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ご 挨 拶 

会長 脇田 宏

 近年の地球温暖化の影響は大きく、気象

の激変が生じています。ゴールデンウイー

クを迎える前に蓼科聖光寺の桜は終わって

しまい、真夏のような気温上昇の日が続き

ました。さらにこの夏は猛暑となることも

予想されています。蓼科高原で心地よい夏

を過ごせることは幸せなことで、有難く思

っております。会員の皆様はお変わりなく

お過ごしのことと拝察申し上げ、ここにご

挨拶申し上げます。 

 レンゲツツジがニッコウキスゲに変わり、

木々の緑が濃さを増して来ると高原に夏の

風が吹き渡っていきます。今夏は蓼科会の

会長交代の時期で、次期会長に引き継いで

いただくことになります。任期中会員の皆

様にはご支援いただきましたことを心から

感謝いたします。幹事、会計監査の方々に

は大変お世話になりましたことを御礼申し

上げます。皆様のお陰で多年の課題であり

ました蓼科会規約の改正を行うことができ

ました。規約の改正によって、会員の整理

が進み、経費を削減することができました。

また、会報も美しく充実したものへと大幅

に変わりホームページも作られました。 

一方、これまで蓼科会の魅力のひとつと

なっていた音楽会を一時中断することにな

り、残念との声もいただいております。こ

れは蓼科会の財政を健全化するために決断

されたのです。音楽会に代えて蓼科を中心

とした話題をゆっくり伺う「夏の蓼科講演

会」が開催されることになりました。これ

によって午餐会後のスケジュールにも余裕

が出ることになりました。しかし、毎年の

音楽会を楽しみにして下さった会員には申

し訳なく感じております。 

ここで、多年にわたり音楽会の開催に全

力を尽くして下さった山岸宣公様、狩野聡

美様に御礼申し上げます。会報の訃報にあ

りますように、山岸様が平成 30 年 2 月 25

日逝去なさったことは残念で、心からお悔

み申し上げます。 

皆様本当に有難うございました。夏から

は新しい会長の元で蓼科会がますます発展

することを願っております。どうかよろし

くお願いいたします。 
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新入会者の紹介（2018） 

お名前 現住所 山荘所在地 入会の動機、趣味など 

森本 眞由美 関西圏 城の平 II 

・脇田会長や浅石さまご夫妻に誘われて。 

・ハーブ＆野菜づくり、音楽鑑賞（手作り、真

空管でのレコード＆SP）。 

小学校の頃から来ていた蓼科のいいところを

みんなにお伝えしたいです。 

大内 洋子 首都圏 桜ヶ丘 

・脇田会長に誘われて。 

・畑での野菜作り、山歩き、ボランティア活動

（外国ルーツの子どもたちの教育支援）。 

 

 

１．幹事会開催通知 

通常総会に先立ち、幹事会を開催します。

役員の方、並びに会員の方は奮ってご参加

ください。 

日時：8月 7日（火）10時から 

場所：銀のポスト 

議題：次期役員、夏の行事の打合せ、他 

２．通常総会開催通知 

 平成 30 年度の通常総会を開催いたしま

す。多数の会員のご出席をお願いします。 

日時：8 月 8 日（水） 

   10 時 地元懇談会 

   11 時 第 57 回通常総会 

場所：親湯温泉 1階バンケットホール 

議題：平成29年度事業報告及び会計報告、

蓼科会会則改定の件、平成 30 年度

事業計画、その他 

プール平バス停から送迎バスが 9 時 40 分

に出ますのでご利用ください。 

 

３．午餐会 

 総会に引き続き 12 時から行います。 

場所：親湯温泉 1 階バンケットホール 

会費：3,500 円（ワンドリンク付き） 

 なお、午餐会の直前のキャンセル（8 月

6 日以降）は、会費のご負担をお願いする

ことになります。 

“大正ロマンを感じる” をコンセプトに

リニューアルしたロビー他が落ち着いた

佇まいの親湯になりました。 

又  後に温泉にもおはいりいただけます。

是非ご参加ください。 

帰りのバスは 16:00です。 

本年度会議等の開催 
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４．夏の蓼科 講演会 

今年の「夏の蓼科講演会」は午餐会の後、

毎年のお蕎麦会で腕を振るって下さって

いるそば打ち名人に蕎麦に関わる話を存

分に語っていただきます。日頃知りたいと

思っているお蕎麦についての疑問にもお

答えいただけます。 

午餐会に出席なさらない方も入場いた

だけます。 

日時 平成 30 年 8 月 8 日（水） 

   14 時〜15 時 

会場：親湯温泉１階バンケットホール 

演題「蕎麦のあれこれ」 

講師 板倉 敏和氏  

申込期限：8 月 1 日 

 

 

 

