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十月下旬、紅葉まばゆい蓼科高原を訪れ、

台風21号がこの地に大きな被害を及ぼして

いたことに驚きました。笹丸平近くの別荘

地では二、三十本の赤松や唐松の大木が捻

じ曲がり、縦に裂けたまま倒れ、電線や建

物を直撃していました。根こそぎ倒されて

いる白樺もありました。つむじ風のような

強風が通ったのでしょう。また、ホテル親

湯から蓼科山へ向かう登山口に立つ薬師堂

の横に聳えていた樅の巨木も根元から倒れ

ていました。この木の幹は優に１メートル

を超え、頑丈に見えましたが、切られた根

元を見ると根が張らず、半分が腐っていま

した。大木が幹の中央部から縦に裂けたり、

巨木も倒れるとは恐ろしいことです。みな

さまの別荘が無事だったことを願っており

ます。 

 かねて蓼科別荘地の樹木が成長の限界を

過ぎ、伐採する必要性を論じてきましたが、

今回の風害を目の当たりにして、改めて緊

急に対策しなければならないことを痛感し

ました。 

 

 ここで話は変わりますが、蓼科高原別荘

地と観光地の発展について日頃考えている

ことを書かせていただきます。 

 近年地球温暖化が進み、夏を都会で過ご

すことが苦痛に感じられるようになって

います。そのような中、涼しい高原で暮ら

せることは大きな喜びです。 

 八ヶ岳山麓に拡がる蓼科高原は涼しいだ

けでなく乾燥度が高く、眺望や温泉に恵ま

れた健康に適した別荘地です。 

 

 

 

しかし、そこで過ごす方達の間でも高齢化

が進んでいます。また、最近の若者の山離

れや車を持たない暮らしの影響も出ていま

す。そうしたことから何年間も閉じられた

ままの山荘や短期間の滞在にとどまる別荘

も多くなっています。現在の別荘の生活に

は車が欠かせず、車に乗れなくなった高齢

者が長期滞在をすることが難しいのです。

また、都会で働く子供たちが週末にこの地

を訪れようとしても、車がなければ困難な

のです。これを解決するには、足の確保、

すなわちバス便の充実が不可欠となります。

午後から夕方にかけての茅野駅発のバス便

や別荘地から昼間の買い物バスなどがあれ

ばかなり改善します。現在、ホテルや旅館

が個別に運行しているシャトルバスなどを

共同運行し、別荘関係の人も利用できるよ

うにすることを提案します。これには自治

体の財政補助も必要でしょう。 

 お盆の時期のスーパー、ホテルなどの状

況を見ると別荘関係の人や観光客が地域経

済に果している効果はかなりのものです。

さらに別荘の固定資産税や市民税などの税

収を考えると、別荘地、観光地の交通の整

備、改善は地方自治体、観光業関係者、デ

ィベロッパーなどが一体となって考える価

値のある課題ではないでしょうか。 

 ここで、「車がなくても暮らせる別荘地」、

「車がなくても楽しめる観光地」というス

ローガンを掲げ、蓼科高原を全国に先駆け、

時代に即した別荘地、観光地として発展さ

せれば、地域全体が大きく振興するのでは 

ないでしょうか。このような夢が実現する

ことを願っています。 

蓼科高原の発展 

会長 脇田 宏 
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新入会者の紹介（2017） 

 夏以降 5人の方が入会されました。みなさまお若く、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 

小西 恵美 首都圏 プール平 大学教員（イギリス史）、畑仕事、温泉 

小西 太郎 茅野市 湖東に在住 
鉄道（乗り、撮り、聴き、模型）、登山、

スキー、ゴルフ、温泉、日曜大工 

大内 みゆき 首都圏 桜ヶ丘 萬葉堂で会報を見て興味を覚えた 

小池 晶子 首都圏 桜ヶ丘 

心の故郷・蓼科でご近所付き合いができれ

ばいいと思いました。皆さんと記憶の地図

を共有することができれば幸いです。登山 

井口 富男 首都圏 城の平 

生まれた頃（昭和 30年）からの蓼科の歴史

と変化について知りたい。 

将棋、オートバイ、カメラ 

 

蓼科は「私たち夫婦のふるさと」 

藤川宣男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年に小澤文穂さんから誘って戴

き、蓼科会に入会させて戴きました藤川宣

男と申します。 

入会の年の「バーベキュー大会」から、

「焼きそば」を担当させていただきました。

この「焼きそば」は東京の町田市にある老

人ホームで、20 年程年に 2 回、240 食焼い

ております。 

そこでは大きな特製の鉄板で焼きますの

で、とても美味しいと好評をいただいてお

りますが、蓼科会ではなかなか満足の行く

焼きそばが出来ませんが、「焼きそば名人」

などとおだてられ恐縮しております。 

 私たち夫婦には「蓼科という地」はとて

も「縁」があります。勤務先の保養所「蓼

科山荘」が、「城の平」の上の方に有りま

した。昭和 42 年から度々山荘に来ていまし 

た。当時は道路が整備されておらず、プール

平から徒歩で 1 時間ほど掛け行っていまし

た。冬には「スキー合宿」があり、このスキ

ー合宿での出会いが縁で妻と結婚しました。 

結婚当時から「山荘の管理人さん」とお付

き合いが深くなり、山荘がなくなった現在も

管理人さんは茅野に住んでおられ、親交いた

だいております。 

 その後こうしてまた「蓼科会」で、幅広く

人生経験のある方々とお付き合いいただけ

る機会を得ましたことは、未熟な人生経験の

私にとりまして、とても幸せなことと感謝し

ております。 

趣味は 15 年程「木彫り」で、能面（小面・

般若など）や仏像などの製作と、5 年前に「オ

カリナ」を習い、自宅で「懐かしい曲」の演

奏を楽しんでおります。 
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総会・幹事会などの報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻は「ボタニカルアート」を楽しみ、健

