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ご 挨 拶 

会長 板倉 敏和

 蓼科会会員の皆様、いかがお過ごしで 

いらっしゃいますか。年初に始まったコ 

ロナ騒動は十ヶ月ほども過ぎましたが、ま

だ収束の気配を見せていません。おまけに

秋も深まり、冬もすぐそこに迫っているた

め、インフルエンザや風邪への対応など、 

新しい課題も出てきています。 

 この一年は、新年会こそ実施できたもの

の、それ以降の主な行事はすべて中止せざ

るを得ないこととなってしまいました。会

員の皆様とも親しくお目にかかる機会が

なく、寂しい限りです。皆様の中には、自

粛にいい加減疲れてきたという方もいら

っしゃるかも知れません。 

 ここ数日、第三波が来たのではないかと

マスコミなども報じていますが、寒い季節

を迎え、コロナウイルスがどうなるのか、

日本中の皆さんが注目しているところで

す。政府は go-to キャンペーンで国内の移

動を奨励する一方、感染が拡大するたびに 

 

注意を促すなど、アクセルとブレーキを同

時に踏むような綱渡りを演じていますが、

感染は抑えつつも国民生活の基本をなす

経済活動はできるだけ活性化させなけれ

ばというジレンマを抱えての運営を強い

られています。 

 来年の新年会については、開催できるか

も知れないという希望を抱いていました

が、依然として、コロナ禍が去らない状況

の下ですので、残念ながら中止と決定しま

した。 

来年夏の行事につきましては、幹事会報

告にありますように、一応日取りを決定し

ています。予定通り実施できるまでに感染

状況が改善していることを祈るばかりで

す。詳しいことは来年夏の会報で、報告さ

せていただきます。 

 会員の皆様におかれましては、くれぐ

れも健康に留意され、来年の夏にはお互

い元気な姿でお目にかかれますよう心よ

り祈っております。
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8月6日幹事会 

幹事会は、都道府県境を超えての移動に制限はなかったものの、東京の感染者は多い

時期でしたので、参加は無理をしないこと、マスク着用、机の間隔を広げて三密をさけ

て行いました。

日時 令和 2 年 8 月 6 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、       

井川良子、板倉幸枝、板倉敏和、  

岡森しのぶ、小澤文穂、脇田紀久子、

脇田宏 

・夏の行事はすべて中止でしたので、総会

に付すべき事案を延期いたしました。 

・改選年でした役員任期は 1 年延長、会計 

 監査は来年 2 年分行います。 

 

・会員の一名入会、四名退会が報告され 

ました。 

・冬会報の進み具合、大雨による道路冠 

水、茅野市市議会議員との蓼科の交通 

事情についての話し合いの報告があり

ました。 

・2021年夏の行事日程決定（P14参照）      

・次回幹事会 10月15日 13:30 

 （コロナ禍が収まらないため中止） 

 

手長さまと足長さま 

                           足長神社宮司  宮坂 清 

ＪＲ上諏訪駅前の商店街から甲州道

の裏街を行くと、大きな石鳥居と温泉

のあふれ出る手水石が目にとまります。

鳥居の先の石段は天に向かってまっす

ぐにのびています。 243 段の石段を登

ると、眼下に諏訪湖が広がります。手長

神社は湖と山が接する茶臼山の深い森

の中に鎮まっています。 

そこから甲州道沿いに 3 キロほど茅

野方面に行くと、桑原山のふもとに足

長神社が鎮まっています。真向かいに

守屋山がそびえ、諏訪湖と市街が一望

できる景勝地です。 

手長神社は手摩乳命（てなづちのみこ

と）、足長神社は足摩乳命（あしなづちの

みこと）をお祀りしています。『古事記』

総会・幹事会などの報告 

寄 稿 
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に足摩乳命は大山祇神（山の神）の御子

神にして、八俣のおろちに呑まれようと

する、稲の徳をもつ奇稲田姫（くしなだ

ひめ）を、手摩乳命とともに手撫で足撫

でして育てられた、夫婦の神として伝え

られています。 

古くから手・足の神、子供養育、夫婦

円満、子孫繁栄、人と人、仕事・地域の

御縁を結ぶ開運の神として信仰され親し

まれています。 

神社付近の遺跡が語るように、湖の周

囲にはいにしえ人の生活空間があり、土

地の神に祈りを捧げてきた信仰が、今に

伝えられています。 

手 長 神 社 

 

