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ご挨拶 

会長 板倉 敏和 

令和 3 年(今年)の行事も誠に残念ながら中止することになりました。 

大変申し訳ありませんが、お間違いのないようよろしくお願いいたします。 

 

蓼科会会員の皆様、コロナウイルスが蔓

延する中、いかがお過ごしでいらっしゃい

ますか。昨年の夏号から続けて三回も同じ

ような内容のご挨拶を掲載することになる

とは、全く思ってもいませんでした。数ヶ

月の辛抱だと誰もが思っていたはずです。 

しかし、あにはからんや、一年数ヶ月を

経た今日においてもコロナウイルスの脅威

は去るどころか、より強まっている気配さ

え感じます。幸い、ワクチンの接種が始ま

りましたので、何時とは断言できないもの

の、いずれそう遠くないうちに、普通に近

い生活に戻れるのではないかという期待が

持てるようになってきたことが救いです。 

この会報がお手元に届く頃には、ワクチ

ン接種を経験した方が多くなっているので

はないかと思います。原稿を書いている 

6 月初旬では、ワクチン接種券が来たの来

ないのと、巷は大騒ぎです。来たら来た  

で、電話が繋がらないとか、やり方が分か

らないとか、こちらも大変です。 

確かに、区から母の元に届いた通知を見

ると、ご高齢の方には、予約を取るのがな

かなか大変そうだなと感じました。私の職

場の同期のオンライン飲み会で、「予約を取

るのに半日かかった」とか「100 回ほど電

話を掛けた」とか色々話が出ていました。

(地域によっては、75 歳以上を区別せず、

高齢者をまとめて通知を出している所もあ

るようです。) 

お陰様で、予約取得に多少苦労はしまし

たが母は区の会場で、私たち夫婦は大手町

の自衛隊会場で一回目の接種を終えること

ができました。 

 そう慌てなくとも、品切れはないのだか

ら、と思ったりもしますが、皆様心待ちに

しているので、一分でも早くという気持ち

になるのは仕方がないかも知れません。今

この会報をご覧になっている方々からすれ

ば、「そんなこともあったな」と、もはや過

去のこととなっているでしょうか。 

  

さて、この夏の蓼科会の予定についてで

すが、会報の締め切り時点での様子を前提

に、幹事の皆様と相談した結果、冒頭にご

報告の通り、誠に残念ながら今年の各行事

も中止せざるを得ないという結論にいたり

ました。ワクチンの接種は拡大しており、

徐々に改善していく方向にはあると認識し

ていますが、もう少し時間が必要な状況で

あると判断しました。楽しみにしていらっ

しゃった皆様には、誠に申し訳ありません。
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心からお詫びいたします。 

会としての実質的な活動は会報発行とい

うことになります。それ以外の活動ができ

ていないということを勘案し、今年度は会

費を頂戴しないことといたしました。お間

違いのないようよろしくお願いします。 

 

 

2019 年度 

収入 237,000 円  支出 264,410 円 

2020 年度 

収入 279,807 円  支出 122,223 円 

※ 収入は年会費、支出は主に会報発行に

伴う費用です。 

本年度は会費の請求はいたしませんが、

20 年度未納の方には振替用紙を同封して

いますので、よろしくお願いいたします。 

       財務担当  岡森しのぶ 

 

以下の諸行事は巻頭の会長からのお知らせにありますように、今年度も残念ながらす

べて中止といたします。 

１）バーベキュー大会 8 月 5 日（木） 

２）地元懇談会・総会・午餐会・講演会 

           8 月 6 日（金） 

３）テニス大会 8 月 7 日（土） 

４）お蕎麦会 8 月 9 日（月） 

５）お別れ会 8 月 18 日（火） 

６）蓼科会旅行会 

蓼科会としての旅行会は中止

 

 

蓼科の思い出 

下村 ひろ子 

むかしむかし・・・・・ 

祖父母が避暑をかね長期滞在しており

ました。小学校が夏休みになると子供達で

蓼科に行くのを楽しみにしておりました。 

新宿から中央本線に乗り、途中駅甲府に

お昼頃着き、いなり寿司と冷凍ミカンを買

うのが楽しみで定番でした。（冷凍ミカンは、

小田原駅が発祥地だそうです）。 

昭和 38 年の夏休みの事です。文京区弥

生町の庭で採れた「桃一つ」を祖父母にお

会計報告 

親 睦 会 

会員からの寄稿 
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土産にと大事に大事に手から離さず持って

