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ご 挨 拶 

会長 板倉 敏和

 

 平成３０年夏の蓼科会総会において、会

長に選任されました。大変光栄なことと思

っておりますが、根っからの無精者で、脇

田前会長のような名会長の後を襲うには、

全くの力不足と自覚しています。父、板倉

勝宏がこの会にずいぶんお世話になり、し

ばらく会長を務めていたことは知っていま

した。世襲は政治家だけで十分だと考えて

いましたが、戦前からお世話になってきた

蓼科に何か恩返しができればと微力ながら 

会長をお引き受けしました。蓼科会は、そ

もそもの発祥から今日まで紆余曲折を経て

きているようですが、現在は、蓼科に別 

荘を所有する（およびそこに居住する） 

一家一族の皆様を会員とする親睦会です。

その趣旨を踏まえ、皆様の蓼科における生

活が一層楽しいものとなるよう努めていき

たいと思いますので、皆様のご支援ご協力

をよろしくお願いいたします。 

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 

遠藤 孝雄 首都圏 三井の森 
・蓼科の生活をより豊かにしたい 

・セーリング、ゴルフ 

      ・滝の湯の奥の鹿山で小さな図書館を作って 

牧 広篤 首都圏 鹿山 遊んでいる新参者です。宜しくお願いいたし 

      ます。 

      ・蓼科に 60年間夏に来ています。 

河野 徳吉 首都圏 鹿山 昔の仲間は中尾彰さんで大変おせわになりま 

      した。 

      ・蓼科との縁は、70年近く前の小学生時代に 

      親湯に林間学校で滞在して以来です。 

      その後学生時代から今に至るまで、八ヶ岳を 

野中勝治郎 首都圏 蓼科ビレッジ はじめ蓼科の四季折々の自然の素晴らしさに 

      魅せられた夫婦共々蓼科大好き人間です。 

      このたび蓼科会のことを初めて知り､即入会 

      申し込みをさせて頂きました。 

濱島 美南子 首都圏 蓼科ビレッジ 
・皆様のお話しをおうかがいし、楽しそうな 

会だと思いました。宜しくお願いします。 
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8月7日幹事会 

日時 平成30年8月7日10:00〜12:00 

於銀のポスト 

出席者 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、川邊裕

子、下坂秀樹、下村ひろこ、下村芳正、脇

田紀久子、脇田 宏 

議事 

・新入会者5名と退会者2名について報告が

あった。 

・来期の運営体制について審議した案を総

会に上程することとした。 

 ・総会出席者ならびに委任状提出者数につ

いての報告があった（岡森）。 

・夏行事参加者数について報告された（岡

森）。 

・会員数の報告：会則に基づき会員の整理

を行った結果、現会員数は159名（岡森）。 

・平成29年度の会計報告が行われ、総会で

収支決算書を配布する（下坂）。 

・会計監査結果は総会で川邊、森両監事に

お願いすることとした。 

その他 

・地元懇談会出席予定者について説明があ

った。 

・次回幹事会開催日時 平成 30 年 10 月

16 日 13 時 30 分から 於板倉邸 

第58回通常総会 

日時 平成30年8月8日11:00〜12:00 

  於ホテル親湯 

出席者 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、川邊裕

子、下坂秀樹、下村ひろこ、下村芳正、森 

参治、脇田紀久子、脇田 宏、井川良子、

河野徳吉、牧 広篤、稲留景子、美津島幸

枝、小西太郎、山中良平、森本眞由美、小

野茂子、加古 均、鎌田哲也（順不同） 

 

議事 

岡森幹事から議決権を持つ出席会員 20

名と委任状 77 通の合計 97 名は会員総数

159 名の三分の一を超え、総会が成立する

ことが報告された。 

次に、前日の幹事会で選考した次期の会

長ならびに役員の案が示され、出席者全員

の賛同で承認された。 

会長 板倉敏和 

顧問 脇田 宏 

幹事 会計担当 岡森しのぶ 

   総務担当 板倉幸枝、下坂秀樹、 

脇田紀久子 

   広報担当 浅石郁子、浅石弘道、 

脇田 建 

総会・幹事会などの報告 
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企画担当 相澤良枝、板倉幸枝、 

小沢文穂、下村ひろ子、下村芳正 

監事   川邊裕子、森 参治 

新会長が議長となり、以下の議事が進め

られた。 

・下坂幹事より平成29年度の収支決算書が 

配付され、会計報告の説明があった。 

・川邊裕子、森参治両監事から会計監査結 

果の報告があり承認された。     

・新たに入会した遠藤孝雄様、河野徳吉様、 

野中勝治郎様、濱島美南子様、牧広篤様

について紹介があった。また、島村兼三

様と竹内俊介様の退会が報告された。 

8 月 8 日地元懇談会 

 日時 平成30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、蓼科区から桑野真区長、矢崎高

副区長、会計担当の矢崎公二様、環境自治

会横森秀昭様、北山駐在所の鈴木耕造巡査

長、東洋観光の岩下取締役、蓼科観光協会

副会長の鶴川様他にご出席いただいた。 

 

