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超絶スキーヤー

森屋

建男

夏が過ぎると毎年、ご存知のスキージャーナルという月刊誌を読み始める。
技術ではシニア対象のレッスンも結構取り上げられている。買ってきた１０月号
のページをめくると、めざせ「生涯“超絶”スキーヤー！」という私らを鼓舞する見出しが
目に留まった。そんな大それたことは自分には・・・と、ちょっと引いた。しかし副題に“マ
スターズ＆シニアのための健康スキー塾”、そして目標は“単なる長生きではなく、好きなこ
とをやり続け、健康で生き生きと暮らすこと！”と書いてある。おぉ！なんだ、自分にぴっ
たりじゃないか！読んでみた。スキーを賞賛していていい連載だと思った。
加齢により身体は衰えていくが、なぜスキーが高齢者の身体や心を元気にするかについて
バランスの強化や重力負荷、日光を浴びることによる骨の丈夫化など書いてある。
そこだけはちょっと疑問でスキーは年間せいぜい１０数日しか行っていないし、
休憩やリフトなどに乗っている時間を引けば滑っている時間は１日につき２時
間はないと思う。唯一、陽に当たる顔はゴーグルやネックウォーマー、あるいは
フェイスマスクで覆っているので日光を浴びることはほとんどない。い
後傾だそうです(＾◇＾)
や、浴びないようにしている。日頃地元で年間を通してやっているテニ
スの方が日数は圧倒的に多いし陽も浴びている。浴びないバトミントンでもかなりの時間数
になり、負荷運動で体力強化になっていると思う。滑るだけでは大して体力強化にはならな
いと思うのでスキーの効果にはそれほど期待はないです。もし何もやっていなければ、毎日
少しスクワッドでもやれば、それでいいかなと思います。５日間とか６日間連続、そして長
～い距離を滑る海外スキーとは違い国内では疲れ過ぎずに楽しめることは出来るはずです。
スキーの効果は、やはり“爽快感！”。その爽快感は青く澄み切った空、光輝く雪の山々、
そして斜面には真っ白な雪、風もないという最高な条件でリフトやゴンドラから降り立った
時、本当にスキーをやっていて良かったと思える瞬間です。そして自らの滑走で風を感じて
いる時は、すべてを忘れて快感に浸れる時間です。
連載の１１月号ではケガについて書いてあり、
それを防ぐための身体作りを載せてあります。当
然高齢者はケガをしやすく、これが生涯スキーを
妨げる大きな原因になることは否めませ あぁ、チェルマットよ、２度も行った
ん。またそれが怖くてスキーを止める方もいるでしょう。 ウィスラーよ・・
私自身、最近滑っていて気が付くのはスキー板の性能良くなって それでもまだまだ 行きた～い！
！
ターンが楽になる分、横ずれが少なくなってきていることです。注意はしているのですが、
それで体力以上のスピードが出てコントロールを失ってケガに繋がることもあります。私た
ち高齢者は技術の重要基本の横ずれを十分使って、決して飛ばし過ぎはしないことです。
マスターズスキークラブの平均年齢が７３才をかなり超えてきている現状ではクラブ行事
はこのまま続いていかないことは明らかです。クラブとしての維持は、もし若い方が入って
来ればその年齢は下がり、続けられるでしょうが、自分のスキーのことを考えるといつまで
出来るかが目先のことです。ある人は来年も海外スキーに行きたい、またある人は来年もク
ラブツアーに参加したい、そしてあと１回はスキーに行きたいという方もおられるでしょう。
ぜひその気持ちを持ち続けて“爽快感”を味わいましょう。超絶でなくてもいいから年に一
度でも行き続ければ、健康年齢の平均を遥かに超えて「超越スキーヤー！」に認定です。
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上越国際

スキースクール
村田

俊彦

はじめまして、この度小平マスターズスキークラブ主催のスキースクールに
参加させていただきました村田俊彦と申します。
１９５２年１０月生まれ６２歳、東京文京区生まれです。
因みに、スキー歴はゲレンデデビューこそ１９８５シーズンで３０年も前のことになります
が、その後はほとんどブランクで今回参加させていただいたスキースクールも初めての体験
です。
ここに受講したレッスンの感想などを申し述べたいところですが、すっかり緊張してしま
い、夢中のうち三日間が過ぎてしまったのが正直なところです。
しかし、私にとってとても意義あ
いつも名幹事の 萩野さんから一言お願い・・・
る三日間ともなりました。それはゲ
よく噛んで食べて下さい、喉に詰まらせることないよう
レンデでの実技指導をはじめ、部屋
で連日深夜まで続いたスキー技術談義等々、
貴重なアドバイスをいただき、改めてスキ
ーの楽しさを教えていただきました。