手長神社のご祭神手摩乳命は古くから

手長の丘にいて、この地を治めていまし

た。建御名方神が来られてからはその力

に従い、共に諏訪の国造りに尽くされま

した。鎌倉時代の『諸神勧請段』には「下

桑原鎮守」とあります。下桑原は現在の

上諏訪地区一帯にあたります。中世、諏

訪神社上社の末社として、茅野外記太夫

により「御湯立の祭り」が行われていま

した。江戸時代、神社の大祭のことを「お

湯立」といっていました。 

天正年間（1590 年頃）に高島城が築城

されると、手長神社が城中の表鬼門に位

置することから、歴代藩主諏訪家より篤

い崇敬を受け、また城内城外の鎮護神と

して信仰されました。 

現在は 9 月 15 日が大祭で「八朔祭」

といいます。江戸時代、遠近より力士が

辻の土俵に集まり、相撲が盛大に行われ

ました。八朔相撲のことを手長の辻とい

い、上社の十五夜相撲（十五夜の辻）、田

沢の二百十日相撲（田沢の辻）とともに

諏訪の三辻といわれていました。八朔に

は藩主も高い桟敷から見物し、参詣者で

境内が埋め尽くされたといいます。 

拝殿は天明 8 年（1788）立川和四郎冨

棟によるものです。けやきの木目を生か

した重層な建物です。桃山時代以降の社

寺建築は至る所に彫刻を組み、彩色を施

したものが多くみられますが、十八世紀

の中頃より素木造りの建物が全国的に広

まりました。 

諏訪の地から立川流と大隅流の宮大工

棟梁が出て、お互いに生命をかけて匠の

技を磨き，競い合いながら多くの社寺を

手掛け、後世の社寺建築に影響を与えた

といわれています。 

冨棟は彫刻と建物のバランスを重視し、

向拝柱の唐獅子、海老虹梁の上り龍・下

り龍、波、ホラ貝、あわび、さざえなど

貝類を写実的に彫っています。今はスー

パー「角上」で生の貝を見ることができ

ますが、当時の人々は本物のあわびを見

ることはなかったでしょうね。そういう
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意味では、神社の拝殿の彫刻は正に美術

館。因みに能舞台はコンサートホールと

いったところでしょうか。神社は祈りの

場であるとともに、美術・芸能など文化

の拠点でもあったのです。 

 

寅・申の年の式年造営御柱大祭（おん

ばしら）は特筆すべき祭りで、社殿の造

営と御柱の曳き建てが行われます。五丈

五尺の巨木を根切し、木遣り歌に合わせ

て山から里へと曳き出します。とくに一

之鳥居からの御柱の石段曳き上げは、夕

方より提灯を掲げて勇壮に行われること

で有名です。翌日、冠直しの後に社殿の

四隅に建てられます。 

足 長 神 社 

 

 足摩乳命を祀る足長さまは、嘉禎 4

年（1238）の「諏方上社物忌令」に諏

訪神社上社の末社として、下十三所名帳

の四番に荻宮明神・文殊足長とでてくる

古いお社です。 

諏訪地方の伝説に「手長は手が長く、

足長は足が長い。二神は諏訪湖の魚貝を

獲るのに、足長が手長を背負って湖中を

渉猟し、手長は水中を探って漁をされた」

とあり、仲良く協力して生業に勤しんで

いました。また、足長さまは足の神であ

るとして、人々はわらじを奉納して旅の

安全や健脚を祈り、手長さまにお参りす

ると手先が器用になるといわれ、日本舞

踊の初舞台の場として芸能の道に進み、

大成した人もいます。 

 

