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ご 挨 拶 

会長 板倉 敏和

アメリカにトランプ大統領が誕生して以

来、にわかに世界の政治、経済は不透明感

を増し、雲行きが怪しくなってきたことを

お感じになっていらっしゃる方も多いので

はないでしょうか。これはトランプ大統領

が生まれたからというよりは、トランプ大

統領を生むような変化がこの何十年の間に

徐々に生成され、ついにそれが顕在化した

というふうに私は感じています。 

日本ではありがたいことに戦後七十数年、

平和が確保され、豊かな生活を享受するこ

とができました。しかし世界では、この間

も戦争や紛争は絶えず、いろんな形のひず

みが積み重なっていたことに気づかなかっ

ただけかもしれません 

戦後の団塊の世代の一員である私は、平

和と繁栄の日本で 70 年間を過ごすことが

できました。これまでは、それを当然のよ

うに感じ何の疑いも抱きませんでしたが、

近ごろは、ひょっとして自分たちは稀にみ

る幸運な時代に生きることができたラッキ

ーな存在なのではないかとも思えてきまし

た。ぜひとも子や孫の時代までその幸運が

続くことを祈るばかりです。今後とも世界

の動きには目が離せません。 

今年の長い連休中に、聖光寺の桜が満開

となり、見事な様子を見せてくれました。

過去には、まだ蕾が固かったり、葉桜にな

っていたりと、なかなかうまく満開になっ

てくれませんでしたが、今年は最高でした。

聖光寺の桜はこれからもどんどん成長し、

ますます素晴らしい花見スポットになって

いくことでしょう。 

昨夏、脇田会長の後任を仰せつかりまし

た。脇田前会長の下で、規約の改正や、行

事の整理など、難しい問題をきちんと処理

していただきましたので、後任会長として

は、その路線を堅持しつつ、会員の皆様の

ご意見ご要望などもうかがいながら、その

責めを果たして参りたいと考えています。 

かつて長野市に四年間ほど過ごし、信州

は、春夏秋冬どの時期も素晴らしいところ

だと実感しました。もちろん冬は寒いです

が、その寒さも見方によっては良いもので

すし、冬から春への移行時期がまた素晴ら

しい。仕事がある方には難しいかもしれま

せんが、ぜひ春夏秋冬、蓼科を訪れ、それ

ぞれの季節を味わっていただければ幸いで

す。 

八月に皆様とお会いできることを楽しみ

にしています。 
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新入会者の紹介（2019） 

お名前 現住所 山荘所在地 入会の動機、趣味など 

脇田 建 首都圏 蓼科 

・東京にいるときは近くの河でカヤックをし 

います。トレッキングも好きなはずなのです

が、最近はあまり登っていません。蓼科に行く

機会はあまり多くありませんが、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

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、並びに会員の皆様は奮ってご参

加ください。 

 

日時：8月 7日（水）10時から 

場所：銀のポスト 

議題：総会の進め方、夏の行事の再確認、

その他 

２．通常総会開催通知 

 令和元年（2019 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（木） 

   10 時 地元懇談会 

   11 時 第 58 回通常総会 

場所：親湯温泉 1階バンケットホール（椅

子席） 

議題：平成 30年度事業報告及び会計報告、

令和元年度事業計画、その他 

なお、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。

本年度会議等の開催 
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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：4,500 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

に昨年リニューアルしたロビーなどが落

ち着いた佇まいの親湯になりました。 

また、午餐会終了後、温泉にもおはいりい

ただけますので是非ご利用ください。 

帰りのバスは 16:00です。 

※今年度から会費を値上げさせていただ

きました。親湯から大幅な値上げの要請が

あり、諸般を考慮し会費値上げ、蓼科会で

会費一部負担、消費税負担をいたします。 

４．夏の蓼科 講演会 

 今年度の「夏の蓼科講演会」は午餐会の

後、昨年入会された鹿山別荘地の河野徳吉

様からお話を伺います。 

河野様は 90歳を超えるご高齢で、我が国

の発展に尽くされ、現在もいろいろな分野

で活躍されておられます。 

 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（木） 

   14 時〜15 時 

会場：親湯温泉１階バンケットホール 

演題：「私の思い出～戦前から戦後にかけ

ての激変の時代を通して～」 

講師：河野徳吉氏  

申込期限：8 月 1 日 

 

