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明けましておめでとうございます。 

私は 6年前の平成 24年 12月に入会した。

51番目の新入会員であった。当時の会員のう

ち 35名は現在も会員として活躍している。6

年前の会員の平均年齢は 69歳、現在の平均は

76歳である。平成 30年 12月の会員数は 51

名であるからちょうど 16名が入れ替わってい

るが、新入会時の年齢も高齢化しており、16

人のうち前半の 8人は平均 67歳で、後半の 8

人は平均 74歳で入会した。要するに新入会員

が全体を若返らせることが出来なくなってき

ている。 

このような状況が続くとさらに会員の高齢

化は進み、クラブの運営や活動内容にも変化

が求められてくると思われる。最近の統計資

料によれば男性の平均寿命は 81歳、健康寿命

は 72歳である。また 70台の男性に平均余命

を加えると寿命は 85～88歳である。平均値的

に言えば我々会員の健康寿命はすでに終わっ

ているのである。 

最近の公民館まつりや「公民館再生活動」

等を通じて当クラブの会員が多数参加し、活

動しているが、関係者などから感謝の声が多

く聞かれる。作業の中にはテント張り、ホー

ルや各種会議室などの整備、修繕などの力仕

事や高所作業が多々あり、当クラブの会員の

高齢化とどのように調和を保っていくか、今

後の課題になる。 

当クラブの部会活動には体力参加型と頭脳

参加型の部会がある。探訪部会、健康部会、

企業研究部会、農園部会、公園愛護会、ゴル

フコンペやボウリング大会などは体力依存の

側面があり、年齢の影響を受けていくだろう。

代わって今後は「なつかしの落語愛好会」や、

極楽部会の分科会や派生として「バリアフリ

ー」「断捨離促進」「一人住まいの心得」「地元

医療機関の口コミ情報」などを扱う新しい会

が発足し、頭脳参加型にシフトしていくので

はないか。ボケなければ…の話ではあるが。 

以上のように会員の年齢構成の変化に伴っ

て、活動の主体が変化するとともに、選挙で

選出される世話人の担当する業務の簡素化も

重要になってくる。世話人の活動は体力参加

型業務が多いと思う。年配の新入会員もおら

れるので選出方法についても吟味するべき時

であろう。私自身、毎月の予定表には探求ク

ラブ関連の会合や作業が多数入っており、充

実した日常を過ごしている。それらを全部消

し去ると何をして過ごしたらよいか戸惑うほ

どクラブとの関連が多いが、今後歳を重ねて

いったとき同じような仕事がこなせるか否か

はわからない。クラブの存続を実現していく

ためには会員の体力、年齢に見合ったクラブ

の仕組み作りが強く求められると思う。 

   

「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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創立 25 周年記念行事 

鵠沼公民館再生・修理・清掃活動 

クラブの活動拠点・鵠沼公民館は日頃気ままに

使わせてもらってきたが、ふと気づくと経年劣化

の跡がそこかしこ。もしこれを少しでも綺麗にす

るには、マンパワーに勝る我ら探求クラブしかな

いだろう。かくて我らが破損箇所の修復と清掃に

二回に亘って取り組むことと相成った。 

一回目は 8月 20日 13:30～15:30参加者 25名（う

ちゲスト 1名）（前号に掲載） 

二回目は 10月 15日 13:30～16:00参加者 20名 

本館 2階の学習室 1、同 2、文化活動室の 3室が

対象。壁面の破損の修繕、清掃。学習室 1 は壁紙

の剥離が目立ってかなり目障りな箇所が多い。腕

に覚えのある仲間のひとりが腕によりをかけての

補修作戦。 

学習室 2 は、将棋盤修理の最終仕上げ作業。そ

れが済むや部屋の清掃に即切り替えて動く。使い

ようがなく放置されたままの薄汚い白板も、洗剤

を使ってみるみる内に真っ白に…。見ているだけ

で気持ちが晴れ晴れとしてくる。 

文化活動室では、スポットライトの上部にこびり

付いていた埃の除去、壁面の清掃、机の脚の補修、

エアコン周辺の掃除…と、文化芸能活動用のやや広

い部屋だけにやることもいろいろ。 

午後４時からの完了式では、修理ができたピカ

ピカの将棋盤 12 台、磨かれた 15 台のステンレス

製の譜面台とともに、公民館に成果を“納入”し

た。 

 