康維持のために「ヨガ」や「ウォーキング」

に精を出しており、毎日元気でいてくれる

ことが何よりです。 

2 年程前から木彫りで「釈迦像」の製作を

開始し、合わせて「仏壇」の製作も思い立

ち、今年 9 月にようやく完成することが出

来ました。この秋の地域の「文化祭」に出

品する予定にしています。「終活」の第一

歩を踏み出した心持ちです。 

７月に若い頃からあこがれていた「乗馬」

に挑戦をしようと、町田市にある「乗馬ク

ラブ」に入会しました。「馬」はとてもか 

わいく魅力的な動物ですが、「乗馬」はなか

なか体力を使います。蓼科にも「蓼科乗馬フ

ァーム」など乗馬施設が幾つかあり、ますま

す「魅力ある蓼科」となっております。 い

つまで続けられるか無理をしないで楽しみ

たいと思っています。 

「蓼科」でのこれからの楽しみは、乗馬の

他に「燻製」や「蕎麦打ち」にも、挑戦した

いと思っております。ご指導いただける機会

がありましたら、お声を掛けていただきお仲

間に加えていただきますようお願い申し上

げます。 

8月7日幹事会 

日時 平成29年8月7日10:00〜12:00 

 於銀のポスト 

出席者 板倉幸枝、岡森しのぶ、小澤文穂、

川邊裕子、下坂秀樹、下村ひろ子、下村芳

正、森 参治、脇田紀久子、脇田 宏 

議事 

・役員の交替 板倉監査が退任し、川邊裕

子の監査就任が承認された。 

矢野幹事の退任が承認された。 

・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。 

・入会者 小西恵美の入会が承認された。 

・退会者 新居フミ、市瀬光代、大石 滋、

大野良樹、小口周男、島田信義、原 真純、

播磨通子、松田听之、水谷昴示、山本幸子

の退会が報告された。 

・会員数などの報告(岡森) 

現会員数 198名、総会出席予定者 14名、

委任状提出者 70名。 
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・夏行事参加予定者数について報告（岡森）。

テニス（25）、バーベキュー（39）、午

餐会（33）、講演会（約 30）、お蕎麦会

（39）、お別れ会（23）  

・平成27年度、平成28年度の収支決算書に

基づき会計報告（下坂）が行われた。 

・会計監査：森、川邊監事による監査報告

が行われた。  

・会則改正について（下坂）説明があった。 

・地元懇談会出席予定者が報告された。 

・次回幹事会開催日時 平成29年10月17日

14時 （場所未定） 

審議事項 退会者の決定、冬号会報の発

行、年間予算編成、近隣別荘地との交流、

蓼科高原の発展、その他 

 

第57回蓼科会通常総会 

日時 平成 29 年 8 月 8 日 11:00〜12:00 

 於ホテル親湯 

出席者 井川良子、板倉幸枝、板倉敏和、

板倉峰子、岡森しのぶ、小澤文穂、加古 均、

金澤昭正、川邊裕子、下坂秀樹、下村ひろ

子、下村芳正、美津島幸江、森 参治、矢

野喜雄、山中良平、脇田紀久子、脇田 宏 

議事 

・議長の選出が行われ、会長が務めること 

となった。 

・議決権を持つ出席会員 16 名と委任状 70

通の合計が会員総数 189 名の三分の一を

超えることから総会の成立が報告され

た。 

・役員の交替、退任が報告され、前日の幹

事会で選考した会長ならびに今期の役員

案が示され、出席者全員の賛同で承認さ

れた。（別項 蓼科会役員一覧） 

・夏行事参加者申込み者数について報告が

あった。 

・下坂幹事から平成 27 年度並びに 28 年度

の収支決算書が配布され、説明があった。 

・森、川邊両監事による会計監査が行われ、

了承された。 

・会則改正案に対する賛否の確認が行われ、

承認された。 

 

2017.8.8地元懇談会 

日時 平成29年8月8日10:00〜11:00 

 於ホテル親湯 

・総会前に親湯ホテルで開かれた地元懇談

会には、蓼科区から矢島重幸区長、木下

副区長、会計担当の世良田あゆみさん、

環境自治会の大野さん、北山駐在所の鈴

木巡査長、消防団の矢崎、荻原さん、東

洋観光の岩下取締役、蓼科観光協会副会

長の鶴川さんと合計9名の方にご出席い 
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ただき、蓼科会からは役員、会員合わせ

て15名が参加した。 

・会長の挨拶の後、矢島区長から蓼科湖周

辺の観光整備を目的として設立された

「（株）帰ってきた蓼科」についての説

明があり、アンケート用紙への回答が求

められた。 

・環境自治会からはゴミの捨て方について

の要望、ゴミステーションの整備計画、蓼

科神社神殿の建造などの説明があった。 

・鈴木巡査長からは北山地区の犯罪、交通

事故などについての紹介があった。犯罪

発生は少ないが、外国人による貴金属買

取り、振り込め詐欺被害などに注意が求

められた。 

・消防団からは管内の6件の火災が発生し

たこと、別荘に対してストーブの煙突掃

除を行うこと、またゲリラ豪雨災害に対

する注意などがあった。 

・東洋観光観光事業から今後も樹木の伐採

に力を入れ、明るい蓼科に努力するとと

もに、茅野市の「観光町づくり協議会」

に参加していることが述べられた。 

・観光協会からは、道路脇の草刈りなどの

環境整備のほか、桜祭り、紅葉祭、コン

サートの開催計画などが話された。 

・別荘側から区費納入への協力をするとと

もに外灯の整備など区に対する要望が

伝えられた。 

 

 

 

午餐会 

板倉幸枝 

総会に引き続き正午から親湯のレストラ

ンで、35名が参加されて開かれました。新

入会員・会員家族もご出席下さいました。乾

杯の後親湯の特選料理をいただき、皆さまも

それぞれにお話が弾み和やかなひとときを

過ごしました。今年は講演会の後も親湯の温

泉を楽しむ時間があり、ゆったりとした時間

を過ごすことができました。 

 