 

 

１．テニス大会 

蓼科での親睦をモットーに 20 年以上続い

ている大会です。 

 初めての方、会員外の方もお気軽にご参

加ください。 

日時 8 月 3 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（水） 

申込先  相澤 090－5751－7371 

     岡森 090－2220－7694 

２．バーベキュー大会 

9 回目のバーベキュー大会になります。 

今年も地元野菜、鹿肉、蓼科牛ステーキ、 

岩魚など沢山の具材を用意致します。 

焼きそば名人も登場しますので、皆様お揃 

親 睦 会 



 

4 

いでご参加下さい。お待ちしております。 

お申込みは、同封の葉書にてお願いいた

します。 

日時  8月7日(水) 17時から（雨天決行） 

場 所 消防会館 駐車場 

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（土）16 時～ 

場所：消防会館 １階  

会費：400 円 

参加人数：40 人ぐらいまで 

申込み：同封の葉書にてお願いいたします。 

４．お別れ会 

日時：8 月 18 日（日）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 

旅行会は例年通り東洋観光（株）主催の

バスツアーに参加させていただきます。今

年の旅行は、上高地と井筒ワイン、五一ワ

インです。 

 上高地の美しい景色と北アルプス展望を

楽しんだ後ワイナリ－を見学いただきます。

上高地には４時間滞在します。ゆっくり自

然を観察しながらの散策が楽しめます。 

 のんびりとお過ごしになりたい方は美味

しいお昼とお喋りなど体調に合わせてお選

びになれます。なお費用、帰りの時間など

は近く決まるとのことです。 

期日：8 月 20 日（火） 

集合：プール平東洋観光前 7 時 10 分 

申し込み・お問い合せは東洋観光 

電話 0266-67-2100（平出様、田中様）へ 

 

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。 
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幹事会報告 

