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ご挨拶 

会長 板倉 敏和 

 

 いつまでも暑い日が続いていましたが、

10 月も下旬となり急にコートが欲しくな

るほど冷え込むようになってきました。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。 

先週（10 月 20 日）新幹線から見た富士

山は全体が黒く見えていましたが、今週ゴ

ルフ場から見たら、上の方が真っ白になっ

ていました。季節の移り変わりを実感した

ところです。きっと蓼科も冷え込んでいる

ことでしょう。 

 寒いのは苦手という方も多いかと思いま

すが、私が長野在住の頃、冬に東京に来ると

妙に生暖かく、戻って新幹線を降りたとき

のピリッと張り詰めた冷たい空気に心地良

ささえ感じたものでした。冬には蓼科には

行かれない方も一度経験してご覧になれば、

ひょっとしたらその魅力に気付かれるかも

知れません。もっとも、任期を終えて東京に

戻り、その空気に慣れて迎えた冬は、情けな

くも、寒い！と感じてしまったことを告白

しておきます。 

 さて、3 年を経て、未だにコロナの話をし

なければならないのは、実に腹立たしいこ

とではありますが、避けては通れない話題

でもあります。そのせいで 3 年間もの長き

にわたり、会としての活動を休止してきま

したが、ようやく社会生活は平常に戻りつ

つあるようで、この傾向が続き、このままフ

ェイドアウトして欲しいと切に願うこの頃

です。 

そういう流れが続くという想定の下に、

都内で行う令和 5 年 1 月の新年会は、別に

記したとおり実施するつもりでおります。

久しぶりに対面でお話しできる機会でもあ

りますので、多くの皆様のご参加を期待し

ています。 

この会報には、今井茅野市長から寄稿を

頂きました。快くお引き受けいただき誠に

ありがとうございました。蓼科会のメンバ

ーは、広い意味で茅野市の市民でもありま

す。蓼科を愛し、その発展を祈ることは即ち

茅野市のますますの発展を祈ることでもあ

ると思います。今後とも茅野市の皆様とも

良好な関係を築き、私たちの活動を通じて

地元の活性化に少しでも寄与できればと願

っているところです。 

ウクライナでは今日も激しい戦闘が続き、

兵士や市民に多くの犠牲が出ています。お

隣の国々は、ミサイル実験を繰り返したり、

独裁体制を固めたり、この一二年で我が国

を取り巻く安全保障環境は劇的に悪化しま

した。世界は、日本は、一体全体どうなって

しまうのかと不安な気持ちに駆られるのは

私一人ではないと思います。 

ただ手を合わせるしか出来ないのは実に

歯がゆいことではありますが、欧州におい

ては一日も早い平和の回復を、そしてアジ

アにおいては平和の破壊が起こらないこと

を祈って冬号の挨拶とさせていただきます。 
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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 

神田 英明 首都圏 鹿山 
蓼科が好きで、蓼科の皆様に沢山教えていただ

きたいため。 

 

 

 

 

 

令和 4 年 12 月 5 日 湯川にクリニック

が開設されます。完全予約制で、オンライ

ン診療も行います。 

診療科目：漢方内科、心療内科 

 

 

 

 

 

守屋文香先生の略歴 

1997 年 岐阜大学医学部卒業 

2001 年 北海道家庭医療学センター家庭

医療学研修修了 

2001 年〜2006 年  

家庭医療クリニック西岡所長 

2013 年〜2016 年   

ココカラウィメンズクリニック漢方 

内科 

2015 年〜2020 年   

船戸クリニック   漢方内科 

 

 

8月7日幹事会 

日時 令和 4 年 8 月 7 日（日）10:00～12:00 

会場 蓼科観光協会 2Ｆ 

出席者 浅石郁子、浅石弘道、井川良子、 

板倉敏和、板倉幸枝、稲留景子、 

岡森しのぶ、下坂秀樹、下村芳正、

脇田建、脇田紀久子、脇田宏 

検討事項 

１ 幹事の任期 

総会・幹事会などの報告 

いのちの輪ナチュラルクリニック開設のお知らせ 

所長 守屋文香先生  電話 0266-78-7280 

ホームページ https://ino-chino-wa.site 
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   総会が開催されるまで自動延長 

２ 新幹事 

   小西太郎氏、森俊一郎氏を新幹事に

就任依頼することを決定 

３ 令和 3 年度会計報告 

４ 新年会 

   来年 1 月の開催を決定 

５ 会報の原稿依頼候補者について 

   幹事が依頼する 

 

 

 

 

今年度唯一開催されるはずでした 8 月

6日（土）のテニス大会は、前日までに降

った雨のためにテニスコートの整備がで

きず、残念ながら中止となってしまいま

した。 

 

  

蓼科会会報 令和 4 年冬号に寄せて 

茅野市長 今井 敦 

平素から、市政全般にわたり深いご理解

と温かいご支援を賜り、深く感謝申し上げ

ます。蓼科会の皆様には、私個人としまして

も、長野県議会議員在職時から茅野市長就

任後の現在に至るまで、大変お世話になっ

ております。 

 