ウンウン

そして何より自分の基本技術の未熟さ、曖昧さ
を自覚できたことで新たにスキーに挑戦する気
持ちにさせていただいたことです。早速未熟
な部分、曖昧な部分をイメージで修正し、来
私はどうもここが弱くて、つまり気が弱くて
シ ー
厳しい指導に耐えられるか・・・(*_*)
ターンで肝心なのは山足から・・

ズンに臨みたいと思っております。
無理をせず、年齢に合った滑りができる
よう楽しみながら努力を続けることが当面
の目標です。
あらためまして小平マスターズスキーク
ラブにはスキーの再スタートのチャンスを
いただきましてほんとうに有難うございま
した。

ウンウン

飲んで

忘れよう！

そして、素晴らしいメンバーに出会えたことは貴
重な宝物です。このご縁
を大切に末永く、ご一緒
できますよう願っており
こんないい人 村田さんを誘ったのは俺だぜ、へへへ(＾◇＾)
ます。今後ともよろしく
お願いいたします。
スキーの写真消してしまい、飲み会ばかりで(-.-)森屋
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八方・五竜ツアー
に参加して

藍原

初寿

今回が初滑りとなる私は去年の志賀以来の参加でバスが来るまで落ち着きませんでした。
行きのバスの中では早速車内で作った人数分のツマミが出てきて手際の良さに驚きました。
丸金旅館は４２年前に泊まった事が有る宿ですが当時の面影はほとんどありませんでした。
スキーを担いでゲレンデを往復するんだろうと思っていたら五竜はマイクロバスで八方は板
を丸金さんの好意で運んでいただくことが出来ました。
その五竜での朝の出来事、ある人が板を片方
だけ間違えて持って来てしまったのです。直ぐ
に持ち帰って事なきを得たのですが、どうして
そういう事が起こるのか、話題になりました。
２人の手を経由して起きたのだそうです。
五竜の天気は最高の コンデションでした。
上空にはバックカントリーでいなくなったボ
ーダーの捜索のヘリコプターが２機ずっと飛
び回っていましたが、結局夕方まで見つかりま
せんでした。五竜スキー場はオーストラリア人
が多く
看板の
男性だけ色気なし、楽しみは？
表示も
滑ること！飲むこと！しゃべること！
英語が
多く外
国のス
キー場
にいる
気分で
した。
夕 食
時の宿は香港から来た中国人ばかりで我々は昔の建
物に押し出されてしまいました。夕食は次第に宴会
へと変わり、夜はケンケンガクガクの激しい議論が交わされました。
２２日の八方は３日間で一番天気が悪く細野諏訪神社に安全祈願をしてからスキーにいきま
した。ゲレンデで起こったハプニングとしては幹事の和合さんのストックが滑走中に２つに
分かれてしまい、それを見て皆のアドバイスで元に戻しました 。７人よれば文殊の知恵との
ことでした。天気が悪いので２時頃に引き上げ早くから飲み会が始まりました。
最終日はウサギ平の方はガスが出て視界が悪いのですが、下の方は
良好なので私達は名木山で最後まで滑りました。帰る前にはおいしい
最後の楽しみは？
と評判の蕎麦屋、林檎屋に連れて行っていただきました
林檎舎で蕎麦を食べること！
が、車の運転が有る為酒を飲めなかったのが残念でした。
普通のスキークラブは土日をまたいでのツアーが多い中マスターズス
キークラブは平日ツアーとまた車の運転をしなくとも良いシステムに
なっているので、末永くスキーを楽しめると思いました。
皆さんには大変お世話になりましたこれからもよろしくお願いいた
します。
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優しい見守りの中で蘇った滑り（スクール・八方・岩鞍）

