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ご挨拶 

会長 板倉 敏和 

 暑い暑いと言っていたら、あっという

間にコートが欲しいと思う晩秋となり

ました。いつもの事ながら、月日の移り

変わりの早さに改めて驚かされます。  

今年は夏から今までも色々なことが

起こり､慌ただしい毎日でした。この間、

会員の皆様には、コロナウイルスの蔓延

という特別な環境の中、不自由ながらも

健やかな毎日を送ってこられたものと

拝察しています。そのコロナの第 5 波が

ほぼ収束したやに感じられるのは、実に

嬉しいことです。  

オリンピック・パラリンピックの実施

については不安視する人もいましたが、

参加したアスリートやテレビ等を通し

て視聴した世界中の人々に感動を与え、

無事終了することができました。私も日

本人選手を始め、多くのアスリートの競

技を楽しみ、その妙技や彼らのフェアプ

レー精神に心打たれた一人です。せっか

く日本で開催したのに、全く見に行くこ

とができなかったのは、残念でしたが、

外国のレポーターが､日本だからこのコ

ロナ禍で立派にオリンピックを実施で

きたと言っているのを聞き、少し誇らし

く感じました。  

そして、菅総理の退陣表明と岸田総理

の誕生。まさに政治の世界は、一寸先は

闇、何が起こるか分からないなと実感し

ました。そして、4 年ぶりの総選挙。結

果については、皆様それぞれにお考えも

あろうかと思いますが、私は、日頃から、

今の日本には、どういう形であれ安定し

た政権が必要だと考えていますので、国

民が与党に安定多数を与えたのは、賢明

な選択だったと感じています。  

問題の COVID19､コロナウイルスで

すが、皆様ご承知の通り、11 月 1 日に

は、ついに東京始めすべての道府県で、

発生件数が一桁 (ゼロから十未満 )にな

りました。一体何時以来でしょうか。あ

れほど猖獗を極めたのが、なぜ？と思い

たくもなりますが、素人なりに考えると、

やはりワクチンの接種が進んだことが

大きいのかなと。全国民の 70％を越え

ました。アメリカなどでは、ワクチンへ

の拒否反応のため、接種を始めたのは早

かったしワクチンもたっぷりあったは

ずなのに、未だに低い接種率で留まって

います。私も以前はインフルエンザのワ

クチンも打ちませんでしたが、今回ばか

りは国民の義務だと思って接種を受け

ました。他人に迷惑はかけられないとい

う気持ちからです。そう考えた人が多か

ったのでしょう。日本では極めて順調に

接種率が上がってきていますね。ただ、

接種率が高いのに、感染が治まっていな

い国もあるようですので、ワクチンが万

能だともいえない見方もあります。よう

やく治療薬も出てきつつあるようです

ので、それらにも期待したいと思います。 

コロナのせいで、昨年、今年と会報を
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出す以外、蓼科会としての活動はほとん

どできていません。皆様にもお目にかか

る機会がなく、残念な二年間でした。よ

うやく感染が下火になっている今、そろ

そろ会の活動を再開してはどうかとい

う意見も頂きました。幹事で相談した結

果、第 6 波の恐れがなくなっていない現

状では、安全面を優先して、新年会まで

は見合わせた方が良いのではという結

論になりました。  楽しみにしていらっ

しゃった会員の皆様には申し訳ありま

せん。 

来年の夏には､コロナもほぼ去り、す

がすがしい気持ちで皆様にお目にかか

れるものと確信しています。  

以上、このままコロナが終結に向かい、

以前の日常生活が戻ってくること及び

新年こそ再び皆様に会の活動を通じて

お目にかかれることを強く願ってご挨

拶とします。 

 

8月8日幹事会 

幹事会は当初はリモートで開く予定もありましたが、出席幹事がコロナのワクチンを 2

回接種済みであったことから、蓼科湖湖畔の「ＨＹＴＴＥＲ」に集まりました。

日時 令和 3 年 8 月 8 日（日）10:30 

場所  ＨＹＴＴＥＲ（元水明閣）  

出席者 浅石郁子、浅石弘道、板倉幸枝、 

  板倉敏和、稲留景子、稲留偉智、  

岡森しのぶ、小澤文穂、下村ひろ子、 

下村芳正、脇田紀久子、脇田宏  

議事  

・退会者 3 名、住所変更等についての 

報告  

・冬会報の原稿執筆者検討  

・新年会の開催の有無 先の状況をみ

て会報発行までに判断 →中止 

 

 