はじめに会長から蓼科会出席者の紹介、

会の目的や趣旨が述べられ、地元との協力

関係を密にして活動したい旨の発言があ

った。続いて地元側出席者の紹介があった。 

 鈴木巡査長から別荘地内の犯罪、交通事

故、特殊詐欺などについて説明があった。

これまでのところ犯罪発生は少ないとの

ことであった。 

 桑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。 

 会計担当の矢崎公二様から、「帰ってき

た蓼科」プロジェクトについて紹介があっ

た。 

 環境自治会の横森秀昭様からゴミの捨

て方についての要望があった。 

蓼科会側から、別荘地で大型犬が吠える問

題について、何らかの方策を取ってほしい

旨の発言が相次いだ。 

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

要望が区側や東洋観光に伝えられた。 

 東洋観光から別荘地の維持管理、環境

整備、樹木の伐採、鹿問題などについて説

明があった。また、小津記念蓼科高原映画

祭にはプール平（無芸荘）から会場（茅野

市市民館）まで無料シャトルバスが運行さ

れるとの説明があった。 
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午餐会 

板倉幸枝 

 

 平成 30 年 8 月 8 日（水）地元懇談会、

総会のあとの蓼科親湯温泉での午餐会に

40 人以上が集まりました。 

新会長のもとで和やかに歓談し、信州の

食材を使ったお食事を楽しみました。 

午餐会後の講演会終了後、希望者はお座

敷風呂（畳風呂）や露天風呂もゆっくり楽

しみ各々帰路につきました。 

10 月 16 日幹事会

日時 平成30年10月16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、板倉敏和、岡森しのぶ、川邊裕

子、下坂秀樹、下村ひろこ、下村芳正、脇

田紀久子、脇田 宏 

ほとんどの幹事さんが集まって恒例の秋

の幹事会を開きました。簡単に 30 年の夏

の行事について報告しあった後、入退会者

の確認を行いました。行事についてはこの

会報に簡単な報告を載せていますので、そ

ちらをご覧いただきたいと思います。会員

の名簿については、会長が管理することに

なりましたが、異動のあるかたや、他の会

員についての情報をお知りになった方は、

板倉まで、お知らせいただけますと、管理

が楽になりますので、よろしくお願いしま

す。連絡先は最後のページに出ています。 

次にこの会報の内容について議論しま

した。来年の夏の講演をだれにお願いする

かについては、意見交換の後、改めて 3 月 

の幹事会で最終決定することにしました。

したがってこの会報ではお知らせできま

せん。 

 蓼科会で新しい行事を行うかどうかに

ついても意見交換しましたが、現状で会と

しての行事は十分ではないかという意見

が大半で、当面現状を維持していこうとい

うことになりました。 

バーベキューの時の机といすの運び出し

と片付けが大変だった問題については、東

洋観光と話し合ってみることになりました。 

 現在浅石弘道さんが蓼科会の歴史を取

りまとめていますが、平成 10 年から 13 年

の間の会報が見つからず、歴史がつながら

ないとのことで、会員の皆さんの中でその 

会報をお持ちの方は、ぜひ浅石さんにご 

一報をお願いします。 

来年の新年昼食会は、平成 31 年 1 月 26 日

（土）12 時から、いつものメゾンプルミエ

ールアットロビンズ（恵比寿）で行います。

多くの皆様のご参加を期待しています。 
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テニス大会

相澤良枝

 

平成 30 年 8 月 4 日プール平にて開催。 

今年も晴天に恵まれ 参加者 20 名（初

参加 2 名含む）、10 代から 80 代までがプ

レーを楽しみました。 

今までは幹事が対戦表を作成していま

したが、今年は参加者にくじを引いて番号

を決めてもらい、乱数表を使ってペアと対

戦相手を決める方法をとりました。皆様、

いかがでしたでしょうか？ 

午後からは、例年同様 自由に参加者同

士が誘い合い親睦を深めました。 

 

 

また、このテニス大会発足以来 20 年以

上幹事をしてくださいました矢野様が高

齢のため退かれました。 

長年テニス大会を牽引し盛り上げて下

さり感謝申し上げます。これからは名誉会

長として在籍してくださいます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

バーベキュー大会 

下村ひろ子

 第 8 回バーベキュー大会は、8 月 7 日

昨年に引き続き消防会館 1F 駐車場で開催

されました。 

ご参加は 51 名でした。 

今回は、鹿肉、サーロインステーキ信州産

（金賞受賞牛）、とうもろこし、ナス、トマ

ト、枝豆、キュウリの串刺し（漬物）など

用意しました。 

そして今年も東洋観光（株）様より、岩

魚、牛肉、豚肉、鶏肉などの差し入れがあ

りました。 

島立様に地元野菜、篠原様に鹿肉をご用

親 睦 会 
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意していただきました。 

焼きそば名人藤川様には、材料のご用意

からして頂きました。 

食材が揃った所で、脇田会長のご挨拶で

バーベキュー大会が始まりました。 

ご参加された方々のお手伝いもあり、皆

和気あいあいとした雰囲気で、食材が焼き

上がり、各テーブルに運ばれ、熱々を召し

上がっていただきました。 

焼きそば、枝豆、トマトの丸かじりも好

評でした。 

デザートには、スイカもありました。小

澤さんの包丁さばきは見ものです!! 

