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 みなさま、ご健勝のこととお慶び申し上

げます。今ごろは新年を迎える準備に忙し

い毎日をお過ごしのことと存じます。 

 以前に会長を務めさせていただきまし

たが、８月の通常総会で再び会長に選出さ

れました。どうぞよろしくお願いします。 

 蓼科会は蓼科高原での別荘生活を楽し

く、快適、安全に過ごすことを目指す会と

考えております。この目的のため、役員一

同が力を合わせて取り組んでいきます。地

元の発展なくして会の発展はないとの観

点から、蓼科区の方々や東洋観光事業など

との密接な交流の機会をはかることも必

要と考えております。 

なお、蓼科区費は別荘地のゴミステーシ

ョン、街路灯の整備などに使われますので、

蓼科会の年会費と同様、納入をお忘れなき

ようお願いします。 

 蓼科会では以前から会員の高齢化が大

きな問題となり、若返り策が検討されてい

ますが、共働き、少子化など社会事情の変

化によってその対策は難しいものとなっ

ています。この問題の解決には、蓼科でお

過しになる時間を増やしていただくこと

から始まるのではないでしょうか。蓼科高

原に山荘を所有することは激化していく

地球温暖化に対する避暑地、地震や火山災

害時の避難所などとしての有効性も考え

られます。  

 今期の蓼科会には以前と変わったとこ

ろがあります。財務や広報、企画担当の 

 

 

 

幹事、会計監事などの役員に新しい方々が

就いて下さっていることです。さらに多彩

なご経歴、趣味などをもった６名もの方々

が入会されたことです。こうしたことから、

新たな発展をする蓼科会の姿が期待され

ます。 

 

 当面する課題として、会費収入を考慮し

た執行予算の編成があります。経費を考え

ながら、各種行事の開催が可能かどうかの

検討を行ってまいります。また、蓼科会の

規約を現状に合ったものにするため、改正

する作業も進行していて、これについては

別稿を参照下さい。 

 

お正月には箱根駅伝があります。「花の

二区」では何人のごぼう抜きがあるか、「山

の神」は誰かなど今から楽しみです。この

駅伝競技で一番重要なことはタスキを次

走者に渡すことです。蓼科会についても会

の発展に最善のことを考え、次世代に引き

渡すよう努めますので、よろしくご支援の

ほどお願いします。 

 

蓼科会のみなさまへ 

会長 脇田 宏 
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新入会者の紹介（2016.8） 

 この夏 6 人の方が入会されました。みなさま多彩な趣味をお持ちです。どうか密な交流

をお願いします。 

 お名前 現住所 山荘所在地 趣味など 

高木 昌生   近畿地方  城の平（III） ゴルフ、謡曲（観世流） 

藤川 宣男 首都圏 城の平（III） 木彫り（能面）、焼きそば作り 

光森 久幸 北陸地方 城の平（III） 
ゴルフ、太極拳、水泳、家庭菜園、  

料理教室通い 

加古 均 東海地方 ビレッジ スキー、街歩き 

小野 茂子 首都圏 ビレッジ 音楽、朗読など 

松井 豊 蓼科 ビレッジ 
スキー、テニス、ゴルフ、小説執筆、 

飛行機操縦 

蓼科ビレッジにお住いのお医者さまが

往診治療をして下さるとのことです。お

体が不自由な方、高齢の方など病院に行

くのが困難な方に対応していただけま

す。健康保険も適用できます。蓼科会の

方も診療していただけるようお願いして

あります。お写真でわかるように親切で

優しい方です。 

 

松井 豊先生の略歴 

昭和 15年(1940) 横浜市生まれ 

昭和 41年(1966) 横浜市立大学医学部

卒業後京都府立医科大学にてインターン 

昭和 42年(1967) 横浜市立大学医学部

にて研修開始 

昭和 45年(1970)〜53年(1978) 神奈川

県立成人病センター（現神奈川県立がん

センター）に勤務 

昭和 53年(1978) 横浜市内にて内科医

院開設 

平成 28年(2016) 蓼科にて医院開設 

 

     

 

        

松井内科医院（訪問診療専門）開設のお知らせ 

院長 松井 豊先生  電話 0266-55-6555 
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亭主元気で留守がいい 

