、一度は

それとなく聞くが何度も執拗な会話にしない事が

不文律になっているようで、なんとなくお互いの思

いやりが感じられ据わりがいい。加えてサポーター

の皆さんの参加が無言の支えとなって、メンバーを

勇気づけてくれている。なかでも野口さんのお嬢さ

んの存在が大きい。ご当人は「私未亡人ではありま

せん」ごもっとも。だがわれわれは当然のようにメ

ンバーと認識している。 

歳はとってもそこは男、席に彼女がいるだけで話

も弾むし酒も進む。これ最高よ、老やもをの生きが

いよ。楽しく生きよう！あなたもどーですか。 

 

 

 

私こういうものです 新入会員の自己紹介です。会員数は 51名になりました 

西脇 成治 

2018年 6月 30日（土）くげぬま探求クラ

ブ例会にて正式に入会が認められた西脇成

治でございます。 

私は、昭和 18年 10月生まれの 74才です。 

鵠沼松が岡 4丁目で、36年間『湘南西脇画

廊』という企画画廊を経営してまいりました。 

しかし最近は、2 年前に一緒に画廊を立ち上げ頑

張ってきた家内を亡くし気分は落ち込み、日々悶々

と暮らしておりました。 

それまで、家内におんぶに抱っこで、画廊の仕事

は勿論の事、日常生活や車の運転、パソコン関係、

そして携帯も発信と受信のみしか出来ないという

ように、甘えてばかりの人生でしたので、家内の死

のダメージはとても大きくなかなか受け入れる事

が出来ませんでした。 

家内を亡くしてからは、画廊のスタッフ 2

人に励まされ、何とかやってまいりましたが、

必要な時以外は家に閉じこもり、本を読んだ

りテレビを見たりと、人と接することを拒否

した無気力な生活を送っておりました。 

しかし、そんな私を見るに見かねたスタッフの

勧めで、シネコヤさんに何度か映画を見にいくよう

になり入会したところ、くげぬま探求クラブの田中

章さんとお会いする事が出来ました。色々とお話し

を聞く中、私でも皆さんのお役に立つ事もあり、お

手伝い出来ればと、又、大好きなカラオケの部会に

も仲間入り出来ればと思い、入会を決意致しました。

まだまだ不慣れで不器用な私ですが、出来る事は一

生懸命やってまいりたいと思いますので、宜しくお

願い致します。 

  

「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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我が家の防災――危険ブロック塀の安全改修工事―― 
河村 英二 

