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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。 

 コロナウイルスが日本で問題になり始

めたのは令和 2 年の２月頃でした。以来

2 年半、未だにコロナ禍から完全には抜

け出せていません。この会報でコロナを

話題にするのも 5 回目となりました。ど

うかこのままフェイドアウトして、マス

クをつけずに皆様と大声で話が出来る日

が戻ってきて欲しいと切に願う今日この

頃です。 

 まだ感染者数は高止まり傾向ですが、

重症者は明らかに少なくなっています。

そろそろインフルエンザ並みの取り扱い

でもいいのでは？などと専門家でもない

自分はつぶやいていますが、こういう点

に関しては、日本政府は慎重というか臆

病ですね。もっともこれは、日本人がこ

ういう点になかなか大胆になれない、そ

の反映だと思われます。その証拠に、政

府がようやく重い腰を上げて、外ではマ

スクを外してもいいという方針を示した

にもかかわらず、マスクをしていない人

を見ることは稀です。外している人も、

大概はマスクを手に持って、「何かあれば

すぐ着けます」と意思表示しているよう

です。こうしてみると、改めて、日本人

の生真面目さとか同調圧力の強さなどを

感じます。良い面に働くことも多いので

すが・・・ 

このような事情を勘案し、役員の皆様

と協議した結果、残念ではありますが今

年も大事を取って夏の行事は原則として

取りやめとすることとしました。楽しみ

にしていらっしゃった会員各位には大変

申し訳ありません。また、昨年同様今年

度の会費は頂かないこととします。この

点お間違いのないようよろしくお願いし

ます。(テニス会だけは実施予定です) 

この春、長野県内では、善光寺の御開

帳と諏訪大社の御柱祭がほぼ同時に行わ

れました。 

御開帳も御柱祭も 7 年に一度とされて

いるのは皆様ご承知の通りです。御開帳

は昨年が開催年でしたが、コロナのため

一年延期されていました。私はかつて 4

年間ほど善光寺から徒歩 10 分の所に住

んでいましたので、前々回の御開帳の折

には何度も足を運びました。約三カ月の

間に二百万人の参拝があったと聞きまし

た。今年は 6 月 29 日までの予定で開催

されています。コロナ退散を強くお願い

したいものです。 

御柱は諏訪大社下社（下諏訪町）の秋

宮と春宮、同上社（諏訪市）の本宮と前

宮の合計 4 宮の四方にそれぞれ一本ずつ

の柱を山から切り出し、氏子がそれを曳

行して各宮の四隅に建てる、という壮大

な祭りです。切り出す大木は合計 16 本、

どの地区がどこの柱を担当するかはくじ

引きで決められるようです。期間も長く、

地元の氏子さんたちの負担も大変なもの
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だと思われますが、平安時代から今日ま

で続いてきました。続けてこられた理由

は、部外者の私が推察するに、やはり諏

訪大社への強い信仰が基礎にあり、毎年

でなく 7 年に一度であること、さらには、

各地区に割り振ることで各地区が名誉を

競う祭りになったことなどがあったので

はないかと考えます。今年は中止された

下諏訪の木落しを前々回の祭りの時、間

近で見る機会がありました。急な斜面上

で御柱の最前列に陣取った氏子さんの表

情には大役を任された誇りと強い緊張が

見て取れました。凄いお祭りだなと思っ

たのを覚えています。 

 