加古 均 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

妙な私 — 自己紹介にかえて 

松井 豊 

 

 

 

 

 

 

 

                            

私が蓼科に山荘をもとめたのは 2004

年、娘が 4 歳の時だった。緑溢れる夏や、

秋の紅葉。さらさらの粉雪に澄んだ青空

と山々の白い稜線。色彩豊かな蓼科の四

季を幼稚園児の娘に感じて欲しかったか

らだ。そんな娘も、はや高校 2 年生。学

校や塾などで忙しく、あまり山荘には来

られなくなった。 

そして、娘曰く「お気楽父さん」たる

私は今、1 年の内 300 日程蓼科にいる。

59 歳で早期退職した後のことだ。ある人

は「退屈しないのか？」と問う。しかし、

山での一人暮らしは何かとやるべきこと

があり、退屈している暇など無い。炊事

や洗濯は勿論のこと薪作りや草刈り、時

には畑仕事など。ただ、誰とも話さない

日もある。そんな時頼りになるのが現代 

 

の「浮世風呂」ともいうべきプール平の

共同浴場。そこで知り合った諸先輩は

様々な知識と経験をお持ちで、私にとっ

ては勉強になることばかりだ。 

 生まれ育った「故郷」東京と家族の暮

らす名古屋、そしてここ蓼科。私は当分

三角点行動派でいこうと思う。終の住処

が見つかるまでは。 

 

 「ピンポン」 

 この夏の午後のことです。私の山荘の

ドアホンが、珍しく鳴り響きました。ド

アを開けると、そこにはお二人の柔和な

笑顔が。緑の木立を背にして、その笑顔

はしっくりとあたりの自然にとけ込ん

でいました。 

これが脇田会長夫妻との始めての出会

いとなり、私の蓼科生活の新たな一ペー

ジとなりました。 

 

 

「この山の中で医院を始める医者がい

るようだ。一体どんな医者だろう？蓼科

会のメンバーの診療をたのもうか？」 

そのようなお気持ちで訪ねて下さった

のでしょう。 

色々とお話をしているうちに、ふとし

たきっかけで、お二人が私の学校の先輩

であることが分って、御夫妻への距離が

一気に縮まったような気がしました。そ

うして、 蓼科会に入会させて頂くことに 
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なりました。その後の会合で多くの方々に