蓼科の記憶 ―― Ｉ．敗戦まで  

二宮 素子  

 蓼科でのいちばん幼い記憶は、小柄な

父方の祖母が 2 歳半の私をおぶって、庭

の斜面をそぞろ歩く光景のように思い

ます。祖母の背中と私のあいだはずいぶ

ん空いていて、そのⅤ字型の空間でなに

か遊べるような、面白い感覚が今も蘇り

総会・幹事会などの報告 

寄 稿 
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ます。 

 蓼科の 12 坪あまりの小さな家は、両

親によりますと、母の姉が昭和 8 年ごろ

富士見高原で結核療養をしていた折、牛

山さんという方から、北山村湯川財産区

で、別荘地の宅地造成を始めるという情

報を得て、父が昭和 10 年にこの地を訪

ねたのが、はじまりのようです。城の平

の入口と思われるあたりで蓼科山を背

にたたずむコート姿の父の小さな写真

が残っています。写真を撮ったのは父の

義兄ではないかと思います。  

 昭和 11 年、トントン（杮）葺きの小

さな家が建った夏はまだ水道がひけず、

「沢の水を汲んだ」と聞きました。水を

どこまで汲みに行ったのか、早々の泊り

客などもあったようで、乳飲み子のいる

母が、炊事・洗濯の水を遠くまで汲みに

いったとは考えにくいのです。そんなは

ずはない、という意見もありますが、庭

に走っていた沢の水を使ったのではな

いかと私は思っています。ちなみに、当

時の区画の単位は 100 坪ほどで、我が

家は沢の斜面を勘定に入れずに区画が

決められたそうで、現在 ;沢はだんだん

埋まってきて、600 平米近くを借りてお

ります。 

 台所の外にちょっとした岩でかまど

を築き、羽釜でご飯を炊いていました。

これはどちらでも、かなりあとまで、同

じではなかったでしょうか。三畳、四畳

半、六畳の襖の柄は、三つ・二つの輪模

様がとんでいて、1936 年の建築である

ことが思われます。さて、これは何でし

ょう？ 翌、12 年、すぐ上に祖父のう

ちが建ちました。  

この頃でしょうか、祖父と伯父親子、

父と叔母の兄妹が蓼科山山頂でとった

らしい写真があります。まるでスポーツ

音痴の叔母が写っているのは驚きます。

27～8 歳ごろでしょうか。  

 

 もともと、左斜め上に子供心にもいい

建築だと感じられる大きなお家があり

ました。私はここに住んでおられた方の

記憶は全然ないのです。廃屋のまま、十

年ほど前に崩れ落ちてしまいました。う

ちの前の坂道はまっすぐに観音堂のと

ころに通じていて、そこを左折してずっ

と行くと城の平入り口の赤土と草原と

川の流れ、そこに丸太橋がかかっていま

した。今の、蓼科諏訪神社の所に、小さ

な祠がたたずんでいたように思います

が、叢の中という感じで、道もあるかな

きか、だったと思います。後年ビーナス

ラインが出来て、街灯の 54 と 55 のあ

いだに大きな鳥居が建ったのには本当

に驚きました。  

我が家のすぐ下には、たしか荒川さん

とおっしゃる甲府の方がおられました。

2・3 人の同年齢くらいのお子さんがお

られて、一緒に草花をつんでおままごと

をしたり、トンボを追ったり、名も知ら

ない虫の数々におどかされたり、金魚模

様のゆかたに兵児帯姿、下駄で駆け回っ

て遊びました。  

 

