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ご 挨 拶 

会長 板倉 敏和

平成から令和に代わって初めての夏も

あっという間に終わり、会員の皆様にはい

かがお過ごしでしょうか。 

過日行われた即位礼正殿の儀を拝見し、

新しい時代が始まるのだなという感慨を

深くされた方も多かったのではないでし

ょうか。11 月 10 日、まさに日本晴れの  

好天の中で行われた両陛下のパレードを

見ながら、日本という国の来し方行く末に

思いを馳せたのは私だけではないと思い

ます。 

一方で今年は、風と雨による自然災害 

や首里城消失という大火災に日本全土が

苦しめられた年でもあります。首里城が

炎上するのを呆然と眺める沖縄の人たち

の様子や床上浸水した家屋の泥を懸命に

掻き出す被災者の様子をテレビで見て、

そのつらさ、無念さを思い、心が締め付け

られるような気持ちになりました。毎年

リンゴを購入していた長野市内のリンゴ

農家は、浸水のため廃業を考えていると

の悲しい知らせも届きました。 

蓼科地方でも停電などはあったものの、

これまでの所は他の地域ほどの被害は出

ていないようですが、近年はどこで大災

害が起こるかわかりませんので警戒は怠

らないようにしたいものです。 

新年を迎えるにあたり、会員の皆様の

ご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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 

狩野 聰美 首都圏 蓼科  

かれこれ 60 年位前から四季折々蓼科の自  

然を愛し、母親が別荘で倒れ諏訪中央病院で、

10 年間お世話になり、東京から移住しておりま

した。年令と共に冬期は耐えられなくなり、最

近は夏期だけ半年位蓼科に移住し、クラフト工

芸、フエルト制作などに励み友人ギャラリーな

どで展示販売をしております。  

野呂 研次 首都圏 鹿山 

学生時代から叔父の山荘に時々来ていました。

生まれ故郷の十勝の自然（気候）・人が似ている

蓼科が大好きです。よろしくお願い致します。 
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田中 昭子 大阪府 鹿山 

私にとって蓼科の魅力は“緑の森”と“図書

館”です。夏の暑い季節二カ月半を山荘で過ご

しています。その間リハビリを兼ねて毎日図書

館に通い図鑑の中の名画を楽しみます。私は今

年 91 才ですが旅行が好きで昨年からは“タイの

プーケット島”“イスラエル”に行きました。蓼

科会での“旅行会”を楽しみにしています。今後

ともよろしくお願いいたします。 

石川 聖子 首都圏 鹿山 

夏の蓼科に来て 48 年になります。この度講

演会にお誘いを受け、又「会報」を拝見しますま

す蓼科に魅せられました。山の自然の声に耳を

傾け、良きお交りを通して人から学び、豊かな

余生を送りたいと思っております。 

武井 光子 首都圏 鹿山 

牧さんの勧めと蓼科会に高校の先輩がいらっ

しゃると聞き入会することにいたしました。蓼

科会には魅力のある人生の先輩たちが沢山いら

っしゃるとのこと、これから皆さまとお話をす

る機会ができるので楽しみです。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

8月7日幹事会 

日時 令和元年 8 月 7 日 10:00～12:00 

会場 銀のポスト 

出席者 （敬称略）浅石郁子、浅石弘道、

板倉幸枝、板倉敏和、稲留景子、岡森しの

ぶ、小澤文穂、川邉裕子、下坂秀樹、下村

ひろ子、下村芳正、脇田紀久子、脇田宏 

議事 

・夏の行事の確認を行った。 

・監事（川邉裕子氏、森 参治氏）から辞 

任の申し出があり、後任の候補として、 

井川良子氏及び稲留景子氏を総会に推

挙することを決定。 

・会員の移動として、5 名の入会、2 名の

退会を報告。新入会員には、会の規約が

載った会報を送付することを決定。 

・次の幹事会を10月15日13:30から品川 

区内の板倉宅で開催することを決定。 

総会・幹事会などの報告 
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第 59 回通常総会 

日時 令和元年 8 月 8 日 11:00～15:00 

会場 ホテル親湯 

総会議事 

・まず会員数 162 名（前年同期比 3 人増）

のうち、出席者 17 名、委任状 73 名、

合計 90 であり、総数の三分の一を超え

ているので定足数に達している旨報告

があった。 

・会計担当の岡森幹事から平成 30 年度の

会計報告が、川邉監事からこれについて

の監査報告があり、異議なく了承された。 

・監事お二人の辞任に伴い、後任として、

井川良子さん及び稲留景子さんが選任

された。

8 月 8 日地元懇談会 

 