今年も皆様のご協力で滞りなくバーベキ

ュー大会が終わり良かったです。 

来年も皆様のご参加をお待ちしております。

後になりましたが東洋観光（株）様には、 

 

火おこしから火の見守りまで毎年大変お

世話になっており感謝申し上げます。 

 

 

お蕎麦会 

板倉幸枝 

 8 月 10 日(金)にプール平の消防会館で、

お蕎麦会をいたしました。40 名以上の方々

がご参加下さいました。会場作り、蕎麦の

お運びなど、皆様に手伝って頂きました。 

 

用意したお蕎麦は、おかげさまで今年も完 

食していただきました。食後もしばらく歓

談され、1 時間ほどでお開きとなりました。 

 



 

７ 

お別れ会 

（8 月 18 日 銀のポストにて） 

  

  

蓼科会旅行会 

駒ケ岳ロープウェイ千畳敷と駒ヶ根の旅 

脇田紀久子 

 今年も旅行会は東洋観光事業さん主催

のバス旅行に便乗する形で行われました。 

先年行われた同じコースでの旅行会が大 

好評でしたので、再度同じ企画が建てられ   

たとのことです。旅行会は 8 月 21 日に行わ

れ、蓼科会から 10 名の参加者がありました。 
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人気のこのコースは個人で行くとロープ

ウェイ、バスなど大行列で大変なのですが、 

団体の特典で楽に千畳敷まで登ることが

できました。雨の予報で全く眺望は期待し

ていなかったのですが、千畳敷カールから

は 2931 メートルの宝剣岳を望むことが出

来、遊歩道散策ではリンドウ、ミヤマウス

ユキソウ、チングルマ、アキノキリンソウ

などが見られました。お仲間とおしゃべり

をしながらの小一時間の散策はとてもの

どかで楽しいものでした。 

 麓の光前寺そばのお店「やまだや保翁」

でゆっくりと昼食をいただき、光前寺の見

学をいたしました。 

平安時代に開かれた天台宗の古刹光前

寺は、武田・羽柴家の保護を受け徳川家か

らも十万石を与えられていました。本堂、

三重塔それぞれ美しく、樹齢 700 年の三本

杉がご神木となっています。今年のヒカリ

ゴケは輝きも美しく数も多いように思い

ました。霊犬早太郎伝説の早太郎のお墓に

参り、境内の林に広がるトレッキングコー

スを散策しました。大きなシャクナゲの木

が数多く見られ、花の時期にはさぞみごと

なのではと思われます。シャクナゲの根元

にひっそりと咲くレンゲショウマがとても

綺麗でした。 

養命酒駒ヶ根工場はとても近代的な美

しい工場で、ビデオでの製造説明や見学、

試飲をして帰路につきました。 

道中東洋観光さんの細やかなご配慮があ

り、とても気持ちの良い旅ができました。 

2018 蓼科夏の講演会 

「そばの話」 

蓼科会会長 板倉敏和 

 

１ 私がそばにはまった訳 

 私は元々うどんやラーメンに目がない

方で、そばにはあまり関心がありませんで

した。そんな私が、そばにはまったのは、

今を去る 20 年以上も前に、福島県舘岩村

（現在は南会津町）湯の花温泉の民宿でい

ただいたそばの美味しさに衝撃を受けた

からです。以来、蕎麦屋を訪ね歩き、つい

には自分でそば打ちをはじめ、今では、素

人そば打ち最高位 5 段、そしてその段位を

出す社団法人「全麺協」の副理事長を務め

るまでになってしまいました。 

２ そばの魅力 

 私をそこまで引き付けたそばの魅力と

は何でしょうか。幾つかあります。まず、

私は、日本人の潜在意識の中に、救荒作物

としてのそばをありがたがる心が潜んで
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いると思っています。つまり、我々は飢饉