１．テニス大会 

今年も例年通り テニス大会を行います。 

蓼科での親睦がモットーですので 初参

加の方、大歓迎！ 

会員外の方も気軽にご参加ください。 

日時 8 月 4 日（土）10 時～15 時 

集合時間 9 時 30 分 

場所 東洋観光 プール平テニスコート 

会費 1,000 円 （当日集金します。ボー

ル代、昼食代、ビールパーティー代含む） 

申込期限 7 月 31 日（火） 

申込先  相澤 090－5751－7371 

     岡森 090－2220－7694 

２．バーベキュー大会 

バーベキュー大会は、今年で 8回目にな

ります。 

地元野菜、鹿肉、岩魚、蓼科牛ステーキ

肉などの材料をふんだんに用意致します。

もちろん名物の焼きそばもあります。 

皆様お誘いあわせの上お越し下さいま

す様にご案内いたします。 

申込み：同封の葉書にてお願いいたします。 

日時  8月7日(火) 17時から（雨天決行） 

場 所  プール平東洋観光（株）広場 

会 費  大   人     2,000 円 

小学 6 年生まで 1,000 円 

※ソフトドリンクは、用意いたしますがア

ルコール類は、各自ご用意ください。 

３．お蕎麦会 

日時：8 月 10 日（金）16 時～ 

場所：消防会館 １階  

会費：400 円 

参加人数：40 名ぐらいまで 

申込み：同封の葉書にてお願いいたします。 

親 睦 会 
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４．お別れ会 

日時：8 月 18 日（土）14 時～ 

場所：銀のポスト（プール平） 

会費：実費 

今年もテーマは決めません。どうぞご自

由にご歓談下さい。 

 

５．蓼科会旅行会へのお誘い 

夏の旅行会は例年通り東洋観光事業（株）

主催のバスツアーに参加いたします。 

期日 8 月 21 日（火） 

場所 駒ヶ岳ロープウェイ・伊那谷 

高山植物の宝庫、千畳敷カールで素晴らし

い散策が楽しめます。 

駒ヶ根市の光前寺では静寂の岩陰に貴重な

ヒカリゴケを鑑賞します。 

伊那谷では養命酒製造に立ち寄ります。 

詳細については近く決まります。 

申し込み・お問い合せ  

東洋観光（平出様）0266-67-2100 

 

総会ならびに行事への出欠は同封のハガキで 8月 1日までにご返送ください。 

幹事会報告 

日時 平成30年3月23日（金）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、（板倉敏和）、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、脇田建、脇田宏 

報告事項 

1．浅石幹事から 2017 年冬号会報の発刊に

ついて報告があり、発送先リストが配布さ

れた。 

2．下坂幹事から平成 29年度の会計報告（仮）

があった。会費納入状況一覧表が配布された。 

3．会員の現状について会員名簿が配布された。 

4. 板倉幹事から平成 30年 1月 27日に開か

れた新年会について報告があった。出席者

26 名、初めて参加された会員もあった。 

5．岡森幹事から逝去された田中恒子様、山 

岸宣公様について報告があった。 

6．岡森幹事から茅野市水道審議会について

報告があった。 
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審議事項 

1．脇田会長より入・退会者の記録保存と名

簿の整理について担当を決めることなどの

要望があった。 

2．8 月の幹事会で審議する次期役員につい

て活発な意見交換を行った。 

3．2018 年夏号会報の記事と発刊について 

構成は基本的にこれまで通りとの説明があ

った。原稿締切日は 5 月 31 日、会報発送は

6 月末日とする。 

4． 夏の講演会講師について 

  講師 板倉敏和様 「お蕎麦について」 

〇次回幹事会開催日時 

平成30年8月7日（土）10:00より銀のポスト

新年会の報告 

板倉 幸枝 

 1 月 27 日（土）に、昨年同様、恵比寿

のメゾン プルミエール アット ロビンズ

で、新年会を致しました。参加者 26 名、

関西からも蓼科からもおこしいただき、ま

た初参加の方も５名いらっしゃいました。 

脇田会長のご挨拶からはじまり、乾杯、

浅石様の蓼科のスライド、自己紹介、初め

てご参加の方々には自己紹介もかねて、お

話もしていただき、ゆっくりランチを楽し

みました。 

最後に少し暖かくなった頃、席を離れて

テラスで歓談、写真を撮って解散いたしま

した。 

新年会は、お話に花が咲く楽しいランチ

ですので、夏の蓼科での行事には、日程そ

の他でご参加むずかしい方も、一度是非お

でかけくださいませ。思いがけない懐かし

い出会いや新しい発見がございます。 

 