お会いし、私の蓼科での知り合いの方が増

えていきました。私のこれからの山荘生活

が、より実り多いものになるのは間違いあ

りません。 

私は、十三年以上にわたってバンクーバ

ーで生活してきました。年を重ね、そろそ

ろ日本に帰ろうかと思った時、真っ先に浮

かんだのは蓼科でした。カナダでの静かで

自然豊かな生活に慣れた私に、故郷の横浜

に帰る選択肢はありませんでした。時々訪

れた日本の大都会の喧騒は、私をひどく疲

れさせたのです。 

私の蓼科との関わりは小学校時代にさ

かのぼります。もう六十年以上も前のこと

になります。祖父が連れて来てくれて、親

湯に泊まりプールで泳いだものです。多

分、バスの終点は親湯でした。その祖父が

何処かで財布をなくし、大騒ぎをして探

し、無事に見つかってほっとしたといった

事件もあって、この旅は印象深いものにな

りました。 

医者になりたての頃、友人二人と秋の中

央アルプスに行きました。駒ケ岳に登り、

日が暮れる頃、千畳敷にテントを張りまし

た。秋とはいえ、高山ではもう冬の世界。

テントの中に居ても、グランドシーツのす

ぐ下は雪です。恐ろしい寒さの中で夜を明

かしました。 

翌朝、我々は逃げるように山を降り、

なぜか蓼科に向かったのです。その時の

蓼科は紅葉の真っ盛り。暖かさと彩りあ

ふれる世界が我々を魅了しました。後年、 

三十代の後半に蓼科に山荘を建てるきっ

かけはそのような経験から来ているので

す。貧乏で団地暮らしをしている時に山荘

を建てるという妙な行動は、私の兄を驚か

せました。 

「お前、一体何をしているのだ」 

そういったものです。別荘とは余程裕福

な人だけが建てるものと考えれば、当然の

意見でしょう。とはいえ、私には別荘と山

荘とは異なるという思いがあります。別荘

とは功なり名をとげた人が持つ広壮なも

の。山荘とは山にある質素な家。こんな風

に勝手に考えています。 軽井沢には別荘

が似合い、蓼科には山荘が似合う。そんな

蓼科を、私は愛しているのです。 

ある時、脇田さんがお宅に誘って下さい

ました 。ベランダで紀久子夫人がおっし

ゃいました。 

「ここからアルプスが良く見えたので

すよ」 

その時、山荘は美しい林に囲まれている

けれども、アルプスは見えません。アルプ

スが見えたという光景を想像するのは、か

なり困難でした。 

「ここは草原でした。明治温泉まで高山植

物が咲く道が、草原の中に続いていたので

す」 

この言葉を聞いて、蓼科の自然の移ろい

と歴史を感じました。これから、ここの自

然はどのように変わっていくのでしょう。 

何はともあれ、私は人生のところどころ

で妙な決断をしてきました。その妙な決断

の末にこの山荘はあるようです。ここまで

妙に生きてきたのなら、これからも妙に自 
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総会・幹事会などの報告 

 平成 28年 8月に第 56回通常総会が開かれ、その前後（8月 7日と 8月 18日、9月

12日、10月 18日）に計 4回の幹事会と地元懇談会が開かれました。議事の要点は以

下の通りです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

由に生き続けたいと思っています。 

こんな私に付き合って下さる方がい 

 

8月7日幹事会 

日時 平成28年8月7日10:00〜12:00 

銀のポスト 

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道、

板倉幸枝、岡森しのぶ、小澤文穂、狩野

さとみ、下坂秀樹、下村ひろ子、下村芳

正、脇田紀久子、脇田 宏 

議事 

・新任幹事浅石郁子、浅石弘道両氏の紹

介があった。 

・来期の運営体制について審議し、選考

案を総会に上程することとした。 

・総会出席者数、委任状提出者数、夏行

事参加者数の報告と地元懇談会出席に

ついて説明があった。 

・現会員数は194名であることの報告が

あった。 

・平成27年度の会計報告、ならびに会計

監査について報告があった。 

・上水道審議会委員について説明があ

り、次期は岡森しのぶ氏を選任する。 

・蓼科神社御柱祭に蓼科会から2万円を

寄付することとした。 

第 56回通常総会 

日時 平成 28年 8月 8日 11:00〜12:00 

ホテル親湯 

出席者 浅石弘道、井川良子、市田玲子、

板倉峰子、板倉幸枝、板倉敏和、岡森し

のぶ、小澤文穂、狩野さとみ、川邊裕子、

下坂秀樹、下村ひろ子、下村芳正、矢野 

らっしゃれば、これほど幸せなことはあ

りません。 
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喜雄、森 参治、脇田紀久子、脇田 宏 

議事 

・議決権を持つ出席会員 13名と委任状

84 通の合計が会員総数 194 名の三分の

一を超え、総会が成立した。 

・前日の幹事会で選考した会長ならび

に役員の案（別項 蓼科会役員一覧）

が出席者全員の賛同で承認された。 

・板倉幹事から平成 27年度収支決算書

が配布され、説明があった。会計監査に

ついては、美津島監事が欠席のため後日

行うこととした。 

・夏行事参加申込み者について報告があ

った。 

8月 8日地元懇談会 

日時 8月8日10:00〜11:00 

・総会前に開かれた懇談会には、蓼科区

から田村区長、寺村副区長、会計担当の

板村氏、北山駐在所の飯塚巡査長、東洋

観光の岩下取締役、蓼科観光協会副会長

の鶴川氏が出席、蓼科会から15名が参加

した。 

・会長から蓼科会の目的や趣旨が述べら

れ、地元との協力関係を密にしたい旨の

発言があった。 

・田村区長から活動の概要、区費の徴収、

用途などについて説明があった。また、

ビレッジ内に訪問診察専門の医院（松 

井 豊院長）が開設されたことの紹介が

あった。 

・蓼科会側から、街路灯、ゴミ処理、別

荘地内道路の補修、樹木の伐採、鹿害問

題などについて質問や要望が区側や東洋 

 

  

 