のときそばによってかろうじて命をつな

いだ祖先のその末裔だからです。「獲得形

質は遺伝しない」というメンデルの遺伝の

法則に反しますので、科学的ではありませ

んが、そうとでも考えないと日本人のそば

に対する愛着は説明が難しいです。（そば

好きが辛うじて生き残ったので、今も大半

がそば好きだという解釈もありますが。） 

 そば打ちは、なかなかうまくいきません。

とても難しい職人技です。そば打ちに惹か

れる理由の一つは、その難しさ、奥深さに

あると思います。チャレンジ精神が掻き立

てられるのです。打ったそばを皆が喜んで

食べてくれるのもそば打ちを楽しくさせ

ます。家で余れば、隣近所に配ってまた喜

んでもらうこともできます。掃除が面倒だ

という多少の問題はありますが、家族もそ

ば打ちにはおおむね協力的です。ほかの道

楽に比べるとお金もかかりません。日常会

話での話題が増えるのも嬉しいことで、人

間の幅を大きく見せてくれる可能性もあ

ります。 

 さらに、そば自体が健康食であることは

もちろんですが、指先を使い、全身運動で

もあるそば打ちは、まさにアンチエイジン

グな趣味といえます。 

３ そばの蘊蓄 

ア そばの消費量 

 年間 13 万トンぐらいで、あまり大きな

変化はありません。そのうち国産は、年に

よって違いますが、2～3 万トンで、残りは

輸入しています。そのほとんどは中国から

の輸入です。国産は、一部のソバ屋や、素

人そば打ち人が使い、乾麺や生めんは殆ん

どが輸入品を使っています。価格差が大き

く、同じ商品として補完しあう関係にはな

いように見受けられます。 

 なお、世界でそばを一番消費しているの

はロシアで日本の 10 倍近い量を消費して

います。 

イ そばの収穫時期 

 ソバは日照時間が短くなる季節によく

受粉する植物で、春播きよりは、夏播きが

一般的です。そばは 75 日と言われるほど

で、およそ二か月半で収穫できます。北海

道では、9 月に入ると新そばが出てきます

が、本州では 11 月半ばごろになります。9

月に、新そば入りました、という看板を見

ますが、これは殆んどが北海道産のそばで

す。そばは取れたてが新そばとして重宝さ

れます。新しい間は、甘皮の緑がそば粉に

反映して薄い緑色を呈することが多く、美

しいうえ、よく香ります。冷蔵設備がなか

った時代は、夏そばは不味いと言われてい

たようですが、現在は冷蔵設備の進歩で一

年中あまり変わらないそばが食べられる

ようになりました。 

ウ 黒いそばが本当のそば？ 

 このように信じている人がいますが、こ

れは全くのでたらめです。そばの黒い実を

玄そばといい、その黒い皮を取り去ったも

のを「ヌキ」と言っています。ヌキの外側

は甘皮です。そばの実は、中央に芽となる

「胚芽」がすでに形成されており、その周

りに真っ白いでんぷん質の粉が取り巻い

ています。甘皮や胚芽は、たんぱく質を多

く含み、繊維質で粉になりにくい一方、で

んぷんは柔らかくすぐに粉になります。機

械製粉の場合、真っ先に粉になるのは、こ 
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のでんぷん部分で、最初に真っ白な粉が取 