創立 25 周年記念祝賀会 

祝賀会当日、4 時半には受付が始まり定刻の 5

時には全員が着座し、米倉、田中(章)両氏の司会

により開会された。クラブ代表の挨拶があり、黒

川さん、高橋さん、野口さん、宮澤さんへの追悼

の言葉を交え、日ごろお世話になっている皆さま

への謝辞が述べられた。来賓代表として峯公民館

長からは、異動した 4月に名刺交換した折、「くげ

ぬま探求クラブで地域デビュ―を！」のフレーズ

が気になっていたが、9月の公民館再生修理・清掃

活動に作業参加しその活動を実感したとの挨拶を

頂いた。 

続いて鈴木(英)氏より「クラブ 25年の歩み」が

紹介され、古本市への協力の始まり、会報「くぐ

ひ」の発刊、鵠生園音楽訪問、佐藤康光九段の招

聘、鵠洋児童館(昔遊び)支援、クラブ憲章制定等

の歴史を再確認する。このあと北村氏による乾杯

の発声で待望のアルコールが入り、場は一段と華

やかな雰囲気となる。 

料理・歓談の後、各部会紹介に移る。「松が岡公

園愛護会」甘利氏、活動後の反省会が楽しい、「藤

が谷公園愛護会」長谷川氏、園児との花植えが嬉

しい、「ヤングハーツ」野村氏、歓迎の看板が心に

残る、「囲碁・将棋ルーム」河村氏、参加していた

子どもがプロ棋士となった、「子どもと遊ぶ会」山

田氏、手作り凧を校庭で上げる子どもの顔をみる

と嬉しい、「健康部会」谷村氏、黒川さんと野口さ

んの顔写真が懐かしく思われる、「ヤングブラザー

ズ」池田(修)氏、歳にも負けずに歌い続けて行き

ます、「企業研究部会」田中(章)氏、創立来休みな

しの行事をこれからも継続する、「公民館まつり」

磯川氏、古本市をはじめとして、手作りおもちゃ、

焼き芋、囲碁将棋、ヤンブラ、災害展示まで全員

参加によるまつり協力体制を熱く語る。 

最後にヤングハーツの伴奏に合わせ全員で三曲

を合唱する、ラストソングの「ふるさと」を歌う

頃には、会場が大きな一つの輪となり盛り上がり

を見せた。米倉さんの閉会の辞で締め、全員で記

念写真に納まった。 

準備から企画までを手掛けた準備委員会の方々、

そしてパワーポイント作成・操作や各紹介者の

方々や写真担当者の方まで、クラブ員全員の協力

が実を結んだ祝賀会であった。 
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公民館まつり総括報告 

今年の公民館まつりは、2日間とも秋晴れの下で

開催された。くげぬま探求クラブの活動は 10 月 5

日より古本市の寄贈本受付を皮切りに始動し、ま

つり全体のパネル設営やテント設営準備に参加し、

そして本番当日を迎えた。当クラブでは古本市の

販売、手づくりおもちゃ、焼き芋、囲碁･将棋ルー

ム、災害展示パネル、最後に芸能音楽祭でヤング

ブラザーズが締めくくり2日間の行事は終了した。

その日の内のテント撤収作業に参加し、さらに総

括・打ち上げ会へと続いた。 

古本市は 5900冊を売り上げた、手作りおもちゃ

も過去最高の参加者を記録し、焼き芋は全釜（7

回）を完売し、囲碁･将棋ルームは固定ファンが集

まった。今年は新たに室内展示パネルに災害関係

情報を提供したが、市長始め教育長や鵠沼社協会

長も訪れお褒めの言葉を頂いた。また芸能音楽祭

ではヤングブラザーズが中国語の歌を公演しファ

ンを魅了した！ 

今年も全員参加による公民館まつりを大いに楽

しむことができ、参加人員数は、延べ 330 人を数

えた。総括・打ち上げ会にも多くの参加者が集り

反省と成果を感じとることができた。また、翌日

にもパネル・机の撤去作業があり、多くのクラブ

員が参加して最終の公民館まつりの締めとなった。 

「囲碁・将棋」コーナー 
藤井聡太人気にあやかって将棋は盛況 

鵠っ子囲碁・将棋ルームの 10月度の活動は、公

民館まつりの開催日に合わせて行われた。 

恒例の野外会場。例年通り駐車場にテントの一

張りを設営して、机・椅子の資材と将棋・囲碁の

盤、駒、石の備品を共催の囲碁同好会の方と滞り

なく会場に準備する。催事は野外なので天候に左

右されがち、幸い天候に恵まれ特に二日目は快晴

の事もありテント内外の席が埋め尽くされるほど

盛況であった。 

藤井棋士の活躍もあり将棋の人気は相変わらず

で、その意味で囲碁は少々寂しさを呈しているの

は、やむを得ないところか。 

月例の「鵠っ子囲碁・将棋ルーム」の常連と一

緒の父兄も顔を出し、父兄には探求、同好会のメ

ンバーが相手をして対局を楽しんでもらった。 

九十は超えていると思われる顔馴染み老棋士

（？）が今年も顔を出して二日間で 4 局ほど将棋

を指した。相手をする私たちも手が抜けず知らず

知らずのうちについ指先に力を入れて対局してい

た。「又、来年もお会いしましょう」と約束を交わ

す。公民館まつりでの一風景として、また来年の

祭りを楽しみにしたい。 

熱戦のへぼ将棋や秋の昼          （義雄） 

ヤングブラザーズ 

ヤンブラは毎回、まつりの各持ち場を抜けてス

テージに乗ることになるので、仲間に負担をかけ

続けている。この点、改めて感謝したい。 

連続 15回目の今公演の目玉は、初の中国語で唄

う「大海 啊 故郷（ターハイ ア グーシャン）」。

日本の「故郷」のような曲で、海辺の古里への想

い、と茫洋とした抒情味が横溢した親しみやすい

メロディー。 

かつて数年、上海に在住した仲間もいて自分た

ちでも発音を確かめ、さらに専門家の指導を 2 回

受けたり、ヤンブラにしてはそれなりに苦心もし