日時 平成31年3月15日（金）13:30〜16:00 

場所 板倉邸 

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道、

板倉敏和、（板倉幸枝、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、脇田建、脇田宏 

議事 

１ 夏の行事予告 

別にそれぞれ記載の通り、夏の行事予定

が決まりました。 

２ 会報の発行に関する件 

浅石幹事より次回会報発行に関する編

集方針が述べられました。協議の結果、お

おむね次の通りとなりました。 

(1) 会長挨拶 （板倉敏和） 

(2) 行事報告 幹事会報告（板倉敏和） 

 新年会報告 （板倉幸枝） 

(3) 行事予告 

 テニス（相澤）、幹事会（板倉敏和）、 

バーベキュー大会（下村）、地元懇談会

（岡森）、総会（板倉）、午餐会（岡森）、 

お蕎麦会（板倉敏和）、旅行会（脇田紀

久子）、お別れ会（岡森） 

(4) エッセイ 下坂秀樹 

(5) 新入会員紹介 脇田建（エッセイを兼

ねて） 

(6) 私の好きなトレッキングコース  

第 2 回 （浅石郁子） 

３ 夏の午餐会の後の講演会 

 講演者はこれから当たることとなった。 

※ 次回幹事会は、本年 8 月 7 日（水）10

時より銀のポストで開催します。 

新年会の報告 

板倉 幸枝 

 1 月 26 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

新年会をいたしました。参加者は 34 名、

大変うれしいことに新入会員の方々が全

員ご参加くださいました。 

 板倉新会長の挨拶、脇田前会長の乾杯、

新入会員の河野様・牧様・濱島様・野中様・

遠藤様に自己紹介をかねて、ひとことお話

しをしていただきました。浅石様の雪の山

や高山植物のスライドも楽しみながらラ

ンチをいただき、お話も弾み、あっという

間の 2 時間でした。 最後にテラスで写真

を撮り、五月の連休や夏の再会のお約束を

して解散致しました。 

夏の蓼科の行事ばかりでなく、新年会に

も皆様是非ご参加くださいませ。
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私の蓼科生活 

下坂 秀樹

１、蓼科との縁  

 中学 2 年生（昭和 32 年）の時に、樽ヶ

沢にあった六千尺ホテルを借り切っての

学校行事、林間学校に参加し蓼科山登山等

をしたのが最初です。(3 年でも参加しまし

た。) 高校 1 年になると、昭和 4 年に開

寮した蓼科牧場に近い高校の「桐陰寮」で

の 1 年生全員参加の伝統行事、夏季学校に

参加しました。当時は寮から全て徒歩で、

牧場から蓼科山、南平弁天神から八子ヶ峰、

白樺湖から車山などに登り、ランプ生活の

寮舎、塩沢堰での食器洗いなど特色ある寮

生活を経験し、昔ながらの桐陰寮生活に惹

かれ 2 年生、3 年生と参加しました。 

一方昭和 40 年前後に、女学校時代から

の友人 Oさんの笹丸平の山荘を何回か訪れ

て、蓼科の冷涼な夏を知った母が昭和 42

年笹丸平に山荘を建てました。43 年には婚

約中だった妻が、母校の講師として蓼科湖

の夏季学校に引率で来るということもあ

りました。 

44 年に結婚して以降は家族で毎年来る

ようになり、子供が幼稚園の年齢になると

一家での蓼科山登山、温泉プールでの水遊

び、冬には蓼科湖でのスケートなど蓼科生

活をエンジョイするようになっていきま

した。当時は下の村からおばさんが野菜や

餅などを大きな籠を担いで売りに来てい

て、瑞々しいトウモロコシやトマトは子供

にも大人気で美味しかったことを懐かし

く思い出します。 

 子供が大きくなったことや私の転勤さ

らに平成になった頃に弟がこの山荘で蕎

麦屋を開業したこと等々があり暫く蓼科

から足が遠のいていましたが、海外勤務か

ら帰国した 54 歳の時に何故か無性に自分

たちの山荘が欲しくなり，縁があった蓼科

で土地を探し、平成 11 年城の平に希望に

沿う眺望の良い土地があったので山荘を

建て現在に至っています。（山荘は海抜

1580ｍ、窓から 2530ｍの蓼科山が眼前に

見えるので「蓼臨荘」と名付けました。「蓼