行くことにしました。 

茅野駅に着き、ボンネットバスに乗りま

した。あちらこちらに馬糞が落ちてて轍が

あり、もちろん舗装されてない旧道を上下

左右に揺られ、大事に大事に持ってた「桃

一つ」がプール平に着く頃には、見た目も

変わり果汁まで出てきました。 

私は、どうしよう？と悲しくなりました。

でもお土産にとせっかく大事に持ってきた

のだから祖父母に渡すことにしプール平か

ら何人居（祖父が命名）まで歩いて行きま

した。 

祖母は「持ってくるの大変だったでしょ

う～ありがとう」と受け取ってくれました。

私は、手渡すことができ良かったとホッと

したことを今でも覚えております。 

この頃は、今の様に便利なスーパーマー

ケット、コンビニエンスストア、宅急便な

どなくプール平で買い物するか、定期的に

来る大きな籠を背負ったおばさんから、地

元の限られた食材を買っておりました。 

弥生町の母が日用品、缶詰、乾物、お菓

子など小包（チッキ）で送ったりもしてお

りました。 

のちにビーナスラインが開通しバスが

家の前を通るようになりました。今では考

えられないことですが、山中ではバスの停

留所以外でも手を上げれば停まって乗せて

くれました。 

ある年 ヒノキの湯船に水を張ろうと

したら、ザァーザァーと継ぎ目から水漏れ

してしまいました。どんどん水を足して、

しばらくすると木が膨れ水漏れが収まり事

なきを得た事もありました。蓼科は乾燥し

てるということですね。 

        ・・・・おしまい 

 

 

 

＜思い出の写真＞ 

 

親湯プール・・・戦後すぐに、全国

でも珍しい温泉のプールがで

きました。 

    「フジヤマのトビウオ」こ

と古橋廣之進さん、橋爪四郎

さん等のオリンピック選手

がシーズンオフに練習をし

たそうです。 私達は、日課の

ように泳ぎに行ってました。 
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私と蓼科生活 

                               平林 壮郎 

 今日は 5 月 13 日（木）。午後 4 時をまわ

ったところ。先ほど今シーズン初めて植木

にホースで水やりをした。晴れ間がのぞき、

水の冷たさが手に心地よかった。 

今年は暑かったり寒かったりで安定し

ない日が続いているが、季節はもう初夏の

装いをまといだした。高原にカッコウの鳴

き声がわたるのももうじきだろう。 

蓼科に山荘を建てて 10 年たった。森が

好きで、いずれは森の生活をしたいと願っ

ていた。でもなぜ八ヶ岳になったのだろう

か？ 

 大学時代、山好きの友人と北アルプスや

八ヶ岳などの夏山をよく縦走した。八ヶ岳

は東京から近いこともあり何度か登った。 

一度、小海から入り、硫黄岳から横岳、

赤岳を経て美濃戸口に下りたことがある。

1 泊 2 日の尾根歩きも無事に終わり、あと

は美濃戸口からバスに乗るだけ。気持ちの

軽さを感じながら歩いている途中で何気な

く振り返ると――。 

夕日に当たり、赤く輝くごつごつとした

八ヶ岳の山塊が目に飛び込んできた。なん

という神々しさだろう。屹立して空を支え

る山々の姿は、私の心の奥底に深く突き刺

さった。「魂が目覚めた場所」。そう言いた

くなるような光景だった。 

 森の生活をどこで始めたらいいのか。軽

井沢や富士山麓、箱根、那須高原…。いく

つか探したが、結局は蓼科の「チェルトの

森」の一角に土地を求めた。 

 見上げるような八ヶ岳。甲斐駒のある南

アルプスも近い。さらに北アルプスや中央

アルプスも眺められる。何より湿気が少な

何人居・・・・・引き戸を開けて入ると薪

風呂の釜があり、薪の燃えた良い

匂いがしました。 

隣の土間の屋根の上には温水器

がありました。湯船に温水器から 

お湯を張りました。夏場は触るとや

けどしそうなぐらい熱かったです。 

 

←何人居昭和 38 年 
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く、1 年中さわやかな空気に包まれている。 