日時 令和元年 8 月 8 日 10:00～11:00 

会場 ホテル親湯 

出席者 地元の梅原区長さん（ペンション

「レアズボウ」）他役員の皆さん及び東洋

観光事業株式会社から鶴川さんが出席し

てくださった。幹事の不手際で連絡が遅れ

た駐在所の鈴木さんは、先約があって不参

加となった。 

梅原区長さんからは、蓼科に道の駅を作

ろうという話があること、湖畔のトイレは

キャパシティを超えているので、下水道を

伸ばし、来春までに新築を予定しているこ

と、ログハウスの観光案内所設置など、賑

わいを蓼科にということで頑張っている

旨説明があった。東洋観光事業の鶴川さ 

んからは、シイタケ原木の無償配布、台   

 

風による倒木で停電したので電線がある

ところで倒木する危険があるものは伐採

を進める旨、シカが増えているので捕獲 

に努力していること、蓼科湖レジャーラン

ドにゴーカートを復活したことなどの報

告があった。 

続いて鶴川さんが副会長を務める観光

協会では、6 月から週一回、信州ヴィーナ

スライン輝く道づくりとして地元や建設

関係者が協力し、ボランティアで草刈りを

進めたことなどの紹介があった。また、毎

年ゴールデンウイーク明けに北山地区の

合同要望会を県、市に対して行っている旨、

説明があった。道の駅は秋に申請すること

を考えていることも報告された。参加者か

ら、昨年の懇談会で話題に出た、犬の騒音
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問題を円満に解決していただいたことに

対してお礼の言葉があり、ホテルの目隠し

で景色が楽しめないという問題や、笹丸平

の道路補修、湧き水（女神水）の水質の問

題などが提起された。（後日調べたところ

では県市とも湧き水の水質検査はやって

おらず、依頼すれば有償ではあるが保健所

で対応してくれるとのことであった。） 

午餐会 

板倉 幸枝

 地元懇談会・総会に引き続き、親湯で

午餐会が開かれ、42 名もの方々が参加さ

れました。飲み物はセルフサービスでした

が、地元の旬の野菜を使ったお料理、そし

て最後に特製のカレーを頂きました。お話

もはずみ、楽しい時間でございました。 

講演会 

午餐会後、昨年新入会していただいた

鹿山の河野徳吉先生の講演会を開催しま

した。先生の波乱万丈の人生についての

講演内容は、この会報の後のページに載

っていますので、ご覧下さい。会場側か 

ら 15 時までときつく言われていた関係

上、河野先生には十分にお話しいただく

時間が取れず大変失礼しました。この場

を借りてお詫びいたします。

10 月 15日 幹事会

日時 令和元年 10 月 15 日 

 午後 1：30～ 

会場 板倉自宅 

出席者 （敬称略）浅石郁子、浅石弘道、

板倉幸枝、板倉敏和、下坂秀樹、下村ひ

ろ子、下村芳正、脇田紀久子、脇田宏 

検討事項 

1 入退会者の確認 

2 会報の内容確認 

3 令和 2 年度の日程について 

 来年は 8 月 8 日が土曜日となるため、

総会を例年より 1 日前倒しして、7 日

（金曜日）とする方向で会場を手配する

ことになった。 

4 令和 2 年の講演会講師候補者について

意見交換、具体的には来春の幹事会で決定 

5 新年会について確認 

 令和 2 年 1 月 25 日（土）12;00～ 

 於 メゾン・プルミエール・アット・ロ

ビンス（元年と同じ会場） 

6 次回幹事会 

 令和 2 年 3 月 17 日午後 1 時 30 分～ 

 於 板倉自宅 
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テニス大会 

 相澤 良枝 

 

  今年も 8 月 4 日（土）プール平にて、

参加者 17 名とテニス大会の矢野会長の

総勢 18 名でテニス大会を開催いたしま

した。不安定な天候の中、午前中のスケ

ジュールはこなせましたが、昼食後は雨

に降られ午後は中止となりました。 雨の

中、板倉会長からの差し入れの西瓜を頂

き、流れ解散となりました。 

20 年余り続いている大会ですが、過去

に雨天中止は 1 回しかなく比較的お天気

には恵まれています。 今年は、時間は短

くなってしまいましたが、テニスを通じ

て親睦を深められたことと思います。  

また来年お会いしましょう。晴天を願い

つつ…。

バーベキュー大会 

下村 ひろ子

第 9 回バーベキュー大会は、好天の中

8 月 7 日 17 時より消防会館駐車場で開催

されました。 

今年も鹿肉は篠原様、地元野菜は苗の

植え付けから収穫まで島立様、お二人に

大変お世話になりました。 

東洋観光（株）様には、岩魚、カルビ

肉、豚肉、鶏肉、ベーコン、ソーセージ

など沢山の差し入れを頂きました。そし

てテーブルや椅子のセッティングを手伝

っていただきバーベキューの火の準備と

炭火の調整もしていただきました。 

参加者 56 名（子供 2 名含）で、過去

最高の人数でした。 

毎年好評のサーロインステーキは、

【（株）帰って来た蓼科】の蓼科を盛り上

げるという企画に賛同し、今年は蓼科牛

を扱っている蓼科湖畔の「いっとう」さ

んにお願いしました。皆様に「やわらか

いお肉ね」「とても美味しかった」などと

親 睦 会 
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言っていただき、バーベキュー担当一同

ホッと致しました。 

焼きそば名人の藤川さんには、今年も

材料の買い出し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。

 