北杜市下教来石 諏訪神社 

脇障子のてなが・あしなが 立川冨棟刀 

拝殿は大隅流の宮大工、柴宮長左衛門

の弟子であった矢崎善司昭方の長子専司

と、伊藤安兵衛らによって、天保 13 年

（1842）に建てられました。建物は唐破
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風・千鳥破風の屋根をはじめ、二重の軒

垂木、角のように突き出た尾垂木、幾重

もの枡組、木鼻の獅子、飛龍、波に千鳥、

鶴に霞、宝物づくしなど豊富な彫刻が施

されています。まぢかに見えるノミ使い

の跡は、棟梁の心意気が伝わってきます。 

舞屋は文久 2 年（1862）に石田房吉、

矢崎善次の手によるものといわれていま

す。とくに正面虹梁の木鼻の振り向き獅

子は雄大で、力量感にあふれ、神社の名

に因んで前足を長く伸ばして彫ってあり、

気持ちのいいくらいの肉球もついていま

す。 

御柱祭は勇壮です。一之御柱が一之鳥 

 

居をくぐると、他の御柱も一斉に急斜面

の曳き上げが始まり、競って境内に曳き

込みます。当日は騎馬行列が繰り出され

て賑わいます。 

 

足長神社 振り向き獅子

星の彼方より 

大野 彬 

私は子供の頃から好奇心が強く、その

延長で多くの趣味を持っております。自

己紹介に替えて、趣味の一つである「宇

宙の魅力」にのめり込んだエピソードを

お話しします。 

 

私が蓼科に山荘を建てより 21 年にな

ります。その落成は 1999 年 11 月でし

た。東京より車で運んで来た簡単な寝具

で初めて山荘で過ごす夜がやってきまし

た。部屋の明かりを消して寝具に身を横

たえ、ふと見上げると、まだ窓にはカー

テンもなく、窓を通して見えたのは満天

の星空でした。これまで東京では見たこ

とのない多くの星が空いっぱいに詰まっ

て輝いていました。その澄んだ星空をし

ばし仰向けに眺め、こんな美しい星空を

このまま見過ごすのはもったいないと感

じました。 

 

次に宇宙を考える機会を得たのは、東

京新宿紀伊國屋書店で別冊日経サイエン

ス「見えてきた宇宙の姿」を見つけた時

でした。ページをめくって立ち読みする

と、いままで見たことのない宇宙の写真

と解説に、すっかり目を奪われました。 

さっそく購入しいっきに読み通すと、宇

宙には多くの美しいものがあり、また一

方では凄まじいエネルギーが飛び交い、

果てしなく広がっている空間と知りまし
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た。またそれを世界的に著名な天文学者

が解説しているのが大変な魅力でした。 

 

さらに宇宙への興味を決定づけたのは、

ある日東京秋葉原を訪れたついでに御徒

町にある望遠鏡ショップに立ち寄った時

のことです。店内には大小の天体望遠鏡

が所狭しと並べられ、その片隅にポスタ

ー大の「アンドロメダ大銀河」の写真が

展示されておりました。その深淵なる美

しさはこの世のものとは思えないもので、

4000 億個以上の星が、230 万光年もの彼

方にあるため、まさに霧のように細かく、

白く淡い渦巻き状になって輝いている光

景に思わず見とれ、自分もいつかはこの

ような光景を実際に見てみたいと思いつ

つ、20 分ほどそこを立ち去ることが出来

ませんでした。また、その衝動でその傍

らに陳列されていた台湾製の安物望遠鏡

（口径 20cm、ニュートン式反射望遠鏡、

8 万円程度のもの）を購入してしまいま

した。後になって後悔したのですが、や

はり衝動買いは役に立ちませんでした。 

 