8月 18日幹事会 

日時 平成 28年 8月 18日 11:00〜13:00 

銀のポスト 

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道、

岡森しのぶ、小澤文穂、狩野さとみ、下

坂秀樹、下村ひろ子、下村芳正、脇田紀

久子、脇田 宏 

議事 

・冬号会報発行について、原稿締切日と

執筆担当者を決定した。 

・年間行事、会報発行などについて参加

人数と支出額を集計し、来期の行事開催、 

予算編成について意見交換を行った。 

・総務担当幹事として脇田紀久子氏が選

任された。 

・規約改正について意見交換を行った。 

9月 12日幹事会 

日時 平成 28年 9月 12日 14:00〜17:00 

ユーラシア 

 

観光に伝えられた。 

・飯塚巡査長からは別荘地内の犯罪、交

通事故について説明があった。 

・東洋観光から別荘地の維持管理、環境

整備、防災対策、蓼科湖周辺の再開発計

画などについて説明があった。 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めた当初の状況から、途中経過、最近の

状況までを検証。狩野幹事のご苦労で長

年にわたって続けてきた行事であり、で

きれば続けたいという意見もでたが、今

後の蓼科会のあり方を検討している最中

であり、その結論が纏まるまでは休止す

ることになった。 

・規約の改正について、現在の蓼科会の

状況に相応しい規約の改正を目指して前

回に引き続き検討を行い、年内に下坂幹

事に改正案を纏めてもらうことになった。 

 

午餐会 

板倉幸枝 

8 月 8 日（月）、総会に引き続いて正

午から親湯のレストランで、31名の方が

参加され午餐会が開かれました。新しい

会員のかたもご出席くださいました。乾

杯のあと、地元の食材を使ったお料理を

楽しみ、お話も弾みにぎやかに和気あい

あいと過ごしました。昨年、少しお料理

が多すぎるというご意見がでましたので、

今年は一品少ないコースでしたが、いか

がでしたでしょうか。食後お時間のある

方は、温泉入浴も楽しまれたようです。 

 

出席者 板倉幸枝、浅石郁子、浅石弘道、

岡森しのぶ、狩野さとみ、下坂秀樹、下

村ひろ子、下村芳正、脇田紀久子、脇田 

建、脇田 宏 

議事 

・会報並びにホームページに載せる記事

について意見を交わした。 

・来年の音楽会について、狩野幹事から

提案と要望の資料が配られ、活発な意見

交換があった。 

・規約の改正について下坂幹事から配布

資料に基づき説明があり、意見を交した。 

 

10月 18日幹事会 

日時 平成 28年 10月 18日 13:00〜17:00 

板倉邸 

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道、

（板倉峰子）、岡森しのぶ、下坂秀樹、

下村ひろ子、下村芳正、脇田紀久子、 

脇田 宏、 

議事 

・会報について、原稿はあらかた期限内

に提出された。発送は 12月下旬。 

・来年度の音楽会について、音楽会を始 
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「蓼科会規約」改正の検討を進めています 

幹事 下坂秀樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

「蓼科会」の前身、蓼科協議会は土地

問題を契機に昭和 36 年に設立され、現在

の蓼科会規約の基になっている蓼科協議

会規約はその時に制定されました。その

後数次の規約改正を経て、平成 10 年 8 月

9 日に会名称を「蓼科会」に改めるととも

に一部規約改正を行って現行蓼科会規約

に至っています。 

昨年は蓼科会存続問題があり、爾来幹

事会にて蓼科会の継続や今後の活動等に

ついて検討してきた中で、この機会に蓼

科会規約も見直そうということになり、

本年 8 月から規約改正について検討を進

めています。以下その概要をかいつまん

でご報告申し上げます。 

改正の基本的考え方は、現行規約をベ

ースとして尊重しつつ、時代や実態に見

合うように、一部条項の改正あるいは削

除をしようというものです。改正の狙い

は、蓼科会の継続、会員の増加、活動の

活性化を図るということにあります。従

って主な改正点は、蓼科会を次世代に引

き継ぎ易くするための会員資格の見直し

及び財政基盤を安定させる任意寄付制度

の採用、の２点になります。 

現行の会員資格は、「本会の会員資格

は蓼科高原に別荘を所有する者に限る。

但し幹事会で特に認めたものはこの限り

ではない。」となっていますが、ジュニ

ア世代が増えていること等を考慮し、「本 

 