た。当初は食わず嫌い気味だったみんなも心を開

いて稽古に励んで、ステージでも気持ちよく唄い

切った。 

前半は「五番街のマリー」「学生街の喫茶店」「岬

めぐり」のフォーク、Ｊポップ系 3 曲。カラオケ

と違ってハモらなければならない合唱となると、

それなりに難しい面もあって、指揮者も苦労した

ようだ。われら歌い手も一時は、挫折しそうにな

りそうな思いもしただけに、無事に唄い終わって

ホッとした。 

アンコールには、昭和 20年代の岡本敦郎の名曲

「高原列車は行く」で応えた。譜面なしで軽快に、

客席と一体になって唄う、気持ちのいいフィナー

レとなった。 
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古本市は大繁盛 

公民館まつりの 2 日間、本好きの私は、今年も

「古本市」に参加させてもらった。 

くげぬま探求クラブが初めて公民館まつりに参

加したのは、クラブが創立されて 5ヶ月目の平成 5

年(1993 年) 10 月のことだった。私は、その時以

来、毎年古本市に参加している。今年でもう 26回

目となる。 

今年、公民館に寄贈された古本は 1万 3000冊余

あった。その受付は 10月 5日から 8日間、秋にし

ては暑すぎる日、冷たい雨がそぼ降る日、それこ

そ老いも若きも、鵠沼とその周辺からあとからあ

とからと古本をお寄せ下さる方々がひっきりなし

だった。 

「少しですが・・・」と言って遠慮勝ちに差し

出される老婦人、200冊以上も段ボール箱に詰めて

お持ちくださった人など沢山の人たちのご厚意の

寄贈本が 1万 3000冊余にものぼった。 

表紙の堅いいわゆるハードカバーや、柔らかい

ソフトカバー、古びてはいるが箱入りの立派な全

集もの、美術関係の大型でずっしりと重い本、小

説、解説もの、ノウハウもの、文庫本、新書版、

少年少女文庫本、子供向け漫画本など、週刊誌な

どの雑誌類を除いたあらゆるジャンルの本が受け

付けられた。 

ジャンル別に分けて、段ボールで作った陳列箱

に容れられた本が古本市会場の新館 2階の第 1，第

2談話室に所狭しと運び込まれた。 

この古本市には、記憶をたどると､ここ数年来 1

万冊以上の古本が集まっている。26 年前は 3000

冊程度だった。前述のように会場は第 1，第 2談話

室を利用しているが、当初は本館 1 階のホールの

外の通路に本を並べていた。だから、雨でも降ろ

うものなら青いビニールシートで覆うやら本が濡

れないように大騒ぎとなったものだった。いまは

ちゃんとした室内でゆっくりと好きな本を選んで

もらえる。 

古本市開始の 30分前には 100人近いお客さんが

行列を作る。これも例年通りだ。午前 10時、公民

館まつり開始の館内放送と同時に、会場は立錐の

余地もない混雑ぶりとなり、しばらくはゆっくり

と本を選んでる状態ではなくなる。こんな場面は

11 時過ぎまで続く。キャッシャーには 10 冊も 20

冊も本を抱えた人たちがまたまた行列を作って支

払いを待つ。にわか店員のクラブ員と公民館職員

は冊数を数えたり、金額を計算したり、お釣りを

渡したりとてんやわんやの大騒動である。 

お客さんのなかには大きな布の袋を用意し、片

っ端から詰め込んでいる人がいる。真剣な眼差し

はでたらめに選んでいるのではなさそうだ。今回

だけではない。同じ人かどうか記憶はないが、い

つも 2〜3人そういう人を見かける。直接話しかけ

るのも気が引けて、「お一人 100冊まで」とか「業

者の方はご遠慮いただきます」と言った貼り紙を

するのだがあまり効き目はない。 

お客さんがゆっくりと本を選べるのは、1日目の

午後からだ。本の背表紙を順に目で追いながら、

面白そうな本を探している姿を眺めていると、自

分もなんだか和やかな気分に満たされる。暖かい

日射しもある。ふと､まだ現役だったころ、自分が

東京・神田の古本屋めぐりをしていたときのこと

を思い出す。欲しい本を懸命に探し歩いた。見つ

けたときは何とも幸せな気分に浸ったものだった。

そうして見つけた本のうち、数冊はいまも自宅の

本棚にある。 

こうして 2 日間の古本屋さん業はあっという間

に過ぎ去った。 

集まった本のうち無事買い取られていったのは

5900 冊余。45％ほどが捌け、残った本は古本屋に

引き取られた。 

この間、古本市の受付、整理・陳列、販売、残

部処理に参加したクラブ員は延べ 150 人あまり、

古本市は、くげぬま探求クラブの力が結集された

五つの催しの一つとして大繁盛したのだ。 

来年も元気で古本市に参加したい。

 焼き芋  

地方卸売市場から仕入れたさつまいも「紅あず

ま」は約 780 本、出荷元が 2 か所だったので 1 箱

当たりの重量は同じであったが、サイズに差があ

った。初日は 4 回、二日目は 3 回焼き、両日とも

完売した。焼きあがるのに 45～60 分かかるが、売

り出すと毎回 15 分程度で完売する。やはり 1 本

100 円という値付けに割安感があり、売れ行きが

良いようだ。「私の様にふと目のをください」など

と自虐ギャグを飛ばしながら買っていくご婦人が

何人もいた。大きさが違う焼き芋を目にするとど

うしても選びたくなるようである。来年は大きさ

をそろえたほうが良い。1 本買うのに全部 10 円玉

の人が一人、1 万円札の人が一人いたが我々の準

備が周到であったので対処できた。味についても

評判がよく、次回も価格を維持しつつ好評を博し