昨年夏の話題は平和の祭典、東京オリ

ンピック･パラリンピックでした。それで

は、今年の話題は？というと、悲しいこ

とに「戦争」ということになってしまい

ます。ウクライナでの戦争の記事が出な

い日はありません。戦後 80 年近く、毎年

のように戦争はどこかで起こっていまし

たが、幸い我が国が直接巻き込まれるこ

とはなく、平和な毎日を過ごすことが出

来ました。しかし、これは単なる偶然で

あったのかと思わされる今般のロシアの

侵攻です。 

この戦争がこれまでのものと違うの

は、場所がヨーロッパであること、兄弟

国と見られている国への攻撃であること、

町全体が徹底的に破壊され、非戦闘員へ

の攻撃や殺害が行われていること、ネッ

トを通じて戦争の模様が毎日映画を見て

いるように配信され、全世界の関心を集

めていること、そして核大国の元首が、

堂々と世界に向けて核の使用をちらつか

せて脅迫していることなどが挙げられま

す。民主主義対専制主義の戦いという様

相すら見せています。 

これまで核爆弾は、使用されない、抑

止力の兵器と私たちは考えてきました。

それを事もあろうに、世界を何回も破滅

させるだけの核兵器を保有する国の元首

が堂々と「使う」と公言しているのです。

脅しもあるかも知れませんが、ウクライ

ナが核を保有しておらず、そこに核攻撃

しても全面戦争を恐れるその他の核保有

国は反撃しないだろうと高をくくってい

るのかもしれません。もしウクライナが

数発の核を保有していたら、とてもこん

なことは言えないでしょう。そういう意

味でも核保有国の非保有国に対する極め

て悪質な侵略であり、世界に対する恐ろ

しい脅しです。 

核爆弾が生まれて 80 年近く、核保有

国は拡大し、今や 10 カ国近くになって

います。核大国ロシアの大統領がこんな

ことを言い出せば、今後身の危険を感じ

る国々は集団安全保障に加わるか、独自

の核で武装するかしないと、独立した国

家として地球上では生存していくことは

出来なくなってしまいます。核爆弾が誕

生して以来、世界中がもっとも恐れてい

たのは、こういうリーダーの出現でした。

ひょっとしたら今年で人類は終わってし

まうかも知れないという恐怖すら感じま

した。昔見た「渚にて」という映画のシ

ーンのように。 

幸い、我が国は日米安保で核の傘を提

供されているので、米ロの核の打ち合い
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にでもならない限り、直ちに核攻撃され

る恐れはないと考えて良いと思います。

しかし、元々モンロー主義的な傾向の強

いアメリカですから、今後ともしっかり

フォローしていかないと、気付いたら、

傘はあっても破れ傘だった、ということ

にならないとも限りません。 

本年 2 月、歴史は大きく逆回転し、世

界は今もって弱肉強食であることが明ら

かとなりました。ウクライナの惨状を見

るまでもなく、国の安全保障は、すなわ

ち国民の命と直結します。ノー天気でい

られたこれまでがまるで遠い過去のよう

に感じられ、改めて我が国は非友好的な

核保有国に囲まれていることを再認識さ  

せられました。豊かで平和な日本は、

どうすれば維持できるのか、皆が真剣に

考える時が来たように思います。 

 

コロナだ戦争だインフレだ、と気持ち

が塞がりがちな話題が先行する昨今です

が、こんな時こそ蓼科の清々しい空気を

胸いっぱい吸い込み、山々を眺めてリフ

レッシュしたいものです。 

 

会員の皆様には、精一杯夏の蓼科をお

楽しみください。来年こそ必ずお会いで

きると信じています。 

 

 

 

 

 

前年繰越  ¥ 3,756,790 

       収入未納会費 38,000      支出 会報発行代  103,328 

            利息    13      その他      1,210 

次期繰越  ¥3,690,265  

 

 

 

 

テニス大会以外の、「バーベキュー大会」「地元懇談会・総会・午餐会・講演会」「お蕎

麦会」「お別れ会」「蓼科会旅行会」の諸行事は残念ながら今年度も中止といたします。 

１）テニス大会  

プール平テニスコートにて第 24 回テニ

ス大会を開催する運びとなりました。 

コロナの状態が読めないので、昼食なしで

12 時には即解散となります。 

日時 8 月 6 日（土） 

9 時半から 12 時（2 面）まで 

申込締切 7 月 31日まで 

申込先  相澤 090－5751－7371 

 岡森 090－2220－7694 

親 睦 会 

会計報告 
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「 や あ ー 、 山 の 神 様 ！  お 願 い だ あ ー ！ 」 