しかし、とにかく望遠鏡を手に入れた

のですから、その後蓼科に行くのが待ち

遠しく、非常に楽しくなりました。また、

望遠鏡だけでは何を見たらよいのかわか

らないので、ガイドブックとして、月刊

誌「星ナビ」（アストロアーツ社）を定期

購読することにしました。これによって

多くの天文知識を得ると同時に自分の持

っている望遠鏡の良し悪しもわかるよう

になりました。望遠鏡の性能がいまいち

という事もあって思うように観測が進ま

ず、逆にそのため天体観測にどんどんの

めり込んでゆきました。冬の蓼科の夜は、

時には−10℃にもなり、望遠鏡が霜で凍

り付いて白く光る中ジーと観測に没頭し、

また時には白々と夜明けを迎えるまで気

が付かなかったこともありました。 

 

とは言え、長く同じ道具を使い続けれ

ば、やはりさらに良いものが欲しくなる

のは人の常、私も例に洩れず、さらに良

い望遠鏡を次第に思い浮かべるようにな

りました。やがて台湾製の安物に見切り

をつけ、新しく屈折望遠鏡（口径 12.5cm、

焦点距離 80cm）を手に入れ、さらにカセ

グレイン式反射望遠鏡（口径 28 ㎝、焦点

距離 280cm）も購入してしまいました。

これによって天体観測のクオリティは大

幅に向上し、かなり細かいところまで見

えるようになりました。太陽系惑星から

星雲、さらには銀河まで観測の範囲が広

がりました。やがて、毎月何が観測でき

るか、リストまで作成し楽しむようにな

りました。こうなると蓼科の生活は昼と

夜が逆転し、寝不足の日々が続きました。 

 

プロの天体観測者はよく「目を鍛えろ、

然もないといくら高級な望遠鏡を使って

も満足な結果は得られない」と言います。

「目を鍛えろ」とは目の網膜を暗さに慣

らし感度を上げると言うことです。昔の

観測者は性能の悪い望遠鏡でも、火星の

筋状のもの（これを運河と間違えた）と

か、1000 万光年以上遠くの銀河も発見し
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ております。しかし人間の網膜には限界

があり、暗闇の夜空では、ほとんど色を

見分けることが出来ません。たまに馬頭

星雲（オリオン座）の周囲の赤い色（水

素ガスの輝き）が見えたと言う人がいま

すが、これはほとんど信じられません。

そこをカバーするのが写真撮影です。特

にデジタルカメラは人間の網膜をはるか

に超えた感度を持っておりますので、暗

闇の夜空でもカラー撮影ができるのです。

ただし、天体写真撮影は簡単ではありま

せん。高度で複雑な技術が必要で、また

数多くのステップがあり、これを一つ一

つ暗闇の中で正確にこなしてゆくことが

必要です。小さな操作でも誤ると失敗の

結果につながります。私もあまり何回も

失敗するので最終的には各ステップのチ

ェックリストを作りました。その上、撮

影には空の状態は必須です。すなわち、

シーイングがよい（上空の空気の乱れが

少ない）、ぬけ（透明度）がよい、暗さが

ある（月明りや近所の明かりは邪魔にな

る）、などです。さらに雲や人工衛星が視

野を通過すると失敗につながります。ま

た天体撮影には、高性能の望遠鏡、繊細

な制御装置（マイコン）、高感度カメラ、

画像処理ソフト、その他もろもろの物が

必要です。このため私もすでに 200 万円

ほど投資してしまいました。最近ようや

く操作に慣れて、撮影に必要な複雑な作

業工程を正確にこなして行けるようにな

りました。 

 