れます。そばの味や香りは多くたんぱく質

に由来していますので、真っ白いでんぷん

質の粉は甘みはあってもそばの味が薄い。

しかしだからと言って、甘皮を多く引き込

んでしまうと、歯触りが悪く、かつエグミ

すらでます。結局、でんぷん質と、たんぱ

く質をどの程度の割合で粉に含ませるか

で、そばの風味と歯触りが決まることにな

ります。そうやって作られたのが、「並粉」

と言われる薄い灰色の粉で、普通に食べて

いるそばです。甘皮以下全部を粉にした

「挽ぐるみ」というそば粉もありますが、

それでそばを打っても、それほど黒いそば

にはならないところを見ると、一般にイメ

ージするあの黒いそばは、何か添加物があ

るのではと思えてきます。 

エ そばつゆは買えばいい？ 

 買って悪いことはありませんが、いろい

ろ添加物が入っているものが多いです。内

容を確認して、醤油、味醂、砂糖、鰹節と

だけ表示されているものがあれば買って

試してみてもいいと思いますが、本当に純

粋で美味しい汁でそばを食べたいなら、自

分で作るのが一番です。 

 私のレシピを公開します。そばつゆは、

しょうゆベースの「返し」と、「だし」を

合わせて作ります。 

 まず、「返し」です。本醸造濃口醤油 1ℓ

を火にかけ、温まってきたら、砂糖 160ｇ

を加えてよく混ぜます。そこへ、味醂 100 ㏄

を煮切ったうえで加えて、沸騰直前まで火

にかけ、冷まします。これが返しで、蕎麦

屋さんでは、一週間ほど寝かせるようです。

醤油の角をとるためとのことですが、最近

の醤油は昔の醤油とは違うので、時間がな

ければ、一週間は寝かせなくてもよいと思

います。 

次に、だしを取ります。そばつゆは、一

人前、60～70 ㏄ですが、ここではわかり

やすく、1ℓ の汁を作ると想定します。1ℓ

の水を火にかけ、沸騰したら、厚削り鰹節

80g を加えて中火で、30～40 分煮出します。

長く煮出すことで、水分が蒸発し、より濃

い出汁が取れます。大体 750 ㏄となるので、

濾して鰹節やその切れ端などの不純物を

取り除き、そこに寝かしてあった返しを

250cc 加えて再び火にかけ、よく混ぜなが

ら、沸騰の少し前で火を止めます。これを

できるだけ急速に冷やして、冷えたら冷蔵

庫に保管します。1～2 日後に使用するのが

適当かと思いますが、一回分ずつ容器に入

れて冷凍することもできますし、空気との

接触を断つことができれば、一ヶ月の保存

にも耐えます。空気との接触を断つために

は、使う都度、ペットボトルを捻じ曲げて

空気を追い出して保存するか、その都度よ

り小さいぴったりの器に入れ替えるなど

がお勧めの方法です。 

 返しや出汁の量は、分かりやすくするた

めに 1ℓなどとしましたが、この割合でとい

う意味ですので、500 ㏄なら半分という風

にお考え下さい。なお、返しは、醤油に砂

糖と味醂を加えたものですから、腐敗する

ということはありませんが、時間がたてば、

色が濃くなり、風味も落ちてきますので、

ご注意ください。 

 だしに、昆布やシイタケなどを加える方

法もありますが、厚削りの本枯節だけで取

るのが本格的です。なお、同じ鰹節でも、
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宗田節やサバ節は使いません。匂いがきつ

すぎるからと思われます。（暖かい汁には

使います）できるだけ濃い、しかも出汁の

味を主張しない上品な出汁が理想とされ

ています。 

 私の友人には、そばは打てないが、汁は

自分で作っている、という人がいます。毎

日食べている乾麺なども手作りの汁で食

べればその味もまた格別だそうです。 

オ 薬味は何がいいか 

 そばの薬味としては、ネギ、辛味大根、

ワサビ、海苔などが代表的なものですが、

これでなければ通じゃないというような

ことはありません。お好きな薬味で召し上

がっていただければ結構ですが、私として

は、冷たいそばには辛味大根が最も合うの

ではと思っています。そばの香りを楽しむ

人たちの間では、ワサビが香りを殺してし

まうという議論があります。私は、そう考

える人は、ワサビを使わなければいいだけ

の話で、現実にはほとんどの人が使ってい

ます。私は辛味大根派なので、普通はワサ

ビはいらない方ですが、大根が十分辛くな

い時などは、ワサビが欲しくなります。要

は好き好きという訳です。 

 薬味と言えるかどうかわかりませんが、

クルミを擦り下ろして汁に加えたものを

クルミ汁と呼んでおり、長野や秩父に行く

と蕎麦屋さんのメニューに出ています。

（東京にもあります）独特の甘みと旨味を

加えてくれるので、女性やお子様には特に

好評です。試して見られたらいかがでしょ

うか。 

カ そば打ちはなぜ難しいのか。 

 小麦粉は、水を入れると強い粘りを発揮

します。これは小麦粉に含まれているグル

テニンとグリアジンというたんぱく質が、

水を介して結びつき、グルテンという強い

粘りを持つ物質を作るからです。そば粉に

は、この二つのたんぱく質が含まれていま

せん。そばを繋ぐのは、水溶性のたんぱく

質の粘着力か、α化したデンプンの粘着力

だけです。後者は、熱湯で捏ねることで実

現します（湯捏ねと言います）。しかしい

ずれも粘着力は弱いので、通常は、2 割程

度の小麦粉を混ぜてそのグルテンの力を

借りて麺に仕上げます（これが二八そばで

す）。つまり、そば打ちはうどんに比べて、

麺を繋ぎにくく、それだけ作りにくいので

す。さらに、そばは水に溶けますので、長

時間茹でるわけにはいきません。その分、

細い麺に仕上げる必要があります。繋がり

にくいそば粉を更に薄く細くしなければ

ならないことで、難しさが増すわけです。

その難しさが、多くの人を虜にしている理

由でもあるわけで、面白いものですね。 

キ 鍋焼きそばがない理由は？ 

 今述べたとおり、そばは水に溶けます。

お湯にはさらに溶けやすくなりますので、

鍋焼きという概念が成立しません。温かい

そばはもちろんありますが、うどんに比べ

て柔らかく、更に伸びるのが早いので、で

きるだけ早く食べる必要があります。老舗

の有名店は、正直に言うと、そば自体は感

銘を受けることは少ないですが、温かい種

物やてんぷらなどは、さすがと思わせるこ

とが多いです。てんぷらそばは勿論ですが、

鴨南よりは安い鳥南蛮そばや鰊そば、冬の

あられそばなど私の好きなそばです。 

 （平成 30年 8月 8日） 
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帰ってきた蓼科(株)のこと 