「 よ い さ ！ よ い さ ！ よ い さ ！ 」 

「 よ い て い ー ！  こ し ょ ！ 」 

「 突 撃 ラ ッ パ の 音 と 太 鼓 の リ ズ ム ♬ 」 

2022 年寅年御柱祭『前宮三之柱』 

小西太郎

１、はじめに曳きの動作始動のやり方 

①木遣り隊 「やあー、山の神様！」 

（諏訪の木遣りはとてつもなくかん高い

声で歌います。木遣りは通常歌うと言い

ますが諏訪の木遣りは『鳴く』というら

しいです。） 

②三友会と氏子が受ける 「よーお！」

（三友会とは諏訪大社の御柱祭を中心と

した湖東、北山、米沢地区の氏子で結成

された有志団体） 

③木遣り隊 「お願いだあー！」 

（木遣り隊の終わり言葉は『お願いだあ

ー』が多いです。全てが安全に無事に終

われるようにという意味らしいです。） 

④三友会と氏子 「よいさ！よいさ！よ

いさ！」木遣りを受ける。木遣り歌は他

にもたくさんあるようです。 

⑤三友会 「よいていー！ こしょ！」   

『よいとこしょ』の方言で掛け声になり

ます。めどでこ（御柱の前部に角の様に

付ける柱）とあとめど（後部に角の様に

付ける柱）に横から綱を付け左右で引い

て御柱を揺らす動きをします。 

⑥三友会の鼓笛隊 

「突撃ラッパの音と太鼓のリズム♬」 

これで気持ちが入ります。 

⑦全員 「よいさ！よいさ！よいさ！」

の掛け声で男綱（進行方向左側）と女綱

（右側）が氏子たちによって引っ張られ、

御柱の里曳きが始動します。（下社では進

行方向右側が男綱で左側が女綱・・・上社

と逆です。どうしてかは分かりません。）

数十メートルを曳いて一休み。これを繰

り返し行いお宮まで曳きます。交差点で

90 度曲がる時やカーブは後ろ綱と梃子

棒（てこぼう）を使って曲げます。これ

が大変なところです。今回の山出しはコ

ロナ禍の為、人力では曳かず大型トレー

ラーによる輸送になってしまいましたの

で、穴山の大曲の曲芸的な通過を体験で

きなかったことは残念でした。 

 

２、里曳き 

 このようにして 5 月 4 日(水)神事・綱

渡りの後、大総代や頭郷総代が曳行開始

の合図として白旗上げ綱の前方の曳手 

会員からの寄稿 
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（氏子）達に伝えます。遂に、午前 8 時

30 分、前宮三之柱が御柱屋敷から曳行開

始です。➀木遣り➡②氏子達の受け➡③

木遣り➡④氏子達の木遣り受け➡⑤氏子

達の掛け声➡⑥太鼓と突撃ラッパ➡⑦全

員の掛け声と共に曳行となりました。安

国寺前の御柱屋敷（宮川を渡った広場）

から前宮前まで距離約 700 メートルをゆ

っくり曳行します。①から⑦までの動作

を繰り返しながら前宮前信号に 11 時

30 分に到着しました。ここで昼休憩です。 

＊「引く」と「曳く」はどう違うか？ 

「曳く」とはひきずるという意味があり

船をひいて航行することを曳航（えいこ

う）といいます。本宮一之柱が安国寺の

御柱屋敷を出発する頃、本宮からは神職

や「お舟」と呼ばれる舟型神輿を担いだ

白丁姿の山の衆達が行列を作って御柱を

迎えに出発します。そして本宮一之柱は

迎えの一行に続いて本宮に入っていきま

す。このことから「曳」という字が使わ

れているのでしょう。私の推測ですが。 

 