こんな笑えない話を聞いた。箱根に別荘

をもつ知り合いが、しばらくぶりに行って

みると、和室にいつの間にか青いカーペッ

トが敷いてある。「おかしいな。こんなとこ

ろに。誰が敷いたんだろう」。不思議に思っ

てよく見ると、それは一面のアオカビ。押

入れの布団もカビだらけ。湿気の強いエリ

アはまずカビ取りをしてからでないと泊ま

ることもできないという。 

軽井沢もそうだ。石畳に苔が生えている

旧軽の別荘地のポスターを目にしたことが

あるが、苔がびっしりつくほど湿気が強い

のだ。軽井沢の別荘が高床だったり、リビ

ングを 2 階にするのもうなずける。 

蓼科の山荘でカビに悩まされたことは

一度もない。空気が適度に乾燥していると

いうことは人の身体にも当然いいのだろう。 

蓼科の森を選んで正解だった。でもそれ

は大学生の時のあの経験から、魂が引き寄

せられたのでは、とも勝手に思っている。 

2 年前に定年。自由になる時間が増え、

山荘に来る回数も多くなった。川崎市の小

田急線沿線の自宅から車で 2 時間余り。中

央道はもう何百回となく往復した。 

 森を楽しみ、森から学ぼうと、一昨年Ｎ

ＰＯの「八ヶ岳森林文化の会」に入った。

茅野市市民の森の吉田山の間伐や毎月ある

自然観察会などに参加している。原村の農

家から小さな畑を借りて野菜作りのまねご

とも始めた。 

蓼科の四季の移り変わりが日常の暮

らしとして当たり前にあることがうれしい。  

 

 さて、板倉会長からは、「あんたは食べる

ことが好きだから美味しい店の紹介を」と

のリクエストを受けている。仕事の関係で

知り合い、20 年以上もお付き合いいただい

ている板倉会長の命令は断れない。 

 蓼科会の皆さんは私より何倍も蓼科生活

が長いので、私の情報などはとっくにご存

じだろうけど、思いつくまま何店かあげる

と。 

 「チャイニーズキッチン華」は一押し。

酢豚、麻婆豆腐、エビとアスパラ炒め、シ

ュウマイ…。大抵のものが東京の一流店と

勝負できる味。それでいて値段はリーズナ

ブル。 

 食材にこだわる「トミーズスタイル」。ロ

ケーションとともに蓼科ならではの店。オ

ーナーご夫妻はいつまでもお元気で、長く

店を続けてほしい。 

 都会には間違っても存在しない「スープ

ス八ヶ岳」。スープとサラダで満足でき

るのは蓼科の食の豊かさがあるからこそ。 

原村にある寿司の「中野屋」。海なし県

で寿司なんて、というなかれ。東京の有名

店で真面目に修行してきた大将の腕とネタ

は上々。 

 パスタなら「ソングオブザバード」と

言いたかったけど、オーナーが昨年 11 月、

残念ながら他界。諏訪市から原村に 4 月に

越してきたイタリアンの「ダンロ」がどう

なるか、今後に期待している。 
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フレンチだったら「チェルトの森」にあ

る「シャレ―グリンデル」。魚と肉がついた

フルコースはお得感十分。オーナー夫人が

一生懸命に料理と向きあっていることが一

皿一皿から伝わってくる。 

 「チェルトの森」からもう一つ、気軽な

ランチにいい「カフェ ペロンタ」。マック

のバーガーがうまいと感じている人はぜひ

ここのチーズバーガーを食べて欲しい。人

の手で丁寧に作られる本物の味が分かるは

ずだ。 

 さらにデニッシュが宝石のように美しく

て美味しいのが「ケロック」。そのすぐ近く

の「グーテ」は気さくな人柄のママさんが

作るビーフシチューやパフェがうまい。 

 最近はグルメなどという便利な言葉があ

るが、ようするにどうも私は食い意地が張

っているだけのようだ。蓼科会の皆さんか

らも「美味しい情報」をぜひいただきたい。

コロナ禍における蓼科山登山 

浅石 郁子 

蓼科山は女の神茶屋の登山口から登る

と、急登が全部で四か所ある。第一段目は

登山口から少し歩いたところ、2 段目は大

岩のある 2113m の鞍部まで、3 段目は鞍部

から岩場直下の森林限界まで、４段目は岩

場から頂上までに分けられる。3 段目の急

登には林のトンネルが 3 ヶ所あり、下から

見ると縞になっているのがわかる。（最近

は少しこの縞が怪しくなりつつあるが。） 

大雑把にみてこのように分けられる山

である。 

毎年の私たち夫婦の登山は正月三が日

明けのこの蓼科山登山から 1 年が始まるの

が常だったが、今年は初の蓼科山登山日が

2 月 19 日になった。昨年からのコロナ禍に

よる自粛等で、あまり山行が出来ず、果た

してどのくらい歩けるかいささか不安があ

る中での山行である。 

お天気は、昨日も晴れていたが、本日の

方がさらに良さそうということで、本日に

したのが当たって何年かに一度と言うほど

の、とってもクリアな青空の素晴らしい登

山日和である。 

朝 7 時半に起床、8 時半には家を出て女

の神茶屋の駐車場へ。そちらは一杯だが、

道路の反対側に 1 台止まって支度をしてい
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る、その向かいにスペースがあり駐車する。