蓼科につきましては、私が小学生の時分

に祖母がプール平のお土産店に住み込みで

働いていたことから、特に夏場はよく遊び

に来ていた思い出があり、個人的に思い入

れのある場所でもあります。また、私が長野

県議会議員在職時から関わってきました道

の駅ビーナスライン蓼科湖がオープンする

ほか、蓼科湖畔を中心に民間事業者が宿泊

施設や飲食店を開業するなど、山と湖の相

乗効果で多くの人や事業者を魅了し惹きつ

ける観光地として、近年、さらなる発展を遂

げています。 

 

蓼科は、古くから保養地として栄えた歴

親 睦 会 

寄 稿 

道の駅供用開始記念式典（令和 2 年 7 月） 
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史を持ちます。戦国時代には武田信玄の隠

し湯があったと言われており、心身の癒し

を求めて多くの人が訪れました。戦前から

戦後にかけては、多くの文化人が八ケ岳の

自然に魅せられてこの地を訪れ、住まい、創

作活動を行っています。現在、蓼科にゆかり

のあった文人として、伊藤左千夫、高浜虚子

などの文学碑が残されており、その他にも

多くの文人が訪れたと言われています。 

また、戦後、蓼科を訪れ、別荘である「無

藝荘」を拠点に、数々の名作を世界に送り出

した映画監督の小津安二郎も、蓼科を愛し

た文化人の一人です。小津監督や脚本家の

野田高梧などが蓼科での暮らしや、地域住

民などとの交流を記録したノートは「蓼科

日記」として残されており、シナリオの作成

過程の様子や、訪問した俳優などの書き込

みなどを見ることができます。 

 このような歴史的背景を踏まえますと、

蓼科が、これまで茅野市の観光の発展に大

きく寄与してきたことは明らかであり、こ

れからも茅野市の観光を牽引する存在とな

ることを期待するところです。 

 

令和元年 4 月に市長に就任し、翌年の 1

月には新型コロナウイルス感染症の国内第

一例が確認されました。その後、全世界で急

速に感染が拡大したため、市長一期目の任

期の大半は、このウイルスから市民の暮ら

しや地域経済を守るための対策に注力して

きました。一方で、市民の行動や経済活動が

制限される中、様々な事業が中止を余儀な

くされたため、市長就任前に思い描いてい

たとおりに市政の舵を取るのは難しい状況

でした。 

しかしながら、これまで茅野市が人口減

少対策として進めてきました地方創生の取

組の成果と相まって、新型コロナウイルス

の感染拡大のリスク回避等を目的に、都市

部から地方への人の流れが生まれたことに

より、茅野市に移り住む人、長期滞在する人

が増加し、令和 2 年の国勢調査では、人口

増加数において県内の 19 市で 1 位、市町村

では 2 位となりました。この結果は、未知

のウイルスに対して抱く不安や悩みの解消

と癒しを求めて、市内の別荘に多くの人が

身を寄せたことも一つの要因であると捉え

ています。このことは、かつてこの地が保養

地として栄えた歴史とリンクするものであ

り、現代においても、八ケ岳の自然は多くの

人に癒しと安らぎを与え続けていることを

証明しています。 

 

こうした茅野市の財産を地域資源として

活かし、行政や事業者、市民との協働による

観光地域づくりを推進しているのが、一般

社団法人ちの観光まちづくり推進機構（ち

のＤＭＯ）です。この法人は、平成 30 年度

から令和 2 年度までの立ち上げ期を経て、

令和 3 年度からの連携基盤整備期のスター

トに合わせて中期 5 か年計画を策定し、そ

れまでの経営理念や行動理念などを刷新す
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るとともに、多くの若者を理事へ登用し、組

織の若返りを図りました。蓼科からも新進

気鋭の若手経営者が理事に就任しており、

蓼科のみならず茅野市の観光においても将

来を嘱望されています。 

今年の 9 月中旬から 10 月中旬までの 1

か月間、この法人と実行委員会が主体とな

り、「ちかくにいるあなたにこそ知ってほし

い、地元の楽しみ方を集めました」をメイン

コンセプトに、近隣の富士町、原村、立科町、

長和町、諏訪市、下諏訪町が広域的に連携し

て「ちかくの旅の見本市」を開催しました。

各地域の観光スポットや飲食店、アクティ

ビティなどを紹介し、周遊を促すこのイベ

ントには、多くの若者や女性が企画、運営に

関り、これまでにない目線や切り口で地域

の魅力を掘り起こすことで、新たなターゲ

ット層の集客につなげることができました。

そして、この取組を締めくくる“結びのイベ

ント”が、道の駅ビーナスライン蓼科と蓼科

湖畔を会場に開催された「蓼科フェス」だっ

たのは大変意義深いことです。 

このイベントを通じて、これから茅野市

の観光のみならず広域的な観光を担ってい

く多くの若者や女性が着実に育っているこ

と、また、その力が結集し、大きなうねりを

生み出すことができる場所が蓼科であるこ

とを改めて実感できました。 

この法人は、茅野市の観光が抱える課題

の解決にも乗り出したところです。現在、Ｊ

Ｒ茅野駅から車山、白樺湖、蓼科高原へ向か

うバス路線は、駅を中心に放射線状に各観

光地へ向かって伸びており、それぞれを横

につなぐ移動手段がありません。そこで、今

年の 9 月から 11 月までの約 2 か月間、各

観光地を直接つなぐバスとして「信州八ヶ

岳ハイランドフリーシャトル」を実証運行

しています。土、日、祝日のみの運行ではあ

りますが、無料ということもあり多くの観

光客に利用いただいており、この新たなバ

スの運行ルートに大きな可能性を感じてい

るところです。 

 