2017蓼科夏の講演会 

第一回の講演会は午餐会の後、「縄文の文

化」と題して茅野市尖石縄文考古館館長守矢

昌文氏に講演をお願いし、約40名が聴講し

た。 

2017.10.17 幹事会議事録  

日時 平成29年10月17日13:30〜16:00 

 於板倉邸 

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道、板

倉幸枝、（板倉峰子）、岡森しのぶ、小澤文

穂、下坂秀樹、下村ひろ子、下村芳正、脇田

紀久子、脇田 宏 

議事 

・入会者、退会者について 

大内みゆき、小西太郎各氏の入会、狩野 
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近隣別荘地との交流 

  脇田 宏

 これまで幹事会で近隣別荘地との交流を

深めてはという提案がありました。今年にな

って少しずつ進展したので、交流した順にお

伝えします。 

 

1 蓼科高原別荘地 

 以前は諏訪バス別荘地と呼ばれていた別

荘地です。快晴の 6 月 24 日（土）の朝、別

荘の方々が開拓したトレッキングコースを

歩く企画があるとのことで、オーナー会の方

に誘われて家内と特別に参加させていただ

き ま し た 。 コ ー ス は 別 荘 地 の 最 上

部からロープウエイの中間地点近くまで

1 キロ余の山の斜面に道を切り開いたもので、

道標や見晴台を兼ねた休憩所もある素晴ら

しいコースでした。ただし、このコースはプ

ライベートコースとなっています。参加して

一番驚いたのはこのトレッキングに小林利

治会長をはじめ 50 人くらいの方々が参加さ

れていたことです。 

 トレッキングの途中、茅野市役所に申請す

れば別荘を所有する高齢者は茅野駅から格

安の運賃で路線バスを利用できるとの情報

（ビーナちゃんバス）を耳にし、早速、蓼科

会の皆様にお知らせすることができました。 

会員数は約 150戸で、会報「蓼科つうしん」

を毎年刊行し、テニスやゴルフの大会も開か

れています。皆様ご存知のように管理会社の

アルピコ交通が設置するライブカメラ

（https://www.alpico.co.jp/ 

suwabus/tateshina/livecamera/）で別荘地

の気象を知ることもできます。 

 

2 蓼科ビレッジオーナー会 

 蓼科会の会員でもある松井先生、加古さ 

 さとみ、塩澤嘉代子、半藤 保各氏の退

会が承認された。 

・会則第10条の適用について 

 平成24年から今年度まで6年間の会費納

入状況、夏行事参加ハガキの回答を検討

し、会則第10条に基づき3年以上の会費滞

納者50名に対して納入督促の手紙を送付

することが決まった。送付手紙の原案に

ついても慎重な検討がなされた。 

・冬号会報発行について 

 浅石幹事から原稿執筆予定者、寄稿者な

どの報告があり、原稿締切日は11月15日

となった。 

 

 

 

 

・夏の幹事会議事録、総会議事録、地元懇談

会などの行事報告書が承認された。 

・新年会開催について 

 板倉幹事から平成30年1月27日（土）に開

催することが報告された。 

・来期「夏の蓼科講演会」の講演者について

意見交換を行った、 

・近隣別荘地との交流について報告があっ

た。 

・ 蓼科高原の発展に関し茅野市長と行った

面談について報告があった。 

・次回幹事会開催日時 平成 30年 3月 23

日（金）13:30より板倉邸 

https://www.alpico.co.jp/
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んのお誘いで、4月 27日阿智村に花桃を見る

オーナー会のバスツアーに参加させていた

だきました。これをきっかけに、8月 18日銀

のポストで森川豊彦会長はじめ、運営委員の

6 名の方とお目にかかりました。蓼科会から

は岡森さん、下坂さん、家内と私が参加しま

した。 

 ビレッジには 2,300戸の別荘があり、その

中の 262戸の方がオーナー会をつくり、旅行

会、料理教室、DIYクラブ、雑学講座などの

活動を通じて、楽しく暮らしておられます。

ホームページ

（https://www.joyfultateshina.com）も充

実していて、活動の様子もよく分かります。 

 

3 蓼科鹿山村親睦会 

 会長の西澤宏繁様ご夫妻に 8 月下旬にお目

にかかりました。鹿山村にある約 200戸の別荘

のうち 160戸ほどが会員で、年 2回広報誌「鹿

山村たより」が発行されています。他の別荘地

と異なり、管理が鹿山財産区であることが特徴

で、別荘地内の道路補修と樹木の伐採が課題の

ようです。多方面に深いご趣味をお持ちの方が

多く今後の交流が楽しみです。 

 

 

2017蓼科夏の講演会 

八ヶ岳の縄文文化―縄文時代の魅力― 

茅野市尖石縄文考古  守矢昌文 

 

 

 

 

 

縄文時代中期のムラの舞台となった 

八ヶ岳山麓 

八ヶ岳連峰は東西方向に広い裾野が広が

っている。この裾野は八ヶ岳の火山活動に

より形成されたもので、東西方向に延びる

割合幅の狭い大地を「長峰」と呼ぶ特徴的

な尾根状台地が発達する。 

縄文時代、特に中期（今から約 5,000 年 

前）の尖石遺跡や中ッ原遺跡など縄文時代中

期の集落が密集している地域である。 

日本列島からみた八ヶ岳山麓の位置 

 八ヶ岳山麓、蓼科はちょうど本州の中央

部に位置し、糸魚川・静岡構造線の大きな

地溝帯を境に東日本と、西日本に分けられ

る位置環境にある。 

https://www.joyful-tateshina.com/


  

8 

 

 また、糸魚川・静岡構造線の大きな地溝

帯を肉眼で見分けられ、その谷間はまるで

回廊のようである。 

 現代でも電圧やモグラの生息状況、はた

またカップ焼きそば等の販売分布圏にま

でこの地溝帯を境界に差異が認められ、八

ヶ岳西南麓一帯は東日本と西日本が混在

し、この地域が交流の重要な地域であるこ

とがわかる。 

日本列島の諏訪湖盆・八ヶ岳山麓

 