蓼科生活に便利な宅配のご紹介 

森 参治

 数年前から、老齢で危ないからと、家族

に車の運転を禁止されてしまい、蓼科での

買い物難民になってしまいました。そんな

時、偶然コーポの宅配を見つけて利用しは

じめ、便利に継続しています。 

 扱う商品は．食品（生鮮、調理、冷凍、

飲料等）、生活、家庭用品等、スーパー並

みの千数百品目にのぼります。値段も普通

で、特売商品もあります。 

 宅配は、週一回（蓼科地区は木曜日）に

トラックがやってきます。前週の注文品を

配達し、翌週の注文書を持ってゆき、翌々
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週のカタログと注文書を置いていきます。

代金は、翌月の口座支払です。 

 お問い合わせ： コープながの 諏訪セ

ンター  電話 0120－502－550 

 詳細は、インターネットで、コープデリ

よくある質問 https://faq.coopdeli.jp/ 

をご利用ください。 

 ご加入の際には、コープの営業担当者が、

書類を持って．お宅を訪問して契約をしま

す。その際組合加入をしますので、出資金

（私の場合は 1,000 円）と、代金の支払い 

口座．その登録印鑑をご用意ください。郵 

貯及びほとんどの都市銀行が使えます。 

 長期滞在している間は良いのですが、滞

在の始めは商品を受け取るまで、日時がか

かります。私は、日曜日の昼に家族の運転

で東京を発つことが多いので、その前週の

はじめにコープに電話して出発前の木曜

日に注文書を別荘のドアノブに掛けてお

いてもらいます。別荘についてからその注

文書に記入し、次の木曜日にそれを取りに

来る様に頼んでいます。商品の最初の配達

は更に次の木曜日になります。それまでの

約 10 日間分の食糧は途中のスーパーで買

いこんでいます。 

 以上、簡単ですが私の経験を記しました。 

今年も7月末から蓼科行きを予定してい

ます。皆様のお世話になることが多いと思

います。宜しくお願いいたします。 

私が探検家だった頃 

   小池 晶子 

 

 子供の頃の夢は、探険家になること。そ

んな私の冒険心を受け止めてくれたのが蓼

科の野山だった。 

 いや、もしかしたら逆だったのか。夏の

間中、宿題もせずに日がな一日草むらをか

き分け、道なき道をわしわしと歩いている

うちに、そんな気になったのかもしれない。 

 

 祖父が蓼科に山荘を建てたのが１９６３

年。その後どんな取り決めがあったのか、

私が小学校に上がる頃から毎年、夏になる

と母が私と弟を連れて蓼科に３週間ほど滞

在するようになった。 

 母の姉妹が一緒の時もあり、従兄弟達と

賑やかに遊んで過ごした夏の日々は、か

https://faq.coopdeli.jp/
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けがえのない思い出だ。 