夜は、硝子戸の外に 10 センチ近くも

あるような蛾をはじめ、むらがる虫の多

かったこと。 
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 茅野からのバスの終点・プール平に出

るには、坂をまっすぐにおりて、今の「親

湯入り口」に出たものです。平なところ

へ出ると、みちの左側に「高原ホテル」、

その先の奥まったところに大きな古い

旅館「三幸館」があり、お風呂に入りに

行くのは高原ホテル、モダンな名前とは

裏腹に、今の渋川温泉のいくつかのお風

呂のような、木組みの太い材木がすっか

り濃い茶色になった四角い沸かし湯の

湯舟と、高いところからぬるい引き湯を

何本も落としている（あの仕掛けは何と

いう名のものだったでしょうか）広い浴

槽とがあり、大人たちが肩のこりをほぐ

していました。そこでばちゃばちゃと泳

いでは叱られました。 

 もう少し先にいくと、右側に四角くひ

ろい屋外プールが二面あり、手前のは蓮

池になっていました。現在は駐車場にな

っているところです。その先を右に回る

と現在「銀のポスト」になっている、郵

便局。奥には、写真屋さんと牛乳屋さん

があったと思います。  

 その先の崖を、前もってふくらませて

もらった浮き輪を斜めに肩にかけて、何

人かで、滝の湯のプールに通いました。

親湯のプールは深くて、子供向きではあ

りませんでした、  

 今、東洋観光の社屋とテニスコートの

あたりは平になっていて、馬が何頭も客

待ちをしていたようです。馬場のように

ただぐるぐると回っている馬もいまし

たし、少し遠くへ散歩をしていた馬の記

憶もあります。  

 現在、万葉堂の駐車場になっていると

ころは、一久というよろず屋さん。そし

て、おそばの三五十屋さんでは、屋外の

水槽で、15 センチ立方くらいのブリキ

の容器に入った、固くしっかりしたお豆

腐を売っていました。そこまで、お使い

には行っていたと思います。横半分に切

ってもらって来ました。ちなみに、プー

ル平から東側の山はどこまでかわかり

ませんが、明治 35 年に赤松の植林をし

た山で、そのため、「みごやま」とか「み

ごとやま」とか言ったのだそうです。父

が自分の小さな家を「みご山房」と名付

けたのはそんなわけでした。  

閑話休題。 

さて、当時の魚徳さんの記憶はありま

せんが、たぶんあったのではないでしょ

うか。野菜はもっぱら湯川などからあが

ってくる、農家の主婦のひとたちから買

っていました。矢崎さんとか篠原さんと

か、戦後まで続いてみえていました。  

縁側に品物を並べてちょっとしたお

しゃべりをしながら商売をしていくな

じみのおばさんたち。「・・・はいらん

かね。」とあんころ餅などを売ってしま

いたい坂を下りてくる知らない人をこ

とわる母がおりました。  

 そんな毎年の生活も昭和 15 年は行け

たのかどうか。弟も生まれましたし、東

京では、淀橋から、畑地のずっと残る板

橋区のはしっこ（現在は練馬区）への引

っ越しもありました。16 年は、父方の

祖母が建てた、ほんとうに小さな家で、

早くに亡くなった叔母が三人の子ども

達と滞在している写真がこの年だと思

われます。父と私も写っています。  
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 昭和 17 年は、蓼科に行けたのは、我

が家では私だけでした。伯母がうら若い

三人のお友達を招待し、私も連れていっ

てくれました。晴れ渡った暑い日、専門

学校の生徒さんだった 3 人は蓼科山に

登り、国民学校 2 年生の私は、夏休みの

宿題の写生をしました。下山してきた 3

人に「おかえりなさい」ととびついた私

に、3 人は真っ赤に陽に灼けた腕を「痛

い、痛い」と引っ込めたのが忘れられま

せん。 

  

 こうして、18・19・20 年と、戦争の

激化とともに蓼科に出かけることは難

しく、家はひっそりと山蔭にたたずんで

いるだけでした。

昔の思い出話 

                            岡森 しのぶ 

幼い頃、夏休みになるとまだ蒸気機関

車の“準急アルプス”に乗って、スイッ

チバック・トンネルでの窓閉め等をして

“ちの”駅に到着。駅前には黒色の倉庫

から冬の寒天の原料の海藻の匂いがして

いました。バス乗り場は各方面に行くバ

スが乗客で溢れていて、登山客の大きな

リュックには荷物料金がかかりました。

バスの女性の車掌はガイドも兼ねてい

て、御座石神社の“どぶろく祭り”の話

の後、りんご畑の先の、今は無いトンネ

ルを過ぎて蓼科に向かいました。今はう

ろ覚えですが、“蓼科小唄”(？) もいつ

も聞いていました。滝の湯の先の記念塔

も、蓼科がとても乾燥地と言う事で選ば

れたそうで、100 年後(2040 年)に開ける

事になっています。プール平に到着。そ

の頃のプール平はバスの発着がひっきり

なしでマイクからの案内がよく聞こえて

いました。 

 

この頃は今の東洋観光の駐車場の広場 

にプールが有り、隣の池との間に“ロマ 

ンス橋”がかかっていました。この池には

鬼ヤンマ・ギンヤンマ・シオカラなどのト

ンボが飛んでいてよく網で取ったもので

す。又今のテニスコートの所にグランドら

しき広場があり大学生がアメフトの練習

に来ていました。“いちきゅう”で会った

ときにプロテクターを入れたままの学生

を見て大きいのにびっくりしたのを覚え

ています。 

   

 

昭
和
三
十
年
頃
の
バ
ス 
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郵便局の先に 茅野から小川写真屋が夏

の間開いていて現像を出したりしていま

した。女性のカメラマンが観光客相手に

いました。夜に後ろの広くなったところ

で映画鑑賞が行われる事もありました。 

 