この頃、東京に拠点のある「東洋天文

同好会」が月刊誌「星ナビ」に会員募集

の広告を出したので、これに応募入会し

ました。メンバーは約 30 名で小学生か

ら高齢者までで構成され、頭脳明晰な優

秀な人がそろっています。この会は毎月、

福島県、茨城県、長野県、など暗い山岳

地方に行き観測会を行っております。私

は他の趣味や蓼科生活のスケジュールも

あり、まだ 3-4 回しか参加しておりませ

んが、みな天真爛漫となって嬉々として

観測を楽しんでおります。また、その遠

征準備のため毎月東京水道橋で打ち合わ

せ会兼飲み会を行っております。この会

を通して多くの情報交換ができ、自分の

天体観測の知識も大幅にアップしました。 

 

自分の天体観測技術が向上し、そのた

めの知識が充実してくると、さらに宇宙

全体の構造がどうなっているのか考える

ようになります。同時に宇宙ではどんな

仕組みでいとなみが行われているのか興

味がわいてきます。その宇宙の知識を得

るために多くの資料が参考になりました。

天文書籍はもちろん、NHK や CS 放送の

宇宙番組、新聞雑誌記事、ハッブル宇宙

望遠鏡の撮影写真等です。その範囲はマ

クロの宇宙構造から素粒子又は量子のミ

クロの世界まで幅広く、その驚きの世界

は興味がつきません。そして自分が存在

する世界ではどのようないとなみが行わ

れているのか、その法則を考えるとき、

そこには天体物理学、理論物理学、量子

力学の知識が必要になってまいります。

私の今の物理、数学の知識は遥か昔の高
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校時代のものしかありません。そこで書

物によりまず大学の基礎物理学レベルか

ら勉強を始めておりますが、なかなか難

解で悪戦苦闘しております。特に天体物

理学は難しく興味があるといっても、い

まだに惑星の軌道計算すらできない状態

です。 

 