 小学校 3、４年生になると毎朝プール平

の下の牛乳屋に牛乳を買いに行くようにな

った（牛乳屋はその後民宿になり、現在は

営業していないようだ）。 

 今より気温が低かったのだろう。夏でも

朝晩は寒くて、カーディガンを羽織って出

かけたこともある。 

 プール平には「ボンジュール」があって、

大きなガラス窓の外から覗くと職人さんた

ちがパンやお菓子を焼いているのが見えて、

わくわくした。毎朝子供達で覗いていたか

らか、デコレーションするためにスポンジ

ケーキの上を薄く削いだ切れ端をもらった

ことがあって、嬉しくてますます通うよう

になったのは、今となってはちょっと赤面

してしまうような思い出だ。 

5、6 年生から中学生になると、もっとあ

ちこちへ足を延ばすようになった。滝ノ湯

川に沿って親湯の周りを遊び歩いたし、桜

ヶ丘にあったトヨペットの敷地に忍び込ん

で、その奥から降りて行った河原にもよく

行った。河原には堰堤があり、上流側は小

さなダム湖のようになっていて、引き込ま

れるように青く冷たい水が溜まっていた。

そこで地元の子供達が泳いでいるのを見て

驚いたこともある。 

 あの堰堤はいつできたのだろう。そこで

寝転がると川の上下が見晴らせて、成人す

るまでお気に入りの秘密の場所だったのに、

それから 5 年ほど経つと、すっかり埋まっ

てしまい、上を水が越していくようになり、

渡れなくなった。あんなに広かった河原も、

いつのまにか細い木々で埋め尽くされてし

まった。 

 従兄弟たちと河原で遊んでいたら、対岸

に建物が見えてきたのが、城の平別荘地が

開発されはじめた頃かもしれない。川を渡

ったら、山奥だと思っていた向こう岸にも

立派な道路が通っているのを見て、びっく

りした覚えがある。 

 私は運動は苦手だったし、東京にいると

きは外で遊ぶより室内でずっと本を読んで

いたい子供だった。が、探険記の類に夢中

になっていた時期がある。シルクロード、

アマゾン、アフリカ奥地・・・。小学校の

図書室で片っ端から読みふけったものだ。 

 そんなインドア探険家（？）が、蓼科に

来ると一日中外にいたわけで、あの山荘が

なかったら、自分の人生はかなり違ったも

のになっていただろう。 

 アマゾン探険記か何かを読んで、すっか

り夢中になった私が、弟や年下の従兄弟た

ちを引き連れて、文化塔のあたりから堰（せ

んぎ）を遡って、川の源流を探しに行った

ことなど、思い出は尽きないが、それにし

ても、みんなゴム草履に半ズボン姿で、子

供だけで草むらの中をかき分けて歩いたり、

斜面を川に向かって滑り降りたりしていた

わけで、遊ぶときは大人と一緒にとか、長

袖長ズボンが外遊びの常識になった今は、

ずいぶん時代が変わったように思う。 

 大人になって、もちろん探険家にはなり

そびれたのだけれども、一人で山に登るよ

うになり、そこそこの藪漕ぎも苦にならな

くなったのは、蓼科で過ごした子供時代の
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経験が大きいかもしれない。 

 だとすれば、ごく短い期間だったけれど

も私が探険家だった時代は、あの夏の日々

にあったのかもしれない。子供の私が向き

合った蓼科の野山はどこまでも広く果てし

なく、世界もずいぶんと大きかった。そし

て今でも散歩の折に、そんな記憶の片鱗が

顔をのぞかせるのが、幸せだなと思う。 

新年蓼科山登頂記 

大内 洋子 

「冬の蓼科山に登る」などと大それた

事を考えたのは、近年親しくしていただ

いている浅石ご夫妻に触発されたからで

ある。世界中の山々を歩かれているご夫

妻は、海外に行かなければ毎年暮れから

新年を蓼科の地で過ごされ、お正月には

蓼科山に登ると仰って登頂の美しい写真

を見せてくださった。 

 無知ほど大胆なモノはない。「私も行き

たい。」と思いうっかり口にした事から全

てが始まった。友人の森本さんもご一緒

することになったが、彼女は一回り以上

若い元気な方である。昨秋 浅石山荘に

集まり、まずは心構えや装備など教えて

いただいた。 

 さて、年が明け蓼科山登頂は 1 月 7 日

と決まった。浅石山荘に森本さんも合流

し、登頂前日には初めてのアイゼンを装

着、ピラタス山頂から縞枯山の訓練登山

実施。 

 1 月 7 日、いよいよ蓼科山へ。目覚め

れば、晴天、気温も低くない。少し緊張

しつつ準備を整え女ノ神茶屋へ。アイゼ

ンを着けクマザサの登山道をスタート。

ダケカンバのゆるやかな登り道からだん

だんに傾斜がきつくなって行く。針葉樹

などの深緑の葉には置かれたような白い

雪、樹々の間から見える空は真っ青。樹

林帯の道は、所々岩や石が雪の下から顔

を出し木の根も隠れている。その度に、

「そこ、気を付けて。」と先頭をいく郁子

副隊長から声がかかる。すぐ後ろを快活

な足取りで森本さん、その次が私、そし

て浅石隊長が続く。 

「あそこが大岩。その先で少し休もう。」

と隊長。熱い紅茶に生き返る。御岳と並

ぶ山々がみな神々しい。何と深い群青の

空、雪山の雪の白さ。再び歩き始めると

樹々は低くなり道は険しくなる。何も考

えず足元に集中、岩を避け一歩一歩足を

運ぶ。ジグザグな道は傾斜を増す。前方

を見上げるがどこまでも雪の岩道が続き、

登り切った所に開けるはずの空はまだ無

い。登ってくる人、降りてくる人、思っ

たより登山者が多いのに驚く。身体が温

かい。森本さんは汗びっしょり。急坂の

手前でヤッケを脱ぐ。休憩をはさみ、さ

らに登る。途中、アイゼンと靴が密着せ

ず何度も直していただきながら真剣に足

を運ぶ。時折前を行く森本さんのザック

がやや遠くなる。気を取り直して追いか

けまた進む。息が少し上がりどこか疲れ
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て来た。「あと高度で 100m、20 分。」と