メインのサーロインステーキは、お一

人ずつお好みの焼き加減で焼いていただ

き皆様に喜ばれました。その他キュウリ

の串刺し、なすの漬物、枝豆、トウモロ

コシ、トマト、ナス、ピーマンもあり田

楽味噌も好評でした。そしてデザート 

は、冷たい冷たいスイカ！とても甘かっ

たです。 

後になりましたが、食材の下準備、会

場のテーブルや椅子などのセッティン 

グ、片付けをお手伝いくださった方々に

お礼を申し上げます。 

東洋観光（株）様には、ゴミの片付け

もしていただきました。毎回ご協力くだ

さり感謝申し上げます。 

 

お蕎麦会 

板倉 幸枝 

 

8 月 10 日（土）、16 時からプール平の

消防会館で、お蕎麦会をいたしました。 

40 名以上の方が参加されました。 

蓼科周辺のそば粉で打った二八蕎麦で、

皆様に２～３回はまわったと思うのです

が、十分味わっていただけたでしょう

か。大勢お集まりくださりありがとうご

ざいました。 
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お別れ会 

（8 月 18 日 銀のポストにて） 

 

蓼科会旅行会 

下村 芳正 

 あっ晴れてる。昨日までの雨予報と打

って変わって… 

東洋観光さんの旅行会「上高地散策と

塩尻ワイナリーの旅」に参加しました。

（蓼科 22 名 四季の森 15 名） 

プール平を 7 時 10 分に出発、四季の

森を経由して一路上高地へ！ 

途中の諏訪サービスエリア、新島々を

通り過ぎても、まだまだ青空が覗いてい

ると思いきや、風穴の里、釜トンネルを

過ぎたあたりからポツポツと雨が～。 

大正池からハイク組が途中下車した

途端に何と土砂降りの雨が。それでも写

真を撮りながら田代橋、ウエンストン碑

を経由して一路「ルミエスタホテル」に

向かうが雨は容赦なく降り続き止みそう

にない。やっとの思いでホテルに到着。

ホテルの美味しいランチをいただき、降

り続く大雨の中、河童橋を渡りバスター

ミナルへ。その後塩尻のワイナリーに向か

う車中で焼岳が雲間に現れ皆で感激、下山

するに従い小雨になり五一ワイナリー、
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井筒ワイナリーに着いた頃には雨がすっ

かり止み、ワイン、ぶどうジュースを試

飲して帰路に着きました。 

何回も上高地に行きましたが雨に煙

った大正池、河童橋はあまり見ることが

大正池 

出来ない何とも言えない趣のある景色を

楽しませていただきました。雨の上高地

も良いものでした。  

最後に東洋観光さんのご配慮に感謝

いたします。 

河童橋 

2019 蓼科夏の講演会 

「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」 

河野 徳吉 

私の生い立ち 

私の父は陸軍軍人でした。乃木将軍の

幕僚を勤め、陸軍大学校長になりました。

母は河野水軍の流れをくみ、徳川幕府で

は海防担当の旗本の家系を嗣いでいます。

このような両親の下、大正 15 年に生を

うけました。欧州駐在武官となった父に

連れられ 1 才から 3 才まではローザンヌ

で過ごしましたが、現在の TBS の真正面

にあった生家の赤坂が私の故郷です。遊

び仲間は大使館の子供たちが多く、私は

ガキ大将として彼らを大分いじめました。

公家の家も多く、礼節を通して文化を学

びました。 

赤坂小学校、府立一中を出ますと、時

代は戦争に向かっていきます。親達の勧

めもあり、理系に進み、当時出来たばか

りで後に慶應義塾の工学部となる藤原工

業大学の電子物理を出て、国際電気通信

研究所に採用され、当時の最先端技術マ
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イクロ波の研究にあたりました。やがて