こうした現状を踏まえますと、今後、観光

客の行動範囲の拡大や旅行ニーズの多様化

が見込まれ、それに対応するためには、エリ

アを広げた市町村との連携がますます重要

になると考え、現在、その“種まき”を少し

ずつ始めているところです。 

富士見町、原村とは、自然環境の維持と再

生可能エネルギー普及の両立を目指し、昨

年１２月に「八ヶ岳西麓の豊かな自然環境

と共生する未来に向けた共同宣言」を発表

しました。環境を切り口にしたこの宣言を

契機に、今後は、八ヶ岳西麓一帯の観光振興

八ヶ岳西麓市町村による共同宣言（令和 3年 12月） 
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策についても協議を進めていくとしています。 

立科町とは、両市町内にある蓼科湖、白樺

湖、女神湖の情報を一体的に発信し、連携し

て魅力向上に取り組んでいくとする「レイ

クリゾート構想」を発表しました。 

いずれも具体的な取組は今後検討してい

くことになりますが、これまで個々に行っ

ていた観光資源の情報発信や魅力向上など

に自治体が連携して一体的に取り組むこと

で、より効果的、効率的に多くの人の来訪に

つなげることが可能になると考えています。 

 

茅野市のまちづくりに目を転じますと、

現在、市の最上位計画である総合計画の策

定を進めています。この計画の中で、今後の

まちづくりの推進に当たり活用する新たな

手法としてＤＸ（デジタル・トランスフォー

メーション）を、共有する新たな価値観とし

てＧＸ（グリーン・トランスフォーメーショ

ン）を掲げることとしており、これは国県が

進める政策、施策ともリンクしています。特

にＤＸにつきましては、この４月に、国の政

策である「デジタル田園都市国家構想」に関

連した国家戦略特区である「デジタル田園

健康特区」に、県外の２自治体とともに茅野

市が区域指定されました。今後は、規制緩和

措置を受けながら、デジタル技術を活用し

た在宅医療や薬剤の配送などの取組を推進

していきます。また、この構想を推進するた

めの国の交付金を活用し、官民のあらゆる

データを連携する都市ＯＳを整備するとと

もに、医療・福祉、防災、観光等の分野で新

たなサービスの構築を目指し、具体的な取

組をスタートしており、将来的には観光地

や別荘地などにもサービスを提供する予定

です。ＤＸの取組として先行して実証実験

等を進めていたＡＩ乗合オンデマンド交通

「のらざあ」につきましては、この８月に運

行を開始しました。今後、エリアの拡大も予

定しており、より多くの人に便利な移動手

段として活用いただきたいと考えています。

ＧＸにつきましては、昨年３月に、蓼科に別

荘地を展開する東急不動産、東急リゾーツ

＆ステイと、茅野市、諏訪広域脱炭素イノベ

ーションの４者が、相互に連携、協力し、美

しい自然景観などの地域資源を保全しつつ

最大限活用しながら、持続可能な循環共生

型の脱炭素社会（地域循環共生圏）の創造を

通じたカーボンニュートラルのまちづくり

に資することを目的とした包括連携協定を

締結しています。 

また、東急リゾートタウン蓼科内には、 

都市部のビジネスマンなどが、豊かな自然

に囲まれて余暇を楽しみながらテレワーク

をすることで生産性の向上を図るワーケー

「のらざあ」運行開始（令和 4 年 8 月） 
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ション（“ワーク”と“バケーション”を組

み合わせた造語）を推進する施設として、

「ワークラボもりぐらし」が設置されてい

ます。これは、茅野市がＪＲ茅野駅前の商業

施設内にコワーキングスペース「ワークラ

ボ八ケ岳」を設置し、それに呼応する形で市

内の別荘地内に民間事業者が主体となり設

置された“ワークラボ”を冠した施設の一つ

です。現在、市内にはワーケーションやリモ

ートワークが可能な宿泊施設やカフェなど

が４０か所以上あります。こうした施設な

どがネットワークでつながり、恵まれた自

然環境を活かして“新しい働き方”を実現で

きる場所として、茅野市の魅力を一体的に

発信することにより、新たな人の流れを呼

び込むことが可能になると考えています。 

 

ここまで、蓼科にフォーカスしながら茅

野市のまちづくりをご紹介してきました。 

現在策定中の総合計画においては、茅野

市のまちの将来像として、様々な人材、資

源、財源、情報が集まり、つながる交流拠点

の構築を目指したいと考えています。 

こうした意味で、過去、現在において、市

内外の様々な人や民間事業者を呼び込み、 

 