臨荘」の扁額は蓼科が大好きだった母が揮

毫しましたが、これを山荘に届けに来てく

れた直後に亡くなり最後の作品になりま

した。） 

縁といえば、昭和 38 年大学の体育科目

で選択したスケートの授業で、ホテル滝の

湯に宿泊し蓼科湖でスケートを習いまし

た。(結氷しない今では考えられません

が。) 45 年には社員旅行で当時開業の蓼

科観光ホテルに宿泊、46 年には会社の組合

の夏季キャンプを桜ケ丘で行いました。振

り返ってみると当時は蓼科が今より観光

地として盛えていた時代だったとつくづ

く感じます。 

２、蓼科の生活 

山荘を建ててから 20 年、年末年始、連

休、8 月の夏休み、それに加えて時には週

末と年間50日から 60日くらいを城の平で

会員からの寄稿 
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過ごしています。 

 春夏秋冬来ますが、正月は諏訪大社の初

詣やスキー、連休には山里の桜と山菜、初

夏はズミ、レンゲツツジ、ニッコウキスゲ

等の花、夏は子供、孫たちも来て賑やかに

なり、蓼科会の諸行事参加、ベランダでの

バーベキュー、蓼科山登山、昔仲間が来て

霧ヶ峰トラックでの陸上競技合宿、秋は霧

ヶ峰の薄や紅葉巡り、年間を通して温泉・

レストラン・美術館巡り、コンサート、講

演会、友人たちとの交流、野鳥への餌やり

と観察、蓼科を拠点に長野県内・新潟・岐

阜方面へのドライブ等々季節毎の山荘生

活を楽しんでおりますが、いつ来ても毎回

新しい発見や出会いがあり、東京の生活を

忘れて非日常を楽しみ、リフレッシュする

ことができるように思います。 

 また祭や歴史も大好きなので、御柱祭り

には氏子の気分で里曳きに参加し、折々の

諏訪大社詣で、博物館見学などを通じて縄

文時代、古墳時代からの古い歴史がある諏

訪に興味が沸いてきたので、これらに関す

る歴史書、さらには山や田舎暮らしなどの

本が豊富な茅野駅前の今井書店などで本

を探しておき、冬には薪ストーブの前で、

夏には風に当たりながらベランダで読書

するというのも蓼科ならではの過ごし方

です。 

また当地独特の食材を使っての料理や

店での食事もエンジョイしています。クッ

キングはベターホーム教室に 3 年間通い、

難しくない料理なら少しは作りますので、

コープや自由農園で新鮮な材料を調達、そ

れらを料理して地元のビールや銘酒と共

に食べるのも一興です。ウナギ，鯉などの

川魚料理、馬刺し、鹿肉、春の山菜、新鮮

な野菜類、野沢菜等の漬物なども蓼科で楽

しめるローカル色豊かな味です。 

蓼科会の皆さんとの交流はもちろんで

すが、当地に住んでいる友人に会うのも楽

しみの一つです。東京から移住したペンシ

ョン経営者、ストーブハウスから独立した

雑貨店オーナー、画家で野鳥観察家等の皆

さんから新鮮で住人ならではの情報を頂

いたり山の知識などを教えていただいた

りと、とても役に立っています。 

体を使う方では、天気が良ければ 1 時間

程度のウォーキング (山荘から上下それ

ぞれに 2～3 ルートあります。) 、薪スト

ーブの薪作り、横の崖への周遊路作り、熊

笹を刈って庭作りなども山暮らしの楽し

みです。夏には裏の林に孫とテント泊りを

して自然の一端を体感させたりします。時

には親湯・大滝までの滝の湯川下り、八子

ヶ峰縦走、車で出向いて横谷峡歩き、横岳、

大河原峠から双子池、縞枯山、白駒池から

高見石、車山、蝶々深山、入笠山などへの

散策も季節、コース毎に変化があって楽し

めます。中でも蓼科山には体力のバロメー

タ－の意味もあって家族と毎年登ってお

り今夏で 35 回目になりますが、できれば

50 回登山を達成したいと日頃の体力維持

に努めています。 

ドライブは蓼科からだと行ける範囲が

ぐんと広がります。善光寺から戸隠神社、

小布施から松代城址、佐久から小海線沿線

巡り、安曇野と碌山美術館、大町から糸魚

川、奈良井宿から開田高原、高遠から大鹿

村、飛騨の高山、砺波のチューリップ等々

季節ごとに楽しめ、レストラン、ピクニッ
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ク、美術館、神社仏閣，城址、温泉などと