戦争が始まり学徒出陣となります。海軍

軍事研究所で通信傍受や暗号解読に携わ

りましたが、海軍戦略本部と沖縄軍司令

部との無線回線構築の命を受け、海防艦

で沖縄に向かいました。この艦が沖縄を

目前にして撃沈され二百数十人が戦死し

たのですが、生き残り 3 人の一人となり、

4 日間漂流した後、紀伊半島で漁船に救

出されました。その後、静岡県新居宿の

基地で対グラマンの掃射を行い 8 月 15

日を迎えます。しかし私は抵抗を続け、

10 月 28 日に米軍の捕虜となりました。

当然銃殺になるところだったのですが、

米軍将校となっていた、かつて一緒に遊

んだ赤坂中野町小学校の米国人の級友が

飛んで来てくれ、これまた九死に一生を

得ました。 

 

戦後の激動と二足のわらじ 

焼け野原の中から全く新しい戦後の

復興が始まりました。私はまだ二十歳に

なったばかりです。様々な思い、迷いの

中から二足のわらじを履いた私の人生が

スタートします。とりあえずは電電公社

の研究所に復員しました。丁度米国では

ゲルマニウムの研究からトランジスター

が発明され、電子技術の爆発的な発展が

始まりました。その真っ只中のベル研究

所に送り込まれました。焼け野原の敗戦

国日本がこれに追いつき、やがて本国を

凌駕して技術立国を果たすことになりま

すが、そのような日が来ることを夢見て

夢中で情報の収集にあたりました。日本

に帰ってからも、日比谷のアメリカ文化

センターを中心に文献の調査に邁進しま

すと、やがて図書館情報学の魅力に取り

憑かれます。折から日本は文化立国を目

指し、国立国会図書館の設立が議決され

様々な準備が始まります。その中心とな

られた先生方との交流が始まり、国家資

格となった図書館司書の第 1 期生の取得

者となりました。 

藤原銀次郎さんは戦前の巨大産業王子

製紙の社長で、三井財閥の総師となり、

戦中は軍需大臣、商工大臣を勤めたこと

から A 級戦犯を指名されます。藤原さん

は父と親しく私も幼少の頃から可愛がっ

てもらいました。彼が創った藤原工業大

学に進んだのもその縁です。このような

素晴らしい方を殺してはならないと

GHQ と掛け合い、和解に持ち込むこと

ができましたが、王子製紙は解体されま

した。日本の紙の文化を残したいという

藤原さんの悲願を受けて設立されたのが

現在の紙の博物館です。この設立のため

の GHQ との折衝は困難を極め、成田潔

英先生と共に、公職追放で動けない藤原

さんに代わって駆け出しの私が存分の活

躍をすることが出来ました。 

激動の時代に入った電子物理の魅力

と図書館情報から紙の文化の魅力に取り

憑かれた私を見て、慶應義塾の文学部へ

の再入学を勧めてくれたのも藤原さんで

す。図書館学科に所属し、折から国会図

書館の開設に向け日本の図書館学の構築

が進む時期で、存分の勉学ができました

が、ここで文学部教授永井荷風に出会い、

その奥の深い巨人の魅力に触れました。

荷風というと全財産を入れ常に持ち歩い
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たボストンバックが有名ですが、その 

鞄持ちをさせてもらったものです。昭和

28 年、慶応を卒業しますと、電電公社へ

復帰しました。スタンフォード大の客員

研究員、テレフォンケンなど欧州の主要

研究所への派遣などを通し、日本の電子

産業の交流に寄与できましたが、当時

電々公社は逓信省から公社への移行、国

際電々の分離などを巡り、大きな機構改

革の中にありました。その動きを統率し

た大橋八郎総裁の直下でこれらの改革に

当たれたことも得難い経験です。 

さて紙の博物館の創設を通し、私と和

紙の関係が始まりました。初代岩野平三

郎は横山大観らとの交流から越前和紙の

再興に大きな寄与をした人ですが、その

人から越前和紙の史料の編纂を頼まれま

す。金曜の夜になると総裁に挨拶して東

京駅から夜行に乗り、大垣経由で越前市

へ向かい、待ち構えていた岩野さんと夢

中で史料の編纂を行い、月曜の朝、電々

の総裁室に戻る、という生活を 3 年続け

ました。懐かしい青春の思い出です。 

 