交流を生み出してきた蓼科の地は、未来に

向かっても、さらに多くの人や民間事業者

を呼び込み、新たな交流を生み出し続ける

可能性を有しており、交流拠点・茅野の形成

に大きな役割を果たすことと期待を寄せて

います。 

市内の観光地に共通する課題ではありま

すが、将来的には、蓼科が自ら稼げる地域、

自立した地域として、さらなる発展を遂げ

られるよう、蓼科会の皆様にはお力添えを

いただきたいと思います。茅野市としまし

ても、引き続き様々な形で支援させていた

だきます。 

結びに、蓼科会が今後益々発展し、さらに

飛躍されますことをご祈念いたしますとと

もに、会員の皆様のご健勝とご多幸をお祈

り申し上げます。 

 

蓼科の記憶 ―― II. 昭和 20年代 

二宮 素子 

 昭和 20 年暮、小学校五年の二学期を終わ

るまで鳥取県西部の寒村・祖母のふるさと

に、ひとりあずけられていた私を、秋に東京

に戻っていた母が迎えにきてくれました。

祖母は、ほんとうに安心して頼れるひとで

したけれど、やはり母を母屋の入り口に迎

雪景色の蓼科大滝 
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えたときの嬉しさは、たとえようもありま

せんでした。帰りの汽車は乗り換えの京都

駅では到底乗れず、始発駅の大阪へ行って、

やっと窓から押し込んでもらって乗れまし

た。車内は父島からだという夏服姿の復員

兵で文字通り立錐の余地なく、トイレまで

は、兵隊さんの肩越しにリレーをしてもら

いました。 

 たどり着いた東京の我が家の印象は、な

ぜかぼんやりとしています。 

 

 翌年の夏、旧制中学の教員だった父が、4

年ぶりに生徒さん 6・7 人と蓼科に行きまし

た。もちろんめいめいが米麦など食糧を携

えて、です。木炭バスは湯川までだったでし

ょうか。蓼科山の頂上と、諏訪湖でとった小

さな写真が残っています。 

 

翌 22 年夏には、母方の祖父、母、弟と私

で、浅川（現、高尾駅）大月、甲府など乗り

継ぎながら、一日がかりで行きました。リュ

ックサックから柄杓の柄がとびだしている

光景がなぜか忘れられない光景です。みな

さまご存知のように、茅野からの木炭バス

はのろのろと、ときどき女性の車掌さんが

降りては、またやっと動き出すというふう

な記憶があります。御座石神社の前を通り、

山寺、湖東と辿って芹ケ沢へ下りてゆく急

な坂道の大木が見えると「ああ蓼科に近づ

いた」と思いました。 

 到着した蓼科では、すぐ下の荒川さんの

お家がなかったのにはびっくりしました。

あとから聞くと、甲府のお宅が戦火で焼失

したので、解体して運ばれたとか。 

我が家に入ってまず点検すると、子供心

に印象的だったのは、夜具がきれいだった

ことです。東京の我が家は戦災に遭わず、当

時としては恵まれていたのですが、夜具は

すりきれたり、汚れたままだったりしてい

ました。新しい布地などは贅沢品でしたか

ら。それと驚いたのは、外に直接面したガラ

スがなくなっていたことでした。外された

ところに厚紙をはり、帰京する前には、屋根

裏を掃除して蒲団を移し、残っていたガラ

スには一枚一枚クレヨンで名前を書きまし

た。 

 それでも、水はあくまでつめたくておい

しく、そして、今では場所を覚えていないの

ですけれど、川のほとりに出かけたとき、陽

の光一杯の中、ほとばしり光る水と新緑の

ように美しい木々の葉や草、名を知らぬた

くさんの花たちにふれて、身体中の細胞が

甦るような感動をおぼえました。 

  

 あのころ、東京の家は、まだ農家の点在し

た郊外にあって、道を隔てた北側には、戦争

で夫を亡くしたひとが、義母、三人の子供

と、目に一丁字もない作男を雇いながら乳

牛 5 頭を飼って暮らしていましたから、時

には生乳を買いにいったりも出来ましたし、

配給以外を肯んじない裁判官が亡くなられ

るという事もあったころですが、食べ物を

手に入れる多少の方便もありました。鶏を

飼って、採れた卵に日付を書いて大事に使

い、庭でも、舗装していない前の道でも精一

杯作物を育ててもいましたから、そんなに

困っていたわけではありませんけれども、

親に「おなかが空いた」と言ってはいけない

と思っていましたし、茶箪笥の引き出しに

なぜか沢山あった戦前のキャンディの小さ

な包み紙をときどき取り出してうっとりと

匂いをかいだりしました。みじめな生活と
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は思いませんでした。  

 でも、外に出れば、日中の電車では、汚れ

た白衣を着た義手・義足の傷痍軍人が喜捨

を求めて乗ってきましたし、ラッシュアワ

ーでは無蓋の連結器にしがみついていた人

が何人か山手線高田馬場と目白の間で振り

落とされて、神田川へ落ちて亡くなったと

いう事件もありました。私の通学路線でし

た。藤田圭雄さんが主宰しておられた児童

雑誌には、「のがみのてっちゃん」という、

上野駅でたくましくも歯をくいしばって生

きる戦災孤児の日常が連載されていました。

よく、わかりませんけれど、やはり、すさん

だ（希望というものもあったのですけれど）

世情の空気を浴びて過ごしていた中学一年

生の暮らしと、蓼科の自然が与えてくれた

別世界。それは、衝撃といってもいいもので

した。 

 