毎年正月はスコップで雪かきをして自分の

駐車スペースを作らなければならない。そ

れに 30 分ほどかかるが、今日はその作業

をしなくて済んだ。 

アイゼンをつけて 9 時出発。女の神茶屋

駐車場から直接登山道にアクセスする踏み

跡はいつもより多少バス停に近い方に向か

ってついていた。すぐに後ろから来た人に

道を譲る。彼は早くてどんどん行く。道は

しっかりついていて迷いようがない。最初

の急登までで足が重く感じられ、登れるか

な？と一瞬思う。が登りだしてみたらだん

だん大丈夫になる。しかし何としても暑い。

まるで痩せるためのトレーニングをしてい

るかのようだ。途中どうしても我慢できな

くなり、相方はアウターを、私は中に着て

いるフリースを脱いでそれぞれザックにし

まった。さらに襟元のジッパーを胸まで開

けてやっと楽になる。途中の急登のあたり

で追いついてきた人とちょっと話す。どの

くらいかかるかしら、と相方に話しかけた

ら、その人も「いやア時間がかかりますね。

もう年だから」みたいなことを言うので、

「まだまだお若い、我々は後期高齢者だか

ら」と言ったらのけぞっていた。上から滑

りながら降りてきた山慣れた感じの、多分

我々より年上の方が、「今日はとても良い日

だ、頂上からは 360 度の眺望で、雪を被っ

た剱岳がチョコンと丸く見える」と教えて

下さる。 

10：40 分大岩着。夏コースで 1 時間 20

分の所なので、すこぶる良いペースだ。 

いつもの通り鞍部の道標のところで休

み、アミノバイタルのジェルを飲む。しか

しパンは食べなかった。11：10 発、急登に

かかって比較的早い時期に相方が急にノロ

ノロになった。10 歩歩くか歩かないかで止

まってしまう。休みたいようだったが、な

かなか適当な場所が見つからず、もう少し、

もう少し、と引っぱって、やっと急坂の真

ん中に出ている岩にものも言わず、へたり

こむように腰を下ろす。ここですでに 12：

05。何も飲まず食わずで 10 分ほど休む。

それからやっと腰を上げて、ゆっくり、ゆ

っくり登る。私はすこぶる調子が良く、い

つもこの急坂で感じる「ああ嫌だ、もう登

りたくない」というのがなかった。周りは

木々に雪がたっぷりついていてなかなか綺

麗。だんだん相方の調子が戻ってきて、写

真を撮りだしたがでもゆっくり。いつもの

立木の林立する最後のトンネルを見上げる

と、木々にエビのしっぽがびっしりついて

真っ白く、それが青空に映えてそれはきれ

いだ。ここで 13：40．まだこれからこれを

抜けてさらに急坂を上がってやっと頂上直

下の岩場になる。何時に頂上に着けるか。 

14：00 頂上直下の岩の道標の所に来た。

ここで、脱いだ衣類を着込み、少し食べる。

岩陰に荷物をデポし、カメラとストックだ

けを持って 14：20 頃出て、14：40 頂上着。 

なんと良いお天気！なんと素晴らしい

360 度の眺望！風は強いのだが、寒くはな

い。寒さのせいで頂上直下のところで手が
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少し痛かったのに、風に背を向けていたら、

不思議なことに手が暖かくなった。相方は

素手で、セルフタイマーで記念写真を撮ろ

うとカメラを岩の上にセットし、ポーズ。

が、シャッターが下りる瞬間に強風にあお

られてカメラが転落してしまった。結局三

度やり直し。それから周りを撮り始める。

20 分ほどいて 15：00 に下り始める。デポ

した荷物を回収する。下りでいつも足裏が

痛くなる相方は用心深くゆっくり降りてく

る。私は右足の親指が少し痛い（この時す

でに靴紐が両方ともほどけていたのに点検

をしなかった）。足指が痛いので横向きにな

って下ったりしてさらにゆっくりになる。

16：00 坂の途中の岩に腰かけ、休んでパン

を少し食べ、お茶を飲んだ。下の木陰にま

るでウサギのような雪の塊と、クマチャン

が見え写真に収め 16：19 発。   

 