たい。 
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手作りおもちゃ 

まつり初日の 20 日 10 時、本番開始だ。今年も

会場は鵠沼公民館の二階の片隅の第 4 談話室だ。

お客さんの足がこちらに向くだろうか、とちょっ

と心配。そこで、今回は案内板を 9 か所（例年 3

か所）に設置した。そのお蔭だろうか、次々と子

供達がお父さんと一緒、おかあさんと一緒に、子

供達同士でと来場してくれた。 

「輪ゴム鉄砲つくり」「竹笛つくり」「色付けコ

マ」「輪ゴム鉄砲的当て」の 4コーナーが満席にな

る時もしばしば。子供達が一生懸命に作り上げて

いる手作りおもちゃを笑顔で見つめるお父さん、

お母さん。子供達に「手作りおもちゃ」を指導す

る探求のおじさんもそれぞれのコーナーが満席状

態の時もあり、忙しい！忙しい！でも、子供達と

一緒になって作る楽しそうな笑顔の探求のおじさ

ん。 

「的当てコーナー」では、作った輪ゴム鉄砲で

的に狙い撃ちをして楽しんでいる子供達。そんな

姿を頼もしそうに、「もっと上を狙え」等と子供に

声を掛けるお父さん、お母さん。的に当たると歌

い始める熊ちゃんやピカピカ光る的。面白い的が

ズラリと並んでたのしいコーナーだ。 

コマにお絵描きしている子供を見つめるお父さ

ん、お母さん。色付けコマコーナーでは、出来上

がったコマが廻ると絵にも描けないファンタジー

な丸が幾重にも、色とりどりに浮かびあがった。

見つめていたお父さん、お母さんから「ワア－き

れいだ！」と感嘆の声があがった。探求のおじさ

んも大満足だ。 

竹笛コーナーは探求のおじさんの指導の下、吹

き口を筒にボンドで固定して子供達が「フーフー」

吹く。「もっとしっかりと吹いて」と教えると「ピ

ーピー」とみごとに鳴った。探求のおじさんに「あ

りがとう」と言ってうれしそうに竹笛を咥えて、

公民館まつりの輪に入っていった。 

輪ゴム鉄砲、色付けコマは各々約 100 個と昨年

並みの販売数。竹笛は 208 個と、昨年の何と約 2

倍の販売数だった。この販売数から推察すると、

300人を超える子供達が来てくれたのだ。 

同行したお父さん、お母さんも 200 人を超える

来場数と推察する。今年は 2 才位の子供達も多か

った。「僕、何歳?」と聞くと、チョキを出して、「２

シャイ」と教えてくれた。「２シャイ」から小学生

まで、多くの子供達と手作りおもちゃを楽しんだ。 

とても忙しかったが子ども達の「ありがとう」

の声に、お父さん、お母さんの「ありがとうござ

いました」と嬉しそうな声に、充実感に満ちた 2

日間だった。探求のおじさん、ご苦労様でした。 

災害研究部会 

今から 4 年前に発足した災害研究部会だが、部

会員に何を知りたいか話し合った際に、一番関心

を持ったテーマが災害時でも待ったなしのトイレ

をどうするかであった。 

探求クラブ発足 25 周年記念行事で地域活動グ

ループの災害研究部会も何か展示してはとの声掛

けがあった。当部会の目的には探求成果を部会員

だけが知っているだけではなく、日頃お世話にな

っているご近所の皆さん方にも広めいざという時

に役立てて頂きたいとの思いがあり、ならば多く

の人々が集まる公民館まつりでの展示はどうかと

話が進んだ。 

では何を展示するか、部会で関心を集めた災害

時のトイレ以外に医療、応急活動、水、避難ビル、

要支援者の問題があった。 

部会で協議を重ね災害時に自宅が住める状況な

ら、とかく評判の良くない避難所で生活するより

も、自宅で避難生活を続けるのが望ましいのでは

ないか。でも、液状化現象等の問題から下水が使

えない自宅でどう生活するか、解決しなくてはな

らない問題はトイレと飲料水では無いかとテーマ

を絞り説明図を作成。プロジェクターで実際のパ

ネルに見立てた談話室の壁に投映しながら大きさ

を決め、ポスター印刷という初めて使うプリンタ

ー機能で何とか A3 用紙 35 枚で展示用の説明図を

作成した。 

展示品は迫力ある実物展示が良いのではとＨさ

んが自宅近くの工務店と交渉、便器 2 台を調達し

た。飲料水はＴさんが 10ℓ、12ℓのタンクとキャリ

ーバッグを用意。水を入れて重さを実感してもら

い給水車から自宅まで運ぶにはキャリーバッグが

必須であること知ってもらおう。 

まつりの当日、通り掛かった方が立ち止まって

説明図を読み始めたら“ここがチャンス到来”す

かさず「災害時に在宅で暮らす方法を展示してい

ます」と声掛けて説明をすると、聞き終わってほ

ぼ全ての方から「聞いて良かった」と感想を述べ

られた。展示をして良かったと実感できた瞬間だ

った。 

自治連のＫ顧問が実物展示を見て感心されその

場で約束頂いた通りに市長、教育長を連れてきて

頂き、説明の機会を頂いたのは感謝の思いだった。

また、トイレの消臭剤には可燃性のペット砂を使

う方法を展示したが、既に自宅で災害対策をされ

ている方からも好評だった。 

更に、片瀬のある町内会からは「こんな展示が

したかった」と展示依頼も受けて次回の部会で実

施について協議する予定。 

展示の実現に携わって頂いた皆さん、本当に有

難うございました。 
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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。亥年生まれは５人です。 