プール平には、山紫閣・高原ホテル・

三幸、と宿が有りました。その高原ホテ

ルが火事になった時、プール平にはまだ

消防車が無く手押しのポンプで、プール

の水で消火していました。随分時間が経

って下から御柱の時のラッパを吹きなが

ら消防車が来たのにはビックリ。我が家

裏のはめ板が熱くなり父達が水をかけて

いました。あの時の火事の熱さと真っ赤

な火は脳裏に残っています。 

昭和 31 年 8 月 4 日に、まだビーナスラ

インがなく、私達がお花畑と言っていた

桜丘の先の上の方から木材を満杯に積ん

だトラックが、今の街路灯 72 番から下に

カットオフして、三五十屋さんの所に抜

ける道からブレーキの故障で我が家に飛

び込み、家の角の柱を飛ばして、その頃

隣との境に植えられた赤松の間にすっぽ

りハマる事故がありました。運転手は庭

に飛び降り私達も無事でした。その後こ

の道は右にカーブしてビーナスラインに

つながりました。

 

その後、隣が諏訪日赤の山荘となり数

年の間、夏の間診療をしていてドクター

や看護婦さんには休み時間にプールや八

方台への散歩等遊んでいただきました。

 

 

そのうちプールが閉鎖され、その上に

“コックドール”がレストランを開店し

て、蓼科で東京の味を楽しめるようにな

り、湯川の財産区から東洋観光になり、

地元の肉屋や、ボンジュールが四谷から

来てパンやケーキを楽しみました。肉屋

にははじめは牛肉が置いて無く、犬を連

れてきていたので赤身の牛肉と思ったら 

“馬肉”でビックリしました。しばらく 

八方台にて 
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諏訪の丸光まで買いに行きました。 

 

毎朝湯川から歩いて野菜等を背負うっ

て、“奥さん、ごしていよう” と言って

いた、ごしていのおばさん・荷物やプロ

パンガスを運んでくれた清さん・一久の

おばさん・万葉堂の先代のおじさん・お

ばさん・楽焼屋のおにいちゃん(でも偉い

陶工でした)、 いろいろな方達との思い

出が一杯の蓼科、取り留めの無い話しで

した。 

蓼科の思い出 

相澤良枝・板倉幸枝

我が家と蓼科との出会いは、昭和 10

年前後に、父方の祖父が入会（いりあい）

から借りて別荘を建てたのが始まりで

す。私たち姉妹が蓼科で夏を過ごすよう

になったのは、昭和 30 年代半ばごろか

らです。母の話では、初めてのときは、

茅野駅でチッキの荷物を受け取り、家族

5 人タクシーで行ったそうです。当時は

祖母と、仕事柄夏休みのあった叔父が長

く過ごしていて、私たちは、一週間くら

いの滞在だったようです。車がありませ

んから、出かけることもなく、近くには

子供もいなかったので、いつも姉妹で遊

んでいました。  

父が来ると、楽しいことがありました。

姉妹を一人ずつ順番に連れて朝蓼科湖

まで散歩し、ボートに乗せてくれて、向

こう岸まで行き、新聞を買うのです。そ

して、当時は樹木も低く、ホテルも建っ

ていなかったので、家に残った姉妹から

もボートが見えて、またそれもうれしか

ったものです。  

もんがく平入口のバス停あたりに鱒

の養殖場があり、釣り堀をやっていまし

た。今は埋め立てられて駐車場になって

いますが、ここにはよく遊びに行きまし

た。養殖場のおばさんの仕事が珍しく、

見ているのが面白かったものです。大き

なバケツから勢いよく釣り堀の鱒に餌

をまいたり、旅館に卸すのか網で釣り堀

とは別の池から小さめの鱒をすくった

り。私たちも夕食のおかずに釣ることが

ありました。私（幸枝）は餌の臭いが苦

手、釣った鱒をさわるのもヌルヌルして

苦手、釣れても口から針を外せませんか

ら、地面をバタバタする鱒がまた池に落

ちませんようにと願いつつ、誰かとって

～！と叫んでいました。妹（良枝・春枝）

たちの方が平気ではねる鱒を押さえて

くれました。わが家の蓼科からのお土産

はいつもこの鱒のみそ漬けでした。  

 蓼科は私たちにとっては日常と違っ

た楽しい生活でしたが、母にとってはお

風呂は勿論五右衛門風呂で薪でたかな

ければなりませんし、調理も当初はガス

もなく、七輪だったといいますから大変

だったと思います。台所の出入り口を閉

めて、煙がいくから開けてはいけないと

言われたのを覚えています。いまでも松

の小枝をみると一瞬目が留まるのは、当
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時の私たちの小枝拾いお手伝いが頭に