頂上から降りて来た人が勇気づけてくれ

る。道の先に空が見えて来た。抜けると

別の景色が開けた。ガラガラの広い岩場

が頂上へと続いている。雪はその岩々に

点々と置かれるように白く、その間を縫

うように道が続く。山頂直下の岩場だ。

鎖が設置された箇所もあり、赤いポール

の目印が上へと続く。「そこに右足をかけ

て、そして左。」と郁子副隊長の声に導か

れて登る。「手取り足取り」とは、まさに

この事だ。 

ついに広い頂上に出る。山頂は溶岩が

散らばり積み重なった広い岩原。点々と

雪をつけた岩がゴロゴロ広がり、そのぐ

るり全方向に山々。紺碧の空に雪の山脈

が輝く。その神々しい姿と登頂した喜び

に思わず眼がしらが熱くなる。手を取り

合い喜び合い記念写真。快晴のせいか、

連休のせいか頂上には結構な人数の登山

者たち。ゆっくりと景色を確認する。何

度見てもため息の出るほど見事。穂高連

峰・槍ヶ岳・白馬・甲斐駒・御岳・乗鞍・

北岳・鳳凰三山・剣・妙高・浅間・・・。 

隊長・副隊長が指し示す山々はただ美し

く、いつもなら位置も形も同定苦手な私

も今日はうっとり納得、ため息。起伏の

豊かな地形を持つ“信州”、そしてぐるり

にこれだけの山々を配して聳える蓼科山。

穏やかな晴天に恵まれ、願ってもない指

導者の付き添いで登頂できた幸せ、この

景色！ 

初心者の私たちに合わせ下山もゆっく

りペース。夕暮れのオレンジとピンクの

光の中疲れて来た足を叱りながらクマザ 

サの道まで来た頃は日も暮れかかってい

た。ついに女の神茶屋へ帰還！けがもト

ラブルもなく蓼科山登頂を果たせたのは、

ひとえに 山を知り尽くし優しく丁寧に

初心者を指導してくださった浅石ご夫妻

とご一緒してくれた森本さんのお陰。た

だ、ただ、感謝！！！ 

この年齢でこのような経験をさせてい 

ただいたのは、今の私にとってとても大

きなことだった。一人になったせいか、

年齢がそうさせるのか、元気を出そうと

思っても時に前向きではなくネガティブ

がおそってくる。この雪山初登山で 大

げさではなく生きていく勇気を与えられ

たように思う。「自分をあきらめない。」

「まだまだ新しい自分に会いに行こ

う。」・・・と。 

夫が旅立って途方に暮れていた時期、

移ろう蓼科の自然とそこにいる友人たち

の優しさに慰められ力を得て来た。そし

て、まだ迷子状態の私に今度は蓼科山が

道しるべを示してくれ、勇気をくれた。

友とこの地の大きな恵みに心から感謝。 

蓼科山よ、ありがとう！ 
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雑 感 

茅野市北山在住 島立雄幸 

 明治時代、湯治場として親しまれた蓼科

高原は、昭和初期から高級別荘地に姿を変

えてきました。 

 春は抜けるような青空、若々しい木々の 

芽吹き、新緑まだ少し肌寒い別荘地の空気

とほかほかの陽光がほどよく気持ちいい

素敵な季節です。 

夏 八ヶ岳の山麓で静かな時間を積重

ねてきた蓼科高原、静かで落ち着いた温泉

地として軽井沢と並ぶ避暑地。日差しを避

けて林の中を散歩すると、木の香り成分が

血中に取り込まれたのだろうか心身とも

に癒やされる、暑さしらずの最高の季節。 

秋 駆け抜けていく風の冷たさが夏の

終わりを告げる頃、高原には早めの、そし

て短い秋が訪れます。山肌にちりばめられ

た絢爛豪華な赤や橙や黄色、燃えたつよう

な紅葉を間近に眺められます。 

 冬 そよ風に浮かれた緑の季節を終え

ると、白銀のステージへ大変身。スキー、

ボードが楽しめ、首都圏からも日帰りでき

たっぷり楽しめます。これが蓼科高原の春

夏秋冬です。 

 さて、「茅野市史」によると 1929 年（昭

和 4 年）には 5 軒にすぎなかった別荘が

1939 年（昭和 11 年）に 280 軒に増えまし

た。1904 年（明治 37 年）歌人、伊藤左千

夫や日本画家、平福百穂が蓼科高原の作品

で紹介し関東圏で蓼科が広く知られるよ

うになったそうです。 

 昭和 12 年頃より毎年のように別荘が建

築されるようになりました。 

 1927 年（昭和 2 年）蓼科温泉プールが

開業、そして名称をプール平とし、当時プ
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ール平は蓼科のメイン地として繁栄する。 