六回目の年男 

もう六回目の年男になるという。前回の年男は、

還暦で定年退職であった。 

のんびりと年金生活をと思っていたが、あまり

にも暇でする事がない。これではいけないと、く

げぬま探求クラブを探し入会させてもらった。 

色々な活動に参加させて頂き、これまでで一番

充実した 12年であった。 

入会して驚いたことが皆さん若い。改めて名簿

を見てみると約 50 名中 40 名が六回以上の年男経

験者だった。 

入会後 10年たつが、まだ私は若いほうだ。まだ

まだ負けてはいられない。血圧、坐骨神経痛と若

干の問題はあるが日常生活には問題なく過ごせて

いて幸せである。次の年男まで健康に留意し探求

クラブの活動を続けたい。 

私､年男です 

このテーマを受け取った時点で既に自分で決め

た「鵠沼松が岡公園」をテーマとして書き出して

おりましたので､これと合わせて書く事としまし

た。 

現役退職後2年間､近所の松が岡公園に通ってい

るうち小島氏と知り合いになりましたが､彼は公

園掃除は既に 7 年のキャリアの持ち主で、第二次

大戦の生き残り少年航空兵で現在 90 才､掃除の合

間に､よく戦争の話を聞かされました。 

ある時､町内会(小生も入っている)の副会長が､

怒鳴り込んで来まして､「ボランティアが勝手な事

をするんじゃない等々」この町内会の品位を疑う

様な言葉で口汚く罵っていきました｡この件で考

えた事は「一人ボランティア」がいけないのか?と､

松が岡公園愛護会のある「くげぬま探求クラブ」

に平成 27年入会してみました。現在は平成 29年 4

月～31年 3月まで世話人を拝命しております。 

私、年男です 

今年の干支は亥ですが、日本語では猪の字を当

てていますが、中国では猪は「ブタ」のことにな

ります。今年の運勢をみたら。『正直で小心で遠慮

がちです。発明家肌で考案することが上手です。

投機的なことでは失敗が多い。回りくどく、後始

末も良くありません。家族愛は深く、涙もろく、

人情に厚く、多くの人から愛されます。遊び癖の

ある割には人に助けられます。』 

すごい、どれもが当てはまっている。まてよ、

万人に当てはまるような回答かも！ 

最近の悩んでいることは、街で挨拶されても誰

だか思い出せないことである。また呂律の廻らな

いこともあり、滑舌が悪くなっていると感じます。

ヤンブラで歌っているしカラオケもやるけど、改

善しそうにありません。加齢により筋肉や脳神経

の働きが鈍く遅くなってきているのかもしれませ

ん。歳以上に運動し、よく食べ、よく眠り、よく

遊ぶ、クヨクヨしないで笑いを実践、今年の目標、

こんなに多くあっても出来るか心配。眠れなくな

りそうだが頑張ります！ 

６回目の年男を迎えて 

15 歳の時から酒、タバコを覚え暴飲暴食をやっ

てきたのでこの歳まで生きられるとは夢にもおも

いませんでした。タバコは 25歳の時断ちましたが

酒は今でもよき友です。仕事が上手くいった時、

だめな時、友人との会食等、いつも酒がついて回

ります。（急性肝炎で 55 日も入院したにもかかわ

らず） 

現在クラブに入会して良き先輩達に教えを乞う

て 6年になろうしている。 

今やっている部会は鵠っ子囲碁･将棋ルームと、

子どもと遊ぶ会（たまにしか出ていない）、公民館

まつりの古本市の手伝い・・・次の年男までと思

うがむりかな。途中の 

盤寿まで指していたいな佳き友と 

・・・ここまでは生きたい。
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振り返り年男 

3 月の早生まれは同学年の中では年が若く少数

派で不利だと思っていたが、年齢と年度との連動

性が良く、年男を振り返るのには便利であった。 

12 歳になった途端に中学に入学した。昨秋帰郷

し恩師と悪友 3 名で飲んだ際に今年の 4 月 8 日が

入学 60年なので、旧校舎の近くで同窓会をするこ

とにした。何人元気で集まれることやら。 

浪人・留年のため 24歳で大学を卒業し、大学院

に進んですぐに結婚した。今年で 48年、あと 2年

で 50年。 

36 歳の時には新エネルギー関係の業務でパリに

出張した、仕事の内容は忘れているが飲みでの単

位間違いの失敗談は憶えている。48 歳の時にはカ

シオ QV-10 を購入し素朴なホームページをハンネ

で立ち上げ、「日記」等では職場以外の若い友人と

の交流が出来た。60歳になった時には mixiでの友

人も加えてささやかな還暦パーティをした。 

72 歳になる今年はどうなるだろうか、花見の時

にでもゆっくり考えたい。 

地域活動部会紹介 

鵠沼松が岡公園愛護会 

鵠沼松が岡公園愛護会の清掃活動は、開園 2 年

後の平成 10 年 7 月に始まり、満 20 年を迎えまし

た。 

当初から中央口の階段を上がったあたりに、ア

ジサイが 10株ほど植えられていました。クラブ年

表（『10 年の歩み』部会活動月報）の平成 15 年 6

月に、「公園内にアジサイ通りを造成」の記述があ

ります。ここでは松が主役だけれど、わき役にア

ジサイを増やしたらもっと映えるのではと何度か

話がでましたが、実行するには至りませんでした。 

東日本大震災により海岸に残された一本松のこ

とが話題になったころ、この長年の懸案を実行に

移そうということになりました。園内に小さな苗

床をつくり、試しに親株からとった枝先で 50本ほ

ど挿し木し、有志のメンバーは自宅の植木鉢でも

育てました。その大部分が植え替えに成功したの

で、翌年は 100本に増やしました。2年の実験結果、

水遣りは根付くまで、あとは自然に任せて大丈夫

ということがわかりました。 

次の年には、篤志家から「江の島固有種」苗木

10 本が寄せられました。ところがこれが花をつけ

ると親株のうちの 2 本と全く同じ白色大玉の額ア

ジサイでした。親株は旧村川別荘から引き継がれ

たものなのか、開園時の造園師が地元アジサイを

選んだのでしょうか。その後も毎年 50本ペースで

増えて現在は 300株ほどになりました。 

これからもできる範囲で、わずかに残る鵠沼の

松のある原風景を守り続けたいものです。 

親睦･研鑽部会紹介 

農園部会 

現在、農園部会は松が岡 5 丁目の市民農園一区

画40㎡を借用して四季折々の野菜を栽培しており

ます。ここはグループ専用の区画で日当たりが良

く近くに井戸がある好条件の場所です。 

作業は従来と変わらず原則毎月第一日曜日(例

会の翌日)9:00～10:00 まで、収穫時期の忙しい時

は臨時の活動日があります。 

以前は鵠沼中学校の東側 4 面、次いで本鵠沼 1

丁目梅林横で 4 面借りておりましたが何れも飛び

地になっておりました。抽選でしたので止むを得

ませんが今回が一番農作業に効率的です。 

作物は夏季にナス、トマト、キュウリ、ピーマ

ン、シシトウ、トウモロコシ、オクラ等で、その

後は長ネギ，サツマイモ、エシャロット、大根、

こかぶ、ブロッコリ、白菜、カリフラワー等を育

てております。きぬさや、えんどうが先の台風の

塩害で全滅した以外は順調に生育しております。

嘗ては公民館まつりの焼き芋用のサツマイモ、忘

年会のつまみ用のオクラなどを農園部会から差し

入れしたこともありました。昨年夏、流しそうめ

んにミニトマトを提供し好評でした。 

農園部会員は 14 名からスタートし平成 10 年に

17 名の大所帯になりましたが現在は僅か 8名のグ

ループです。 

藤沢市公園みどり課から配布されている市民農

園募集の目的の項に「農業者以外の者が野菜・花

を栽培し農業に対する理解を深めると共に心身の

健康保持を増進すること」と書いてあります。ど

うぞ皆さんご自身の健康維持のためご一緒に農作

業を楽しみませんか。部員一同お待ちしておりま

す。(農園部会費 月 500円)
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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 