残っているからかもしれません。  

 中学・高校生頃は、両親ばかりでなく

年上の従姉妹たちが入れ替わり来てく

れて、長く滞在するようになり、さらに

子育て時期にはひと夏を過ごしました。

東京生まれ、東京育ちの私たちにとって

は、蓼科はふるさとのようなものです。

 蓼科の思い出  

板倉 敏和  

 私が初めて蓼科を訪れたその日が何

時だったか､誰とどのようにして行った

のかなど、思い出そうとしても何も浮か

んでこない。幸枝と結婚後すぐ豪州大使

館勤務となり、3 年後の昭和 55 年の春

に帰国したので、その夏には訪れただろ

うと推測はできるのだが、情けないこと

に、その時のことが記憶にない。初めて

行った山の家だから、何かしら感じたこ

とが頭に残っているはずなのに、ない。

40 年の歳月の中で風化してしまったか、

高齢による痴呆の影響なのか。その年の

11 月に長男が生まれているので、夏に

訪れたとしたら、1 歳 8 ヶ月の長女と身

重の妻に同行したのだろう。 

 その後何度も訪れたので、最初の時の

ことはともかく、色々なことが頭に残っ

ている。 

まず、毎回車で運ぶ荷物が大量だった。

問題はその荷物の家までの運搬。蓼科の

家は、急な傾斜の途中に建っていた。車

は家の前までは当然入らない。下から持

ち上げる事もあったが、普通は、トヨタ

記念館の斜め前辺りに駐車し、そこから

延々と下り坂の山道を 200 メートルほ

ども下る。一度で済むはずもないので、

数回往復する。異常に疲労を感じたのは、

やはり蓼科の高度にも理由があったよ

うだ。普通にしている分には感じないが、

重いものを持って坂を上り下りすれば

息が上がる。 

普段、東京では深夜まで起きていた私

も蓼科では夕食が済むとすぐに眠くな

り、朝まで寝ることが多かった。涼しい

ので寝苦しさがなかったこともあるが、

やはり高度千メートルの影響が大きか

ったのだろう。時には寒いくらいで、夏

に来て風邪を引いて帰る人も多いと聞

いたことがある。 

 当時の家は、古かったが、小さいなが

らも凝った作りの家だった。部屋の前面

がぐるっと畳敷きの廊下になっており、

その外にガラス戸と雨戸という作りで、

家の中から蓼科湖やその先の山々が見

渡せる､いかにも別荘風の建物だった。

ただ、一つ問題があった。昼寝をしてい

ると体が廊下の方に転がり出そうな気

がするのだ。よく見ると家が前方に傾い

ていた。傾斜地であったため、年月が経

つ内にだんだん傾いていったようだった。 

 その翌年、私は、かなり大型のジャッ

キを借りて山に向かった。今考えると気

違い沙汰と思うが、私はそのジャッキを

使って家の傾きを直せないかと考えて
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いた。すぐに結果は出た。当然ながら何