 翌 23 年の夏、仲良しのクラスメートふた

りを蓼科によんでもらいました。前夜、吉祥

寺に住んでいたひとりのお宅に泊めていた

だき、やはり大月あたりから汽車に乗った

のだったでしょう。 

親湯の上の橋を渡って左に山道を行き、

佐千夫歌碑のあたりまで登ったり。そのこ

ろ、あのあたりは燦燦と明るい草原で、吾亦

紅、桔梗、なでしこ、キスゲ、ゲンノショウ

コその他――マツムシソウにはすこし早か

ったかもしれません――咲き乱れて、落葉

松や松が私たちの背より低い若木でぽつぽ

つと生えていました。滝の湯に泳ぎに行っ

たりもしました。二人はとてもスポーツ好

きで、一久さんにあった（と、私は思ってい

るのですが）ピンポン台でピンポンに夢中

になって、わたくしが連れて行きたかった

前年の水際へ行くことが出来ないまま、ふ

たりは帰京しました。 

 

 昭和 25 年高 1 の夏、弟と私はふたりで蓼

科に行くことになりました。汽車で向かい

合わせになったのは、女子大時代のお友達

で新橋の大きなお蕎麦屋さんのお嬢さんの

蓼科のお家に行くとおっしゃる三好洋子さ

んでした。今でいう、笹丸平の付近だったか

と思います。その後間もなく、三好さんは桜

ケ丘の宮崎白蓮家のお隣、親湯の崖の上に

お家を建てて、お父様とずいぶん蓼科をた

のしまれました。日本女性のイギリス中世

史家として、一番早く仕事をされた方で、よ

く、坂を登って遊びに行きました。 

その年の思い出は、高校の美術部の方達

をお泊めしそこなったことです。みご山房

の前でしたか、スケッチ旅行という我部先

生と上級生４・５人にお会いして、ちょっと

立ち話をしました。我部先生は画家らしい

自由で暖かい包容力で慕われている先生で

したし、一行の中には、ものを考える若者ら

しい名演説で生徒会長を退いたばかりの三

年生Ｍさんがいて、「ああ、美術部員だった

んだ」と思ったりしました。――ちなみに、

私たちの学年は、「新制、シンセイ」と揶揄

されながら、共学になった最初の学年（先進

的な学校もなくはありませんでしたが）で、

一年上は、21 年の 4 月に最後の旧制中学生

となった人たちで、4 年間を、最下級生とし

て過ごしてきたのでした――その日の夕刻、

我部先生とみなさんが我が家に現われて、

「宿が一杯なので、一泊させてもらえない

か」とのお申し出。
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「祖父に聞いてきます」と隣にお伺いを

立てに行きましたら、「いかん」と一言。弟

と私を自分のところにひきとって、一夜の

宿をご提供してくれればいいのに、と思っ

たのですけれど、剣もほろろ。その夜はどこ

に宿を見つけられたか、伺うこともありま

せんでした。 

 

高 2 の夏は、クラスメート女生徒 3 人と

また、一週間近くのんびりした自炊生活を

たのしみました。山登りなどもせず、ただ、

昼・夜と遠く近くを歩き回ったり、親湯や滝

の湯に行ったり、景色を楽しみながらお喋

りをしたのだったと思います。ところがあ

る宵のこと、一年上の I さんと S さんが、

浴衣がけで、ふらりと現われました。実は二

人とも、混合学年での第二語学のクラスで

一緒だった上級生、ひとりは私がひそかに

好もしく思っていた人で、もしかしたら蓼

科に縁があるのでは、と勘ぐってみる出来

事もあったのです。でも、びっくりでした。

浴衣姿の二人は、ちょっと大人びてみえま

した。 

 たしか、粗茶のほか、おもてなしの菓子類

もあまりなく、もちろんビールなどもなく、

でも、柱に寄りかかりながら、くつろいで、

くろぐろと更け行く山家の夜を過ごすのは

なかなか愉しいものでした。ことに、生徒会

で活躍し始めていたＯ嬢の活き活きしてい

たこと。 

受験生がこんなにのんびりと、深更まで

下級生と遊んでいていいのだろうか、と心

配になるほど長時間を過ごして、暗い山道

を登っていく下駄の音は遠ざかりました。 

 

以前、山中厚弘様の『第二次大戦前後の蓼

科高原』を拝読して、さまざまな光景を思い

出させていただきましたが、「7.若者たちの

天国」から、「11.白樺湖付近で遭難」のあた

り、「なんて、生き生きと自由で、若々しい

青春記！！！」とつくづくと羨ましく思っ

たのでした。それにくらべて、私の蓼科記

は、あわ淡とした光景にすぎません。それで

も、蓼科讃歌の一篇としてお読みいただけ

れば幸いです。 

白銀の室堂から立山へ その２ 立山雄山登山 

大内 洋子 
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立山は見慣れている信州の山々とは全く

趣の異なった山系の広がりである。 

宿泊地室堂は 3000m 級の山々に囲まれた

中にぽっかりと広がる窪地であるが、そこ

から仰ぎ見る連なる山々の姿、スケールの

大きさは息をのむほどだ。 

まだ雪に覆われた山の稜線に夕日が沈むと

き、山々を巡り目まぐるしく変化する太陽

と山と空の神秘の光景には畏敬の念を抱か

ずにいられない。まさに神々の棲む世界だ。 

 