３、建御柱 

午後からは前宮三之柱の場所まで上り

坂を上がり柱の冠落としをして建てます。

注目は第一鳥居を『めどでこ』が上手に

潜り抜けるかが見せ場です。まず、後ろ

綱、横綱、梃子棒をうまく使って約 90 度

向きを変え鳥居へまず若干斜めに向かう

ようにします。男めどを横綱で傾かせ傾

いた隙に元綱を曳き男めどだけ通します。

傾きを直した後、女めども同じようにし

て潜らせます。あとめども同じように通

します。この後またまた、試練の場所！ 

土丸出しの急な上り坂が待っています。

境内なのでどんどん道が狭くなり急坂が

きつくなっていきます。前宮にいらした

方はお分かりだと思いますが息が荒くな

るほど急坂です。土丸出しの急坂の後は

第二の鳥居です。そして階段（御柱時は

板が貼ってあります）。こすりにこすっ

て思いっきり曳きます。「よいていー！

こしょ！」と木遣り・突撃ラッパが連発

されます。さらにＳ時カーブが連続し元

綱を左右に調整しながらひっぱります。

左右の調整は強い横の力が必要で、子供

やご年輩の方ははじき返されるので危険

です。今回もご年輩が道の脇の川に頭か

ら落ちました。幸い大きな怪我はなかっ

たようです。建てる場所に着いたら一般

の氏子の仕事はこれで終わりです。5 月

5 日（木・祝）9 時より冠落しの儀式。

そして建御柱の建立の応援にまわります。 

＊冠落しとは曳いてきた御柱の先を三角

錐の様に斧で削り尖らせる神事の事です。

天に向かって指すイメージになります。

冠落しの後すぐに建御柱の神事に入りま

す。この時も木遣りから掛け声・突撃ラ

ッパ・太鼓が連発されます。建てる前に

御柱に乗り神社神主の神事があり、各々

総代さんが乗り木遣りを受け、斧隊も同

じく木遣りを受た後、三友会メンバーが

15 人乗り込み（通常の建御柱だと 30 人）

垂直になるまで落ちないようにかじりつ

きます。横倒しの状態から後ろの目立た

ないところで人力だけでワイヤーを巻き

上げ垂直にします。先端に大御幣が付け

られもみの巨木は神になります。 

今回三之柱は 15 時から八代亜紀のス
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テージショーがあったので他の柱より 5

倍速で建御柱が終了しました。 

 

４、御柱祭 

諏訪大社は上社本宮・上社前宮・下社

秋宮・下社春宮があり数えで 7 年に 1 度

（6 年に 1 度寅年と申年）各お宮に 4 本、

合計 16 本の御柱を建立します。茅野市

と諏訪市一部は上社、諏訪市一部と下諏

訪町と岡谷市が下社の氏子となります。

ここでは上社御柱について説明します。

八ヶ岳の中腹にある社有林から木を選び

ますが前回までは昭和 34 年の伊勢湾台

風被害の為、立科町などの国有林から選

んできました。今回は本来の御小屋山中

から選びました。一之柱は約 17ｍ、約 13

トンあり段々短くなり四之柱は約 12ｍ、

約 10 トンです。切り出した柱を山から

里へ（山出し）、更にお宮内に運び（里

曳き）建立（建御柱）します。秋には各

地区の神社（小宮）のお祭りが開催され

ます。今回、山出しはコロナ感染防止の

為にトレーラー輸送となりました。1200

年の歴史上初めて人力によらない山出し

になったのです。目の前を数秒で過ぎて

しまったので呆気なかったです。 

里曳きは医療従事者や学校関係者など参

加を見合わせた人も多かったです。6 年

に 1 度なので継続しないと様々な技術

や段取り、コツが失われてしまうので里

引きは行えて良かったし参加できてとて

も満足に思っております。

 

 

 

 

 