小林 教男
私のスキーの目標は、クラブの創
設者の岩田さんの年齢まで滑る事で
した。死の３か月の８２歳までスキ
ーを楽しんでいた。私も８２歳にな
り、年齢の目標に達した。
しかし、身体は最悪の状態です、死
亡数第一位のガンでは、７回の手術を、
第二位の心不全では、胸部切開による
冠動脈バイパス手術・カテーテル手術
をしました。おまけに第三位の間質性
肺炎まで併発しました。
三大難病を抱えた私の身体は、昨年
の８月に最悪の事態を迎えました。正
治療の合間を縫って、四方八方へ滑りに行く
常値が３７以内のがん腫瘍マーカー
が、三千を超えてしまったのです。１０倍でも大変な事態なのに、１００倍近くなっていた
のです。
早速手術をし、その後は、点滴に３時間以上かかる強力な抗がん剤治療を始めました。
一回目は一週間入院しての治療でした。特に重い副作用も出なかったので、２週間おきの通
院で治療を続けました。 副作用が弱いと言っても、強力な抗がん剤なので何日かは無気力状
態です。一回の費用が一割負担で二万円前後するのです。保険がなければ２０万円です。
副作用がおさまって元気が出たころには、次の治療日です。
「ああ。そうだ。京都へ行こう」というキャッチコピーが流れています。私の場合は「あ
あ。そうだ。京都へ行こう」
「その前に。その前に病院に行こう」という悲しい現実の中にい
ました。１１月にスキーの申込みをしました。この頃から、少しずつ歩いたり、泳いだり、
太極拳をしたりし始めました。しかし１２月に入ると寒さが厳しくなり、肺炎予防のために
これも控えるようにしました。
スクールに参加
集合場所に着くまでに、体力不足を思い知らされました。５分もかかれば行ける距離なの
に、息を整えながら２回も休んで、やっと着きました。
スクールの始まる前に最初の失敗がありました。集合場所が解らなかったことです。Ｓさ
んの後をついていき、自分が靴を直している間に S さんが先に行ってしまいました。外に出
て、待っていても誰も出てきません。リフト前が集合場所かと思い、そこへ行って待ってい
ても誰もいません。こんなわけで、集合時間に遅れ迷惑をかけてしまいました。
第二の迷惑は、体力不足が原因です。グリーンホテルが眼下に見える所からの滑走中に起
こりました。ボーダーに接近されたので、よけようとして転倒してしまいました。自分の力
で立ち上がろうとしましたが、何回試みても駄目でした。二人の受講者に助けられて、やっ
と起き上がれました。それから４・５回転び、その度に助け起こされながら、ホテルに着き
ました。
ホテルでひと眠りして起き上がろうとすると、腹筋・背筋が痛くてすぐには起き上がれま
せんでした。持ってき湿布を体中に張って眠りにつきました。
２日目の午前中は講習を休み、午後から森屋会長から初歩の初から指導を受けました。自
分で言うのも、可笑しいが、少しずつ昔の滑りが戻ってきたようでした。
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最終日も一緒に滑ってもらい、ますます好調に滑れるようになりました。
「これだからスキ
ーは止められない」と言う気分でした
八方ツアー
次の週は通院による化学療法の週です。一 滑った～！食べた～！
週置きの通院です。
この人、貪欲
前回と違って、集合場所までは休まずに着き
ました。バスはゆったりで、二人分を一人で占
めても余裕がありました。昨年の岩鞍ツアーが
満席で、スキー板を座席の網棚に吊るしたバス
内の光景を思い出しました。
幹事は和合さん一人なので、何かと心遣いが
大変のようでした。宿に電話を入れたときに
「小林さんは参加するんですか」宿のおかみか
ら聞かれたそうです。また喜多さんからも度々
電話入っていましたが、その度に「小林さんの
様子は」と尋ねてもらっていたそうです。
一日目は快晴の中を、千葉インストラクターのもとで滑りに磨きをかけました。前回のよ
うな疲れもなく快適に滑れました。二日目も体力は落ちませんでした。午後になって後ろの
ほうで滑っていた２・３人で、
「小林さんが疲れたから休もうと、言う前に俺たちからは言え
ないよね」と話していたそうです。二日目も湿布のお世話には、なりませんでした。
三日目も無事に滑り終わって、リンゴやでソバを食べて車中の人になりました。今回も大
勢の人に影になり日向になっての心配りをしてもらいました。
今回のツアーはマスターズ始まって以来の、男性だけの催行でした。人生いろいろ、ツア
ーもいろいろと言うところでした。
岩鞍ツアー
帰ってきて次の週は
病院です。
「主治医に３
回目のスキーに行きた
いが」と話しました。す
ると「どうぞ」言う事で
した。
事前に原山さんに、
定員の余裕が有り医者
の許可が有ったらば、
参加したい旨をはなし
ておきました。木曜日
に携帯にかけると、留
守というので伝言をし
ておいた。金曜日にな
っても返事がないので
再度電話をした。今度
は固定電話と両方にか
岩鞍でもう３ツアー目だ、ドスコイ！！
けたが、留守だった。も
う一人の幹事の乗越さんに電話をすると「どこかに出かけているようだ」とのことだった。
土曜日には携帯と固定電話とＥメールの３か所に２回ずつかけた。いずれも留守と言う事
だった。明日はツアーの出発なのに、確定しないで宙ぶらりんなので１１時ごろに参加断り
の電話を掛ける決心をした。
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固定電話が何回かコールをしているうちに、
「携帯に原山さんと言う人から電話よ」と家内
の声がした。早速電話に出ると「今イタリアから帰ったところです。参加していただければ
大変ありがたい」と言うことでした。先週は八方のツアーで、今週はイタリアの ヴェニス
で豪華なカーニバルの準備を見て、次の日は岩鞍ツアーの世話役とはびっくりしました。何
処かの総理大臣並みの多忙さと、それに耐える体力にびっくりしました。多分、専用機はむ
りなので、フアーストクラスで移動しているのでしょう、うらやましい限りです。
う～ん、私も３人の輪の中に入りたいなあ～