会の会員は蓼科高原に別荘を所有する者

及びその家族で、入会を希望する者とす

る。但し幹事会で特に認めたものはこの限

りではない。」と改正したいと考えていま

す。財政基盤安定化については、会費はで

きるだけ値上げせずに、年会費納入時にご

賛同いただける会員各位から任意のご寄

付をいただけるような制度にしたいと考

えています。 

今後の予定としては、平成 29 年春ごろ

までに幹事会で規約改正案をまとめ、夏号

会報時にその規約改正案を同封してお届

けし、皆様にご確認いただく予定です。そ

の上で、8 月の通常総会に蓼科会規約改正

をお諮りしたいと考えています。 

今回の規約改正を新たなスタートとし

て、会員の皆様に親しまれ、多くの方々に

ご参加いただけるような魅力ある蓼科会

にしていければと幹事一同念じておりま

す。 

今後とも引き続きご理解、ご支援、ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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テニス大会 

矢野喜雄 

24 回目という節を迎えたテニス大会

は、8月 6日(土)晴れた夏空の下、20名

の参加者を得て行なわれた。 

内訳は初参加の下村さん夫妻を含む蓼

科会会員８名、戸張チーム、岡本ファミ

リー6名、岡森さんの蓼科でのテニス友達

6名である。 

今回は猛暑を考慮して４ゲーム先取に

ルールを変更して、又飲み物を充分に備

える等熱中症対策に配慮しました。4ゲー

ム先取ということもあり、予定していた

組み合わせは午前中に終わり、ゆっくり 

 

 

 

 

昼食休憩をとる。午後はお好みの組み合

わせを楽しむことが、暑さをものともし

ない女性の皆さんの躍動ぶりに感心す

る。 

恒例のスイカとビールのパーティで名

残を惜しみつつ、来年は 8 月 5 日(土)

と約束して散会した。 

 

バーベキュー大会 

下村ひろ子 

8月 7日（日）17時からプール平東洋

観光(株)広場で開催されたバーベキュー

大会は総勢 55名のご参加で盛会でした。 

今年は、定番の信州牛(金賞受賞)のサ

ーロインステーキ、トウモロコシ、サラ

ダなどに加え、バーベキュー担当の小澤

さんのご尽力で、鹿肉、岩魚、ナス、シ

シトウ、パプリカ、完熟トマト、枝豆な

どの地元の食材が盛り沢山そろいまし

た。 

鹿肉は、クレージーソルトで下味をつけ

キャベツと炒め、皆様に好評でした。 

岩魚の串刺しも塩加減、焼き加減が絶妙

で評判が良かったです。 

完熟トマトは、丸かじりで召し上がって

いただきました。 

東洋観光(株)さんからは、岩魚、カル

ビ肉、豚肉、鶏肉、ソーセージなどを頂き

ました。 

毎回  会場にテント、テーブル、椅子

などのセッティング、火起こし、会場の片

付けなどもしていただきお世話になって

おります。 

 

親 睦 会 
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今回は、会場で東洋観光（株）の方々

にもバーベキューを楽しんでいただき良

かったです。 

焼くのは、藤川さん（焼きそば名人）

らが担当してくださり、とても助かりまし

た。 

今年の焼きそばのお味は格別でした。 

後になりましたが、鹿肉、岩魚、トウモ

ロコシ、サラダなどの下ごしらえ及び焼き

そば、枝豆、ソフトドリンクなどの準備に

ご協力くださった方々に感謝致します。 

 

 

蓼科会サマーコンサート 

狩野さとみ 

今年は趣向を変えて「Jazz&Pops」で、

1970~80 年代のヒット曲をサックス、ピ

アノ、ボーカル、ベースで盛り上がりま

した！ 

蓼科会が 30 年前にサマーコンサート

を始めてから、年々蓼科高原各地で増え

てきました。 

会員の世代交代もままならず、蓼科会

の主旨、存在意義の考えがかつての様な

メンバーとは変わってきました。 

サマーコンサートは、親睦の目的で親

の世代から継続して来ましたが、幹事会 

 