鶴田貞夫さん 

2018年10月6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鶴田貞夫

でございます。 

私は、昭和 17年 5月 20日生まれの 76才

です。 

今年の 8 月 17 日に藤沢駅前のさいか屋の

向かい側に建ったマンションに深大寺、神代植物

園で知られている調布市から引越して来たばかり

です。例会の席では藤沢は通過ばかりで降りたこ

とがない旨話をしましたが、50 年以上前に鵠沼に

住んでいた伯父伯母(すでに他界しておりますが)

の家を訪ねた時以来であることをこの文章を書い

ているうちにはたと思いだしました。藤沢にはあ

まり縁がないと考えていましたが特に鵠沼にはつ

ながりがあった事を今更ながら思い出させられま

した。 

終の棲家と考えていた調布から転居した理由は、

小田原に住んでいる長女の小学校 2 年生の娘に手

術が必要な状況になり、手助けのため 3 時間ほど

かけて通っていましたが、こちらの体力が

続かなくなり小田原に転居すべく物件を探

しましたが見つからず、藤沢の物件に辿り

着いた次第です。おかげさまで孫の手術は

成功しましたが、手助けがまだまだ必要な

状況に変わりありません。 

若い頃から家庭菜園、陶芸、ゴルフと、土いじ

りが趣味でしたが、10 年前からゴルフが抜け落ち

て陶芸も転居に伴い未だ陶芸教室が決まらない状

態です。家庭菜園については来年度市役所募集が

あると確認できたところ、旧知の嶋村氏からくげ

ぬま探求クラブに農園部会があることを紹介され、

早速農園部会にゲストとして参加させてもらいメ

ンバーの楽しい雰囲気での作業、部会終了後の部

会長宅での反省会が大いに気に入り入会をお願い

しました。 

今後はできるだけ地域活動に参加し、他の部会

にも参加させていただきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

私の趣味 

「いたずら」 

私が小学校 4年生の時でした。私の父は陽気で

楽しい酒飲みで飲むと気が大きくなり、そっと裏

で小遣いをくれる父が好きでした。「成治、水を汲

んできてくれ」と必ず注文しますが、その時は学

校から取ってきた算数の点数が良くなく、さんざ

ん叱られたのちの父の酒でしたので、すなおにも

っていかず、コップの中にお酢と塩とを少々入れ

て、「はい、水」と渡しました。父は飲んだあと、

「おいしかった」と言い、お小遣い 200円をくれ

ました。これがいたずらの始まりです。 

私が小学校 6年生のころ流行したものに、ブー

ッといって人が座るとおならの音がするクッショ

ンがありました。担任の先生が家庭訪問する日で

す。色々な学科の中で図工の時間が好きでした。

まだ若い野村洋子先生は私の 5，6年の担任でよく

絵を教えてもらいました。先生が家庭訪問にいら

っしゃったので「先生、こんにちは」とあいさつ

すると、母に「成治、先生の座る座布団持ってき

て」と言われ、和室に座布団を敷きました。その

中にブーブークッションを入れたのです。先生が

腰を下ろしました。ブーー。大きくおならの音が

部屋中に響きました。先生の顔が真っ赤になり、

そしてワッと泣き出してしまいました。母は怒り

出すし、先生は泣き出すし、私もシュンとしてど

うしていいかわからず「先生、ごめんなさい」と

あやまって、先生の手をもって私の頭を 5～6回ポ

カリポカリと殴りました。先生は「西脇君分かっ

た。こんなことで泣いた私が悪いのよ。もういい

から、許してあげる」。母は「先生、本当に申し訳

ありません。本当にこの子はいたずらで、父親に

お酢と塩を飲ませたんですよ」と 4年生にやった

父親へのいたずらをわざわざ報告して謝りの口実

にしたのです。あとはワハハ、オホホでおさまり

ました。最後に 75歳になった最近のいたずらを報

告します。 

今の私が一番楽しい時間は孫（中一の男の子と

小 3の女の子）と遊ぶことです。孫とは友達の感

覚で接しています。女の子が「茂麿いる？」と携

帯に電話が入ってきます。「茂麿いるよ」と電話に

応じます。茂麿は俳句の呼び名として登録され、

女の子はすっかりこの名前が気に入り、茂麿から

じじ麿、麿じじい、という名で呼ばれるようにな

り、私自身も気に入って呼ばれる通りにしていま

す。孫の誕生日に買って来たケーキにワサビを耳

かき 2つ分入れて孫の前に出して、「じじ麿からの

プレゼントだから食べてね」とそっと差し出しま

した。初めはおいしそうに食べ、途中で「からい！

なかに変に辛い物が入っているよ、このケーキ」

と怒った顔で言います。さて、犯人捜しが始まり

ました。私です。「テレビでケーキの中にワサビを

入れて食べるのが今流行っているんだよ」という

と孫はすっかり信じてしまいました。うそをつく

いたずらは良くないとすぐに考えを変えて「じじ

麿が悪かった、ごめんね」というと「じじ麿、い

いよ。許してあげる」といっそう仲が良くなりま

した。75歳の嘘つきじじ麿です。 
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～例会・各部会活動報告～ 

9月  September 

○例会 1日 出席者 39名 在籍者 51 名 
○世話人・委員会①くぐひ制作部 12日 9名・くぐひ 95
号推敲 ②25周年委員会夏休み体験教室終了、くぐひ
記念号原稿締切日 10月末、公民館清掃活動 10/15、祝
賀会 12/4③世話人会 8/29 ④ＨＰ制作部、メディア
委員会 休会。 