民間シンクタンクの時代 

 昭和 40 年、もはや戦後ではなくなり、

高度成長が始まります。その魁となった

のが米国にならった民間シンクタンクの

時代で、1965 年野村総合研究所が設立さ

れ、私は野村家から情報管理室長に招か

れました。そして請け負ったのが大阪万

国博覧会、そして、つくば科学技術博覧

会の基本計画の策定でした。これらの仕

事の縁で、それぞれ博覧会協会長を勤 

められた石坂泰三さん、土光敏夫さんの

知遇を得ました。これらの巨人とひざを

突き合わせて、産業国家建設の青写真を

引くことができたことも忘れがたい経験

です。 

 一方でまた和紙との出会いがあります。

米国の国宝第一号は独立宣言書ですが、

これが 200 年でボロボロになり、補修が

必要になりました。そこで和紙に白羽の

矢がたち、日本の国会図書館の推薦で私

が米国に派遣されます。正倉院文書は

1300 年の時を経て全く劣化せずその美

しさを保っているのです。私は異国の地

で、改めて和紙文化の偉大さを噛み締め

ました。その後、米国国会図書館の書籍

の補修等を経て、現在文化財の補修に和

紙を活用することは常識になっています

が、そのような仕事が出来たことも嬉し

い思い出です。この一連の外国出張中、

国務省から依頼され日本に国際的な医学

情報のセンターを作ることになり、母校

慶応の医学部と協力して国際医学情報セ

ンターを創ることもできました。 

 60 歳になる私に、今度も縁のあった五

島家から声がかかり五島育英会で仕事を

します。東横女子短大教授から始まり、

武蔵野工科大学を中心とした現在の東京

都市大学創設の仕事をしました、そのキ

ャンパス作りをとおして懇意になった当

時の飛鳥田横浜市長の提案で神奈川県内

の研究者総覧を作ることになり、その関

係で幅広い素晴らしい学者の皆さんとお

付き合いできたこともありがたく思って

います。 
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妻と蓼科 

 妻・順の父は満鉄の役員で、蓼科を舞

台に数々の名画を残すことになる画家中

尾彰さんのパトロン的な役割をしていた

ことから、妻は子供時代から中尾さんと

親しくしていました。中尾さんが蓼科に

住まわれたことから、私達夫婦もよく蓼

科にお邪魔し、ついに蓼科に山荘を持つ

ことになります。私にとって蓼科は中尾

さんの愛された蓼科にもなりました。 

巨大な八ヶ岳、その分水嶺をなして

いる山峰に囲まれた蓼科高原は自然界の

オアシスと申せましょう。その自然界の

中にある山荘の生活を舞台に、中尾さん

の蓼科そのままに、おだやかな気持ち

で、知と夢を共有し合った交流を大事に

守っている蓼科会に入会することを許さ

れましたことを、心から嬉しく思いま

す。 

93 歳の老身ですが、何卒誘導してく

ださい。 

 

（令和元年 8 月 8 日） 

 

 

 

『颯々亭漫画漫筆集』と・・・ 

野呂 研次 

     

喘息持ちの叔父・橋本卓也は、昭和 45

年、蓼科鹿山村に転地療養の場所として

小さな草庵「颯々亭」を建て、季節のい

い春～秋ほとんど独りで住んでいまし

た。 

そして、自由気儘に思った事考えた事

を文章にして楽しんでいました。  

“颯々亭漫画漫筆集”と名前付け、72 歳

で亡くなるまでに和綴本 110 冊程にもな

りました。 

寄 稿 
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その中から・・・ 

＊＊＊＊＊ 

颯々亭動物記 「ヤマネ」 

 ある年の九月、私は颯々亭に来てこた

つをだそうとした。押し入れを開けて、

こたつ布団をひろげると、布団の中から

野球ボールが転がり出た。ほんとに野球

ボールだと思った。しかし、よく見ると、

この野球ボールには毛が生えている。細

かいねずみ色の毛が生えている。さらに

よく見ると、尻尾らしいものもある。尻

尾のあるボールなんて、何かの間違いで

はないか。ちょっと薄気味悪くなった私

は、台所から箒を持ってきて、野球ボー

ルをころがしてみた。畳の上をコロコロ

ところがる。ころがってころがり止まる

と、またジッとして動かない。落ち着い

てよく見ることにした。よく見ると尻尾

らしいものがある。頭らしいもの、顔ら

しいもの、手足らしいものがある。これ

はどうもボールではなさそうだ。全体に

毛が生えている。生きている。 

ハハン、これはねずみだな。この顔は、

ねずみの顔だ。ちゃんとヒゲも生えてい

る。ねずみのヒゲそっくりだ。ねずみと

してはちょっと大きいが、この尖った顔

はねずみそっくりだ。 

だが、イヤちょっと待てよ。この尻尾は、 

ねずみとは違う。ねずみの尻尾は細いが、

これは太くてふさふさしている。 これは

リスの尻尾だ。リスにしては小さいが、リ

スの子どもかもしれない。リスの子だ。 

 いや待てよ。リスにしてはおかしい。

こいつ、背中に縞がある。黒い筋だ。リ

スにはこんな筋があったかな？いや、こ

れはリスの子ではない。 

 