の組み合わせを工夫すると面白さも倍加

します。 

ドライブ、散策には双眼鏡を携行するの

ですが、以前蓼科会のバス旅行で上高地に

行った時に W夫人に双眼鏡をお貸ししたこ

とがきっかけで話が弾み蓼科会に入会さ

せていただくことになったこと等もあり

双眼鏡、歩数計、高度計付腕時計は私の必

携蓼科グッズです。 

蓼科生活の独特の雰囲気に刺激を受け

たのでしょうか、東京では日記をつけたこ

とがないのですが、蓼科では山荘生活スタ

ート以来、来蓼の折には毎日簡単な日記を

つけており、その日の出来事、食事、天候、

温度・湿度・気圧等を記録しています。加

えて昨年夏からは日記風自己流俳句を作

り始めました。蓼科に来ると“非日常”の

スイッチが入るようです。 

３、これからのこと 

 以上のような次第で蓼科は第二のふる

さとのような存在ですので、健康に気をつ

けてこれからも二人揃って来られるよう

にと願っていますが、蓼科、特に城の平で

は車がないと大変不便ですので、安全運転、

運転免許の維持・更新に気を配ってまいり

たいと思います。山荘の周囲の木々が大き

くなり、樹木の手入れや台風被害なども心

配の種です。今のところ子供、孫も蓼臨荘

によく来ていますが、孫は受験や部活等で

日程が合わないことも多くなり、これから

は我々の年齢も考えて、山荘の生活スタイ

ルの見直しや相続のことなどもそろそろ

検討する時期に来ているかと思っていま

す。 

昔に比べてプール平などに見られるよ

うに蓼科が少し寂しくなったと感じてい

ますが、最近は地元の方々も新たな魅力作

り、情報発信に取り組んでおられるようで

すので、新しい時代に対応し若者をもっと

惹きつけるような蓼科に進化していくこ

とを期待しています。  

 中学生時代からお世話になった蓼科で

すので少しでも貢献をと考え、僅かですが

立科町へふるさと寄付をしています。（活

用希望は「蓼科山」や「蓼科の水」に関す

ること、です。） 

 これからも蓼科が山上の別世界として，

自然が豊かに保たれ、静かに栄えて行くこ

とを、また足の確保など高年齢層にも生活

しやすい環境整備が進むことを願ってい

ます。 

(書いてみて平凡で特長のない蓼科生活だ

ということがよく分かりました、拙文に

お付き合いいただきありがとうござい

ました。) 

会報から眺めた蓼科 

新入会員 脇田 建

さてどうしよう困った。「次回の会員エ

ッセイは新入会された脇田建さんがいい

でしょう」という運びとなったのは、前回

の幹事会でのことでした。平成 27年当時、

幹事代表をしていた父より、ホームページ

の新規開設を頼まれたことをきっかけに、
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すこしばかり会のお手伝いをさせていた