縄文時代中期の土器の動きからみた 

        八ヶ岳山麓 

土器は縄文時代の大きな発明の一つで、

粘土の可塑性を最大限に活かした縄文人

の創造物である。この土器から考古学者は、

年代やそれが作られた地域を読み解くこ

とができる。この点を活かし、縄文時代中

期この諏訪地域に他地域からの土器の流

入の状況を見てみると、天竜川を遡上して

遠く近畿・東海地域と下伊那地域の土器群

が、また、塩尻峠や大門峠を越え北陸地域

や北関東・信濃川流域の土器が流入してき

ている。 

このことは、やはりこの地の持っている

地形の十字路としての特性の結果と捉え

ることができる。 

諏訪の地形 

 

八ヶ岳山麓の代表的な遺跡の立地 

八ヶ岳山麓の特徴的な尾根状台地には縄

文時代の遺跡が点在し、現在茅野市域で約

270 ヶ所にも及ぶ遺跡が発見されている。そ

れらの遺跡の中で縄文時代中期の遺跡が主

体を占める。 

 縄文時代中期のムラは谷間の湧水と平坦

で日当たりの良い台地上にムラを作る。ムラ

は環状集落と呼ばれるイエが環状に配され、

中央の広場を囲む形を基本とし、その代表的

な遺跡が尖石遺跡や中ッ原遺跡である。 

 縄文ムラの周辺はクリやドングリなどの

豊かな森に囲まれ、この森からの恵みを得な

がら、自然と共存して縄文文化は育まれてき

たと考えられている。 

国宝の中の縄文時代の国宝 

国宝（こくほう、National Treasures）と

は、文化財保護法によって国が指定した有形

文化財（重要文化財）のうち、世界文化の見

地から価値の高いものでたぐいない国民の

宝たるものであるとして国（文部科学大臣）

が指定したものである（文化財保護法第 27

条第 2 項）。建造物、絵画、彫刻、工芸品、
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書跡・典籍、古文書、考古資料および歴史資

料が指定されており、縄文時代から近代まで

約 11,000 件の文化財が国宝に指定されてい

る。 

八ヶ岳山麓の宝 1 

 

八ヶ岳山麓の宝 2

 

この内縄文時代の遺物は 6 点で新潟県十

日町市の火焔型土器を除くとすべてが土偶

で、5 点中 2 点が茅野市の八ヶ岳・霧ヶ峰山

麓からの出土である。このことは、いかにこ

の地の縄文造形が優れていたかを示す証左

である。 

優れた縄文文化を生んだ背景 

霧ヶ峰星ヶ塔周辺は本州最大の黒曜石原

産地である。旧石器時代から縄文時代まで石

器の材料とし用いられ、特に鋭く半透明で輝

く黒曜石製矢じりは、ブランド品として遠く

は、北海道でもメードイン諏訪の黒曜石製矢 

じりが出土している。この黒曜石と本州の  

〝へそ〟といった地理的環境がもたらした、

多くの人・モノ・情報が集まるハブ的なこの 

地の特性が、優れた縄文文化を生んだ背景に

あったものと考えることができる。 

八ヶ岳山麓の縄文を探り、守り、 

育てた人 

 土偶 「縄文のビーナス」・「仮面の女神」

に代表されるだけではなく、八ヶ岳山麓の縄

文遺跡に注目し、コツコツ個人で調査・研究

を深めていった宮坂英弌先生の業績を忘れて

はならない。先生の縄文への探求心、尖石遺

跡を国特別史跡として守ったことが、現在の

尖石縄文考古館へとつながっている。また、

宮坂先生を支えた地域の人たちの力も、八ヶ

岳山麓の縄文を輝かせた大きな背景となって

いる。 

世界が注目する縄文 

 縄文時代は今から約 15,000 年前から約

2,200 年前まで約 1 万年間続いた、世界的に

類を見ない継続性を持つ文化が、東アジアの

列島全域で存在したことが、まず、世界的に

注目された。また、18 世紀産業革命以降の生

産と消費のあり方と対極にある、自然との共

存も注目を浴びた。2009 年イギリス大英博

物館で「THE POWER OF DOGU」と

題した特別展として国宝、重要文化財の日本

を代表する土偶が集められた。浮世絵や仏

像・茶の湯とは異なる美術品と捉えられ、現

代アートにもつながる造形、元祖クールジャ

パンとして、多くのメディアで紹介された。 

 その後日本でも土偶の造形・魅力は増幅し、

「土偶女子」なることばを生み、「国宝展」の 
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テニス大会 

矢野喜雄 

21 回目という今夏のテニス大会は 8 月

5日(土)に 21名の参加者で行なわれまし

た。21名の内訳は、蓼科会メンバー9名、

近隣の別荘地から 3名、東レ関係 6名、岡

本ファミリー3名で、初参加は蓼科ビレッ

ジの松井さん、東レ OB の足立夫妻、東レ

現役の若林さんの 4名です。 

昨年同様 4ゲーム先取のルールで、予定

の組合せで午前中に終了。昼食後はお好み

の組合せを楽しみ、恒例のスイカとビール

のパーティーで打ち上げました。 

蓼科会テニスは、1997 年に関谷さんと

小生が世話人となり立ち上げ、今年で丁度

20 年経過したことになります。毎年、蓼 

 

 

科会メンバーを中心に蓼科とテニスを愛

する大勢の方々に参加して頂き、蓼科会夏

の行事の一つに定着したと思います。20

年という節目を迎えたこの機会に、もう既

に会の運営に係わって頂いている相澤さ

んと岡森さんのお二人に幹事役をバトン

タッチすることに致しました。今後共ご支

援よろしくお願い致します。 

 長いこと、有難うございました。 

 

バーベキュー大会（第７回） 

下村ひろ子 

8月 7日、台風 5号（9日に温帯低気圧

になるまで 19日間弱の統計史上 3位とな 

親 睦 会 

る長寿）の影響で開催が危ぶまれました

が、雨天決行のご案内通り、5時から、い

つもの会場を変更し消防会館の駐車場で、

約 45名が参加してバーベキュー大会を開

催することが出来ました。 

 

 