 蓼科の大きな変化といえば、滝の湯温泉

の少し上の道端に八本足に支えられた高

さ 5ｍのドームの出現だろう。 

東京の新聞社が皇紀 2600 年と言われた

1940 年（昭和 15 年）に 100 年後の子孫た

ちに贈る文化物として建設されたタイム

カプセル「紀元 2600 年文化柱」。書籍、新

聞、雑誌、写真、絵画など 6500 点が収納

されている。文化柱の建設候補地は、東

京・八王子、群馬・伊香保温泉、奈良・橿

原、神宮など 5 ヶ所があったそうです。 

 蓼科に決まったのは、標高 1200～1300

ｍあって、日本で一番空気が乾燥し少雨、

紫外線が強くてオゾンが豊富、最適地とい

うことが選定理由という。 

 尚諏訪地方の精密工業が繁栄している

のも空気が乾燥して少雨が一番とのこと

です。 

 国内でこの文化柱が最初とされている。

開扉は 2040 年 1 月 1 日。この文化柱の敷

地約230平方メートルは100年間無償貸与

です。 

 戦時中、白は飛行機に発見されやすいか

らネズミ色に塗り替えた。敗戦の日は別荘

にきていた人たちが駆り出され、泥かけ作

業した記録が残されています。今になって

文化柱は歴史、文化的価値が高く評価され

開扉が注目されています。 

蓼科高原別荘地には多くの著名人がお

りまして、高原の静ひつな大自然をこよな

く愛した日本映画界の巨匠小津安二郎監

督を忘れることは出来ない。盟友の脚本家、

野田高梧の別荘で「東京暮色」「彼岸花」「お

早よう」「浮草」「秋日和」「小早川家の秋」

「秋刀魚の味」すべて蓼科で晩年の名作を

執筆。 

いずれにしましても八ヶ岳中信高原国

定公園の中核をなす蓼科高原別荘地は俗

化しない住みやすい「所」として益々発展

することを願います。 

※島立氏は信州の伝統野菜である糸萱か

ぼちゃの栽培、普及に努められている。 

糸萱かぼちゃ生産者組合会長。 

前茅野市議会議長（編集者注釈） 
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鉄道ジオラマ（6畳間の昭和の空間） 

小西 太郎 

 

①「はじめに」 

私は蓼科区に別荘を持っていません。住

んでもいません。北山でなく湖東に住んで

います。では何故蓼科会に入会したのかと

いうと、事務局の板倉幸枝さんが小学校の

クラスメイトでありクラス会をした時、蓼

科に別荘があり私の家から近いことを知

りました。昨年、夏に行われた「そば打ち

会」で初めて皆さんにお会いしました。ま

た脇田会長、松井先生も小学校の大先輩で

あり入会のお誘いを快くお受けしました。

蓼科会入会も何かの縁！今回は趣味でや

っている鉄道ジオラマについて書かせて

いただくことにしました。皆さんに製作記

として製作途中の様子や部分的に見てい

ただきたい写真を載せたかったのですが

限りがあり今回の写真だけになりました。

②「蓼科金山鉄道という名称に決定」

 52 歳を過ぎたときに定年後は田舎暮

らしをしようと決意し、家の屋根裏にで

もジオラマが作れたらいいなと思ってい

ました。ところが建築会社の担当者が「屋

根裏にあがるのは梯子になるので年取っ

てからは危険です。ジオラマの部屋を作

ってしまいましょう！」と言われ妻には

悪いなと思いつつ「いいですねえ！そう

しましょう！」と言ってしまいました。

私の鉄道模型は HOゲージという大きさ

でジオラマは最低でも 8 畳は必要なので

すが屋根裏から正式な部屋に昇格したの

で６畳で満足しました。 

2014 年 11 月から鉄道ジオラマの制作
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が始まりました。HO（J）ゲージは線路