○鵠沼松が岡公園愛護会 9 日 9 名(1名)台風の落ち葉
清掃 

○藤が谷公園愛護会 9日 9 名(1名)公園整備。 
○ヤングハーツ 5日幹事会・練習 26名（14名）11 日鵠
生園((ホーム)16名（8名））16日敬老会リハ 11 名（5
名）21日鵠沼東地区敬老会 12 名（7名）21 日藤沢病
院（さくら棟）14名（8名） 

○おもちゃの病院 9/23日 11（1）/6（1）名 来院⒘
/20名 新患 7/11名 退院引き取り 5/6件 当日完治
1/5件  

○子どもと遊ぶ会（鵠洋児童館） 8日 7名 （1名）子
供 15 名輪ゴム鉄砲組立、射的。  

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 16日 9名（2名）将棋の子供

22 名 囲碁の子供 2名保護者 7名 
○災害研究部会 7日 9名 公民館まつり展示ついて 
○極楽部会 19日 9名 25周年記念講演会の進捗状況 
○サロン会 15日 10名 高知の珍味、那須烏山の地酒 
○健康部会 28日 14（2）名 観音崎公園 
○探訪部会 18日 7名 鎌倉史跡散策 (元八幡、材木座)  
○カラオケ部会 18日 6名 バーチャル・デュエット 
○農園部会 10/18 日 6名、野菜の植付 
○談話室 19日 8名 25周年記念行事の進捗状況 
○スケッチ部会 20 日 雨のため中止 
○デジタル情報部会 24日 14 名(1名)Google を使おう他 
○ヤングブラザーズ 芸能音楽祭の稽古 14日 24名（9
名先生 3 名）22日 21名（8 名先生 3名） 

○近代史を語る会 13日 15名（6 名）昭和の時代 4回 
○企業研究部会 26日 6名（2名）国立公文書館 
○なつかしの名盤愛好会 17日 10名（1名）オーディ
オコンポとプレイヤーのお披露目  

○俳句の部会「似歌会」11 日 10 名 兼題「夜長」「裾」  
○お菓子の会 休会 

10月  October 

○例会 6日 出席者 44名 在籍者 51 名 
○審議事項 鶴田貞夫さん 76 歳入会 
○行事 ①公民館再生修理清掃活動 15日 20名 学
習室 1.2、文化活動室、将棋台、譜面台修理 ②第 42
回鵠沼地区公民館まつり 古本市、手作りおもちゃ、
囲碁将棋コーナー、焼きいも販売、ヤングブラザーズ
公演、災害関連情報展示  

○世話人・委員会 ①くぐひ制作部 10日 10名 96号第 1
回編集会議 ③世話人会 30日 ④25 周年委員会 11
日 5名 くぐひ記念号原稿締切日 10月末 ⑤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 12（1）名 台風の落葉に
奮戦 

○藤が谷公園愛護会 14日 9（1）名 11/8園児との花植
付の準備、清掃整備 

○ヤングハーツ 7 日幹事会、月初練習 23名（13名） 
9 日鵠生園（ホーム）16名（10名）24 日藤沢病院（さ
くら棟）18名（13 名） 

○おもちゃの病院 14/28日 9/7名 来院者 21/3名 新
患 5/1名 退院引き取り 8/2 件 当日完治 0/1 件 

○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 20,21日 12 
（2）名 野外テントの下で好天に恵まれ約 60名参加 
○災害研究部会 休会 
○極楽部会 17日 5 名 尊厳死、身体に良いレシピ他 
○サロン会 休会 
○健康部会 25日 12名（3 名）皇居見学 
○探訪部会 16日 8名 鎌倉史跡散策（朝比奈切通し） 
○農園部会 ７日 6名 台風の塩害処置 
〇カラオケ部会 16日 6名 Nさん 2名の誕生祝い 
○談話室 17日 8名 クラブ規約改定案の提示 
○スケッチ部会 18日 3（1）名 大船フラワーセンター 
○デジタル情報部会 29日 10(1)名 ルートラボ使用 
○ヤングブラザーズ 12日 23 名（8名先生 3名）21 日
芸能音楽祭 22名（8名先生 3名）好評だった 

○近代史を語る会 11日 15名（6 名）昭和の時代 5回 
○企業研究部会 24 日 7名 横浜税関見学 
○なつかしの名盤愛好会 15 日 5 名 パイプオルガン 
○俳句の部会「似歌会」9 日 12 名 兼題「鰯雲」「わざ」  
○お菓子の会 休会 

11月  November 

○例会 3日 出席者 39名 在籍者 51 名 
○行事 ①ボウリング大会 14日 12 名 江ノ島ボウ
リングセンター ②ひょっこり鵠南島（手作りおもち
ゃ）10日 9名 子ども 25 名 大人 24名  

○世話人・委員会 ①くぐひ制作部 14 日 9名 第 96号
第 2回目編集会議 臨時編集会議 21 日 8名 ②世
話人会 28日 ③25 周年委員会、ＨＰ制作部、メディ
ア委員会 休会 

○鵠沼松が岡公園愛護 4日 11 名 藤沢市支給の水仙の
球根を植込む 

○藤が谷公園愛護会 11日 8 名（1名）花植え準備 
○ヤングハーツ 7 日幹事会・月練習 22 名（14名））13
日鵠生園（ホーム）17（11）名 30 日 藤沢病院(さ
くら棟)12（７）名 

○おもちゃの病院 11/28日 8/8名 来院 15/17名 新患
25/13 名 退院引き取り 8/5 件 当日完治 14/4件  

○子どもと遊ぶ会 17 日 焼いも販売 9(2)名 児童
等 350名 

○鵠っ子囲碁・将棋ルーム 18日 9名(2 名) 将棋子供 11
名（初参加 3名）囲碁子供 1 名 保護者 5名 

○災害研究部会 2日 8名、災害時のトイレ対策 

〇極楽部会 21 日 7 名 ノルディックウォーキング 
○サロン会 17日 美酒とお喋り 
○健康部会 23日 17名（5 名）横浜自然観察の森 
○探訪部会 20日 8名鎌倉史跡散策（和田塚、稲村ケ崎） 
○カラオケ部会 20日 6名 デュエット曲 
○農園部会 4日 8名(1名) 芋虫駆除 16日 8名 サ
ツマイモ、レタス収穫 21日 5 名 玉ねぎ苗植付 