古くから信仰の山としてあがめられ、明

治までは女人禁制とされて来た霊山立山雄

山に登る朝がやって来た。8 人で室堂より

出発したパーティは、一の越 2700ｍで 5 人

となり、アイゼンを着脱し 3003m の雄山山

頂を目指す。一の越から上は仏の身体を登

る道として尊ばれ、『越』は『腰』かと思わ

れる。二の越→三の越、五の越と続く。深い

立山ブルーの眩しい空に雪山が神々しい。

見上げると結構な急な岩の斜面、登りごた

えがありそうだ。ゴロゴロしたガラ場をリ

ーダーに従ってひたすら行く。登山道から

ふと振り返れば、一の越がはるかに小さく

見え はや高度を感じる。登山者は若者も

いれば中高年もいる。ぐらつく岩に用心し

ながら歩きやすそうな道を選ぶ。すれ違う

人と挨拶したり道を譲り合ったり。スキー

を背に取り付けたままズンズン歩みを進め

る若者たち、滑り下る楽しみのみを思って

いるのか、平気の風である。ほぼ一直線の急

登のこの道を地元の小学生たちは毎年登る

と言う。一方、我々は岩や砂利状の道を息 

を荒くしながら三の越までたどり着く。 

小さな祠わきの大きな岩の前で休憩。青空

に頂上が見えてくる。あとひと踏ん張り。 

 

山頂の社務所前はやや広く平ら、ホッと

した表情の登頂者たちで賑やかだ。本当の

雄山頂上へはここを通り越しさらに急な細

い階段を昇る。登り切ると 天に届く狭い

空間に鎮座する雄山峰本社。小さく質素な

がら厳粛な気持ちにさせる佇まい、ひっそ

りと閉じて中には雪が見えた。その脇の『雄

山頂上 3003m』の石碑に感動。ヤッター！

 

3000m越え！登り着いた 5人と笑顔で感動

の握手。山頂からは まさに 360 度の絶景。

出発点の室堂平やみくりが池の神秘的な緑

色は、はるか眼下にジオラマのように見え

る。南に連なるのは、笠ヶ岳・奥穂高・槍ヶ

岳などの北アルプス、そして薬師岳、東側に

は黒部湖、北には剱岳の険しい姿。青空の高

い極みから 山々をぐるりと見渡している

ようで荘厳な気持ちになる。5 人立つとい

っぱいの狭い頂上で剱を背景に皆で記念撮
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影。空が眩しい、山々が眩しい。大きな達成

感に満足だが帰り道もそう簡単ではない。

急斜面を苦労しながらズリズリ降りる。往

復約４時間。最後平らになった雪道を宿へ

と歩いていくと夕映えの中、嬉しい仲間の 

 

出迎え。 

 

素晴らしいリーダーと楽しい仲間に支え

られ、喜寿の歳に思いもかけぬ貴重な登山

体験の出来たことに心より感謝！！！  

ありがとう皆さま、ありがとう立山雄山！ 

 

八ヶ岳と八重山 

神田 英明 

素晴らしいご縁に恵まれまして、2021 年夏

から蓼科会のメンバーに加えさせて頂いて

おります。沢山の諸先輩方や地元の方々と

の親睦は至高の喜びでございます。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。  

 私は大学で教鞭をとっておりますが(専

門は民法)、弁護士でもあり、学内外を問わ

ず、次世代の法曹を育てる教育活動にも人

一倍、力を入れ、現在まで 130 人余の法曹

を輩出しております。 

 2017 年の師走に、初めて訪れた石垣島で、

果実と蘭の栽培をしている地元の名士の方

との知己をきっかけに、石垣島の子供達か

ら弁護士を 100 人輩出するプロジェクトを

立ち上げました。以降、講演会や準備での訪

島は 20 回に及びます。 
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 石垣島と蓼科、どちらも大好きな土地で