の軌道が 16.5mm です。鉄道模型という

と今は軌道 9mm の N ゲージが有名です。

HO に比べると相当小さくおもちゃの感

があり私は若干台数ありますが集めてい

ません。 

 まず引越す前に横浜の IKEA で 5 千円

のテーブルを 5 個買い、それをジオラマ

の土台にしました。レイアウトの設計が

なかなか決まらず設計図を 50 枚ほど書

きました。6 畳の限られた部屋の広さで

自分の取り組みたい事がどれだけ入れら

れるかが勝負でした。レールは最小半径

610R（61cm）、最大勾配 2.3％（1 メー

トルで 2.3cm の高低差）がギリギリ。ま

ずレールを敷いた後、大峡谷と滝、鉄橋

を製作。その後機関区内のターンテーブ

ル、コントロールボックス、駅、駅前商

店、神社（御柱がちゃんと 4 本立てまし

た）、奥の山、トンネル、機関区（車庫 2

つ・給水塔・石炭槽・職員控室・機関区

指示棟）、湖、田畑、機関区照明塔、茅葺

農家の順で作りました。 

今回の投稿ですべての部分の紹介・製

作記・写真は相当な量になるので一部し

かご紹介できません。でも見たいという

方はインターネットで『小西太郎ジオラ

マ』を検索していただければ『さかつう

ギャラリー』の個展紹介があり製作記に

なっていますので見ていただいたら良い

と思います。 

私の住んでいるところは湖東の金山地

区です。ジオラマの鉄道名も『蓼科金山

鉄道』にしました。駅名は王滝駅（渓谷

に大きな滝がありそこに大きな鉄橋があ

るので大滝駅になるはずですが単純なの

で横谷峡にある王滝にしました。）全体的

に昭和の北海道のイメージで作りました。 

③「峡谷・滝・大鉄橋」 

・峡谷は発砲スチロールや角材で骨格を

作り、段ボールを帯状に切って更に峡谷

表面を作っていきます。そして水に漬け

た石膏プラスターシート被せます。少し

固まったら水でといだ石膏プラスターを

上に塗るというより乗せていきます。 

半渇きの時に

岩の表情を出

すため削った

り張り付けた

りします。色は

1～2 日経ち完

全に固くなっ

てから水性絵

具で塗ったり 

叩いたりしながら色々な色を染み込ませ

ていきます。 

・滝はまず発砲スチロールで形を作り、

石膏プラスターを塗ります。乾いたら薄

い青色で水の影を表現します。グロスポ

リマーメディウム、ジェルメディウムを

プラスチック板に塗り、1 日おいてゴム

状になったら表面に張り水の透明感を出

します。 

・大鉄橋は最初同じ大きさの仮鉄橋を角

材で作り足場の長さや高さを合わせます。

この微調整が重要。線路を敷き試運転し

てみます。ぴったり合ったら作っておい

た鉄橋を慎重に取り付けます。駅、機関

区、牧場などは北海道のイメージですが 
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この橋はヨーロッパ的な感じです。ジオ

ラマを作るなら大峡谷に橋が架かるもの

を作りたいとずっと構想していました。 

窓際の狭いところなので左手 1 本しか使

えない作業になりましたが夢中で作りま

した。 

④「駅周辺」 

 

ホームに立食い蕎麦屋の小屋を作り、器

から汁、割箸、七味缶も手作りです。前掛

けをしたおばちゃんがお客に出来たそば

を出しています。何か会話が聞こえてくる

ような様子です。駅舎の中、ホームの待合

室にも人がいて電気を付けると浮かんで

きます。 

駅前には旧式ポスト、公衆電話ボックス、

ベンチ、バス停、駅前食堂、駅前タクシー

営業所、火の見櫓と物置、ガード下にお店

（蓼科のレストラン、パン屋さん、ハンバ

ガー屋さん、コーヒー屋さんなど）が入っ

ています。この後の「湖と神社」の写真で

看板が見えます。

⑤機関区と田畑

 

・機関区 

扇型機関庫、2 車両機関庫、乗務員控え

棟はキットを組立したものです。ターンテ

ーブルはモーターで動くようにしました。

給水塔、石炭槽、照明塔はプラ棒とペーパ

ーから作りました。機関庫奥に職員専用の

踏切があり作業広場にいる乗務員が無口

のまま休憩室に入る様子も窺がえます。 

・田畑 

田んぼに見えないと友人から指摘があ

り、作り直ししたので 2 か月もかかってし

まいました。田畑の部分がそのまま取り外

し出来るので取り外して機関庫の作業が

出来るようにしました。田畑の部分がぽっ

かり空いた状態になります。畑にはキャベ
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ツ、大根などをひとつずつ整形しビニール

ハウスにトマトなどが植えてあります。田

んぼは田植えから 1～2 か月くらい経った

様子です。農家の屋根は百円ショップでミ

ニほうきをばらしてボンドでまとめ少し

ずつ貼って作りました。建物は映画「母べ

え」のプラモデルを改造し製作しました。 

入口の木戸には郵便受けと配達牛乳の箱 

も設置、表札は≪小西≫になっています。

  