しばらくたって新聞の地方版に、次の

ような記事が出ていた。それは東京の新

聞だから、地方版というのは関東地方の

地方版のことである。 

「宇都宮支局発。栃木県内であるが、

茨城県境に近い山中で一匹のヤマネが発

見された。栃木県内でヤマネが発見され

たのは、これが初めてである。発見した

のはキノコ取りに行った土地の人で、ヤ

マネは落葉の下で半ば眠っているところ

を捉えられた。関東地方でヤマネが発見

されたのは、これが最初で貴重な学術資

料となるだろう」新聞には写真が載って

おり、数人の発見者とともに尻尾のある

野球ボールが写っていた。 

 

ヤマネ 

体長約七センチ、茶色い体毛が密生 

し、背中の中央に黒いスジがタテに走っ

ている。北海道を除き、日本だけにいる

一種一族の夜行性動物。青森、岩手では

平地にもいるが、長野では標高 800ｍの

高山帯に棲息し、木曽谷・八ヶ岳に特に

多い。 

 エサはバッタにコガネムシの幼虫。冬

眠前に食いだめして約 7 ㎜の皮下脂肪を

ため、命を保つ。ヤマネの体温は、ふつ
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う 35・6 度だが、冬眠すると零度近くま

で下がり、「氷ネズミ」と言われ、ま

た、冬眠が 12 月から 4 月までと長いた

め「冬眠ネズミ」の別名がある。外科医

はこの冬眠現象にヒントを得て、低温麻

酔手術を考えついた。ヤマネは気温が 14

度以上だと元気に動き回っているが、夏

でも 12 度以下になると動きが鈍くな 

り、10 度で血圧が下がり、活動をやめて

冬眠する。マムシ、テン、タカなどの天

敵に襲われ年々減ってきており、上野動 

物園でも 2 年 2 カ月飼われたのが最高記

録となっている。天然記念物。 

毎日新聞社刊『しなの動物記』より 

＊＊＊＊＊ 

今では叔母も亡くなり、すっかり古く

なった「颯々亭」ですが、我々の世代が

引き継ぎ、鹿山村での生活を楽しんでい

ます・・・ 

    （東京・世田谷在住）

スペイン語がもたらした宝物 

武井 光子 

“素敵な高校の先輩がいますよ”と牧さ

んから蓼科会への入会を勧められ、蓼科会

に入会しました。武井光子と申します。 

浅石先輩から蓼科会会報への寄稿を依

頼され、私の紹介を兼ね、今までの人生 

をふりかえりその軌跡を書くことにしま

した。 

親が進める医学の道を選択せず、スペイ

ン語を専攻したことで、私の人生はスペイ

ン語とは切っても切れない関係となりま

した。 大学卒業の年にラッキーにも札幌

冬季オリンピックにスペイン語通訳とし

て行くことができました。 スペイン語圏

の選手が少なく競技を観戦する機会はあ

っても通訳をする機会はありませんでし

た。 卒業後、三菱重工に就職したのです  

が、スペイン語を活かす機会がなく 1 年で

退職、留学という名目でスペインへ。しか

しそれほどスペイン語に磨きがかからず

1 年で帰国、帰国後沖縄海洋博覧会でスペ

イン館のコンパニオンを経験、富士通に翻

訳の仕事で就職しました。しかし将来への

展望が描けずまた 4 年で退職。 

そうこうするうちに国際協力事業団が

スペイン語の研修管理員採用試験を行っ

ていることを知り、それに応募、そして 

スペイン語研修管理員として、国際協力 

機構（JICA）が政府開発援助（ODA）で

実施する技術協力・資金協力に関係した 

仕事をすることになりました。私の仕事は、

JICAが中南米の開発途上国に対して技術

協力の一環として実施する日本の先端技

術移転のための研修に参加する人たち（研

修員と称する）の通訳・アテンドでした。 

JICA が実施する研修は農業から原子力 

と分野が広範囲にわたり、主に座学と視

察・見学の形で実施されました。私が担当

した研修はほとんどが視察・見学で、北は

北海道、南は沖縄まで、技術・知識を深め

るため工場、研究所、試験場等、研修にそ

って様々な施設を視察・見学しました。ま

たこれら技術習得に加え、日本の文化・歴

史・自然等日本を深く知ってもらう目的で

京都・奈良等、各地の観光地にも行きまし
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た。このように私が担当した研修のテーマ