十年もそこに鎮座する建築物はびくと

もせず、私の浅はかな考えを見事に跳ね

返してくれた。結局その数年後にその家

は取り壊され、新しいやや現代風の家に

建て替えられることになる。それで転が

り落ちる心配はなくなった。 

 毎年夏になると妻や子供達は蓼科で

過ごしていた。妻の妹達やその子供達も

来ていたので、毎年賑やかなことだった

ろう。私はと言うと、当時のこととて、

長期の夏休みは取れないので、たまの週

末に山に通っていた。 

そこで始めたのが、『燻製作り』だっ

た。私は昔から嵌まりやすい性格で、何

かに嵌まると無我夢中でそれにのめり

込むタイプだ。燻製作りに嵌まったのは、

豪州勤務時代に原因がある。豪州人と結

婚した幸枝の従姉妹がいて、良く一緒に

過ごしていたのだが、時々釣った魚を燻

製にしたといって届けてくれた。それが

実に美味かった。 

東京ではやってみようという気も起

こらなかったのが、大自然の中で、突然

目覚めてしまった。材料となる魚は、家

のすぐ下の鱒屋さんで仕入れることが

できた。燻煙器は、まずは市販のものを

利用した。チップは、その辺に転がって

いる桜や、樫を削って使ったり、市販の

ものを購入したりした。初めは小さな鱒

の熱燻からスタートした。丁寧に下ごし

らえをして燻製にすると、これが実に美

味い。ビールのつまみに最高だった。 

すっかり気を良くして益々嵌まった。

に頼んで、白州のウイスキー工場から大

きな樫樽を一つ入手してもらい、それを

加工し、自動温度調節装置なども設置し

て本格的な燻製製造装置を作った。この

装置は何年か活躍したが、私の仕事が忙し

くなるにつれ、忘れ去られることになった。 

 燻製作りへの熱情が醒め何年か後、ふ

と気付くと､あれほど情熱を傾けて作っ

た樫樽式燻製器がばらばらになって倉

庫の前に散らばっていた。樫材の膨張と

収縮のため、樽は自然に壊れてしまった

ようだった。『そう言えば何年も使って

やっていなかったな』と、樫樽の残骸に

対し自分の薄情さを詫びる気持ちにな

ったものだ。 

 私の燻製品は､美味しいと家族にも大

変好評だったが、一つ大きな問題点があ

った。それは、たまに私が山に来ても、

子供達や家族と遊ぶとか、どこかに出か

けるとかが一切なく、ほぼ終日、燻煙器

の前に座ったきりだったことだ。当時の

私は全く気付いていなかったが、妻は相

当不満を抱えていたらしい。 

 私個人は、日長、炎や煙を眺めて過ご

す数日は、日頃の仕事のストレスから解

放され、何も考えなくて良い極めて貴重

な時間だった。当時からそう感じていた

と言うよりは、今考えればそうだったな

と思えるもので、そうやってボーッと過

ごす数日は心地よかった。 

 ただ、その為に、家族とどこかに出か

けたという思い出が大変少ないことは

反省しなければならない。唯一と言って

良い思い出は、みんなで蓼科山に登った

様々な燻煙器を試したが、最後は、両親 ことだ。非常に疲れたな、と言うのがそ
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の時の記憶である。蓼科山に登ったのは

その一度きりになった。もう一度と考え

ることはあるが、今でも登れるだろうか？ 

 男は皆バーベキューが好きだという。

私もその例外ではない。とにかく燃える

火を見ているのが好きなのだ。初めの頃

は薪を燃やしてその上に鉄板を置いて

やっていた。風下に行くと煙が目に染み

る。ほどよい火の強さにするのに時間が

かかるなど、大変だった。それでもみん

なでわあわあ言いながらのバーベキュ

ーは楽しかった。今は、わあわあ言う子

供達はいないが、妻と二人で、炭を使っ

て簡単に楽しんでいる。山に行く楽しみ

の一つだ。 

 我が家の前面に高原荘という民宿が

あった。過去形としたのは、今も建物は

あるが営業はしておらず、廃屋同然とな

っているからだ。ここのご主人の原さん

は、脱サラで民宿を始めたと聞いている

が、山の生活全般の先生だった。毎年行

く度に夕食をごちそうになった。メイン

は、鍋料理。酒カスを使った味噌味の鍋

で､私は今もこれが大好物。秋風が吹き

始めると、みんなでこれをつつく。我が

家では『高原荘の鍋』または『おじさん

の鍋』と言う名前で通用している。 

 燻製作りへの熱が冷めかかった頃、私

に新たな趣味が生まれた。それは『そば

打ち』だ。初めて蓼科でそば打ちをした

日が何時だったかはこれも覚えていな

いが、強烈に記憶に残っていることがあ

る。あるときどうしてもそば打ちがした

くなった。材料や道具も大方揃えたが、

なくてはならない麺棒がない。結局代用

品で間に合わせることになった。その代

用品とは、その辺に転がっていた古い塩

ビ製の水道パイプだった。ついこの間、

押し入れの中からそれが出てきてその

時のことが鮮やかに蘇った。そう、あの

頃は燃えていた。こんなものを使ってで

もそば打ちがしたかったのだ。事実上の

そば打ち職人と化した今、改めて初期の

頃の情熱が懐かしく思い出される。 

 コロナが一日も早く去り、消防会館で

そば会ができる日を楽しみにしています。 

2016 年 申年の御柱祭に参加して 

次回は 2022 年 寅年 

下村ひろ子 

御柱祭は、申と寅年に執り行われる

（数えで 7 年毎）諏訪大社の神事です。 

御柱祭は、山梨県の「吉田の火祭」、秋

田県の「なまはげ紫灯祭」と並び日本三

大奇祭の一つに数えられてます。 

上社➡本宮と前宮  

下社➡春宮と秋宮 

諏訪大社はこの四宮で成り立っています。 

蓼科は、上社になります。 

上社の御柱 

本宮➡本宮一、本宮二、本宮三、本宮四 

前宮➡前宮一、前宮二、前宮三、前宮四 

八本の御柱をどの地区が曳行するかは

くじ引きで決まります。 

2016 年の御柱祭 

蓼科は、くじ引きで前宮二（米沢・湖
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東・北山）になりました。 