だいておりました。順序があべこべです

が、しばらく前から幹事となり、ようやく

このほど新入会させていただきました。今

後とも、よろしくお願いします。 

蓼科にはたくさんの思い出があります。

二つ下の妹とともに両親に連れられ遊ん

だ子供時代。友人とやってきてドライブし

たこと。週末にオートバイでひっそりと訪

れ、執筆していたこと。ただ、最近はなか

なかゆっくりと滞在できず、歯痒い思いを

しております。経験が足りないもの、これ

といって面白い話のネタもあまりありま

せん。困った、困った。 

ところで先輩方はどんなことを書かれ

たのだろう。そんなときに便利なのがホー

ムページです。ホームページについては会

報の平成 27年冬号で案内があり、次の号

から巻頭にアドレスが掲載されています。

当初は、インターネットで検索してもよそ

のページが表示され不便でした。それで

も、記事数とアクセスが増すにつれて、検

索の順位も上がりました。喜ばしいことに

今では検索すれば当会のページがすぐに

見つかります。 

過去の会報を探すには、ホームページを

開き、右の方のメニューから会報を選択し

ます。これで会報が新しいもの順に一覧さ

れます。平成 11年夏号から、最新号まで

30 以上の会報があります。これを古い順に

ひとつひとつ眺めてみたのですが、これが

とても面白いです。最近のものは折にふれ

読んでいたのですが、古い会報には初めて

目にするものも多かったです。（ホームペ

ージに掲載するだけで、目を通していませ

んでした。もったいないことをしていまし

た。） 

平成 11年夏号の板倉勝宏会長の挨拶

は、アジア金融恐慌の見通しから始まりま

す。会報をまとめて読むと、海外や都会を

離れた別荘暮しにもその時代の世相が映

し出されていて興味深いです。歴代の会長

が震災、気象災害、温暖化に触れているの

は会員のみなさんの不安を反映してのこ

となのだろうと思います。また、重大事件

が取り上げられることもありました。今、

読んでいてびっくりするのはオウム真理

教が白樺湖に拠点を移す動きを警察が封

じたこと、そして、ほかの新興宗教の動き

に注意を喚起する内容です（平成 12年正

月通信）。一方では、平成 14年正月通信

の関谷全会長の挨拶は愛子さまご誕生と

いう明るいニュースを伝えています。 

歴代の会長がもっとも知恵をしぼられ

たのは、蓼科に活気を取り戻すことだった

ようです。平成 14年夏季通信では、若い

人々を引きつけるための講座や催し物と

して八ヶ岳登山、天文教室、旧石器展など

を紹介し、平成 16年正月通信では安全な

山歩き、歴史スポットの探訪、工芸体験な

どが提案されていました。ここで提案され

た企画のいくつかはその後、具体化してい

きます。 

この当時の会報が伝える「若い人」がど

の世代のどの年代を指すのか明らかでは

ないのですが、平成 16年夏通信に原子炉

物理学者であった関谷会長が御柱祭の熱

気に触れて、書かれた学生気質には言葉が

出ません。原子力研究所を訪れた見学の学

生の一人が感極まり数十メートルの煙突
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の上で逆立ちをして見せたのだそうです。

（ぼくらを新人類と呼んだ世代はそんな

宇宙人を輩出していたのか） 

山中厚弘氏の蓼科高原昔ばなしは、元気

一杯な学生以外にも、さまざまな事情で蓼

科に滞在した人々のことを記述していま

す。戦前の病気療養、小学校の保養訓練（林

間学校か？）、戦中の疎開（だけど、大本

営が松代に移るからかえって危ないと止

められたという逸話も）、戦後の食糧確保、

（おそらく娯楽が少なかった時代の）大学

生の憩いなどなど。 

戦後の蓼科での話は母からも聞くこと

があるのですが、今の様子とまったく異な

り想像することが難しいです。たとえば旧

制高校生が地元の高校生と連れだって、諸

方を登山する話を紹介しています（平成 24

年夏通信）。注目すべき点は彼らの驚異的

な足腰です。蓼科から白樺湖を経て車山ま

で 3時間程度だったそうです。もちろん、

徒歩で！母も坪庭を一日に二往復した話

をするのですが、当時の若者は天狗だった

のでしょうか？車道がなく、木が茂ってお

らず、今とはまったく異なる地形で、どこ

からでも目標とする山が見えていた安心

感もあったのかもしれませんが、昔の人の

気力と体力には脱帽します。 

昔の蓼科の見晴しがよかったこと、乾燥

していたこと、寒かったことは多くの人々

が書いています。平成 23年正月通信に父

が書いているのは以下のとおりです。「山

荘の風呂からは霧ヶ峰に沈む真っ赤な夕

日を眺めました。縁側に立つと八ヶ岳連峰

はもとより、遠く南北アルプスまでを望む

ことができました。」。ワンゲルだった父

の書いたことに間違いはないでしょうが、

別荘から北アルプスまで見通せたとは。で

も、このことは、同じ山荘の鴨居を飾った

伯父のスケッチを見た私の記憶とも符合

します。それでも、すでに森に囲まれてい

た山荘でそのスケッチを眺めた幼い私は

混乱しました。そして、今でもその混乱を

引き摺っています。 

 

過去の会報を通して、多くを学びまし

た。興味深かったのは平成 19年正月通信

から連載が始まる真樹規夫氏の「蓼科こぼ

れ話」に出てくる「どこが本当の蓼科なの

か」でした。今でこそ、隣の立科はすこし

怪しく、こちらこそが蓼科だと威張ってい

ますが、その根拠はかなり危ういことがわ

かります。佐久の三村合併で当初は蓼科村

ができるはずだったのが、蓼は当用漢字に

ないという理由で、彼らが立科村を選んだ

のだそうです。また、オオクニヌシに連な

る諏訪の神に楔を打つ目的でヤマトの神

を祭っている蓼科神社という神々の緊張

関係など神代の時代に遡る論考がなされ

ています。さらに平成 19年夏通信には、

本来、男神だった蓼科山が「女の神山の蓼

科」と紹介されてから、蓼科周辺にはビー

ナスライン、女神湖と女性的な名前が産ま

れたことも知りませんでした。てっきりビ

ーナスラインは縄文のビーナスに由来す 
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るものと思っていました。 