麓と言われるまでになった。今後、この貴重

な地域の〝遺産（たから）〟を多くの方々に

知っていただくために、活かし育てていかな

くてはならない。 

 

際にはよく展示される、日本美術を語る上に

欠かすことのできない美術品となっている。 

まとめにかえて 

5,000 年前・4,000 年前、八ヶ岳・霧ヶ峰

山麓の豊かな自然を背景に営まれた縄文文

化は、2 体の国宝土偶に代表できるが、豊か

な大地とその環境、地理的環境、先人の努力

があったからこそ、この地に縄文＝八ヶ岳山 
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 雨の中でしたが、雨を気にせずに開催で

き担当者一同ホッと致しました。 

今年は、茅野市縄文ふるさと大使の葦木

啓夏さんが御柱の歌「御柱」など数曲歌っ

てくださいました。とても声量があり「御

柱」では、参加者が一つになり、「ヨイサ、

ヨイサ」の掛け声をかけ、とても盛り上が

りました。アンコールの声もあり、更に美

しい歌声を聴くことが出来ました。 

東洋観光（株）様より、今年もカルビ肉、

豚肉、鶏肉、それに岩魚などを頂きました。 

お心遣いをありがとうございました。そし

て会場作り、火起こしや炭の追加、ゴミス

テーションへのゴミ捨てなど大変お世話

になり感謝申し上げます。 

昨年に続き鹿肉は篠原様、キャベツ、ナス、

トマト、シシトウなどは島立様にご用意し

ていただき美味しい食材がそろいました。 

焼きそば名人藤川様には、昨年同様材料

のご準備からしていただき、美味しい焼き

そばを作っていただきました。もちろん岩

魚の串刺し、蓼科会恒例の信州牛サーロイ

ンステーキも好評でした。 

デザートにはスイカもあり、盛り沢山で

皆様に喜んでいただけて良かったと思っ

ております。 

 

ております。 

末筆になりましたが、鹿肉、トウモロコ、

シ、枝豆、キュウリ、キャベツ、ナス、ト

マトなどの下準備をしてくださった方々

焼いてくださった方々、会場の片付けをし

てくださった方々にお礼を申し上げます。 

来年も楽しく、美味しいバーベキュー大

会にしたいと思っております。皆様のご参

加をお待ちしております。 

 

お蕎麦会 

板倉敏和 

 平成 29 年 8 月 10 日夕方の 4 時から、今

や恒例となった蓼科会のそば会が開かれ

ました。会場はいつもの消防会館。毎年多

くの人が集まってそば会ができるのは、こ

の消防会館を利用させていただけるから

で、地元の皆さんにはお礼の申しようもあ 

 

りません。 

いつものように朝から蕎麦打ちを始め、

昼過ぎには、打ち終わりました。一度に打

つのは、地元諏訪の高山製粉から購入した

普通そばの「蓼科」（この地域のそばを使

っているという意味で我々にぴったりの

名前が付いています。）1 キロに、黒い玄

そばをそのまま石臼で挽いた「玄挽き」

333 グラムと小麦粉（中力粉）333 グラム、 
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合わせて 1.666 キロ、普通のそば屋さんで

は、16、7 人分になります。これに蓼科のお

いしい水を約 800 グラム加えて打つわけで

す。これを三回、三玉打ちます。一回に大

体 1 時間掛ります。蓼科と玄挽きをブレン

ドしているのは、これが一番おいしいと私

が考えているからです。玄挽きの割合をも

っと上げればますますそばの味が濃くなり

ますが、逆にきわめて繋がりにくくなるた

め、安全を見て、五分の一に止めています。 

 この日も会計の記録を見ると 46 人とい

う多くの皆さんに来ていただきました。普

段お集まりになる機会が多くないので、そ

ば会が貴重な会員懇親の場になっているこ

とを大変嬉しく思っています。私や妻が、

皆さんと懇談する時間があまりないのは残

念ですが、蕎麦は茹で立てが一番美味しい

ので、我々は厨房を離れるわけにはいきま

せん。早く次を茹でてと催促されることは、 

 

 

 

 

みなさんが喜んで召し上がっていただいて

いるという事ですので、私にとってはそれ

が大きな喜びになります。 

ただ、50 人近いお客様に時間をおかずそ

ばを提供することは、夫婦二人では無理で

す。今年も多くの会員にお手伝いいただき

ました。そういう皆さんの力があってこの

会を続けることができます。本当にありが

とうございました。来年以降も毎年やらせ

ていただきたいと思っていますので、今後

ともよろしくお願いします。 

 

夏の旅行会 

乗鞍岳畳平 富士見岳登山と御花畑 

脇田紀久子 

期日 平成 29 年 8 月 21 日（月） 

行程 プール平（バス）→乗鞍岳山頂畳平→

富士見岳→御花畑→畳平にて昼食→（バス）

飛騨大鍾乳洞→（バス）プール平 

 

  

連日の雨で天候が心配されましたが、爽や

かな朝を迎えて、蓼科会員 12 名を含む東洋

観光別荘地オーナーで満席の乗客を乗せた

バスは 7 時にプール平を出発、乗鞍岳畳平

へと向かいました。松本から中の湯を経て畳

平に着く頃には晴天となりました。 

 青空のもと全員が富士見岳山頂を目指し、

山頂からの綺麗な眺望を楽しみました。 

 御花畑へと下る沿道にはイワギキョウ、コ

マクサの群落が沢山あり、歓声が上がりまし

た。木道で整備された御花畑は一周三十分ほ

どの広さで、ウサギギク、ハクサンフウロ、

リンドウ、イワギキョウ、ウスユキソウ、ミ

ヤマシオガマ、シナノキンバイ、ミヤマオダ

マキ、チングルマ、ハクサンイチゲなど沢山 
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お別れ会 

（8月 18日 銀のポストにて） 

 

  

の高山植物が見られました。 

「熊に注意」という看板が見られ、熊よけ

の鐘も設置され、昨日も今日も出ているとの

情報には驚きました。 

 畳平のレストランで昼食後、平湯ドライブ

イン経由で飛騨大鍾乳洞へと向かいました。 

 

 