  4 月 2 日 綱置場（綱渡り）➡穴山（大             

曲り）➡子ノ神前➡木落し上 

4 月 3 日 木落し➡川越し➡御柱屋敷 

主人と蓼科地区のお揃いの法被を着

て、一日目は、朝 7 時半から御柱「前宮

二」の山出し曳行に参加致しました。法

被の効果は抜群で、引き縄にすんなり入

れ皆仲間なんだなあと気持ちが高ぶり、

曳く手にも力が入りました。 

雪が残る八ヶ岳を背に強風、砂嵐の中

長さ約 17m、重さ約 10ｔの巨木の綱を

約 1000 人の氏子達に曳かれ、沿道には

応援の人達も大勢いらっしゃいました。

子供達の突撃ラッパ、木遣り、花笠音頭

などの応援もあり、難所の穴山の大曲り

にきました。狭く直角に屈折した道路を

巨木が通過するのですからそれは大

変!! 民家すれすれに”めどでこ”（御柱

の左右についた角のようなもの）が通り、

氏子のベテラン達がカーブでは、地面に

這いつくばり必死に御柱を調整してま

した。民家の二階の窓や屋根には、見物

の人達であふれてました。 

時間をかけ難所を無事通過し残り「木

落し上」迄氏子達と頑張って曳いて行き

ました。 

二日目は、朝 8 時から「木落し上」近

くに氏子達が集合し、木落し前のセレモ

ニーが行われ、白旗が上がりいよいよ 

”木落し”  最大の見もの。 

花火が上がり御柱の綱が斧で切られ、

斜度 27 度の斜面を一気に滑り落ち辺り

は、土煙になりました。 

この後 宮川の川越しを終え安国寺

の御柱屋敷に 5 月の里曳きまで上社 8

本の御柱が安置されました。 

5 月 3 日御柱屋敷➡前宮大鳥居➡前宮

本殿前 

5 月 4 日 前宮位置直し➡前宮冠落し

➡前宮建御柱 

里曳き一日目は、朝 10 時から御柱屋

敷から前宮前まで、氏子だけでなく一般

の方々も参加され賑やかに里曳きされ

ました。 

二日目は、朝 9 時より舞台の上で応援

の突撃ラッパ、木遣りなどでメインイベ

ントの前を盛り上げていました。いよい

よ冠落しをした御柱がじわじわと上が

ってく中、氏子達が命綱をつけながら垂

直になるまで御柱と共に頑張っていま

した。 

もちろんこの間も突撃ラッパ、木遣り

の応援も絶好調でした。 

終わりに、山出しの時、どなたかの携

帯電話を拾いました。近くにいた警察官

の方に「拾いましたのでお願いします」

と渡そうとしたら「えっ交番は何処だ？ 

私に渡されても困ります。近くの交番に

届けてください」と言われてしまいまし

た。地方から応援の警察官でした。困っ

ていたら、地元の方が、「私が届けます

よ」と引き受けてくださいました。 

4 月 5 月とも快晴でした。 

前回の御柱祭を思い出しながら書き

ました。皆様のご参考になれば幸いです。 

2022 年は、コロナに負けず御柱祭がで

きます様に願っております。1200 年以

上続いてる御柱祭ですが、一度も中止し

た事はないそうです。
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最近１年半の蓼科生活 

              2021 年 9 月 18 日 下坂秀樹 

 蓼科には年末年始、ゴールデンウイーク、

夏休みそして紅葉シーズンや都合のいい

週末等にまいり今までは年間 60 日前後を

過ごしてきましたが、昨年春以来の新型コロ

ナウイルスの流行、偶々同時期に家内の病

気治療が始まってからは空いている日程

を見つけてはこまめに月に 1 週間～2 週間程

度、城の平の山荘に来るようになりました。 

 蓼科では、コロナ下でもあり買物はでき

るだけまとめて済ませ、温泉も町から離れ

て比較的密にならない白樺湖畔のスズラ

ンの湯（茅野市温泉施設共通回数券が使え

ます。）へ行き、野鳥（ウソ，コガラ、ゴジ

ュウカラ、ヤマガラ等）がベランダの餌を

食べに来るのを観察し、家内と付近を散策

して季節ごとの花を探すなど城の平でゆ



 