代表取締役 矢﨑公二 

●蓼科を元気に 

  帰ってきた蓼科(株)って、「何をしてい

る会社なのですか？」「何か製造している

のですか？」「どんなサービスを提供して

いるのですか？」 

  こうした質問をよく、受けます。 

  帰ってきた蓼科(株)は、観光まちづく

り会社です。蓼科に元気を取り戻そうと、

地元の多くの皆さんの支援を受け、２０１

７年５月に誕生しました。 

  いまどきの言葉で言えば、DMC とい

うことになるでしょうか。DMC とは、日

本で生まれた和製英語、DESTINATION 

MANAGEMENT COMPANY のこと。 

えっ！ わからない！ 翻訳すると、「行

先」を「提案」する「会社」ということに

なるのでしょうか。地域の資源や文化、知

恵を再発見して、地域の稼ぐ力を引き出し、

観光地域づくりを実現していく観光ビジ

ネスの活動体です。 

●社名に込められた 3つの願い 

  さて、蓼科の書斎をシナリオ作成の場

とし、映画監督・小津安二郎とともに数々

の名作を世に送り出した脚本家の野田高

梧は、蓼科高原の魅力についてこう綴って

います。 

 「佳き哉蓼科、楽しき哉蓼科、夏は酷暑

を避けてここに至れば心身おのづからの

んびりして世俗の煩はしさを忘る」（「蓼科

日記（小学館スクウェア）」）。 

 野田や小津のみならず、多くの映画人、

文人、都会の人たちに「佳き蓼科、楽しき

蓼科」は愛されてきました。全国有数の保

養地、温泉地、避暑地として知られ、軽井

沢と肩をならべていた時代もありました。

しかし、いつの間にか、観光客は減り、観

光業を営む人たちは高齢化し、後継者は少

なくなり、旅館や飲食店は次々消えていっ

てしまいました。 

長野県の観光統計調査によりますと、蓼

科を訪れる観光客は近年、年間約 150 万人。

最盛期に比べると約 100 万人減少したと

いう人もいます。 

蓼科観光協会、旅館組合、商業会、近隣

観光協会など地元では茅野市や関係団体

を交え、閉塞状況から脱しようと、十数年

にわたって議論を重ねてきました。様々な

提案が出ましたが、提案を実現する母体が

ありません。そこで誕生したのが、帰って

きた蓼科(株)というわけです。 

「帰ってきた」という社名には、3 つの

願いを込めました。「かつての賑わいをと

りもどす」「蓼科へのリピーターを増やし、

観光客に帰ってきてほしい」「若い世代に

U ターンや I ターンで戻ってきてほしい」

という願いです。

寄 稿 
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●第 1次事業はレストランと宿泊施設 

 

前置きが長くなりましたが、帰ってきた

蓼科(株)による第一次事業は 2017～18 年

に実施しました。蓼科湖畔に牛肉バル＆レ

ストラン「蓼科牛いっとう（Ittou）」と、

新しいタイプの宿泊施設「ヒュッター

（Hytter）」をオープンしました。 

 

 

観光事業者や別荘利用者を対象に要望

を調査したところ、一番多かった要望は、

「域内交通を充実してほしい」。二番目が

「レストランやショッピングの場を」「飲

食店が少ない」「蕎麦屋さん以外の食べど

ころを」というものでした。そこで、まず

は多くの人が利用できるレストランを作

ろうということになったのです。 

 「いっとう」は蓼科牛という信州のブラ

ンド牛をおいしく食べてもらう飲食店で

す。実家で約 300 頭の蓼科牛を飼育してい

る三十代の若手に運営をお願いしました。

蓼科牛を一頭まるごと仕入れているユニ

ーク店。さまざまな部位の鮮度の高いお肉

を楽しむことができます。精肉販売もして

いるほか、蓼科バーガーを開発中です。 

「ヒュッター」は、老舗旅館とキャンプ

場をリノベーションし、従来のお客さんに

加え、活動的なファミリーや外国人、一人

旅など新たな客層を取り込もうと企画し

た施設です。 

ロビー横にあるカフェ・バーは 20 時まで

営業、宿泊していなくても利用できます。 

 幸いにも 2018 年夏～秋シーズンには多

くの方に利用していただきました。 

●2020 年春、蓼科湖畔に道の駅オープンへ 

 第二次事業は、蓼科湖畔を心地よさを楽

しめる場として、家族連れなどの観光客が

集い、地域の人たちと交流できる場にしよ

うというものです。 

 東京五輪が開催される 2020 年 4 月、蓼

科湖畔に道の駅をオープンする予定です。

蓼科湖畔を茅野観光のハブ的地域にしよ

うと知恵を絞っています。 

 駐車場、24 時間利用できるトイレ、商業

施設（地域交流施設）の 3 つが道の駅に認

定される主な要件。帰ってきた蓼科(株)は、

蓼科観光協会、茅野市などと連携しながら、

3 要件を満たすべく準備を進めています。 

 駐車場については、茅野市にお願いして

2017～18 年秋の間に整備を完了。トイレ

については、茅野市と環境省の補助金を活

用して 2019 年から工事を始め、2020 年春 
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までに整備。障害者用の多目的トイレや休 