は多岐にわたり、毎回テーマが変わり、す

べてを列挙できないほどの数になりまし

た。 どのような研修テーマを担当するか

は直前まで知らされず、そして毎回ほとん

ど新しいテーマのことが多く、そのため専

門用語・技術用語への事前の準備が大変 

でした。 準備しては行くのですが、現場

では必ずと言っていいほど知らない、新し

い専門用語・技術用語が出てくるのでそ 

れには苦労しました。アテンドする研修 

員も毎回違い、そのたび今度はどんな研 

修員だろうかと期待と、不安な気持ちでし

た。彼らとのコミュニケーションに問題 

がないと通訳もスムーズにでき、彼らと 

のコミュニケーションとアテンドには気

を使いました。恵まれたことにアテンドし

た研修員はほとんどが良い人たちで、最後

に研修員から“ありがとう”とのお礼の言

葉がもらえるのがこの仕事の一番の喜び

でした。 

また JICA はこれらの研修とは別に、 

中南米の開発途上国に技術援助・資金援 

助の名目で調査団を派遣していました。 

そして JICA が派遣する調査団の通訳の

仕事も、私のもう一つの仕事でした。これ

らの調査団はそれぞれのプロジェクトに

従って結成され、私はこれらの調査団の通

訳として彼らに同行しました。研修と同 

様、調査団のプロジェクトの分野も多岐 

にわたっていました。調査の種類、内容に

より派遣される国、期間も色々でした。 

派遣された中南米諸国は、合計 11 か国 

（メキシコ、ホンジュラス、ニカラグア、

コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、エ

ルサルバドル、コロンビア、エクアドル、

ペルー、アルゼンチン）、パナマには港湾

開発プロジェクトで 9 回、コロンビアに 

は国土地理作成プロジェクトで 5 回、すべ

てアメリカ経由、何回太平洋の上空を横断

したことか、アルゼンチンの遠かったこと

今から考えると夢のようです。 

JICAの研修管理員の仕事は大変でした

が、変化に富んでいて新鮮で楽しく、あっ

という間に 30 年近くが過ぎてしまいまし

た。大学でスペイン語を学んだことでこ 

れらの仕事にめぐまれ、日本全国・中南 

米に行き見聞を広げることができました。

そして沢山の人たちとも出会うことがで

きました。これらの貴重な体験・出会い、

それらはすべて私の人生の良き思い出、 

そして宝物だと思っています。今あらため

て今までの 30 年を振り返り、スペイン語

を学んで良かったと思っています。 

仕事をしている間は好きな蓼科で過ご

す時間は限られていましたが、10 年ほど

前に仕事をやめてからは例年猛暑の厳し

い夏の二か月を蓼科で過ごせるようにな

りました。蓼科会には魅力のある方たち 

が沢山いらっしゃるとのこと、今回の蓼科

会への入会でさらに蓼科での滞在が楽し

みになりました。 
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八子ケ峰（？） 

小池 晶子 

 蓼科に、そんなに長くはいられない。 

1 泊か 2 泊か、頑張っても３泊程度。

その日程でも、一度は八子ケ峰に行って

いる。散歩道とトレッキングの間、とい

ったところか。 

 定番コースは城ノ平を経由してビーナ

スライン沿いの女神茶屋に抜け、尾根か

ら親湯方面に下る周回路だ。 

 朝、城ノ平入口から池に向かって下り

て行くと、正面にそびえる横岳が大きく

見える。なかなかの絶景ポイント。 

 この辺りは野鳥の種類も多く、季節に

よって、いろいろなさえずりを聞くこと

ができる。双眼鏡を持って歩くと楽しい

場所だ。GW の頃なら、池にそっと忍び

寄ると、水面のカルガモやマガモを間近

で見られることもある。 

 奥にある縄文橋を渡ったら、すぐ先の

十字路を右に行く。カラマツの林の中を

なだらかに登る林道は歩きやすく、春に

は新緑、秋には黄葉が美しい。近年、植

林にもだいぶ手が入れられるようになり、

間伐が進んだ森の中の印象は、ぐっと明

るくなった。 

 20 分ほど歩くと三叉路に。直進すると

竜源橋に出るが、左の道をさらに上がれ

ば、30 分ほどで女神茶屋の前でビーナス

ラインと合流する。 

 シーズンともなれば、蓼科山登山の

人々で駐車場が賑わうが、こちらはこっ

そりと反対側の道を上ってゆく。 

 おっと、その前に、登山口の入口の駐

車スペースをチェック。車が止めてあれ

ば、ヒュッテアルビレオが開いているは

ずなので、ちょっと嬉しい。 

 ここまで来れば、もう一息。最後の急

登を上がると、展望のいい尾根に飛び出

す。アルビレオに寄りたいので、分岐か

らまっすぐに進む。赤い三角屋根は、や

や色あせてきているけれども、やっぱり

この小屋は八子ケ峰のシンボルかなと思

う。小屋の正面には「since1968」とあり、

築 50 年と少し。 

 絵本作家の池田あきこさんに『蓼科日

記』というイラストエッセイがあり、そ

の中にアルビレオのご主人が語る、小屋

住み猫の不思議な話が出ている。 

 いまのご主人は埼玉の方で、休日を中

心に宿泊予約（素泊まりのみ）のある日

などに通ってこられているとか。 

 展望の良いテラスでコーヒーを飲めば、

カップの向こうの正面に南アルプスのパ

ノラマが広がり、左手には八ヶ岳、右手

には車山の上空に北アルプスが遠望でき

る。贅沢なひと時が味わいたくて、開い

ていれば必ず寄る。 

私の好きなトレッキングコース 
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 さて、のんびりしたら、ここから先は