宇宙は、無限に広がる広大なもので、

そこには想像を絶する凄まじいエネルギ

ーが飛び交い、その現象を遠く離れてみ

ると、この世のものと思えない美しい幻

想的な光景を随所に持っております。一

人の人間が宇宙全体を考えることは、わ

かりやすく言うと、今コロナウイルスが

全世界に禍をもたらしておりますが、そ

の一匹のウイルスが地球全体を考えるに

等しい、あるいはそれ以上に大きさの差

があります。宇宙は、現実の常識では、

とても理解することが出来ず、それを理

解するには理論物理学的な、しかも人間

の常識をはるかに超えた発想が必要です。

今後ますます宇宙が解明され開発が進む

ことを期待すると同時に、我々のいる天

の川銀河（銀河系）には 2000 億個以上

の恒星（太陽と同じように熱と光を発し

ている星）があり、その中には地球と同

じような環境を持つ惑星も数多く存在し

ているに違いない。そして人類と同じよ

うに高度な進化を遂げた生物がいるであ

ろう。いずれは彼らが星の彼方より発す

る電波をキャッチできる日が必ずやって

くると信じつつ、ボーと空を眺めながら

蓼科の日々を過ごしているこの頃でござ

います。 

オリオン座大星雲 （大野氏撮影）
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縄文時代へのお誘い 

松井 豊

あれは何時頃のことだったのだろうか。

もうはっきりとは思い出せないのだから、

数年前どころではなくて、はるかに前の

ことになる。 

私はふっと尖石考古館に行った。土器

や土偶がある展示室で、館長が十人ほど

の人を前に説明している。後から行った

私は、その人たちの後方に立った。館長

は、縄文人の人口について話していた。

その具体的な数字は覚えていないが、全

国に居た縄文人の人口は数十万人と言っ

ていたような気がする。その少なさの故

に、縄文人は自分たちの存続に真剣だっ

た。過酷な自然、乏しい食糧など、厳し

い環境のために、自分たちの人口を維持

していくこと自体困難だった。そのため

には、妊娠可能な女性は継続的に妊娠し

出産しなくてはならない。館長の話はそ

んな内容だった。 

世界の人口過剰が大きな問題になって

いる時に、これは印象的な話だった。食

糧に事欠くということはほとんどない。

医療が充実して、ちょっと前までは救え

なかった命が救える昨今から思えば、か

け離れた話だった。 

考古館を後にして外に出ると、尖石遺

跡の広々とした跡がある。そこは草原の

ようで、なだらかな傾斜をなして西方に

下っている。正に日が沈もうとしていた。

遥か彼方にはアルプスの峰々がシルエッ

トになって見えている。夕陽がその遺跡

を、そして私自身をも赤々と照らしてい

た。私は思った。縄文の夫婦たちも同じ

夕陽と山々を眺めていた。そしてこの光

景を、矢張り美しいと思ったのだろう。

さらに夕陽に顔を染めながら、大切なこ

とを語りあったに違いない。今夜も子作

りに励もうと。 

彼らにとって、もはやセックスは快楽

のためではなく、自分たちの種の存続の

ために、真剣に取り組むべき行為だった。

正に、セックスの原点がそこにある。こ

んな風に思うと、彼らを愛おしく感じら

れた。 

そんな思い出が、私を縄文の時代へと

誘った。五年前、蓼科に定住を始めた私

は、考古館に良く足を運ぶようになった。

土器や土偶を眺めていると、その美しさ

に魅了されてくる。そして、縄文検定と

いうものがあることを知った。初級、中

級、上級があって試験に合格すればその

資格が得られるとのこと。 

 

「縄文検定を受けたいのですが」 

「それでは初級から受けて下さい」 

「はい分かりました。まずは初級を受け

てみます。その後、勉強をしますから早

く上に行きたいです」 

「それは出来ません。検定試験は年に一

回しかないし、初級のあと中級、上級と

進んで下さい。飛び級は無いのです」 

「何故、試験は年一回だけなのですか」 
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「それは、一年間しっかり勉強して欲し

いからです」 

「そんなに試験は難しいのですか」 

「そんなことはありません」 

「最低三年はかかるのですね。そんなに

ゆっくりでは、私は上級にいくまでに死

んでしまいます」 

「・・・・」 

 