ホームページの会報のページには簡単

な目次をつけてあります。「あの記事は会

報のどの冊子に出ていたのだっけ」という

ときは、ホームページの検索機能が便利で

す。たとえば「こぼれ」で検索すると平成

19年正月通信から始まる真崎規夫氏の蓼

科こぼれ話の連載が見つかります。また

「戦前」で検索すれば蓼科の戦前の様子を

伝える記事を収録する会報を一覧できま

す。 

時代とともに会報も少しずつ変化して

きました。当初は白黒印刷で、ほとんどが

文字でしたが平成 19年正月通信の巻頭に

写真が掲載されました。デジカメが普及し

てきたのかもしれませんね。平成 24年正

月通信には巻頭だけですがカラー印刷に

なり、平成 26年正月通信からはフルカラ

ー印刷で多くのカラー写真が掲載される

ようになりました。 

美しい写真はホームページにも掲載し

てあります。ホームページのメニューから

アルバムを選択してご覧下さい。数は少な

いですがいくつか御柱祭のビデオもご覧

いただけます。全体的に山とお祭の写真が

ほとんどです。風景、木々や花、生き物、

昔の別荘暮しを彷彿させる道具なども面

白いと思います。よい写真が撮れました

ら、ご連絡いただけましたら掲載します。

ホームページ担当へは、ホームページのメ

ニューから会員便りのご送付からご連絡

いただけますので、よろしくお願いしま

す。その他、ホームページへのご要望、お

困りの点がございましたら、同じくご相談

下さい。 

さいごに会員のみなさまにひとつ小さ

なお願いごとがあります。別荘を訪れるご

友人の方々にホームページを宣伝してい

ただけませんでしょうか。遠方に住まわれ

ていて会報を目にする機会の少ないご家

族にも宣伝していただけると嬉しいです。

さきほども申しあげましたが、ホームペー

ジは蓼科会で検索すればすぐに開けます。

小さなきっかけで蓼科を訪れて下さった

方々が、ここが単に美しい温泉場であるだ

けでなく、縄文文化を色濃く残し(平成 19

年夏通信)、中央構造線の端に位置するブ

ラタモリ的に面白い土地柄で（平成 18年

夏通信）、長野県歌の「信濃の国は十州に

境連ぬる国にして」と唄われる本州の要衝

であることに気づき、蓼科をさらに深く理

解してくだされば幸いです。 

なかなか、蓼科でお目にかかる機会が多

くないのですが、できる範囲で蓼科会を盛

り上げたいと思います。今後ともよろしく

お願いいたします。 

最後に、この記事を書き終える段になっ

て気づいたのですが、スマホでホームペー

ジを眺めると、メニューや検索窓がわかり

にくいようです。パソコンの画面にはメニ

ューと書かれているのですが、スマホでは

その表記がありません。ホームページの右

上の方にある三本線がメニューです。そこ

をさわると紹介、アルバム、会報などの項

目が見えます。検索はさらにわかりにくい

です。ホームページから、なんでもいいの

ですが適当な記事の標題を開いていただ

き、その記事の一番下の方を表示すると検

索窓が見えると思います。 
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コロボックル（車山肩）から男女倉山（ゼブラ山）、八島湿原、蝶々深山 

浅石 弘道・郁子 

 このコースはおよそ 3 時間半から 4 時間

ほどですが、体力に応じてさまざまなコー

スを選択でき、何より北アルプスをはじめ

360 度の展望を楽しめ、季節ごとにさまざ

まな花々を愛でることもできるのが魅力で

す。 

 コースの核心は車山乗越から八島湿原鎌

ヶ池キャンプ場手前の公衆トイレまでの中

央分水嶺です。コロボックルヒュッテから

入るのが一般的ですが、体力に自信のある 

方は大門峠の急な防火帯を登って、楽をし

たい方は車山高原スキー場からリフトを乗

り継いで車山乗越へ。そこから中央分水嶺

の表示に従って北へ 10 分ほど緩やかに登

り、殿城山への分岐を西に向かうと北アル

プスの槍ヶ岳、穂高岳から御嶽山、中央ア

ルプス、南アルプス北部の展望が開けます。

背後には蓼科山から八ヶ岳、北東には浅間

山から荒船山。およそ 30 分で山彦谷の南の

耳（1838ｍ）。一旦わずかに下って登り返す

と北の耳（1829ｍ）。頂からの眺めを満喫し

私の好きなトレッキングコース 

 