○談話室 21日 8名 クラブ規約改正案 
○スケッチ部会 15 日 3（１）名 龍口寺 
○デジタル情報部会 26日 16 名（1名）Googleフォトの
使い方 ３D プリンター スマートホンの便利な使い
方 

○ヤングブラザーズ 9日 21 名（9 名先生 3名）24日
23 名（8 名先生 3名）FM局レディオ湘南の収録 

○近代史を語る会 8日 15名(6 名) 昭和の時代 6 回目 
○企業研究部会 28 日 6名 藤沢乗馬クラブ 
○なつかしの名盤愛好会 19 日 8 名（1 名）タンゴ・フ

ェスティバル 
○俳句の部会「似歌会」13日 10 名 兼題「夜寒」「黒板」  
○お菓子の会 休会  
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私の闘病 

腰痛闘病生活の話 

腰痛で悩んでいる人は多い。小生もここ数年間

悩み続けてきた。最近少しずつ回復してきたので

ここ数年間の闘病生活について何かお役に立てれ

ばと拙い文章を投稿することにした。 

2011年 12月 27 日は忘れもしない小生の腰痛地

獄の始まった日である。通っていた整骨院に行っ

たところ年末の為かいつもの女性でなく初めての

人から治療を受けた。帰りに 100ｍほど歩いたとこ

ろで腰が痛くなり歩けなくなった。やっと家にた

どり着いたが痛くて我慢できず整骨院に電話をし

たが年末の早仕舞いで連絡が取れない。1月 3日の

夕方にやっと院長に連絡が取れた。年末年始はト

イレにも行けず地獄状態だった。院長に自宅に来

てもらったが「梨状筋が固くなって痛みとなって

いる。整骨院に来ないと治療ができない」と。と

ても歩けないので400mほどのところをタクシーで

通ったが一向に良くならなかった。院長に「保険

に入っているだろう。補償してくれ。」といったと

ころ「保険に入っているが今まで保険を払ったこ

とはない。うちの治療で痛くなったという証拠が

なければ払えない」と。医療事故でもめる理由が

わかった気がした。小生を治療した人はすぐに辞

めた。新しくやりたい仕事ができたからという理

由で。 

本来ならば整形外科に行くべきだが長時間待つ

ことはとてもできないのでペインクリニックで硬

膜外ブロック注射を受けることにした。交感神経

を遮断して血流を良くし痛みを取るのだが根本的

な治療でないので良くなったり悪くなったりの繰

り返しであった。2012年の 12月には車いす生活に

なり 12 月 22 日から２週間ほど入院した。入院す

ると週 2回のブロック注射が打てる。 

麻酔医からは「手術をしても良くならない」と言

われたが、このままでは今後車いす生活になって

しまうと思い手術をすることにし病院と医者を指

名した紹介状を書いてもらった。検査入院し手術

場所を特定して 2 月に手術を受けた。椎間板ヘル

ニアと脊柱管狭窄症。脊柱管の神経が当たるとこ

ろの骨を削り（開窓法）、削った骨を撤去した椎間

板の後に入れてボルトで固定した。４時間ほどの

手術であった。手術後はすぐにリハビリが始まる。

理学療法士からは「痛みの期間が１年半ならば１

年半かけて治すことを考えろ。リハビリを頑張り

すぎてまた痛める人が多い。無理をするな」と。

退院してからは最初 50m ほどの歩行から徐々に

100m、150mと根気よく。2016年に近くにスポーツ

ジムができたのをきっかけに今は週 4 回ほど通っ

ている。 

後から考えてみると以前はテレビで神の手と紹

介されたこともある高田馬場の整体院に通ってい

たがその時「背中の骨に突起がある。これを押せ

ば良くなると思うがどのような影響が出るかわか

らないのでこのままにしておくよ」と言われたこ

とがあった。整骨院でこの骨を押してしまったの

ではないかと思っている。予約が取れにくいため

近くの整骨院に変えたのだが安易な変更を後悔し

た。指一本で廃人にもなってしまう恐ろしさを感

じた。 

現在はまだよたよたと歩いており長距離は歩け

ないがいずれは探訪部会、健康部会に参加できる

ようになる事を目標に頑張っている。 

「腰痛に安静はない」という。痛くても無理をせ

ず動くことだと思っている。現在は車いす生活か

ら比べれば天国にいるようである。 
 

 

 

 

 
編集後記 第 42 回鵠沼地区公民館まつりにくわえ、当クラブの創立 25 周
年記念行事がいくつか行われたために記事が増え、本号は 10 ページに増
頁した。新年号として、今後の展望を記載した。編集委員からは「もっと
明るい記事が書けないのか」との声もあったがクラブの実態を考えると足
元を見つめることも必要と考えた。創立記念行事の一環として行われた公
民館の再生・修理・清掃活動について池田修が紹介。関係者からは大いに
よろこばれた。玉田が創立記念祝賀会開催結果を紹介。創立 25 周年記念
のくぐひ特別号もこの 3 月には刊行予定。公民館まつりについては当クラ
ブの災害研究部会も初参加。イベントごとに責任者が紹介記事。西脇は「私
の趣味」というタイトルで執筆。「私の悪趣味？」という内容である。細田
が自由席に腰痛闘病生活の体験記を。同世代の多くの会員にとって身近な
テーマである。新入会員の「私こういうものです」には鶴田が登場。今年
亥年の年男は米今、吉原、玉田、佐伯、岡林の 5 名である。 （塩爺） 