1.山出しのトレーラ

ー 

yama 

2．めど付けし出発 

3．金山地区の桃太郎旗持ち 
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蓼科の思い出 

稲留正英 

以前、衛星放送で、蓼科を舞台にした昔

の映画を見たことがあった。『高原のお

嬢さん』というタイトルの日活もので、

主演は舟木一夫。彼は蓼科の牧場で、牧

草の品種改良を目指す青年を演じている。

ある日、別荘地を散策していると、ピア

ノを弾く美しい令嬢（和泉雅子）を見か

ける。やがて、出会い、恋に落ちる二人。

しかし、彼女は蓼科を買収しようとする

憎き開発会社の御曹司のフィアンセだっ

た――。 

あらすじは、はっきり言って、大した

ことはない。だが、製作は 1965 年と私

が生まれる 3 年前。その時代に私は存

在しないが、カラーで撮影された当時の

映像に、つい、見入った。私が小学校時

代の 1970 年代の蓼科の姿がそのまま残

されていたからだ。 

真っ赤なオープンカーが走るビーナスラ

インは舗装が真新しく、懐かしい料金所

が映っている。プール平のバスターミナ

ルは観光客でにぎわい、観光馬車がパッ

カパッカと行きかう。派手なゴーゴーパ

ーティーの会場には、親湯の屋外温泉プ

ールが使われている。 

私が小学校に入学する前、東京の自宅 

4．冠落とし 

5．建御柱 6．終了 
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から蓼科に行くには、国道 20 号を通っ

て、10 時間以上掛かった。小学校高学年

になると中央高速が甲府まで開通、その

後はバイパスと 20 号を使ったが、それ

でも 7～8 時間は必要だった。東京と茅

野では、明らかに町並も服装も言葉も違

っていた。雑誌も数日遅れで配本されて

いたはずだ。とにかく、「遠い場所」だ

った。夏休みは、丸々一カ月、祖母と母

と妹と一緒に、蓼科の山荘で過ごした。

その当時は、庭にたくさんの珍しい高原

植物が咲いていた。トンボがたくさんい

て、それを、プール平で買った虫取り網

で捕まえるのが楽しみだった。 

 テレビは白黒、そののち、小さなカラ

ーになったが、夏は甲子園と終戦の特番

を見るのが慣わしだった。終戦 30 周年、

35 周年とかで、戦没兵士の両親も追悼会

場にはたくさん来ていた（何しろ、江戸

時代生まれの泉重千代さんがご存命だっ

た）。ある年は、ニュースで、東京の新

宿でバスが放火されたと報じられ、新宿

で働いていた父の安否は大丈夫かと大騒

ぎになったこともあった。もちろん無事

だったが、今みたいに、スマホやライン

などはない。それどころか、「煩わされ

たくない」という祖母の意向で、山荘に

は電話さえなかった。確か、電報でやり

取りしていた。 

 野菜売りのおばあさんが、週に何回か

やってきた。重そうな駕籠を背負い、縁

側にドカッと腰を下ろし、大量の野菜や

漬物、自家製の餅を広げる。祖母はその

おばあさんとの会話が楽しみで、おまけ

もしてくれるから、毎回、そんなにいら

ないのに大量に買ってしまう。でも、草

餅と漬物は美味しかった。もちろん、野

菜も。 

ある時は、野菜売りのおばあさんの代

わりに、作家の柳田邦男氏が突然、縁側

に現れた。何でも、戦争中に蓼科に疎開

していた外交官の娘のことを取材してい

て、話を祖母に聞いていた。それは、の

ちに『マリコ』という本になった。 

 プール平は、映画のように賑わってい

た。コックドールというレストランがあ

り、その後、近くに東京のパン屋も出店

した。魚屋もあった。万葉堂の裏には、

楽焼屋があり、祖父と夏休みの課題用に

焼き物を作った。バスターミナルでは、

東洋観光の事務所を背に、古臭いバスが

3 台くらい縦に止まり、避暑客で溢れか

えっていた。それから、プール平の温泉

プール。夏休みはこれに入るのが、恒例

行事だった。 

 蓼科山には、小学校 3 年生の時に、父

と登った。峠の茶屋の登山口から途中ま

で祖父も一緒だったが、足場が悪く祖父

は途中で引き返し、頂上には父と二人で。

景色は素晴らしかった。 

 白駒の池にもよく行った。露店で焼き

トウモロコシを買って食べるのが楽しみ

だった。ある時、湖畔でトイレを使おう

としたところ、ドアが硬くて開かない。

そこで、「エイヤー」とドアノブを引っ

張ったところ、片手でドアノブを抑え、

もう片方の手でお尻を抑えた男性が、ヤ

ドカリみたいに飛び出してきた。私は驚

いて、その場から逃げ去った。
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 蓼科湖はやはり、ボートとゴーカート