どちらに進んでもいい。このまま直進し

て、白樺湖まで縦走するのも楽しいし、

西峰山頂から東急リゾートに向かうこと

もできる。どちらもちょっと長い行程に

はなるが、右手に蓼科山を従えた尾根歩

きが堪能できる。 

 親湯方面に降りるなら、分岐まで戻っ

て右へと進む。その少し先に展望所があ

る。アルビレオが開いていなければ、こ

こでコーヒーを沸かしてセルフカフェを

開くお気に入りの場所で、蓼科山と横岳

が間近に見え、八ヶ岳を正面から眺めら

れる。山々に雪がついている頃などの景

色は本当に美しい。 

 名残惜しいけれども、先へ進もう。尾

根を進んで振り返ると、尾根の上に見え

るアルビレオ。ショートケーキのてっぺ

んに乗ったイチゴみたいな印象だ。クラ

ウドファンデイングか何かで、あの屋根

を塗り替えることができたらいいの

に・・・と思うこともある。 

 10 分ほど先の十字路から左手に下る。

あとの 2 本は東急リゾートに降りる道で、

そちらを使うこともできる。 

 あまり大きな声では言えないが、東急

リゾートには駅とを結ぶ無料のシャトル

バスがあり、下山後にときどき利用させ

てもらっている。 

 下りの尾根道は、途中に岩の痩せ尾根

などもあり、危険なところはないけれど、

スリリングな場面も楽しめる。 

 カラマツの林の中に入ってきたら、親

湯まではもう少し。温泉神社の裏の橋を

渡れば、ホテルの前に出られる。 

 あとは、ここからぶらぶら歩いて、銀  

のポストに寄ると（冬眠中でなければ！）、

充実した 1 日の完成となる。 

さて、ここまで書いて思い出したこと 

がある。先日、アルビレオの先で、「八    

子ケ峰はどこですか？」と聞かれた。一  

瞬とまどったが、質問の意味はつまり「山

頂はどこですか？」という意味だった。  

そう言われてみると、一応、東峰と西峰

の山頂があるのだが、西峰はともかく、

東峰は山頂としては、あまりにも地味だ。  

そして、今回ご紹介したコースは、まっ

たく山頂を踏んでいない・・・ので、タ

イトルが「八子ケ峰（？）」となった次第。 

近くて、いつでも行ける。それほど頑 

張らなくても展望が楽しめ、天気や体調 

や気分によってコースを長くも短くも調

整できる。八子ケ峰は、いいことずくめ

の穴場の山だと思う。 
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蓼科会役員一覧（令和元年 8月） 

 

 

 

 

 

広報担当 浅石郁子、浅石弘道、脇田 建 

企画担当 相澤良枝、板倉幸枝、 

小澤文穂、下村ひろ子、 

下村芳正 

監 事  井川良子、稲留景子 

上水道審議会委員 岡森しのぶ 

 

会 長 板倉敏和 

顧 問 脇田 宏 

幹事 

総務担当 板倉幸枝、下坂秀樹、      

脇田紀久子 

財務担当 岡森しのぶ 
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令和2年度蓼科区役員

区 長 町田 優一様(0266-67-2828) 

    （湖畔の温泉宿「蓼科」） 

副区長 大野 雅彦様 

会 計 石塚 数男様 

環境自治会 会 長    福谷 俊道様 

副会長兼会計 二宮 裕香様 

北山駐在所 鈴木 耕造巡査長 

（緊急連絡先 0266-78-2110）

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 2020年1月25日（土）12時～14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18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080-1060-3997 板倉

までご連絡ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年（2020 年）の行事予定 

8 月 6 日 幹事会、バーベキュー大会      8 月 10 日 お蕎麦会 

8 月 7 日 総会・午餐会・地元懇談会・講演会  8 月 18 日 お別れ会 

8 月 8 日 テニス大会 

 

 

蓼科会よりお願い 

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、 

皆様のご活躍を掲載して参りたいと存じますので、奮ってご寄稿ください 

ますよう、宜しくお願いいたします。 

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 

416 

 

 
プルミエールアットロビンズ 

アトレ 

JR 恵比寿駅 

 
恵比寿 2 丁目 

 
恵比寿 3 丁目 
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