これは、試験担当の学芸員と私との会

話である。高齢で、同期の仲間がどんど

ん死んでいく中にあって、私にとっては

しごく当然の話だったのだが、担当者は

妙な年寄りを前にして、当惑したことだ

ろう。 

試験が年一回で、指定された日に限ら

れるということはなかなか厄介なこと。

遠来の友が、来たりして、一回試験をミ

スしてしまった。という訳で、四年かか

ってやっと上級に合格した。合格すると

縄文博士と認定される。その認定者数は

50 名ほどである。その少なさから、とて

も難しい試験と思えるかも知れないが、

そんなことはない。私は暇だし、何とか

死にもせず、しつこく受験を続けられた

だけのことである。 

何はともあれ、こうして縄文時代と関

われたことは良かった。この近辺には 

237 か所の縄文遺跡がある。二つの縄文

時代の国宝があるのはここだけだし、尖

石遺跡は国特別史跡である。それは遺跡

の中でも特に価値のあるもの、つまり遺

跡の国宝と言えるだろう。 

縄文の時代が終わって弥生時代となる

と、稲作が始まり、金属の生産が始まる。

人々の生活はおのずと規模が大きくなる。

そうなるとリーダー、いやボスが出てき

てボス同士の争いが生まれ、人々のグル

ープ同士の争いにつながる。とどのつま

りは国が生まれ、国家間の争い、戦争が

はじまる。こんなことを考えると、縄文

人の自然を相手にした慎ましく、簡素な

生活ぶりが、何と素晴らしいものかと思

えてくる。彼らは争いよりも、助け合っ

て生活していたのだろう。遺跡に多く残

された生活の跡がそれを物語っている。

それに引き換え、我々は有り余るほどの

物を作り、消費し、最後にはゴミとして

捨てている。もはや後戻りは出来ないが、

彼らに学ぶことは沢山あるように思える。 

八ヶ岳西南麓のこのあたりは、縄文時

代中期、日本で最も人口の集中した地域

と言はれている所で、正に縄文王国であ

る。 

何故このあたりがそれほどまでに繁栄

したのか。今現在、蓼科で我々が感じて

いることを思いおこせば答えは出てくる。

眺望の良い所から八ヶ岳を眺めてみると、

長く広い裾野が綺麗なカーブを描いて広

がっている。そして、その裾野に立ち入

ってみると、心地よい響きをあげながら、

清涼な水の流れがいく筋も下っている。

八ヶ岳からの水が長い年月をかけて谷を

きざみ、谷と谷の間に台地を作った。台

地は日当たりがよく集落を作るにはうっ

てつけである。集落をちょっと下れば、

豊富な水が流れている。その谷は水を得

るのに都合が良いばかりではなく、集落
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と集落の間の適度な境界、緩衝地帯とも

なる。 

裾野には落葉広葉樹の森が広がり、栗、

どんぐり、クルミなどが豊富である。鹿、

野ウサギ、キジ、カモなどの動物も多い。

今時の鹿の多さを見たら、縄文人は狂喜

したであろう。川には魚も多くいる。 

もう一つ、この地域には優れたものが

ある。茅野駅のホームに置かれている黒

曜石である。北八ヶ岳、霧ヶ峰、和田峠

あたりは本州最大の黒曜石の原産地であ

る。今もあちこちに掘り出したあとが、

くぼみとして残っている。良質な黒曜石

は、北は北海道から、西は三重県にまで

運ばれていた。黒曜石は天然のガラスだ

から、用途が多かった。矢じりとなって

中小の動物をとらえることができたし、

ナイフとしても使われた。 

当地の縄文遺跡が特に重要なのは、日

本で最初に縄文時代の集落の姿が明らか

にされたからである。広場を中心として、

墓穴、竪穴住居、貯蔵穴が同心円状に作

られた環状集落である。面白いのは墓穴、

つまり墓が住居より中心に近く両者が隣

り合っていることである。死者の存在が

とても近く、大切にしていたように思え

る。我々の社会では、墓地はそれほど身

近ではない。むしろ幽霊が出る所として、

暗くなると近寄らない。死を恐ろしいも

のとして忌み嫌い、普段の生活の場から

遠ざけているのだろう。 

死が何時か当然やってくるものとして

とらえ、死者を敬い身近に置いておく思

想はごく自然で好ましく思える。 

過酷な自然の中で暮らしていた彼らは、

常に切羽つまった生活をしていたのだろ

うか。そうとも思えない。二つの国宝土

偶は実に美しく、芸術性にあふれている。

土器にしても、豪華な把手がつけられ、

側面には幾何学的な文様や動物の姿、人

の顔などが描かれていて、装飾性が高い。

あまりにも豪華で、日常の使用には不向

きなのではと思えるくらいである。彼ら

はすぐれた技術をもっていただけではな

く、高度な精神性と美に対する感性があ

ったに違いない。 

 

 

 

二つ目の国宝、仮面の女神が発見され

た時は、全国紙で報道されて、土偶が出

土したままの状態で公開された。上空を

ヘリコプターが舞い、4000 人の人々が炎

天下に長蛇の列を作ったという。第三の
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国宝が発掘されて、新たな縄文の美に触

れあえる日を心待ちにしているところで

ある。 

縄文時代は 1 万年を越えて続いた。一

つの文化が、これほど長期にわたって続 

いた歴史は世界的にも類をみない。 

どうか皆さんも、大いに縄文の時代に

想いを馳せ、ごく近くにあるこの貴重な

歴史に親しんで頂きたい。 

 

            

