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蓼科会会報 平成 27 年 冬号

一言ご挨拶
幹事代表   脇田　宏

年の瀬を控え、気ぜわしいこの頃となり
ました。会員の皆々様にはご健勝でお過ご
しのことと存じます。

さて、蓼科会について会員の皆様にお知
らせしたいことがあります。本年８月に開
かれた総会では、会長候補者を選出するこ
とができず、会長不在のまま蓼科会が運営
されることになりました。その後、現行幹
事と有志数名による相談会で、来年８月の
総会で会長を選出するまで、幹事代表を私

が務めさせていただくことになりました。
幹事会、総会の状況報告と現行幹事の紹介
については、本会報の記事をご参照下さい。

蓼科会は会員の高齢化など数多くの問題
があります。時代の変遷に適合しながら、
楽しい集まりの場として発展していけたら
良いと考えております。快適な自然環境の
中で安全な山荘生活を過ごし、楽しい交流
を深めていくことが望まれていると思いま
す。地域社会との連携もいっそう緊密に、
また、会員間の交流にはインターネットな
どを活用するなど、効率化も高めていくの
が良いのではないでしょうか。

まだ試行の段階ですが、蓼科会の新しい
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ホームページを作成しましたので、ご覧い
ただきたいと思います。この中に掲示板を
立ち上げれば、散策、山登り、山菜採りの
お誘いなど、会員間の肩のこらない交流も
可能になります。

また、新年会を復活させて、都会でご家
族も含めた場ができれば、日頃お目にかか
れない若い方々との交流も出来るようにな
るかと期待しています。

来年夏には、蓼科会は新しい会長の下に、
さらなる発展を遂げていくことを願ってお
ります。

「蓼科会の継続問題の経緯について」

幹事　下坂秀樹
昭和 36 年に結成された ｢蓼科協議会｣

を継承する形で、平成 10 年 8 月に“会員
相互の親睦増進”を主目的として発足した
｢蓼科会｣ は、春夏の会報の発行、音楽会、
テニス会、バーベキュー等々会員の皆様に
喜んでいただける企画を毎年開催してまい
りましたが、本年 8 月 7 日の幹事会で、会
長辞任に伴う後任会長が決まらないことか
ら、蓼科会は解散せざるを得ないのではと
いう話が持ち上がりました。その後通常総
会での討議を経て、継続をのぞむ幹事、有
志を中心に継続への話し合いを行なった結
果、結論として「蓼科会は継続させる。」
ということになりました。

会員の皆様にこの間の経緯概要を以下に
ご説明申し上げますので、今回の状況をご
理解いただきますよう、そして引き続き蓼
科会活動へのご参加、蓼科会の発展のため
にお力添えをいただきますようお願い申し
上げます。

〔経緯概要〕
○ 8 月 7 日　幹事会　
・予てより個人の事情により辞任の意向が

伝えられていた、1 期半 3 年に亘り蓼科
会会長を務めた稲留偉智会長より、正式
に辞意が表明され、承認された。

・後任会長を選任できないことから ｢蓼科
会｣ を解散する案を総会に諮ることが提
案された。　

○ 8 月 8 日　バーベキュー会
・この席で、幹事会での蓼科会解散が話題

となり、出席者から歴史ある「蓼科会｣
を会長選任の件だけで解散するのは、残
念であり早急に過ぎるのではないか等の
声が出された。

○ 8 月 8 日　総会
・出席者全員（14 人）の意見が求められ、

解散も止むを得ないとの少数意見もあっ
たが、多数の意見は ｢解散は突然の提案
であり、伝統ある蓼科会を終わらせたく
ない。｣というものであった。討議の結果、
｢継続に向けて検討を行なう会を発足さ
せる。｣ ことが承認され、岡森幹事が本
件の取りまとめ役となった。

○ 8 月 13 日　幹事・有志打合わせ会
（出席者：岡森、小澤、下村夫妻、下坂、 
脇田夫妻）

・通常総会の意向を受け会合し、蓼科会の
継続を基本方針とし、当面当日出席者と
板倉で活動を行なうことを申し合わせ
た。 （当日都合で出席できなかった相澤、
狩野、美津嶋、矢野の幹事各位も任期中
であり、幹事として引き続き活動いただ
くことを後日確認した。）

・新年号会報の発行時期を若干早め、会報
にて今回の経緯を蓼科会会員に説明す
る。

・今後の活動方針、活動計画、人事、運営
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体制等に関して、幹事会で検討し来年平
成 28 年度通常総会に諮ることとする。