⑥湖と神社  

・湖 

湖のこの部分も取り外し出来ます。製作

工程はほぼ丸く切ったベニヤ板の周りの

アスティックウォーターがこぼれないよ

うに囲いを作り固まれば水面のようにな

るはずでした。しかし湿気でべニアが変形

した為、隙間ができ夜中にぽたぽた零れ、

その音で目が覚め大慌て！「やっちまっ

た！」ポイントや線路の上で乾かしていた

ので上に垂れ走行不能状態に！綺麗に拭

き終わった時は朝になっていました。桟橋

を作り釣り人たちを乗せ湖にボートを浮

かばせました。 

・神社 

湖の畔に山門がありトンネルをくぐっ

て鉄道トンネルの上に出ます。暫く上り坂

を行くと神社があります。ちゃんと御柱４

本立っています。境内では野球している子

供たち、滝を見ている観光客、座って本を

読んでいる人がいます。 

何故、こんな断崖絶壁の山になったかと

いうとこの山がコントロールボックスの

台になっているのです。写真を載せたかっ

たですが限りがあるので載せませんでし

た。コントロールボックスの中の配線は複

雑で苦労しましたがはんだ付けが上手に

なりました。 

⑦これからの蓼科金山鉄道 

前にも書きましたがこのジオラマの製

作に興味のある方はネットで『小西太郎ジ

オラマ』と検索すれば『さかつうギャラリ

ー』というところに個展として載っていま

す。たくさんの写真で製作記が出てきます

ので是非ご覧ください。 

これからのジオラマ作業は牧場にサイ

ロや山の上に旅館と露天風呂を設置した

いと思っています。さらに実感が湧くよう

に汚しに入ります。たとえばコンクリート

の色のむらを表現するとかレンガに蔦を

絡ませることや花草を何気なく生やした

りする予定です。
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週刊エコノミスト 編集次長 稲留正英

イスラエル交響楽団の首席チェロ奏者

として活躍し、毎年夏、蓼科会のコンサー

トの開催に尽力した山岸宣公（やまぎしよ

しゆき）さんが平成 30（2018）年 2 月 25

日、都内の病院で逝去されました。77 歳で

した。 

山岸さんは長野県上田市の出身。小学校

の時にヴァイオリンの演奏を始め、上田高

校でチェロに転向、東京芸術大学に進みま

した。その後、イスラエルに渡り、世界的

な指揮者であるズービン・メータ氏に才能

を見出され、同交響楽団の首席チェロ奏者

としてイスラエルの内外で演奏活動を続

けました。 

 イスラエルには1965年から77年までの

12 年間滞在し、その間に狩野聡美さんと結

婚し、三児をもうけました。イスラエル滞

在中は、日本赤軍によるテルアビブ空港乱

射事件に遭遇し、毎日新聞の臨時特派員と

して現地の様子を伝えたエピソードもあ

ります。 

 日本に帰国後は自らの管弦楽団を運営

しながら、板倉会長の頃より蓼科会の演奏

家の手配やプログラムの作成など、夏の演

奏会を切り盛りしていただきました。演奏

会は当初、蓼科湖畔のホテルで、その後は、

プール平の消防会館に会場を移して開催

し、毎年 100 名以上の来場者を集める蓼科

の夏の風物詩となりました。コンサート後

のバーベキュー大会やお蕎麦も、会員の楽

しみでした。 

 3 年前に肺がんと診断され、その後、治

山岸宣公さん訃報 
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療をしながら演奏活動を続けていました。

一時は快方に向かいましたが、夏のコンサ

ートへの復帰は残念ながら叶いませんで

した。山岸さんの葬儀は、3 月 2 日、杉並

区の斎場で管弦楽団の演奏のなか、しめや

かに行われ、大勢の弔問者が最後のお別れ

をしました。 

本当に山岸さんにはお世話になりまし

た。ありがとうございました。安らかにお

眠り下さい。 

 

 

 

 

 

北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅から麦草峠へ 

脇田紀久子 

バスやロープウェイを使い、無理なく

山の気分を味わえるコースです。 

ただしバス運行が７月 14 日から 10 月

14 日まで（２０１8 年）ということで時

期が限定されます。 

茶臼岳、縞枯山の麓を巻いて歩くコー

スで、殆どが樹林帯を抜ける比較的緩や

かな山道です。整備された木道と土の道

そして苔の様々な色が織りなすフカフカ

とした道が続く歩きやすいコースです。

夏にはハクサンフウロ、ワレモコウ、ア

キノキリンソウ、トリカブトが綺麗でし

た。麦草峠のベニバナシモツケの群落も

見事でした。逆コースも試しましたが、

ピラタスを起点としたコースの方が登り

も少なく楽ですし、ピラタスからのアル

プス・八ヶ岳などを望む眺望も朝の澄ん

だ空気の中ではっきりと見えます。 

 後期高齢者が歩いたコースタイムを御

参考までに。 

2017 年 10 月 

8:34 笹丸平バス停 

8:47 北八ヶ岳ロープウェイ 

9:00 ロープウェイ発  

9:07 山頂駅 登山者カード記入 

坪庭一周 北アルプス槍ヶ岳、

中央アルプス 御嶽山、南アル

プス、八ヶ岳とすべての山並み

が望めた 

私の好きなトレッキングコース 
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9:40 山頂駅出発 道の両側にゴゼ

ンタチバナ 

10:10 森林浴展望台 

10:30 五辻 標高 2164m 

10:35 五辻あずま屋 

10:50 草原から正面に天狗岳が望める 

11:05 休憩 タチクラマゴケ、スギゴ

ケ、ゴゼンタチバナ 

11:15 出発 

11:30 出逢いの辻 

 国道 299 号線を渡り 

11:35 狭霧苑地（これより苔の道経由 

 緩やかな登り） 

 

 

12:10 駒鳥の池 

12:15 麦草小屋 標高 2127m 

12:55 麦草峠発（バス麦草峠線）（2018

年は 12:58 分発となっています） 

13:24 緑山着 

歩行時間は約2時間半 1万歩位です。 

バスは麦草峠からは 1 日 3 便あります

が、毎年変わる「夏山・秋山バス時刻表」

で確かめてお出かけください。体力に余

裕のある方は麦草峠から白駒の池まで足

を伸ばし、白駒の池からバスに乗ること

も可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30（2018）年度会費納入のお願い 

同封の振替用紙で納入のほど、よろしくお願いいたします。 

会 費：2000 円 

納入先：郵便振替 00120 - 5 - 133236 
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