す。1500 キロ程も離れているこの二つの地

に、不思議と共通点が多くある事に、気が付

きました。八つ程挙げてみます。 

（１）呼称：石垣島は、八重の山々(島)から

成る八重山諸島の中心的な島です。蓼科・茅

野は、八ヶ岳山麓の代表的な町です。「八重・

八つ」、「山・岳」という点で共通しています。 

（２）人口と面積：石垣市も茅野市も共に、

人口約 5 万人、面積 250km2 前後で、現代

文明と自然が共存するのに最適な大きさの

都市です。 

（３）都市の属性：石垣島は、本土復帰以来、

南国の自然満載のリゾート観光地として人

気です。蓼科は山岳リゾートの中心地とし

て脚光を浴び続けている点で共通していま

す。また、どちらも別荘地、移住の地として

も大人気の場所です。 

（４）太古に遡る歴史：石垣島の洞窟遺跡か

ら、2010 年に 2 万 7 千年も前の全身骨格が

出土しました。蓼科・茅野も 1986 年に縄文

のビーナス、2000 年に仮面の女神が出土し

ました。どちらも旧石器時代〜縄文時代の

遺跡があり、太古の昔から栄えていた地と

いう点でも共通しています。 

（５）文化：石垣島には、部落毎に古くから

伝わる独特な奇祭があります。蓼科・茅野地

方にも御柱祭が古くから継承されています。 

 また、石垣島は、地区単位で同じ苗字の人

が多いことから、下の名前で呼び合います。

学校の先生も下の名前で呼ばれます。蓼科・

茅野も下の名前で呼び合う文化にときおり

出会います。 

（６）長寿県：長野県はご存知の様に、現在、

日本一の長寿の地です(最新年のデータで

平均寿命男性 2 位、女性 1 位)。他方、石垣

島のある沖縄県も、かつて日本一の長寿県

で、今でもあちこちに元気な百寿の方がた

くさんいらっしゃいます。 

（７）鹿と牛：蓼科は鹿、石垣は石垣牛が有

名です。ここ数年、石垣島は、牛が野生化し

繁殖して、作物の食害や車との接触被害な

ど社会問題化していますが、この点も蓼科

の鹿の問題と似ています。 

（８）星空の美しさ：八ヶ岳地域の星空の美

しさは、日本一とも言われる素晴らしさで

す。他方、石垣島も「星は天だけでなく、歩

く先の正面に見えるもの」という言葉があ

るくらい、地平線まで続く圧巻の星空です。 

（番外）星の砂と黒曜石：八ヶ岳周辺は、縄

文時代の中心地であり、黒曜石の一大産地

でした。この地の良質の黒曜石の石器は、遠

く離れた各地で出土しており、いかに縄文

人たちの垂涎の的であったかがが伺えます。 

 対して、昭和 52 年に大ヒットした歌謡曲

「星の砂」（小柳ルミ子、作詞：関口宏、作

曲：ヒデとロザンナの出門英）の舞台は石垣

島であり、星の砂とは、竹富島のカイジ浜な

どの砂浜に混じる星の形の砂(実は有孔虫

どちらも自然の貴重な産物であり、私は大

人になって八重山を訪れては、「ここに星の

砂があるのか！『私は遠く、石垣へ』という
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歌のフレーズは石垣島だったのか！」と痛

く感激し、八ヶ岳の茅野市尖石縄文考古館

を訪れては、「ここが有名な黒曜石の産地

か！」と大いに感動した次第です。 

 

 以上のように、石垣島と蓼科・茅野との間    

には不思議と多くの共通点があります。私

がこの二つのパワースポットにポテンシャ

ルを感じ、また強く惹かれるのは偶然では

ありません。 

 島民全員が天職を見付けて「夢職人」にな

って欲しいという願いを、八重山・石垣島の

小中高生達に伝えていますが、同じ運命を

感じた蓼科・茅野の地においても活動を展

開していきたい所存です。 
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令和5年度蓼科区役員

区 長 寺村純一 090-3440-8454 

（つつじとかえで」のオーナー） 

副区長  板村幸英 

会計   矢崎三夫 

    

環境自治会 会 長    山田 芳則様 

副会長兼会計 望月 昭見様 

北山駐在所 降幡 哲 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 2023年1月14日（土）11時半～ 

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 5000円 

アクセス JR・地下鉄日比谷線 恵比寿駅西口 

恵比寿銀座通り 徒歩7分 

申込 12月31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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓼科会役員一覧（令和5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 

新任幹事 小西太郎、森俊一郎 

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 5（2023）年の行事予定 

       令和 5（2023）年夏号にてお知らせします。 

 

 

416 

 