平成 30 年 6 月 18 日 7 時 58 分頃に発生した大阪

北部地震で、朝の挨拶の当番で一足早く登校中の小

学生が、不法な建築ブロック塀の倒壊で下敷きにな

り犠牲になる悲劇が起きました。このブロック塀は、

高さ、構造とも建築基準法施行令に違反の建造物で

且つ、基礎との接合の脆弱と、工事施工の不具合が

明らかになりました。又、法に基づく点検も履行さ

れておらず正に人災事故と言い表すほか言葉があ

りません。 

小生の家に面した道路は、市指定の津波避難路の

一つで、国道 134 号線から小田急線の踏切を渡り直

線的に江ノ電鵠沼駅方面に向かいます。数年前に市

の主導による鵠沼地区の一斉の徒歩による津波避

難訓練が行われました。訓練の目的は、決められた

地点まで避難行動を起こして、避難路の確認、目的

地までの時間、そして途上での危険個所の摘出です。

その際、小生の家の周囲のブロック塀が危険個所と

マークされたのです。小宅のブロック塀は構造的に

建築基準法施行令に抵触しない建造物ですが、それ

以来、万が一の事態の不安が払拭されずにおりまし

た。そのような折り、藤沢市が 28 年度から危険ブ

ロック改修工事の補助制度を設けてフェンス等の

安全な工作物に改修することを推奨したのです。思

い切って 29 年度に補助制度を活用して改修工事を

行いました。 

因みに建築基準法施行令では、一つの目安として

ブロック塀の高さは地面より 2.2m 以下であること、

塀の高さが 1.2m を超えると塀の長さ 3.4m ごとに

控え壁を設ける、の規制があります。小宅の場合、

高さ 1.9m、長さ 7.7m で控え壁設置構造です。業者

が、ブロック撤去作業時に「しっかりした造りだ」

と、漏らした言葉が印象的でした。工事施工以来、

何はともあれ重しが取れた思いで安心の心境で過

ごしています。 

遮蔽板が無くなったことによる往来の車や人の

影が目に留まる煩わしさや車の騒音も気になると

ころですが、外から中が素通しになり不審者の立ち

入り難い防犯上の副次的効果も得られました。部会

員各位のご自宅の塀は大丈夫でしょうか。見直すき

っかけとなれば幸いです。 

末尾に実務的な情報と作業の実績を説明します

ので参考にして頂ければ幸いです。 

１．施工工事会社は商工会議所の窓口で場所と目

的を伝えて、何社かノミネートしてもらいました。

工事の施工内容は“見積依頼書”なる文書で納期、

工事の量（規模）、取り替える塀の仕様（材質、形

状とか）、業務範囲（見積の根拠を示す施工図面を

含む見積仕様書・完成時に施工前後の図面等）の図

書の提出を表します。と同時に実際に現場で説明し、

質疑して問題点を解消する。信用できれば見積先は

一社でも可ですが、合い見積もりも有効（予め業者

にはその旨伝えるのが望ましい）です。 

２．藤沢市の補助制度を適用する条件があります。

環境としては塀が道路に面していること。対象の塀

の寸法は、長さ 1m、高さは道路面 1m を超える（擁

壁の上にある場合は、ブロック塀の高さが 60 ㎝を

超えるもの）。 

他、条件が有りますので詳細は当該窓口（防災政

策課）で確認してください。 

３．費用の実績。市の補助金額は、イ）対象工事

費の 2 分の 1（上限 30 万）。ロ）但し市が定める「津

波避難路」沿いのブロック等については 4 分の 3（上

限 45 万円）です。 

小宅の場合は、ロ）の適用を受け、発生費用 51.9

万円、補助金 38.9 万円。自己負担 13.0 万円。 

ブロック塀のチェックポイント（国土交通省ＨＰ

より） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei 

    

改修工事施工前 

 

改修工事施工後 

ato  
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～例会・各部会活動報告～ 

6 月  June 

○例会 2日 出席者 39名 在籍者 50 名 
○行事 ①元気塾（将棋教室）7 日 11 名 子供 20 名
元気塾スタッフ 8名 ②ひょっこり鵠南島 30日 
七夕まつり 5名 子供 62名 父母 26 名他 18名 

○世話人・委員会 ①世話人会なし ②くぐひ制作部
13日 11名 94号推敲完了 ➂探求 25周年委員会 14
日 7名 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 10 名 紫陽花咲き競う。 
○藤が谷公園愛護会 10日 8 名 花壇の整備、清掃。 
○ヤングハーツ 6日幹事会・練習 28名（15）12 日鵠生
園（ホーム）19 名（11）15 日藤沢病院（さくら棟）
14 名（11） 18 日ささえ高木荘 10 名（6）28 日鵠
生園（デイ）20 名（10） 

○おもちゃの病院 10 日/24 日 16/14 名 来院 10/30
名 新患 8/38 名 退院引き取り 4/5 件 当日完治
4/8件  

○子どもと遊ぶ会 9日 7名 子供 10名 紙トンボ 
○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 17 日 12 名（3）子供囲碁 0
名 将棋 30 名 村岡公民館の子供達と交流会 

○災害研究部会 休会 
○極楽部会 20日 8名 「親（自分）が倒れたら？」 
○サロン会 16日 10名（1）旨い料理と楽しい飲み会 
○健康部会 22日 8 名（１）金時山、大涌谷、明神岳 
○探訪部会 19 日 8 名 鎌倉・覚園寺、天園コース 
○娯楽部会 カラオケ同好会 18日 7名（1）大型新人
登場  

○農園部会 3日 5 名（1）じゃがいも収穫 
○談話室 20日 8名 スマホ購入、病気談義 
○スケッチ部会 21日 4名（1）腰越漁港風景 
○デジタル情報部会 25日 12 名（1）Googleマップ 
○ヤングブラザーズ 20 日 23 名（8 先生 3）23 日 21
名（9 先生 3）新曲「学生街の喫茶店」「岬めぐり」 