飛騨大鍾乳洞は日本に数多くある鍾乳洞の

中で、もっとも標高の高い所（標高 900 メ

ートル）にあり、ヘリクタイトという曲がり

鍾乳洞が多いことで知られています。照明で

綺麗に照らし出されとても幻想的です。 

 車中では皆様との語らいが弾み、あっとい

う間にプール平に帰ってきました。到着は 7

時。「また来年も乗鞍がいい」という感想が

多く出るほど楽しい 1 日でした。この旅行

は東洋観光事業の主催で蓼科会が参加させ

ていただいたものです。東洋観光さん、あり

がとうございました。 
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寄  稿 

山のうちの散歩話 

加藤 正 

  朝子

 滝の湯のバス停前から、ホテルに下りる

と、入口駐車場前に地蔵さんの列が並ぶ、

初めの少し大きい地蔵さんの光背に 

 『是（コレヨリ）』 

   『三十三丁（≒3600ｍ）』 

     『たきのゆ路』の彫があり、か

つて、これらの道しるべ・三十三体、聖観

音菩薩像が並んで湯川村から滝の湯へ向う

人々を優しく送り迎へしていた。 

 滝の湯（巖の湯）の発見は永禄二年（1558

年）、渋の湯との二湯は高島藩直轄地（1601

年、慶長六年）となり、村が冥課金を納め、

入札で十年づゝの温泉利用管理を請け負っ

ていた、江戸時代、滝の湯は藩から個人所

有に移り、後に経営権は区有となる。（慶應

年間の、運上金は、滝の湯四十両、新湯三

十両だったと云う。（湯川村村誌） 

 四百年のあと戦後点々と道脇に並ぶ松の

根方に置かれていた地蔵さんがだんだん減 

ったので、滝の湯に集め、（二十四体）保護

した。 

 千手観音像と、一面二臂観音菩薩像（未

開蓮華を右手で握り、左肩に花がある）の

ニ像が揃って（約三十体）いる。 

 この地蔵尊列の終りにプール平に直登し

て、渋の湯道につながる、浅い古い石段が

ついていた。 

この直登路は、となりの鹿山道を横切り、

プール平に至る昔の道がそのまゝつづく、

途中「トミーズ スタイル」のレストラン・

コーヒー店の前を登りプール平に着く。 

朝子の持っている古い写真の昭和『七年

八月夕景、滝の湯へ行く途中』と添書があ

る場所に行きつく。親子づれのプリントで、

プール平から滝に下る急坂の入口らしく、

松の根方に、地蔵尊の光背の上半分が見へ

る、その松の枝にかけられた大看板に『温

泉大プール 美遊喜館』（元、今はない三幸
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館ホテルの前身）とある。 

今そこらは「トミーズ スタイル」への

下り口あたりで現在、松と楓の下に看板と

地蔵が立つ。このへんには地蔵さんが三体

ある、その中の一体は南に（滝に向って左）

十数米ほど、三股の角（日野西山荘）に合

掌地蔵菩薩がある。この仏は坊主頭で、合 

掌して、慈悲の「悲」 

を表現する、めずら 

しい地蔵仏本来の姿 

（お釈迦さんの弟子、 

修行中の僧形）で、 

光背に明らかに道し 

るべ、右に『たきのゆより』左『志ぶ乃ゆ

路』と渋の湯道のありかを示している。 

この上方左（親湯方向に）すぐ大プール

があった。奥の深い大人用は昭和十五年幻

しに終った東京オリンピック出場予定選手

の練習に使はれたとか。写真には『七年八

月 山の湯プールにて』とある。遊泳中の

朝子の従姉妹（五、六才）たちの姿があり、

バック奥に蓼科山が見へ、水の向うにホテ

ルが二軒並んでる。右が元「三幸館」今は

無し、左は「六号館 花屋ホテル」で後の

「高原ホテル」でこれも今は無い。温泉ホ

テルは木造三階建てで並んで、プールの向

う側の道からの人影も多く、盛業が偲ばれる。

また『八年八月 親湯全景 午後』の記録 

のある写真は北横岳が奥に見へ、滝の湯川

上流部の深い緑の尾根に囲まれた親湯全景、

で左岸（下流に向かって）に雑然と集まっ 

た数棟の集まりで、一番奥の三階建てらし

いのが高い。向って左、滝の湯川の急流と

岩に二本の仮橋があり右岸に小屋の軒先き

が見へる。薬師堂は判らない。 

別のプリントの薬師堂はわら葺き屋根で、

今も残る土台の石垣の上に正面は現在のよ

り広そうで奉納幕が掛かってる、石垣の左

端に仮橋が架かる。 

この親湯入口角の親湯看板の奥に地蔵尊

がある。反対の角は下諏訪の旅館『鉄鉱泉』

の元売店で今は無い。そこは『蓼科日記』

（野田高悟）によくでてくる『蓼科アイス』

であった。戦后鉄鉱泉が閉る頃には針金細

工の知恵の輪を売っていた。 

更に出だしに戻って、滝の湯入口。ビー

ナスラインの曲り角に、恐い顔の不動さん

が、火焔を背負って、右手に剣を構へ、左

手には強そうな索をもっている。背が低く、

前下方を見据へる姿は、今にも動き出しそ

う。その右隣に、山つき短尺形の石標に『十

三仏手引』 『右 巖（タキ）新湯道』な

る道標がある。 

   

裏に『文久二壬戌（ミズノト、イヌ）』

（1862 年・明治元年の六年前）とある。 
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この「右 巖新湯道」は滝の湯に下りる