 メゾンプルミエールアットロビンズ 

アトレ 

JR恵比寿駅 

 
恵比寿南3丁目 

恵比寿南2丁目  
聖徒教会 
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アンケート集計結果 

蓼科再生フォーラム準備会（仮称） 

夏号で皆様にお願いいたしましたこれからの蓼科別荘地の活性化に関するアンケートは

会員の半数を超える回答を寄せていただきました。ありがとうございました。集計結果は

以下の通りでございます。会員の皆様の関心は①高齢化に伴う域内の移動手段の利便性確

保、②プール平における日用品、食品等の購入、③会員相互のコミュニケーション、に集

約できるようです。当面はこれらの課題解決に向けて少しずつ取り組んでいきたいと存じ

ます。皆様のご協力をお願いいたします。 

１．蓼科との往復の乗り物は何を利用して

いますか。 

  列車（電車） 31、 バス 12、    

タクシー（ハイヤー） 5、 

  自家用車 51、 レンタカー 1、  

その他（      0 ） 

２．日常の買い物、通院などの往復に利用

する交通手段はどのようなものですか。 

 路線バス  13、 タクシー 3、  

レンタカー  1、 自家用車 52、 

友人などの車 8、その他（徒歩 2）  

３．東京や近県などで仕事が終わってか

ら、最寄りの駅からタクシー以外の交

通手段があれば蓼科にいらっしゃりた

いですか。 

はい  30、  いいえ  22 

４．いつでも来たいときに、または帰りた

いときに、次のようななんらかの交通

手段があると便利だと思いますか。 

乗合タクシー 20、 乗合バス 41、  

その他（・自家用車 3、・茅野まで

の直行便、・花バスのようなもの） 

５．蓼科で日常の買い物をするための「足

(移動手段 以下足といいます)」が欲し

いですか。 

はい  56、 いいえ  15 

5－a.「はい」と答えられた方へ 

その場合、気軽に誘い合える（乗り合

える）お仲間がいらっしゃいますか。 

1人いる  3、 2人いる  5、 

2~3人いる 2、 3人いる  1、 

3~4人いる 1、 4人いる  1、  

5人いる  1、  いない  25 

６．気軽に飲みに行けるための足が欲しい

ですか。 

はい  24、 いいえ  46 

6-a.「はい」と答えられた方へ 

その場合、気軽に誘い合えるお仲間が

いらっしゃいますか。 

1人いる  0、 2人いる  1、 

2~3人いる 2、 3人いる  1、 

3~4人いる 0、 4人いる  2、  

5人いる  1、  多数いる  1、     

  いない   12 

７．近場のハイキングなどで、足があれば

登山口と下山口の異なるコースを歩きた
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いですか。 

はい  42、 いいえ  26 

８．医療機関への往復の頻度は、どのくら

いですか。 

週1回 2、 月1回 8、 月2回  2、 

2か月に1回 1、3か月に1回 2、 

特に決まっていない 53 

９．買いもの以外に、コンサートや美術

館、レストランなどに気軽に行ける手段

があれば利用しますか。 

はい  58、 いいえ  16 

１０．ZOOMなどで直接、意見を交換でき

る機会があった方がいいと思いますか。 

はい  41、 いいえ  19 

１１．その他、ご希望、ご意見などを自由

にお書きください。 

主な意見 

・往診してくださる医者、医院、薬を配

達してくれる薬局が欲しい。   10 

 ・プール平になど日用品・食品を扱う店

が欲しい。             6 

  ・買い物や病院通いの人のためのバス、

タクシー等の往復手段が欲しい。 36 

 ・集える場所や魅力的な場が欲しい。 4 

  ・ハイキングでの送迎の交通手段が欲し

い。              39 

個々のご意見等（抜粋） 

・今ある路線バスの本数が少なすぎる。

もっと増やしてほしい。 

・乗合のグループを作るのとは別に、臨

機応変に利用者がタクシー会社に登録

する形にしてほしい。 

・コミュニティバスなどあったら便利。 

・地元生協の利用法を教えてほしい。 

・蓼科にAEDが設置されているか。 

・24時間往診可能な医師が常勤する訪

問診療部と訪問看護ステーションを諏

訪中央病院に常設すべきであろう。 

・往診していただける医者または医院の

情報がほしい。 

・気軽に安心して歩ける散歩コースやハ

イキングコースがあると良い。 

・近くにいつでも気楽にテニス、スキー

等ができる仲間と場があると良い。 

・銀のポストなどで気軽に集える茶話会

などがあればよい。 

・アルピコが今に応じたサービスをもう

少し考えてほしい。 

・水道料が茅野市と合併してから高くな

った。基本料を安くするよう交渉して

ほしい。 

・安価な交通手段を設けてほしい。 

・案内板など、ハイキングルートの整備

をしてほしい（逆ルートだと分かりに

くい。） 

・別荘地としての魅力が薄れつつある。 

・魅力的な施設が乏しい。 

・せめてプール平がもう少し賑やかなら。 

・民間の開発会社の協力が必要。 

・万葉堂さんが閉めてしまうのならコン

ビニでも誘致してほしい。 

・高齢者にとっては交通手段が課題にな
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ると思う。 

・以前はプール平に万葉堂さん、三五十

やさん等の他コックドールやベーカリ

ー、といろいろあり便利だった。 

・自家用車以外の”レギュラー“な足が

一つでも確保されると、蓼科生活の幅

が広がると思う。 

・日用品を手軽に買う所が近いと良い。 

・今後年齢を重ねて行く上で現地での知 

り合いができたら、と考えている。 

・今の蓼科での不安は病院などの存在と

買い物。生活の足についても不安。 

・東京からプール平までの直行バスが欲

しい。又は高速を降りてからの交通機

関があればもっと蓼科に行きたい。 

・歩道の幅がもう少し広いとゆっくり歩

ける。 

 

 

 

 

１．御柱小宮祭について 

  令和 4 年の蓼科神社の御柱祭りはコ

ロナ禍を受けて、区民としての祭りと

はせず、役員のみで執り行われた。 

9 月 25 日プール平にて御柱の木の伐

採が行われた。その際、無事を祈願し

て神事が執り行われた。 

２．蓼科湖フェス 

 10 月 15 日と 16 日に蓼科湖において

蓼科湖フェスが開催された。 

 15 日には御柱曳航を三友会の主導で

観光客も体験した。また夜には 20 余 

 

年ぶりに蓼科湖畔で花火大会が開催さ

れた。花火はなんと 1200 発も打ち上

げられたそうで、実に豪華だった。 

翌 16 日には蓼科湖畔にステージが設

けられ、今井茅野市長のご挨拶で始ま

り、ダンス、合唱、楽器演奏などのパ

フォーマンスがあった。また地元特産

品や食べ物などの出店やブーケ作り体

験などのワークショップなど、イベン

トが盛りだくさんで、翌日の新聞には

蓼科湖フェスにおよそ 4000 人が訪れ

た、とあった。 

  

最近のトピックス 
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