息スペース、交通や観光案内の情報盤が設

置されます。2018 年から下水道を北山地

域の湯川集落から蓼科湖畔に延伸する工

事が行われており、19 年度につながります。

浄化槽ではなく、下水道を利用した本格的

なトイレとなります。 

 課題はどんな商業施設をつくるかです。

蓼科らしい施設にしなければなりません。

「蓼科固有の自然、温泉、文化などを活用

したものにしよう」と言葉では言えますが、

それは具体的に何かと突き詰めていくと、

答えを導くのはなかなか難しい。いくつか

の案を検討中です。 

●観光整備は住み良いまちづくり 

 旧レジャーランドの敷地を活用して、家

族連れやカップルが蓼科の良さを体験で

きるスポットとして人が集う場にする計

画も進めています。蓼科高原の玄関口であ

る蓼科湖畔を再生し、蓼科はもとより八ヶ

岳周辺の観光地全体を活性化につなげて

いければと考えています。 

 蓼科高原観光の心地良い環境づくりを

進めることは、同時に蓼科住民や別荘利用

者にとって住み良いまちをつくることで

す。「住んでよかった」「住んでみたいな」

と多くの人たちが考えてくれる地域にし

てこそ、蓼科の観光が元気になると信じて

います。 

 「佳き哉蓼科、楽しき哉蓼科」にするた

めのご意見やアイデアをたくさんお寄せ

いただき、蓼科を応援していただければ幸

いです。 

「蓼科鹿山村図書館」案内 

牧 広篤 

  

 この夏、蓼科会に入れていただきました

鹿山別荘地の牧と申します。よろしくお願

いいたします。 

 鹿山別荘地は滝の湯の奥に広がる鹿山

財産区の自主開発別荘地で、ビーナスライ

ンに沿って、蓼科湖・駐在所の横と滝の湯

入り口のプール平よりに入口があり、各々

「鹿山村入口」という石碑が立っています。

ディベロッパーが開発した高級別荘地で

はありませんので常駐の管理事務所など

なく、水が出ない、道路が崩れたという時

に皆さんと一緒になって大家さんの財産

区に陳情しなくてはなりません。「都会生

活の煩わしさから一息つくために別荘を

持ったのに、近所付合いなど！」というの

が別荘族の大原則だと思うのですが、生活

上の必要に迫られてお付合いをして見ま

すと、蓼科会のように、昔ながらの蓼科の

別荘地のままに素晴らしい人格で人間関

係の妙を弁えた人生の達人同士のこと、や

がて水道部長や道路部長が誕生、親睦会の

代表幹事が「村長」の称号を得て、自称「鹿
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山村」が成立したとお聞きしています。 

 私は入村して十数年の新参者なのです

が、すっかり「鹿山村ごっこ」に魅せられ、

勝手に山荘の書庫を「蓼科鹿山村図書館」

と名付け、「館長」を自称しています。 

引越しの時に本の山ほど嫌われるもの

はありません。私は気象庁勤務の転勤族で

したので蔵書を持つのを諦めていました。

ところが友人の物だった山荘が天から降

ってきますと野望が芽生えます。家族用に

は新しい小屋を建て、引き継いだ山荘を私

専用の書庫にしました。折から「本を捨て

る」時代になります。青春時代に読みふけ

った貴重な個人全集が眼も当てられない

安値で埃を被って古本屋の脇に積まれて

いるのを見ると、憧れた令婦人の零落した

姿を見たようで・・あれよあれよと古い山

荘は本の山になり、ハッと気が付くと小屋

は傾いてきました。鹿山には納賀さんとお

っしゃる素晴らしい建築家がいらっしゃ

います。お話しをしている時につい調子に

乗って図書室を作りたいのですがと口走

ってしまいました。「安く作ってください

ね」と言うために「皆さんの公共スペース

にしますから」と語っていたように記憶し

ます。お陰様でヘンリー・ライクロフトを

気取った退職の前年に、急傾斜地に建てた

山小屋の基礎部から土を吐き出して、ウッ

ドデッキ付きの素晴らしい図書室が誕生、

公共スペース・自称「蓼科鹿山村図書館」

の開設となりました。蔵書の大半が欧米文 

学書で、これを見られますと元技官として 

の資質を疑われるのですが、退官から間も

なく十年になります。時効ということでお

許し願いたいと思います。 

 村の先輩方のご指導で、図書館便りとし

て小冊子を季刊で発行することになりま

した。誌名は「笑滴粧眠」。「春、山笑うが

如く、夏、山滴るが如く、秋、山粧うが如

く、冬、山眠るが如く」描くという山水画

の極意から採りました。蓼科の四季を愛で

る皆様との山水画のように淡いお付合い

を願い、蓼科からの風の便りということで

皆様の消息をお伝えしています。地元の話

題として万葉堂に続いて郵便局や銀のポ

ストの記事も載せました。お礼に冊子をお

贈りしたところ、銀のポストが本棚に並べ

てくれ、それに目を通してくださった前会

長の脇田先生や浅石ご夫妻から蓼科会に

お誘いいただいたという次第です。 

 自称図書館は滝の湯入り口から 1 キロ 

ほど山に入った所にあります。勿論蓼 

科会の方は大歓迎！親湯や大滝に散歩 

したついでに覗いてみようかという方 

090-1852-0918 牧までご連絡ください。入

口のノートに入館の由をご記入いただける

と幸いです。本、DVD はノートに記載い 

ただければ期限なしの持ち出し自由。「本

を貸すバカ、返すバカ」というバカ加減を

大らかに楽しめると嬉しく思います。それ 

ではご来館お待ちしています。 

 