 

 

 

 

（8 人程度）の結論で、来年度は休止を決

定しました。 

理由は、収支の合わない企画はやる意味

がないということです（ﾏﾏ）。 

今まで音楽会を楽しんで頂いた会員の

皆さまにお礼を申し上げます！ 

 

好天に恵まれ無事に終わり良かったで

す。 

来年も大勢の方々のご参加をお待ちし

ております。 

 

お蕎麦会 

板倉敏和 

今や夏の恒例行事となった感のある

蓼科会夏のそば会であるが、平成 28 年

の今年も 8 月 10 日、プール平の消防会 

会館をお借りして開催することができた。

全部で 42 名の皆さんのご参加を得て、

賑やかな会となった。そば打ちはなんと

か私一人でもやれるのだが、現場でゆで

てそれを供するとなると、とても一人 
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お別れ会 

相澤良枝 

8 月 18 日 プール平 銀のポストに

て、23 名の会員の皆様とお別れ会を行い

ました。 

脇田会長のご挨拶に続いて新入会員の

松井豊様のご紹介、松井様からのご挨拶

を頂きました。 

例年ですと、1，2 名の会員の方からお

話を伺うのですが、今回は自由に歓談を

楽しむ形をとりました。始めはお隣同士

でお話が弾んでいたのですが、次第にお 

二人ではできない。今年も多くの会員の

皆様のご協力を得て、無事楽しい会にする

ことができたことをまず御礼申し上げたい。 

お出ししたソバは昨年同様お隣の諏訪

市の高山製粉から入手した、蓼科地域の

そばを挽いた｢蓼科｣と、黒い実のまま石

臼にかけて挽いた｢玄挽きそば粉｣のブレ

ンドで、私がここ 10 年近くもっとも安定

しておいしいそばと自認し、自信を持っ

てお客様に提供してきたものであ

る。自賛になるが、会員の皆様からも美味

しいとよい評価をいただいたと考えている。 

最近は安定して美味しいそばと考える 

あまり、そば粉で冒険をするということ

を忘れている感がある。来年のそば会は、

一味違ったそばに挑戦してみようか、そ

れともやはり実績を重視するか、今から

思い悩んでいる次第である。 

 

旅行会 

脇田紀久子 

 今年の旅行会は台風一過の 8 月 19 日

（金）に東洋観光主催バスツアーに参加

しました。蓼科会からは 17 名の参加者が

ありました。 

大河ドラマで人気の上田真田ドラマ館

（来年 1 月末まで開催）、世界遺産「富

岡製糸場」の見学を行いました。涼しい

蓼科から行くと一層に暑さが感じられま

したが、バスの中での会話が弾み蓼科会

の良さが大いに感じられました。 

席を移動し、皆大勢の方との交流を楽し

まれていました。あっという間の 2 時間

でしたが、終始 和気あいあい和やかな

ひとときを過ごされていました。「蓼科

会っていいな」と、ふと思った一瞬でした。 
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蓼科区役員 

 

 

 

 

蓼科会役員一覧（平成 28年８月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年会費のお願い 

今年度の会費をお忘れの方にお願いです。まだ届い

ていない方に振込用紙を同封いたしました。 

振込を宜しくお願い致します。 

納入先 郵便振替 00120-5-133236 

 

企画担当 小沢文穂、下村ひろ子、 

     下村芳正、 狩野さとみ、 

 岡森しのぶ、相澤良枝、 

板倉幸枝、矢野喜雄 

会計監事 板倉幸枝、森 参治 

上水道審議会委員 岡森しのぶ 

 

会 長 脇田 宏 

幹事 

総務担当 岡森しのぶ、板倉幸枝、      

脇田紀久子 

財務担当 下坂秀樹 

広報担当 浅石郁子、浅石弘道、脇田 建 

会計 世良田 あゆみ 様（ぽっかり雲）

北山駐在：飯塚 宗 巡査長 

  電話0266-78-2110 

 

来年度の蓼科区役員をご紹介します 

区長 矢島 重幸様  

副区長 木下 裕一様（千葉トヨタ） 
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新年会のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮祭 

浅石郁子  

 

 

 

 

 

 

新年会を下記のように開催いたします。 

日時：2017 年 1 月 28 日(土) 