と、つぶやく

出来れば↓こんなふうに

今回のツアーは、参加できるか、できないかと言う心配
で始まりました。生きている限り心配の種は尽きないと言
う事でした。
準備体操・班分けの確認後は、それぞれのグループで自
由行動です。滑るコースも時間も自由なのに、相談した様
に休憩や昼食の時間や場所が同じになりました。以心伝心
という事でした。丁度３日も電話を掛けまくり、最後の段
階で原山さんと電話が通じたのも同じことのようでした。
２日目に集合時間に少し遅れ目になりました。このよう
な場合は、急いで歩くのが普通ですが私の身体は、心臓で
３割・肺炎で１割・ガンで２割ぐらいの、パワーダウンしているそうです。少し上り坂にな
ると途端にペースダウンしてしまいます。ゆっくり歩く姿を見て相澤さんが「小林さん，大
丈夫と」大きな声を出しながら、こちらに向かってきてくれました。
４人のグループで滑りましたが、年齢も体力も一番劣る私がいつも先頭で滑らせてもらい
ました。最後の最後に、ミルキーウエイの下の方の急坂を、リズムを崩さずにショウトター
ンで滑れました。此の事が、いまでも強く記憶に残ります。
私のスキーは、マスターズの優しい見守りの中で蘇りました
「ああやっぱりスキーはいいな、年を重ねても、病気になっても楽しめるから」
真っ白い雪やその中に悠然と立ち続ける木々の雄々しさにもいつも心を打たれます。加え
て今回は，二頭のカモシカと可愛らしいリスにも会うことが出来ました。
来週は、ＣＴスキャンと診察と化学療法のために朝６時に家を出ます。がん細胞も宿主と
一緒に楽しめたので、いい結果が望めるでしょう。
追記 十日の検診は現状維持でした。悪くならなければ、抗がん剤が効いているという事
のようです。来週は、Ｉさんたちと四泊五日を猪苗代方面で滑る予定です。病院・スキーの
リズムは今後も崩さないようにして、寒さの冬をガン君といっしょに楽しんで暮らしたいと
思っています。
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志賀ツアー報告