私と蓼科 

                      山﨑道子 

 私が蓼科へ来るようになったのは、44

年前に主人と結婚してからです。 

 当時の、プール平は今よりずっと賑や

かで、夏はコックドール、楽焼やさんが

二軒、高原ホテル、山紫閣、そうそう魚

徳さんも有り、万葉堂さん、いちきゅう

さんで毎日の用は足りました。野菜は農

家のおばさんが毎朝売りに来てくれ、日

赤？の夏季だけの診療所も開設されてい

ました。プールで泳いだり、テニスをし

たりして、すっかり蓼科が気に入り、そ

の後は毎年休まずにきております。主人

は、サラリーマンで長期には来られない

ので、やむをえず姑のお守りをしながら

の避暑でした。時には姑の友人、週末に

は主人のゴルフ仲間、仕事関係のお仲間

などで山荘は入れ替わり、立ち替わり、

食事作りで大変でした。今の若い奥様方

縄文のヴィーナス 仮面の女神 



 

13 

が、別荘に来ないでエクシブの様な処 

へ行かれるのも納得です。 

 主人は、学生時代から来て居りビーナ

スラインがプール平迄で、後は旧道をリ

ユック背負って山荘まで辿り着いたそう

です。確かビーナスラインが自然保護か、

開発か議論になっていたとか申して居り

ます。 

 私の頃は、ビーナスラインは完成して

居りましたが、茅野からも有料で美ヶ原

まで行くのにかなりの有料料金を払った

記憶が有りますが、あの雄大な景観に感

激し美ヶ原の松虫草の群生は今でも記憶

に残って居ります。 

 そうそう、諏訪湖の花火も最初に行っ

たのは蓼科会の方々とでした。湖畔から

スワンの遊覧船に乗っての観覧で大感激

でした。あの爆音と振動、火の粉を帯び

ながらの観覧は、初めてでしたので今で

も鮮明に覚えて居ります。 

その後も、数十回行きましたが最近は、

あの混雑に閉口してテレビ観戦が多くな

りました。 

 蓼科山へも兄と 50 歳のころ女神茶屋

から一度だけ登りました。登りは何とか

登りましたが下りは、膝が笑って大変で

した。 

15 年ほど前からは、犬（ゴールデン・

レドリバーの雌）を飼い始め毎年ラスティ

（犬の名前）と一緒に逗留しました。ラ

スティも涼しい蓼科が大好きで、鹿と毎

日睨めっこをしており、お互いに相手が

目を逸らすまで続いていました。 

 毎朝の散歩コースは、「小津の散歩道」

を中心にラスティと一緒でしたがラスティ

も 2 年半前に亡くなり、姑も半年後に

102 歳で亡くなりました。姑の場合は、

ほっとし、ラスティの場合はもう少し長

生きを（本音言ちゃった）、と思いました。

今は定年後の濡れ落ち葉の主人と喧嘩を

しながら散歩しております。 

 最近すっかり淋しくなった蓼科ですが、

又昔の様に、キスゲの全山真っ黄色、蓮 

華つつじ、吾亦紅、クガイソウ、松虫草、

ヤナギラン、等々の山草が鹿に変わって

増えます様に念じて居ります。 

 

 

 

蓼科会役員一覧（令和 2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3年度蓼科区役員

区 長 矢崎 公二様 090-2311-6979        

（帰ってきた蓼科社長） 

副区長 山田 潤様 

会 計 柴田 まどか様 

環境自治会 会 長    大谷 敏治様 

副会長兼会計 高橋 英幸様 

北山駐在所 鈴木 耕造巡査長 

（緊急連絡先 0266-78-2110）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

令和3（2021）年の行事予定 

8月5日 幹事会、バーベキュー大会      8月 9日 お蕎麦会 

8月6日 地元懇談会・総会・午餐会・講演会  8月18日 お別れ会 

8月7日 テニス大会 
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