か。乗り物好きの私にとって、ゴーカー

トに乗るのは本当に楽しみだった。 

 そんな蓼科の生活も私が社会人になっ

た 1990 年代以降は段々と難しくなって

いった。というのも、別荘が江戸時代に

建てられた築 150 年以上のオンボロのか

やぶき屋根の家だったので、屋根に穴が

開き、土台が腐り、住むのが難しくなっ

たためだ。解体して、別荘を閉めようか、

と家族で検討した。しかし、蓼科の思い

出はあまりにも多く、結局、屋根をスレ

ートに変え、土台も整備するなどの大規

模改修をした。そして、今も引き続き、

家族で利用している。床暖房も導入し、

冬も来られるようになった。今では、私

の娘たちがゴールデンウィーク、夏休み、

冬休みに利用するようになった。 

 

 その間、蓼科のプール平は一久（いち

きゅう）まで無くなり、すっかり空き地

が目立つようになった。家の周りも、名

古屋大学、日本大学、中部電力の山荘が

無くなり、寂しい限りだ。蓼科湖からゴ

ーカート場も消えた。しかし、一方で、

かつての高度成長期の時代とは違う、

SDGs（国連の提唱する持続可能な成長

目標）に沿った山での暮らしが定着しつ

つあると思う。蓼科湖の周りには、キャ

ンプ場が再整備され、ロッジや併設レス

トランを利用した「グランピング（気軽

なキャンピング）」を楽しむ家族連れが

増えている。「ワーケーション（休暇を

取りながら仕事をする）」のためのオフ

ィスも備えられ、キャンプしながら仕事

も可能だ。 

 文筆・編集を生業とする私も新型コロ

ナ以降は、すっかり、オンラインの会議

や取材が定着した。今や蓼科で仕事をす

るハードルが非常に低くなっている。今

年は設備投資をして、仕事をする環境を

整えようかと考えている。 

なお、冒頭で紹介した『高原のお嬢さ

ん』は、アマゾンのプライムビデオで見

ることができる。往時の蓼科の活況ぶり

を知り、今も変わらぬ蓼科の大自然を再

認識するには格好の材料だ。お時間があ

る時に、ぜひ、鑑賞されたい。 

 

 

 

築 150 周年以上の家 

親湯のプール 
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白銀の室堂から立山へ 

その１ 

脇田紀久子 

去年の晩秋、別荘終いもそろそろという

頃、浅石ご夫妻は集まった我々に、白銀

に覆われた立山と雷鳥の魅力を熱心に説

明してくださった。身を乗り出して聞い

ていた私共はすっかり夢中になり、翌年

5 月 17 日から 19 日までという計画が

あっという間に決まった。浅石隊長はそ

の後、宿の予約に始まり全員の装備、零

下にもなる寒さに備えて下着に至るまで

細やかな心くばりをして下さり、私たち

も安心して雪山に登る準備ができた。ご

夫妻は日本山岳会会員なのです。 

 