 

13 

たら北へ下って姫木平への分岐を西へ。お

よそ２０分でゼブラ山（1776ｍ）。八島湿原

から車山、霧ヶ峰のほぼ全貌を望めます。

この辺りで一休みしては如何でしょう。今

回私たちは 6 月中旬に歩きましたが、アル

プスには残雪が、足元には黄色のキジムシ

ロ、キンポウゲ、可憐なスミレ。レンゲツ

ツジとコバイケイソウは咲き始めたばかり、

小梨は満開でした。 

 鎌ヶ池キャンプ場手前の分岐まで約 20

分。ここから八島湿原を巡りヒュッテ御射

山、沢渡経由でコロボックルに戻るか、南

東に進み物見岩、蝶々深山を越して戻るか

の選択になります。距離は前者のほうが長

いのですが、時間はどちらも２時間半ほど。

後者は蝶々深山まで登りが続きます。高原

植物の花の季節には八島湿原が、秋は物見

岩までのススキの群落が見事です。 

 分岐から物見岩にむけて進むとすぐに湿

原に流れ込む小さな流れを渡ります。 

白い小さな花をつけた一輪草が群れていま

した。やがてジグザグの登りが続き湿原の

向こうの鷲ヶ峰越しに穂高連峰、槍、常念、

横通岳などがずらりと並ぶ。カラマツや

木々の若葉が目に優しい。30 分余りで物見

岩。若いときはこの岩によく登って楽しん

だ。歩いてきたコースを眺めながら一休み。

行く手に蝶々深山が丘のように見える。車

山のレーダードームも近くなった。山頂か

らは夏山に衣替えした蓼科山、ゴールのコ

ロボックルも望める。あと 1 時間。 

 前述の通りこのコースからさらにいろい

ろなバリエーションが楽しめます。中央分

水嶺は八島湿原から鷲ヶ峰、旧和田峠、三

峰、鉢伏山へと伸びています。 

日帰りは無理ですが、和田峠からは扉峠、

茶臼山経由美ヶ原へと向かえます。 

沢渡からは霧ヶ峰のグライダー滑走路、自

然植物園経由でコロボックルに戻るルート

もあります。皆様の気力、体力、趣味嗜好

などに合わせて楽しんでいただければと存

じます。 

 

・６月１３日のコースタイム（参考） 

コロボックルヒュッテ    :10:15 

山彦谷 南の耳     : 11:20 

山彦谷 北の耳     : 11:45 

ゼブラ山手前      : 昼食 

ゼブラ山        : 12:40 

キャンプ場手前     : 13:00 

(小・中学校生集団登山通過待ち) 

物見岩         : 13:50 

蝶々深山         14:25 

コロボックルヒュッテ  : 15:00 

＊ 装備（春～秋）

・小型ザック(30Ｌ)  

・霧ヶ峰は日影があまりないので帽子、

バンダナなど紫外線除けは必携 

・トレッキングシューズ （雪がなけ
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ればスニーカーでも可） 

・レインウエアー 

・手袋 

・水 

・テルモス 

・行動食 

・サングラス 

・ストック 

・時計（スマートフォン） 

・地図  

       

こぼれ話 

1．本年の珍らしい気象現象 “環水平アーク” 

 

2．蓼科区のホームページ 

標記ホームページにいろいろ有用な情報が掲載されています。ＵＲＬは下記の通りです。 

http://tateshina-ku.com/page-572/ 

 

 

 

 

 

令和元（2019）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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