鞍部の所でちょっと休憩。さらに下って

いるときに、相方の腿の調子がおかくなり

16：55 急坂の途中の 2003m 地点にあった、

丁度良い具合に横に這っている木に腰かけ

てパンを食べお茶を飲んで休む。この時に

私はパンを一口しか食べなかった。17：05

発。これで明るいうちに帰れると思ったの

だが、下から二段目の急坂の最後のあたり

でいきなり体中の力がフッと抜けてしまっ

て、まっすぐ立っているのかどうか怪しく

なってしまった。飴を忘れてきてしまった

のでアンジェリカを口にするが役立たない。

最後の急坂をどう降りようかと思いながら

必死で歩く。最後の一段はおそらく 40 分

以上かかったと思う。段差を下るのに、2 本

のストックを構えてそれを支えに片足をよ

いしょっと下ろすとそのままストンとお尻

が落ちてしまうのだ。岩につかまって立ち

上がれ、と云われ、自分でもそうしようと

するのだが全く踏ん張れずお尻があがらな

い。相方に引っぱり上げてもらってやっと

立つ。段差がある度にこんなことを繰り返

した。下を見ると薄暗い林の中を鹿が何頭

か横切って行った。最後は雪の上をお尻で

滑って本当に平らな所まで行く。そこで引

っぱり上げてもらってやっと立つ。しかし

次にどう足を前に出そうかと逡巡し、腿か

ら投げ出すような感じでヨイショと足を前

に振り出し振り出しやっと歩く。残照の中、

自分で一足ごとに頑張れ頑張れと心の中で

励まし、応援しながらふらふら、ふらふら。

途中転びそうになってストックにしがみつ

き相方にも支えてもらい、なんとか転ばず

に済む。駐車場への踏み跡を見つけたころ

にはすっかり暗くなっているがそれでも三

日月の月明りと雪明りとで木の影がうっす

ら見える。ようやく無事駐車場に出て、ふ

と空を見上げると星がそれはいっぱいの中、

八ヶ岳の方向にオリオン座が大きい。こん

なにたくさんの星を見たのは実に久しぶり

だ。さて、まだ駐車場を横切って車まで行
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かなくてはならない。転ばぬよう用心しな

がらそっと歩き、道路を横切ってやっと車

にたどり着いたのは18：40になっていた。

無雪期なら約 5 時間のところ、実に 9 時間

40 分もかかってしまった。 

相方が車のドアを開けてくれて座席に

やっと腰を下ろして本当にほっとした。ア

イゼン、靴が自分では脱げないのではない

かと思った。が、腰かけて少し休んだおか

げで立ち上がって動き回ることが出来るよ

うになった。車の中に置いていったポンカ

ンを食べて少し元気が出た。帰りに小斉の

湯に行き、どっぷりと温泉に浸かる。疲れ

がとろけだしていくようだった。（実は風呂

場に行く階段の手すりを掴まなければあが

れなかったけれど、またお風呂に浸かって

しまったら出る時に出られないかも、と心

配だったのだけれど、、、） 

これほど精根尽き果てたことはなく、数

十年続けてきた正月の蓼科山登山もいよい

よこれが最後かと思うほど、今までで一番

酷く、且つ、惨めな山行だった。 

その敗因は、初めに書いたようにまず一

つにはコロナ禍で自粛生活が続き、この一

年あまりの間まともな山行ができずトレー

ニング不足だったこと、そしてもう一つの

大きな原因は、とにかくエネルギー補充に

失敗したことにある。 

もう若くないのだ。エネルギー不足にな

らないように、道中、時間がかかってでも

しっかりと食べよう。急がば回れである。 

 

登山道から見る八子ヶ峰 遠景は中央アルプス 
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１ 蓼科湖道の駅 

 昨年までテントだったが、同じ場所

に今年は建物が建った。その向こう側に

はテーブルと椅子が置いてあり、青空の

下で休憩したり、食べたりすることがで

きる。 

 

２ オンデマンドタクシー「のらざあ」 

高齢者の免許返納および仕事中に親

の通院・介護の送迎ができないなど、少

子高齢化に伴う交通課題の対策として、

AI 技術を使った乗り合いタクシー「の

らざあ」を茅野市が本格運営することが

決定した。（同封の別刷り参照） 

今後このシステムが各別荘地まで拡

大されるよう働きかけていきたい。 

蓼科神社奥宮と北アルプス 

最近のトピックス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立ち木に付いたエビのしっぽ 
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