○近代史を語る会 14日 14名（4）「昭和の時代」2回 
○企業研究部会 18 日 17名（2）藤沢市議会見学 
○なつかしの名盤愛好会 18日 8名（1）珍しい楽器「グ
ラスハーモニカ」  

○俳句の部会「似歌会」12日 10 名 兼題「虹」「指」 
○お菓子の会 7日 4名  豆大福もち

7 月  July 

○臨時総会 7日 出席者 43 名委任状 3名 2/3 以上の条
件を満たして開会 議題「退会ならびに休会制度に係
る規約改正」賛成 37名 1/2 以上の賛同で可決。 

○例会 7日 出席者 43名 在籍者 51 名 
○行事 ①ウグイス笛を作る 片瀬小学校 10日/12
日 12/8名 4年生授業 138名 ②夏休み体験教室 
24日 33名 子供 42名父兄 10数名 俳句、囲碁将棋、
防災、おもちゃ作り ➂お菓子の会・鵠っ子スクエア 
26日 4名 公民館員 4 名 子供 24名 お菓子「白玉
みつ豆」④流しそうめん 鵠洋児童館 29 日 13名
（2）70名児童館スタッフ 5 名 PTA6名  

○世話人・委員会 ①世話人会 3日/31 日 ②くぐひ制
作部 11日 10 名 第 95号編集方針  ➂探求 25
周年委員会 12日 5名⑤メディア委員会、ＨＰ制作
部 休会  

○鵠沼松が岡公園愛護会 8日 9名 公園整備 
○藤が谷公園愛護会 8 日 10 名（1）清掃、水やり剪定 
○ヤングハーツ 4 日幹事会、月初練習 25名（15）10
日鵠生園（ホーム）17 名（13）20日藤沢病院（さく
ら棟）19 名（13） 

○おもちゃの病院 8日/22日 9/12名 来院者 19/9名
新患 13/7件 退院引き取り 4/5件 当日完治 7/27
件 

○子どもと遊ぶ会、健康部会、探訪部会、お菓子の会 
休会 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 15日 8 名（2名）子供 囲
碁 3名 将棋 24名 保護者 9名 

○災害研究部会 6日 9名 ブロック塀倒壊事故 
○極楽部会 20 日 
○サロン会 21日 11名 1月は一泊旅行 伊豆？ 
○農園部会 8日 6名 夏野菜の収穫 臨時 11 日 4名
サツマイモの植栽  

○カラオケ部会 17日 6名カラオケ部会に名称変更 
○談話室 18日 6名 Boseスピーカー披瀝 
○スケッチ部会 19日 4名（1名）公民館 
○デジタル情報部会 23日 17 名（1）印刷のコツ 
○ヤングブラザーズ 13日 20 名（6先生 2）28 日台風
で中止 

○近代史を語る会 14日 15名（6 名）昭和の時代 3回 
○企業研究部会 25 日 10（1）神奈川県立歴史博物館 
○なつかしの名盤愛好会 16 日 9 名 終末に聞きたい曲 
○俳句の部会「似歌会」12日 8名 兼題「祭り」「水」  

８月  August 

○例会 4日 出席者 39名 在籍者 51 名 
○行事 ①25周年記念行事 鵠沼公民館再生 20日 25
名 ホールと舞台の清掃 ②納涼会 18日 24名 
藤が谷市民の家 

○世話人・委員会①世話人会 8月 28日 ②くぐひ制作
部 15日 7名 25周年記念号記事執筆依頼 ➂探求 25
周年委員会休会 ⑤メディア委員会、ＨＰ制作部休会 

○鵠沼松が岡公園愛護 5日 15 名 酷暑の中の清掃作業 
○藤が谷公園愛護会 12日 8 名（1）残暑の花壇整備 
○ヤングハーツ 1 日幹事会、月練習 26名（13）14日
鵠生園（ホーム）11名（4）17 日藤沢病院(さくら棟)12
名（8） 31 日 鵠生園（デイ） 

○おもちゃの病院 12日/26日 9/13名 来院 8/10名新患
4/4件 退院引き取り 5/8件 当日完治 2/2件  

○子どもと遊ぶ会 11日 4名（1）子供 2名 水鉄砲 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 19日 10 名（2）子供将棋 15
名 囲碁 1名  