○ 8 月 18 日　お別れ会
・この席上、脇田幹事より今回の経緯の説

明、蓼科会継続についての協力要請、幹
事会設置など今後の進め方等について話
があり、出席の会員からご意見等をいた
だいた。

○ 10 月 28 日　幹事会
（出席者：相澤、板倉、岡森、小澤、 
下村夫妻、下坂、美津嶋、脇田夫妻）

・岡森幹事の司会で今までの経緯、状況を
確認し今後の進め方について打合せを行
なった。

・幹事のまとめ役（幹事代表）を、平成
28 年度通常総会まで脇田宏元会長にお
願いした。

・来年度は好評であった新年会を先ず復活
させることとし、1 月 30 日（土）を予
定する。

・来年度の主要行事は、担当幹事にお願い
して、従来既定の日程で開催する。（日
程は別表）

・脇田建氏に協力いただきホームページの
充実、活用を図る、そのために記事・写
真等の募集、更新に努める。来年は御柱
祭、会員が関心ある様な関連情報等の掲
載を企画する。

・東洋観光事業（株）とは、ゴルフ会、バ
ス旅行、バーベキュー会等を協力して開
催しており、会員の親睦や利便に資する
ようなテーマを検討していくこともよい
のではないか。

・茅野市の水道審議会委員には、稲留前会
長と交替して岡森幹事に出席いただく。

・次回幹事会は平成 28 年 4 月 27 日（水）
に開催し、夏会報発行、夏行事の準備を
行なう。

・会費の長年未納会員もいるので、今回を
機会に行事への参加、会費納入を呼びか
ける。
以上かいつまんで今回の「蓼科会｣ 継続

問題の経緯をご報告申し上げます。

蓼科会幹事一覧

以下の幹事が総務、会計、会計監査、会
報、企画、行事などの仕事を分担してます。

相澤良枝、板倉幸枝、岡森しのぶ、小澤
文穂、狩野聡美、下村芳正、下村ひろ子、
下坂秀樹、美津嶋幸江、矢野喜雄、脇田紀
久子、脇田　宏

会議等の報告

幹事　岡森しのぶ
１．地元懇談会

8 月 8 日（土）10 時から親湯に於いて
今年はお盆の前の忙しいときでしたが、

例年のように大沼区長・佐藤副区長・大田
東洋観光取締役・前田湯川駐在巡査部長の
出席のもとおこなわれました。区長から“区
費の値上げの件は連絡が遅くなったが昨年
度中に値上げの決定があり報告の徹底がさ
れていなかった”との説明がありました。

又来年は御柱祭の年でもあり、蓼科の小
宮祭も 10 月に行われるので、協力をお願
いしたいとのことでした。

巡査部長からは“特別な犯罪はないが特
に夏に駐車中の車上狙いが多く発生してい
るので、鍵を必ず掛けるように。又夏は県
外車との事故が多く発生しているので注意
をしてほしい”との要請がありました。

大田取締役からは“鹿の害が多く発生し
ているのが、今年はすでに 5100 頭の駆除
を行っている。又別荘地の木の伐採の有効
性”の報告があった。
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２．蓼科会総会
地元懇談会に引き続き第 55 回総会が開

催されました。出席者及び委任状が会員の
1/3 を上回り成立した。次期会長候補が決
まらぬまま、稲留会長の辞任が可決された。
又会計報告があり承認された。時間がなく
なり次回夏の総会まで現幹事・有志が引き
続き会の存続に向け活動を行うことにし
た。詳しくは別記

親睦会

１．テニス大会
8 月 2 日（日）に昨年の雨での思いかけ

ない中止を晴らすように、晴天のもと 20
名の参加があり 10 時から行われました。
例年通り午前中はメンバーの組み合わせ
で、午後は自由に試合をし、終了後も恒例
のビール・スイカ・パーティで東洋観光か
らの差し入れがあり一年ぶりにお会いした
方々とのテニスを楽しみました。ただ蓼科
会のメンバーより他の別荘地や他からの参
加者が多いのが気がかりです。どうぞテニ
スを経験の方・上手・下手ではなく楽しん
でゲームをする会ですのでぜひ来年は大勢
のご参加をお待ちしています。

（岡森しのぶ　記）

２．バーベキュー大会
恒例になりました第 5 回のバーベキュー

大会を 8 月 7 日 17 時よりプール平駐車場
で開催いたしました。今年は例年のように
雹・夕立ち等があり天候を大変心配してお
りましたが皆様の日頃のお心掛けが良いよ
うで当日は、バーベキュー日和になりま
した。

長く会員でいらっしゃる方も初めて来ら
れ、楽しく過ごされていました。参加人数

は 41 名でした。毎回、東洋観光さんより
沢山の肉類の差し入れをいただき、会場の
セッティング・火起こし等大変お世話に
なっております。ご配慮本当に有難いこと
と思っています。