 

16 

蓼科ライフ半世紀 

矢野 喜雄 

 私が、蓼科ビレッジの一画に山荘を造っ

たのは、1970年であるから、私の蓼科ライ

フは、ほぼ半世紀になる。昭和40年代の初

め頃、東京勤務時代、同じ社宅に住む同僚 

が云うには、「近く週休二日時代が来る。

東京から 500km 圏内にはウィークエン

ド・ハウスを建てる適地が沢山ある」と。

ウィークエンド・ハウスという言葉が印象

に残ったせいか、新聞広告に蓼科ビレッジ

の現地見学の案内を見つけたので、夫婦揃

って参加することにした。その頃の蓼科ビ

レッジは、十文字平、東十文字平辺りまで

の拡がりであったが、緑山の一画が気に入

った。傾斜地ではあるが．前方に霧ヶ峰の

稜線、右手には唐松林越しに蓼科山が望め

るのである。その頃はまだマイ・カーを持

っていないので．ウィークエンド・ハウス

というよりはサマーハウスと云うべきで

あったが。8 月一杯、家族は蓼科暮らし、

私は、一週間を除いて、金曜日の夜 7 時の

アズサに乗り 10 時ごろ山荘着、日曜日の

夕方に再びアズサに乗って東京に戻ると

いう単身赴任生活を余儀なくされた。1980

年大阪に転勤、蓼科は益々遠い存在になっ

たが、自動車運転をするようになっていた

のは幸いであった。 

 1990 年代半ばに定年退職すると、私も

家族と一緒に夏はたっぷり 40 日位滞在出 

来るようになった。仲間も増え、蓼科会に

も入って蓼科会テニスを立ち上げたのも

その頃である。 

当時の蓼科会の午餐会は、アートランド

ホテル 7 階のレストラン「クリエール」で

行われ、音楽会も引き続いて開催された。

2000 年頃ソプラノの池田京子さんが来演

された時、プッチーニのアリアに聴き入り

ながら、ふと目を窓外にやると蓼科湖が見

える等、これぞ夏のリゾートであると実感

したものである。 

 その頃のアートランドホテルには、マリ

ー・ローランサンの絵が常時展示されてい

て芸術的雰囲気が漂っていたと思う。経営

者が変わり、ホテル名も変ると、ローラン

サンの絵も無くなってしまった。数年前、

甲府の山梨県美術館を訪れた際、ローラン

サンの絵がそっくり展示されており、旧友

に会った思いで嬉しかった。 

 過ぎ去った半世紀に及び蓼科ライフ、私

にとって矢張り古き良き時代でありました。 

平成31年度蓼科区役員

区 長 梅原 浩義様(0266-67-5050) 

        ペンション「レアーズポウ」） 

副区長 山崎 兼一様 

会 計 五味 英彦様 

環境自治会 会 長 内河  上様 

副会長 井出 松二様 

北山駐在所 鈴木 耕造巡査長 

（緊急連絡先 0266-78-2110） 
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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 2019年1月26日（土）12時～ 

場所 メゾンプルミエールアットロビンズ 

（目黒区中目黒1-1-29 ℡03-5724-4122） 

会費 4000円 

アクセス JR・地下鉄日比谷線 

 恵比寿駅西口 徒歩7分 

申込 1月19日（土）までに同封の葉書に

てご返送下さい。 

キャンセルの場合は板倉幸枝 

（℡  03-3449-8901、 

携帯 080-1060-3997） 

へご連絡下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31（2019）年の行事予定 

8 月 3 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 

 

 

 
プルミエール 

アトレ 

JR 恵比寿駅 

 
恵比寿 2 丁目 

 
恵比寿 3 丁目 

蓼科会よりお願い 

１．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。 

２．資料提供のお願い 

10 月 16 日の幹事会報告にありますように、現在蓼科会の歴史を調べており、蓼科

協議会の会報、蓼科会会報、名簿などの資料を集めておりますが、平成 10 年から

13 年の間の蓼科協議会もしくは蓼科会の会報が見つかりません。あるいは発行さ

れていないのかもしれず、会報等をお持ちの方、またはこれらに関しての状況をご

存知の方は是非ご連絡いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。 

連絡先： 113-0033 文京区本郷 1-28-32-903 浅石 弘道 

            電話番号 東京 03-5805-1670 

                蓼科 0266-67-3312 



 

18 

蓼科山山頂の冬景色（2015年～2018年） 
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