道の右隣の鹿山道か、また次の黙坊（プー

ル平万葉堂創元主）の歌碑が入口左上にあ

る左折道の、急登道か定かではない。 

黙坊道を郵便局方向に向かい、テニス場

手前の右折分かれに前記合掌地蔵がある。

地蔵尊の典型的姿であり、時にお供物のジ

ュース缶があがっている。 

この新道はこの先、無芸荘から、ビーナ

スラインを渡って、万葉堂右手の旧道に入

る。そこから旧渋の湯道である。道の右側

小さな二軒屋は渋の湯道に沿ったむかし、

昔の店舗跡らしいとこに立てられた、万葉

堂と、一久店である。（昭和十六年別荘地図

（トミー富塚氏蔵）にうっすらこの部分の

渋の湯道の遺形が見へる。） 

道の先、同じ右側に、旧蓼科診療所（下

の堀の前島医院の分院）があった。となり

魚德（十六年地図に、プールの向うに店舗 

がある）、次は蓼科観光案内所で並んでいた 

（戦後に）。 

渋の湯道は、この角で（竹村水道設備手

前）右折し、花柳徳助山荘を廻って、右手、

椹の原生林の上部、断層水源地の湧き水の

脇を通って、ビーナスラインの石垣につき

当り一旦消える。 

 

ビーナスライン先は電電公社交換機の右

隣の急登を登り、両角ラトモス山荘の前に

登りつく、この道は古い山荘がそろって並

び、半かほどの有賀荘前方左角に赤い郵便

ポストがあった。先は左角「永雄山荘」で、

笹丸平のバス停。道路を元東京発動機山荘

ワキに渡り、蓼科ビレッジ山荘群の西北部

をぬけて、渋川温泉・辰野館・渋御殿の湯

に至り終る。 

アルピコの山荘から 

アルピコ交通蓼科高原別荘地 

オーナー会会長 小林利治 

 茅野からビーナスラインを上り、北横岳

の坪庭へ行くロープウエイへの分かれ道を

過ぎて少し行くと、右手に「アルピコ交通

蓼科高原別荘地」の大きな看板が見えてき

ます。私は、この別荘地のオーナー会の会 

長を務めております小林と申します。この

たび、当オーナー会の役員の 1人と、貴会 

の脇田会長様とのつながりというご縁から、

脇田様に当会が毎年 6月に開催しておりま

す当別荘地内の「トレッキング・コースを

散策する会」にご参加いただき、このこと

をきっかけにこの寄稿をさせていただく次

第でございます。 

当別荘地は、1972年に当時の諏訪バス（株） 
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が開発した別荘地で、標高 1600～1800m に

位置する、自然環境が豊かに残る別荘地で

ございます。会社は 2011年にアルピコ交通

（株）と社名を変え、オーナーの世代交代

も徐々に進んでいますが、「蓼科の自然を愛

し、育む」という別荘地の理念は脈々と受

け継がれてきています。 

私自身がオーナーになったのは 2006 年

で、義兄夫婦の山荘を譲り受けたものです

が、この別荘地とのつながりは 1980年に彼

らが同山荘を購入した時点に遡ります。そ

して、爾来ほぼ毎年、5 月連休や夏休みに

なると家族で利用させてもらい、テニスや

スキー、北八ヶ岳一帯にかけての散策等を

通じて蓼科への思いが都度深まっていった

という経緯がございます。ご承知のように、

北八ヶ岳周辺は、主峰赤岳を中心とする豪

壮な南八ヶ岳一帯とは全く趣を異にし、そ

の苔むした原生林のしっとりとした風情に

は筆舌に尽くし難い良さがありますし、山

の中にある唐沢鉱泉や夏沢鉱泉をはじめ、

あちこちに点在する温泉の魅力にも格別な

ものがあります。また、冬の坪庭からの南

八ヶ岳連峰の眺望は、樹氷群とのコントラ

ストの見事さとも相まってまさに一級品で

あり、こうした四季折々の変化に富んだ蓼

科に魅せられ続けながら、今日に至ってお

ります。 

「蓼科の自然を愛し、育む」という理念が

脈々と受け継がれてきていると書きました

が、このことを支えているのが当オーナー

会と管理会社であるアルピコ交通（株）と

の信頼関係に基づく連携だと思っておりま

す。オーナー会は 1989年に創設されました。

過去には、会社との関係が多少ギクシャク

する時期もあったようですが、現在は大変

スムーズな状況にあり、連携もうまくいっ

ています。こうした連携動作の一例が、冒

頭触れました 2003年の「トレッキング・コ

ース」の開設です。オーナー会と会社が協

力して、手つかずだった別荘地の奥にある

山林を切り開いて作ったもので、要所に手

作りのベンチやテーブルを置くとともに、

毎年オーナー会有志と会社の職員が一緒に

クマザサを刈るなどしてコース整備を行っ

ています。この整備のおかげもあって６月

にはレンゲツツジが見事な花を咲かせます

が、この花々と新緑を楽しむトレッキン

グ・コース散策の会が毎年開かれ、ここに

前記のとおり脇田様にご参加いただいたと

いうわけです。この他、オーナー会が主催

するイベントとして、蓼科高原カントリー

でのゴルフ大会、別荘地内のコートでのテ

ニス大会などがあり、会社の協力も得て毎

年盛大に行われています。さらには、オー

ナー会は「蓼科つうしん」という内部広報

誌を発行しておりますが、1990年以降 4半

世紀以上にわたって継続的に発行を続け、

現在 35号に至っていることもひそかな誇 

りでございます。ちなみに、蓼科会の会報

は夏と冬の年 2回も発行されている由、す

ばらしいことですね。 
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貴会はスムーズな世代交代のために腐心

しておられると伺っていますが、当会も同

様で、どのように若い世代に引き継いでい

くかが大きな課題だと思っております。こ

の、何ものにも代えがたい蓼科周辺の自然

を保ち、魅力を維持していくためにも、こ

こに所在する別荘地が健全な形で運営され

続けることが不可欠のような気がいたしま

す。時の流れには抗しがたく別荘地の老朽

化の波は容赦なく押し寄せており、また昔

は想像だにしなかった鹿の食害の問題など

も起きていますが、何としてもこうした難

局を乗り切るべく微力を尽くしてまいりた

いと考えております。 

このたびは、寄稿の機会を与えていただ

き、まことにありがとうございました。今

後ともよろしくお願いいたします。 

   

 

蓼科区役員 

                       

 

 

 

 

 

 

蓼科会役員一覧（平成 29年 8月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度の蓼科区役員を紹介します。 