   11 時 30 分～13 時 30 分 

場所：メゾン プルミエール・アット・ 

ロビンズ 

住所：東京都目黒区中目黒 1-1-29 

電話：03-5724-4122 

会費：4000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス：JR 恵比寿駅 西口 徒歩 7 分 

地下鉄日比谷線 恵比寿駅 西

口 徒歩 7 分 

申し込み：1 月 21 日(土)までに同封の葉

書にてご返送ください。 

キャンセルの場合は板倉幸枝へご連絡下さい。  

℡ 03-3449-8901 

  携帯 080-1060-3997 

 

 

 

 

戦後すぐからほとんど毎夏を蓼科で

過ごしていたが、これまで御柱祭りに参

加したことはなかった。 

それが、蓼科会のお仲間に誘われて法

被を買い、4 月に袖を通して御柱街道に

御柱を見に行ったのがそもそもの始ま

りだった。 

 

法被を着ているとどこに入り込んでも

何も言われないことが判り、木落し、川

越し、建て御柱と見るうちに、いつのま

にか突撃ラッパにさそわれて「ヨイサー、

ヨイサー」と声を合わせて手を振ってい

る自分がいた。 

9 月下旬から神社に人々が何やら集ま 

 プルミエール 
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会報原稿募集 

会報に会員皆様の近況、ご趣味、行事に参加なさった感想、随筆など会員皆様のご活

躍を掲載して参りたいと存じますので、奮ってご寄稿を宜しくお願い致します。 

原稿送付先：113-0033  文京区本郷 1-28-32-903 浅石 弘道 

平成 29年の行事予定 

8月 5日 テニス大会、  8月 7日 バーベキュー大会 

8月 8日 総会・午餐会  8月 18日 お別れ会 

 

っていると思ったら、もう新しい柱が 3 本

建っていて、一の柱を建てるための穴が

掘ってあった。 

10 月 2 日朝、小雨の降る中、蓼科湖の

湖岸で神事の後、木遣り歌に続き突撃ラ

ッパが響き、御柱が総代さんら白装束の

方たち 6 人程をのせて、対岸からロープ

に引かれて湖を渡る。この頃にはすっか

り天候も回復し、色づき始めた紅葉も青

空に映える中、長持ち踊りや、花笠踊り

などがここで披露され、いよいよ御柱の

曳行が始まる。まず木遣り保存会の宮坂

さんの歌に続いて中学生の太郎君、子供

たちの木遣り歌とラッパが吹かれ、それ

に合わせて地元の方たち、別荘の人たち

に混じって外国人や観光客などたくさん

の人々が柱を引いて行く。引き綱の中程

に連なってみる。どんなに重いかと思い

きやとても軽いのに驚く。下手をすると

逆に引っ張られる。湖の周りを曳行して、

蓼科湖の駐車場まで引いた。この後御柱

はプール平まで車で運ばれた。ここでお

昼となる。踊りなどがあり、木遣り歌が

沢山歌われ、ラッパも山に響いた。 

午後はまた木遣り歌とラッパで曳行が

始まった。 途中で御柱に乗ってよい、と

いわれ、馬乗りに乗ってみる。バランス

を取るのがなかなか難しい。 

親湯入口を回り、いよいよ鳥居にかか

る。鋭角に曲がるので柱の位置を直す。 

メドデコを付けたまま鳥居をくぐらせ

ようとしたがなかなかうまく行かない。

片方だけ通したところで、メドデコをは

ずすことになった。ここからは狭い道を

2 か所直角にまがるところがある。案ず

るより何とかで、テコ隊の働きでうまく

こなして神社境内についた。 

 いよいよ建て御柱だ。大勢の人が見守

る中、冠落しも無事終り、区長さんはじ

めお役の方たちのお話が続き、大総代さ

んもいらしていてご挨拶を頂いた。 

さて、神事が始まり御柱が浄められて、

柱の上の、役に着いた方たちの紹介の後、

若衆 3 人を柱に乗せて建てられていっ

た。建ったところで感謝の垂幕が下げら

れて無事終了。 

御柱祭に参加して、今まで何気なく見て

いた御柱に親しみがわくようになった。 

『山の神様お願いだァー』 
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