その他、じゃがいも・とうもろこし・ソー
セージ・サーロイン肉・焼きそば等を焼き
ました。名物のサーロインステーキはとて
も好評でした。

会員の皆様が気軽に集まれる良い機会で
すので、一人でも多くの方がご参加下され
ばと思っています。 （下村ひろ子　記）

３．午餐会
総会の後にそのまま親湯で 28 名の参加

者で開かれました。
昨年同様会からの補助があり、親湯名物

のカレースープを始めフルコースのワンド
リンク付きランチを懇談をしながらいただ
きました。

４．音楽会
今年は「クラリネットトリオ」主軸にチェ

ロ・ピアノの室内楽を開催致しました。
演奏者はクラリネット / ダヴィッド・ヤ

ジンスキー、チェロ / エマニュエル・ジラー
ル、ピアノ / 斎藤龍、以上のベテランメン
バーで選曲も親しみのある「ハンガリア舞
曲」ブラームス、ベートーヴェン、シュー
マン等の室内楽を堪能されたと思います。

プロの音楽家でもなかなか室内楽は難し
く、大学で専門的に学んだだけでなく、多
くのコンサート経験を積まないと全体の
ハーモニーやバランスが難しいのです。

今回のメンバーはクラリネットのダ
ヴィッドがヨーロッパの各地でお互いに交
流のあった演奏家達とで、素晴らしい演奏
でした。今年も 100 名をこす来場者があり
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ました。
はてさて、早くも来年の企画予定をお知

らせしておきますが、クラシックも長々と
続いたので「Jazz&Pops」で盛り上げよう
と考えております。サックス・ピアノ・ベー
ス・ボーカルという各々ベテランのセッ
ションで、1960 年代～ 80 年代の懐かしく、
また思い出深い青春時代の曲など、たくさ
んの声援と喝采をよろしくお願い申し上げ
ます。 （狩野さとみ　記）

５．おそば会
8 月 10 日（月）16 時よりプール平の消

防会館にて 4 回目の“手打ち蕎麦を食べる
会”を開きました。参加者は 44 名。使用
したそば粉は例年通りに高山製粉の「蓼科」
と「本挽き」のブレンドと小麦粉 2 割を加
えた二八そばでした。おかげさまで今年も
用意した蕎麦は完食していただきました。
これからもできる限り続けたいと思ってい
ます。 （板倉幸枝　記）
６．お別れ会

8 月 18 日（火）プール平“銀のポスト”
で 19 名が参加して行われました。初めに

脇田元会長から今回の総会での会の継続の
経緯の説明があり、そのための皆様の協力
要請があり、その後それぞれに懇談をして
又の蓼科での再会を楽しみに散会いたしま
した。

蓼科会ホームページ

tateshinakai.wordpress.com

蓼科会のウェブサイトができました。
tateshinakai.wordpress.comをお開き下
さい。

ウェブサイトの表紙の写真は八ヶ岳連峰
です。写真の下に、最近の出来事が写真入
りで紹介されています。会員のみなさまか
らのお便りを随時、サイトの記事として紹
介していこうと思います。面白い出来事、
四季の移ろい、耳寄りな話題などをお寄せ
下さい。記事のご送付には、サイトの写真
のすぐ下のメニューを開き、会員便りのご
送付をご利用下さい。

メニューには、ほかに、写真アルバム、
問い合わせフォーム、有用な情報、資料な
どの項目を用意いたしました。今後、充実
に努めて参ります。

蓼科区役員

来年度 区　長　田村一司 様（三五十屋）
　　　 副区長　寺村純一 様（つつじとかえで）　
　　　 会　計　板村幸英 様
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新年会のお知らせ

お休みしていましたが、来年の 1 月 30
日（土）12 時から

東京駅そばの“アンジェロコート”（東
京都中央区八重洲 1-9-9 東京建物ビル 1F）
でおこないます。お一人、税込四千円。

久しぶりの新年会、皆様のご参加をお待
ちしています。

同封のハガキで来年 1 月 20 日までに返
信をおねがいいたします。

27 日以降キャンセル料がかかることも
ございます。
 板倉幸枝 03-3449-8901
  080-1060-3997

年会費のお願い
今年度会費をお忘れの方にお願いです。
まだ届いていない方に振替用紙を同封いた
しました。よろしくお願いいたします。
会　費　2,000 円
納入先　郵便振替　00120-5-133236

編集後記

例年は新年にお届けする会報を、少しで
も早く現状報告をと思い早めました。

幹事一同どうにかして会を継続したいと
いう思いから集まり、相談をして発行にい
たりました。

今年の蓼科の紅葉はことのほか美しく、
NHK のニュースでも蓼科湖のもみじがと
りあげられました。ご覧になられた方も多
いこととおもいます。

まわりでは、鹿の害の為に庭を囲ったり、
太陽光パネルが蓼科にも設置されて風景環
境が変わりつつあります。なかなか難しい
ですね。

新年会のハガキ等お忘れなくお返事をい
ただけますように重ねてお願いをいたしま
すとともに皆様良いお年をお迎えいただき
ますようにお祈りいたします。

8 月 6 日（土）テニス大会・8 月 7 日（日）
バーベキュー会・8 月 8 日（月）総会・午
餐会・音楽会・8 月 18 日（木）お別れ会
を予定しています。

（岡森しのぶ　記）