○災害研究部会 3日 7名 最大降水量と浸水マップ 
○極楽部会、サロン会、 健康部会、探訪部会、談話室、 
近代史を語る会、お菓子の会、休会 

○カラオケ部会 21日 5名 3 時間半 43曲 
○農園部会 5日 5名（1） 夏野菜の整理 
○スケッチ部会 16日 3名（1）鵠沼公民館 
○デジタル情報部会 休会   
○ヤングブラザーズ 10日 22 名（8 先生 3 名）24日 22
名（8 先生 3 名） まつり公演の楽曲を練習 

○企業研究部会 4 日 5名 横浜ベイブルーイング 
○なつかしの名盤愛好会 20 日 9 名（1）オーディオセ
ット寄贈 

○俳句の部会「似歌会」14日 8名 兼題「船」「星」 
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半世紀前のアメリカ留学 
田中 章 

今年 7月 7日、羽田第一ターミナルビルの宴会場

に私を含む 40名の初老の男女が集まった。彼等は

今を遡ること 50年前にその羽田からアメリカに向

けて旅立った同期の仲間だ。我々はＡＦＳという高

校生の交換留学プログラムで 1968年夏からの 1年

間、米国の高校で学んだ。日本各地から選抜された

高校 2年生の総勢 116名が、全米各地の様々な家庭

に配属され、夫々異なる高校に通い、全員が非常に

貴重な経験をした。まだ今ほど留学が一般的ではな

かったこの時代の留学、異文化体験は他の仲間同様、

私のその後の人生を決定づけたと言っても過言で

はない経験となった。 

ＡＦＳは第一次世界大戦中に傷病兵の救護輸送

に携わったアメリカのボランティア組織 American 

Field Service（アメリカ野戦奉仕団）の活動を起

源に持ち、1993年に開催されたＡＦＳ世界会議では

「人種・性・言語・宗教・社会的地位の違いとは無

関係に、人権と基本的自由が尊重されるよう、その

実践を推進する。ＡＦＳ活動は人間の尊厳、違いの

尊重、調和、感受性、寛容の精神という基本的価値

観に基づいて行われる」という理念が採択された。

1947年に団長であったスティーブン・ガラッティは、

あのような悲惨な戦争を繰り返さないための一つ

の手段として、この活動を高校生の交換留学を中心

とした異文化交流の活動へと変換させ、今日のＡＦ

Ｓ活動の礎を築いた。 

現在、ＡＦＳの加盟国は約 60か国、交流国は 100

か国以上に及ぶ。単に語学習得を目的とした留学で

はなく、異文化交流を通じて互いの理解を深め世界

の平和を目指すというのがＡＦＳのミッションで

ある。 

各家庭は営利目的ではなく全てボランティアで

留学生を受け入れる。私が配属された家庭はコロラ

ド州プエブロの小児科医師の家庭で兄弟は 3人、私

は当時その町で唯一の日本人だった。家族の一員と

して温かく接してくれたホストファミリーにはた

だただ感謝の思いだ。帰国後、今度は私がボランテ

ィアとしてＡＦＳ日本に関わり活動を続けている。

世界の平和に繋がることを願って。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 今年の夏は暑かった。残暑も厳しかったがようやく秋めいてきた。

恒例の公民館まつりが近づき、世話人代表が巻頭記事にて会員への参加のエー

ル。田中力と池田修は進行中の当クラブ創立 25周年記念行事のうち最近行われ

た夏休み体験教室と公民館再生活動を紹介、両イベントとも探求クラブの底力

を感じさせる活動であった。部会紹介は小山が「ヤングハーツ」を、佐々木が

同好会から昇格した「カラオケ部会」について執筆。同氏は楽しく「やもを」

…も投稿した。自由席にアメリカ留学の事を田中章が執筆。新会員紹介は西脇

成治が「私こういうものです」。トピックス的な記事としては河村が自宅のブロ

ック塀の安全改修工事を紹介、改修前後の写真もあり会員にとって有用な情報

と思われる。8月に開催された「納涼会」について嶋村が執筆した。（塩爺） 

卒業式で 中央が筆者 

 
ホストファミリーと 前列向って一番左が筆者 