13 

っくり過ごすのが日課です。 

 そのような静かな山の生活ですが、たま

には美味しいものを食べたい、気分転換も

したいということで、以前に日帰りドライ

ブで訪れた温泉地をゆっくり訪れようと、

扉温泉、下部温泉、白馬温泉、志賀高原上

林温泉、別所温泉などに泊りがけで行くよ

うになりました。一泊すると新発見もあり

日帰りでは味わえないような新たな旅に

なることにも気づきました。 

 いずれの温泉地でも往き帰りに名所旧

跡等を探して訪問するようにしています

が、今回は 2021 年 3 月末に訪れた別所温

泉とあんずの里をご紹介したいと思いま

す。（別所温泉は蓼科から大門峠を通り 1時

間半ほどの距離にあるので今まで日帰り

で 6～7 回くらい訪れ、無言館、前山寺、

北向観音、安楽寺などを巡り、街の温泉に

も行ったことがあります。） 

3 月 29 日：9 時出発 諏訪 IC から高速

(途中の姥捨SAから見る長野盆地は雄大)、

長野道更埴 IC へ、そこから 20 分程で「あ

んずの里」へ。丁度あんずのピンクの花が

甘い香りと共に真っ盛り。上平展望台に行

きあんずの里を見渡し、歩いて上皇ご夫妻

が行かれた「スケッチパーク」へ。あんず

の里からの帰り道にある「森将軍塚古墳」

は東日本最大級の古墳で一見の価値があ

ります。戸倉上山田温泉、青木村を通って

別所温泉へ。登録有形文化財の純和風の旅

館「花屋」に宿泊、古びた佇まい、重厚な

大理石の温泉が心地よい。木造、離れ家、

渡り廊下で風通し良くコロナにも安全？

（別所温泉にはほかにも人気のホテル、名

旅館が幾つかあります。） 

3 月 30 日：朝風呂、ゆっくり朝食をし

て、北向観音、安楽寺、長楽寺を散策、

11 時にチェックアウトして帰路へ。途中

長和町、道の駅マルメロで野菜を買い帰

宅。今回は別所温泉と組み合わせてあん

ずの里に寄りましたが、季節によっては

小布施、戸隠、松代などを訪れるのもよ

いかもしれません。 

ウイズコロナの日々がまだしばらく続

きそうですので、機会を見つけては蓼科に

来て、頻度多く来ないと見られないような

木々や野草の季節ごとの変化、野鳥、キツ

ネやタヌキ、鹿たちの生態の一端などをもっ

とよく見ることができればと願っています。 

少し若い頃はチューリップの砺波、飛騨

高山、白川郷、糸魚川等へも日帰りで行っ

たのですが、これからも以前行ったそれら

の土地を含めて、蓼科を基点に美味しいも

のが食べられゆっくりできる温泉等を探

して一泊二日の旅を楽しみたいと考えて

います。  了 

令和４年度蓼科区役員

区 長 両角 勇治様 090-3914－0658 

（北八ヶ岳リゾート社長）  

副区長 山崎 兼一様 

会 計 篠原 忠吉様 

環境自治会 会 長    駒谷 秀也様 

副会長兼会計 水沼 昇様 

北山駐在所 鈴木 耕造巡査長 

（緊急連絡先 0266-78-2110）
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8 月 28 日 Zoom 懇談会のその後  

蓼科再生フォーラム準備会（仮称）  

蓼科別荘地区の交通問題をテーマに、約

30 名の皆様が参加して下さった夏のオン

ライン懇談会から４か月が経ちました。 

 高齢化に伴う医療、域内の移動手段など

の諸問題について別荘地、近隣の皆さん、そ

れに特別参加の学生さん達と活発な意見交

換ができました。 

その後、司会役の牧さんを中心に、蓼科会

のメンバー数人で、皆様のご意見をもとに

検討を重ね、茅野市の幹部、まちづくり推進

機構、観光事業者有志、医者、さまざまの分

野の学者、先端技術分野の学生などの皆さ

んと懇談を続けております。 

蓼科の抱える問題の解決には長期的な広

範囲の視点を定めて取り組まねばならず、

蓼科だけではなく茅野、諏訪、佐久などある

程度の地域を包括して取り組むこと、常に

最先端の技術とそれを担う人材の集約、豊

かな自然環境と素晴らしい文化の保持、そ

れらを可能にするための組織と資金が欠か

せません。そして若い人達に魅力のある地

域になれなければ活性化などあり得ないの

ではないでしょうか。 

来春に向けて、まずは小さな組織（NPO、

蓼科フォーラムなど）を立ち上げ、行政や地

元住民、経済界などとの協力関係づくりか

ら始められれば、と考えております。高齢者

に優しい域内交通システムや留学生との交

流などは短期間で、あの素晴らしかったと

いわれる縄文時代を超える、誰もが憧れる

蓼科の実現は数十年先、を目標としたいと

思います。 

様々な分野で活躍され、豊かな経験をお持ち

の皆様の参画を心待ちにいたしております。 

広報担当 浅石 弘道  記 

 

 

 

 

 

蓼科会役員一覧（令和 3 年 8 月） 

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 

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 

令和 4（2022）年の行事予定 

8 月 6 日 テニス大会、            8 月 10 日 お蕎麦会 

8 月 7 日 幹事会、バーベキュー大会      8 月 18 日 お別れ会 

8 月 8 日 地元懇談会・総会・午餐会・講演会 
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蓼科会より会報原稿寄稿のお願い 

  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、奮ってご寄稿下さいますよう、よろし

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 

                   

 