 5 月 17 日の早朝 7 時、蓼科はカラマ

ツの若葉も出揃い眩しい新緑の季節。ひ

んやりとした空気がピリリとするプール

平に集合した 7 人は 2 台の車に分乗し、

立山室堂に向かう。最年少の 60 歳 1 人、

70 代 3 人、そして 80 代 3 人、そしてや

はり日本山岳会の 70 代の女性が現地で

合流し総勢 8 人となる。 

 松本から安房峠を越えカーブとトンネ

ルの多い道をカミオカンデの横をかすめ

て立山ケーブル駅に向かう沿道には、大

きなヒノキが多く薄紫の桐の花、藤の花

が美しく、蓼科とはだいぶ植生が違うよ

うに思える。霊峰立山雄山神社の中宮芦

峅寺という立派な神社を左に見て思わず

身が引き締まる思いになる。自然保護の

ため全ての車はケーブル駅駐車場におき、

ケーブルとバスで室堂へ向かう。 

立山ケーブルは 30 度の急傾斜で、高度

500 メートルを 7 分で登る。こんな急傾

斜地によく線路を引けたものだと感心し

ながら眺める車窓はダケカンバ、立山杉

の巨木の原生林で、それがどんどん下に

遠ざかって行く。 

ケーブル終点から室堂行きのバスに乗

り換えると景色は一変、沿道の残雪から

蕗の薹が頭を出している。称名滝ではバ

スが速度を落とし、落差日本一の滝の美

しさをゆっくり見物できた。滝の流れの

音が念仏に聞こえることから称名滝の名

がついたとバスのアナウンスの説明。 

いよいよ室堂に近くなり、今年は 18 メ 

ートルの高さとなった壮大な雪の大谷が

見えてきた。ブルドーザーで削った壁面

がまるで大きな鱗のようにキラキラと光

っている。ブルドーザーが雪に覆われた
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道路をピッタリと認知し、ラッセルする

のは凄いと話題となった。雪の大谷を過

ぎるといよいよ室堂平、以前夏に蓼科会

の旅行会で訪れた室堂平はキンポウゲ、

チングルマ、ハクサンイチゲなどが咲き

乱れるお花畑だったが、真っ白な山並み

に囲まれた白銀の盆地のような今日の室

堂と同じ場所とは信じられない。ギラギ

ラと反射する雪にサングラスをかけ、今

日の宿の室堂山荘まで雪の感触を楽しみ

ながら、滑らないように足元に気をつけ

ながら歩く。 

 

 

室堂山荘の横には、江戸時代に作られ今

は重要文化財となっている室堂小屋が屋

根まで雪に覆われてひっそりと建っている。 

 目をこらすと雄山の中腹や浄土山の中

腹をまるで小さな蟻のように登る人たち

が見え、思わず凝視していると美しいカ

ーブを描きながらスキーで滑り降りてく

る。どの人も実に巧みな滑りで、まるで

映画の一シーンを見ているような気分に

なる。あとで聞いた所によると皆プロの

スキーヤー、プロのスノーボーダーなの

だそうだ。 

 質素な山小屋のつもりで入って見ると、

ロビーや読書室もあり、新しい畳の敷か

れた部屋は二重窓で隙間風も入らず、ク

リーンヒーターでとても暖かい。 

西側に面した食堂から、今まさに日本

海に沈もうとしている太陽の動きが手に

取るように見えた。そのスローモーショ

ンビデオのような夕日の動きは最後には

真っ赤な点となり山かげに沈んだ。感動

の写真を撮ろうとつい小屋の周囲に張り

巡らされていた足場に上ってしまったが、

夕日が沈むと同時に自分の歳を思い出し

足場を降りる足元がガクガクとした。 

山小屋のお食事は美味しく、お風呂に

至っては綺麗な 5 メートルと 3 メートル

もあるかと思う湯船に満々とお湯が張ら

れている。標高 2400 メートル、冷たい

水を温め長時間サービスしていることに

驚かされた。 

車
窓
か
ら
の
称
名
滝 

雪
の
大
谷
（
車
窓
か
ら
） 
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 翌 18 日 7 時半、雲ひとつない快晴の