区長 桑野 真様 0266-67-4150 

   （ペンション「ピラタス２」） 

副区長 矢崎 高様 

会計 矢崎 公二様（「帰ってきた蓼科」

代表） 

 

 

環境自治会 会長 内皮 上様 

      副会長 矢崎 三夫様 

北山駐在所：鈴木 耕造巡査長 

  電話0266-78-2110 

 

企画担当 板倉幸枝、岡森しのぶ、 

小澤文穂、下村ひろ子、 

下村芳正 

会計監事 川邊裕子、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 

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 
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新年会のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年会を下記のように開催いたします。 

日時：2017 年 1 月 27 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 20 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 

 

 

 

 

 プルミエール

ミエール 

平成 30年の行事予定 

8月 4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 

 

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 

JR 恵比寿

駅 

416 

317 

中
目
黒 

橋 
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蓼 科 会 会 則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は蓼科会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は会員相互の親睦増進を図ることにより、蓼科高原の清潔健全な発展と山荘

の安泰に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

① 会報の発行・ホームページ等の運営 

② 懇親会・懇談会その他行事の開催 

③ 関係機関等に対する意見の具申 

④ その他目的達成に必要な事項 

（事務所） 

第４条 本会は事務所、出張所を次の場所に置く。 

① 事務所 特定の場所を決めないときは会長自宅 

② 出張所 会長の蓼科山荘 

（事業年度） 

第５条 本会の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

第２章 会員 

（会員資格） 

第６条 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。 

（入会） 

第７条 本会に入会を希望する者は入会申込書を添えて会長に申し出る。会長は総務委員

長と協議して諾否を決めて申し出た者に回答する。 

（会費） 

第８条 本会の会員は次の会費を納めなければならない。 

① 通常会費 年間２，０００円 

② 臨時会費 行事等の開催費用は、原則としてその都度参加者が必要額を負担する。  

（退会） 

第９条 退会しようとする者は、直近３年間で未納分の会費があれば該当分を納入した上

で会長に申し出ることとする。 

（自然退会） 

第１０条 会費を３年以上滞納した者で、幹事会で退会はやむを得ないと認めた者は前条

に準じて退会したものと見做す。 

第３章 組織・役員 

（役員） 

第１１条 本会に次の役員をおく。  
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① 会長 １名 

② 幹事 ２０名以内 

③ 監査 ３名以内 

④ 参与 若干名 

（役員の選任） 

第１２条 役員は次により選任する。 

① 幹事及び監査は、会員の推薦により総会にて選任する。 

② 会長は幹事会が推薦し、総会にて選任する。 

③ 参与は４カ年以上本会の会長を勤めて退任した者及び特に幹事会で必要と認めた

者を充てる。 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は２カ年とする。但し再任を妨げない。 

（役員の任務） 

第１４条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

 ２、幹事は幹事会の構成員としてその意思決定に参画するとともに、各種委員会の委員

長または委員の任務を行う。 

 ３、監査は本会の経理及び会計を監査する。 

（会長の代行） 

第１５条 会長に事故あるときは、総務委員長が招集する幹事会にて代行者を定める。 

第４章 役員会等 

（幹事会） 

第１６条 幹事は幹事会を構成する。 

 ２、幹事会は会長が招集する。 

 ３、幹事会は必要の都度開催することとし、年１回以上開催しなければならない。 

 ４、監査及び参与は幹事会に出席して意見を述べることができるが、その決議には参加

しない。 

（委員会） 

第１７条 幹事会の承認を得て、本会の業務を処理するために総務委員会、財務委員会、

広報委員会、企画委員会等の各種委員会をおくことができる。 

                第５章 総会 

（総会） 

第１８条 総会は毎年８月に蓼科においてこれを開く。但し会員の１／２以上から請求が

あった場合及び幹事会が必要ありと認めた場合には臨時総会を開催することが

できる。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会は会員１／３以上の出席がなければ開会することができない。 

 ２、欠席会員は委任状を提出し、表決権を行使することができる。 

 ３、前項により表決権を委任したものは出席したものと見做す。 

（総会の付議事項） 

第２０条 次の事項は総会に付議して、その承認を得なければならない。 
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   ① 役員人事 

② 前年度の業務報告及び本年度の業務計画 

③ 前年度の会計報告及び本年度収支予算 

④ 特別事業及びそのための寄付金募集 

⑤ その他幹事会で必要と認めた事項 

（総会の報告事項） 

第２１条 次の事項は総会に報告する。 

① 会員の入退会及び現状 

② その他幹事会で必要と認めた事項 

              第６章 会計 

（収入） 

第２２条 本会の収入は次のものからなる。 

①年会費 

②寄付金（年会費納付時に会員に依頼する任意の寄付金及び特別事業のための寄付 

 金その他） 

③前記以外の行事時等の収入 

（支出） 

第２３条 本会の支出は次のものからなる。 

① 会報関係費用 

② 行事関係費用（懇親会、懇談会その他の行事費用は、原則として参加者の参加費用

で賄う。但し幹事会で定めた補助金がある場合にはそれも充当する。

行事の収支に不足が生じた場合には幹事会の決定に従い処理する。） 

③ 慶弔、地元関係費用 

④ その他通信費用等 

（基金） 

第２４条 旧蓼科部会から引き継いだ基金はその積み立てた経緯に鑑みて、幹事会、総会

の議決を得て、蓼科会にとって有用な事業に使用することができる。 

（監査） 

第２５条 本会の経理及び会計は総会前に監査を受けるものとする。 

 ２、監査は監査結果を幹事会及び総会に報告するものとする。 

（事務費） 

第２６条 会議・会合の飲食費は原則として出席者の負担とする。 

             第７章 その他 

（会則の変更） 

第２７条 本会則の変更は総会において出席者の２／３以上の賛成を得なければならない。 

（本会の解散）     

第２８条 本会の解散は総会において出席者の２／３以上の同意を得なければならない。 

                付則 

本会則は原則として平成２９年８月８日から実施する。 

２、平成２９年度の決算は本会則によって行う。 
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