登山日和で、ギラギラと山並みが眩しく、

特に聳え立つ雄山は雄壮な姿で青空を背

に我々を迎えている。山小屋の前でアイ

ゼンとストックの調節をして、いよいよ

立山雄山めざして出発。といっても 80 代

は途中まで同行することにした。ギシッ

ギシッという皆のアイゼンをつけた足音、

雪の表面はまるで星屑を撒いたようにき

らめいて、その美しい光に魅せられて、

時々サングラスを外して直視してみた。

こんなにキラキラと光る雪を見たことは

今までにあっただろうか。スキーに夢中

だった若い頃にはそんな感傷に浸ること

なく、滑ることに夢中だったのだろう。

登るにつれ勾配がきつくなり、もう降り

ようかしらと思ったが、一の越小屋まで

登ると北アルプスが一望にのぞめると

口々に言われるとついその気になり、急

勾配を 10 歩歩いては深呼吸しての繰り

返しでギシッギシッと一歩ずつ歩を進め

た。きちんと一直線に並んで登る私たち

に「綺麗な配色ですね」と何人かから声

をかけられた。なるほど赤、黄、緑、ブ

ルーと実に美しい配色のグループだ。よ

うやく登りきった一の越、持参したパル

スオキシメーターで測るとなんと普段

96、7 ある値が 88 に下がっていた。びっ

くりしたが、それより驚いたのは目の前

に広がる北アルプスのパノラマ。笠ヶ岳

から槍、穂高、大天井、燕岳、と手に取

るようなパノラマで、真っ青な空に真っ

白な山並みが、いつまでもいつまでも見

飽きない。小屋の前には大勢の人が身づ

くろいをしたり、写真を撮ったり一様に

雄山に向けての準備をしている。スキー

を背中につけて登る人、スノボーを背に

登る人など様々だ。 

 暫し休んで、雄山に登る五人は出発す

る。彼らの登る様子を下からカメラに収

め、私たちは室堂小屋に下ることにした。

下を見るとよくこんな急な道を登ったも

のだと感心するような勾配だ。ふとハイ

マツの根元をみるとチチチと鳴きながら

歩くカヤクグリを見つけた。これはイワ

ヒバリの一種で、あとで聞いたところ一

妻二夫という珍しい鳥なのだそうだ。 

一の越よりはるかに望む槍穂高 

 ハイマツの根元にカヤクグリの居て 

カヤクグリ 
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一の越からの北アルプス 

一の越まであと少し 奥大日岳を背に一の越へ 

室堂平からの立山雄山から富士の折立    大日岳に沈む太陽 
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１．万葉堂が、日用品、食料品等の取り

扱いを止め、お土産だけになった。  

黙防は通常通り営業している。 

２．今年の蓼科神社の小宮祭は 10 月 2 日

（日）に行われる。詳細は未定。 

３．冬号でお伝えした蓼科再生フォーラ

ム準備会（仮称）について 

蓼科会も他の地区同様、高齢化が進ん

できております。 

これまで蓼科での移動は主にマイカー

に頼っていました。免許返上後の、マイ

カーに変わる「足」の確保の必要性が話

題になってきています。 

また今年は上記のように 6 月末から万

葉堂がお店を閉められ、今は蓼科郵便局

と銀のポスト、その前にある蓼科温泉だ

けになり、ちょっとした日常の買い物も

不便になりました。 

蓼科を以前のように活性化させるには

どうしたらよいかを考えよう、と蓼科再

生フォーラム準備会（仮称）というプロ

ジェクトを蓼科会の有志で立ち上げ、昨

年 8 月に ZOOM ミーティングを実施い

たしました。 

その後も地元の各地域の方々や、周り

の別荘地の会の代表の方々などと連絡を

とり、話し合いをしてまいりました。 

今後、どのような問題があるか、どの

ようなニーズがどのくらいあるのか、ど

のようなことができたらよいか、など皆

様が抱える困難を少しずつでも解決する

ための方法を模索していこうとしており

ます。 

そこで、皆様が今現在、どんな問題を

感じておられるか、どんな希望をお持ち

か、などを把握いたしたく、別紙のアン

ケートを実施することにいたしました。

アンケートのお返事は添付のハガキにて

お送りいただきたく、どうぞよろしくお

願い致します。 

なお、アンケートはオンラインでもで

きるようになっております。 

最近のトピックス 
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