樋口

稔

昨シーズンは家庭の事情でスキーどころではなかったが今シーズンはマスターズの行事全
てにエントリー出来た。志賀ツアーの幹事も２年ぶりで引き受けたが参加者数の減少やバス
代の高騰、消費税率引き上げ後のコスト等不安な面もあった。
志賀ツアーは２００７年以来中断すること オイ、行くぞ！
おまん、朝から元気だな
もなく９年連続して催行されており恐らく
今後も続くであろう。
ゲレンデの多彩さ、雪質の良さ、日本最大のウィン
ターリゾートであるから。
田村さんによって選ばれた”ホテル ホゥルス“も
一の瀬スキー場の中にありゲレンデまで１分、ア
クセスが良く施設、温泉、食事 コストパフォーマ
ンスも高く好評であり定宿になって９年である。
現地参加５名を含め総勢２１人で挙行された。
２月１７日（火）１５：００ 花小金井南口出発 天気 曇時々小雨
いつもの通り小平市内４か所で参加者を PICK-UP してバス乗車は１６人で出発した。
東京は小雨まじりの生憎の天候。志賀の状況が気にかかる。信州中野 IC を降り志賀高原に向
かう道路の積雪は少なくスムーズに登って来たが“サンバレースキー場”の手前のトンネル
直前でチェーン装着し２１：１０ “ホゥルス”着
天気は曇り、降雪は無かった。
新潟から現地参加の竹内さん、塚田さんはいつものように出来上がってお休みになっている。
私はフロントとの段取りの後、温泉にゆったり浸り、就寝前の一杯も同室の５人とワイワイ
やりながら楽しんだ。明日からの楽しみを残して１２時ごろ眠りについた。
元気な人も、呑み過ぎて疲れた人も、集まったかな？

２月１８日
（水）７：０
０朝食 ９：
００一の瀬
スキー場リ
フト券売り
場 前 集 合
３人以上で
グループ編
成 天気は
予想してい
たより良好
で降雪はな
く時々晴れ
間もあった。
私は昨年滑
っていない分、兎に角くできるだけ沢山滑りたく初日は原山班（通称ガンガン組）に入った。
一の瀬ファミリーのゲレンデで２本足慣らしをして焼額、奥志賀へと向かった。雪質は最高
に近く、風もなく、スキーが出来る幸せに身も心も踊っていた。
原山班全員、ロングクルーズが好き、スピード感に溢れるとても平均７０歳以上の集団とは
都体協の助成金事業だから 証拠の集合写真 撮るぞ！
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思えないダイナミックな滑りをしていた。そんな矢先、先導していた S さんが焼額エリアの
最も急斜面で大転倒 何が起こったのか判らなかった。５０ｍ位急斜面を落ちて行き息を呑
んだ。S さんがおもむろに立ち上がった。安堵した。
中高年スキーヤーが“大丈夫か”と近寄って来た。
その人と接触
元気ハツラツ、みんなでジャイアントも行ったぞ！
したのだった。
大転倒をした
が幸いにメガ
ネを壊しただ
けで大事には
至らずそのま
ま続行した。メ
ガネによる擦
り傷とゴーグ
ル内の眼鏡を
破損しただけ
で済んだ。
しかしご当人
の興奮は昼食
の“サンクリス
トフ”までなかなか収まらずショックが大きかった。
１７：３０夕食時に懇親会開催。S さんも元気に回復、そのあとの２次会でも全員盛上った。
２月１９日（木） 朝 時々晴れ間が広がる好コンディション雪質も最高
滑走２日目は森屋さんの ONE―POINT ADVICE を求めて森屋班に入ったが、すぐに原山班と合
流して１０名位のメンバーで各ゲレンデを各々のスタ
俺のソバ ノリソバ？
昼食は大きなノリのお蕎麦
イルで自由に滑った。
一の瀬ファミリーの上からタンネの森を下に見て高天
ヶ原エリアへ。私はコブに慣れようと何度か挑戦した
が腰が引けて滑れない。疲れだけが残り午前の
TEETIME を取った。その後東館～発哺ブナ平を経由し
てジャイアントスキー場に移動した。広大なスロープ
にコブ斜の疲れを忘れた。昼食は隣の西館で毎年地元
のスキー大会が開かれており混雑が予想され一足早く
場所取りに食堂に入り１時過ぎにはパーテ
ソ バ の テ ー ブ ル に は 飾り付けたヘルメットが
ィ全員がそろった。
ヘルメット
午後は皆さんのスタミナに感心しつつ西館から始まり高天
ヶ原を経由して寺子屋エリアに大移動。 しかしやまの天気
は解らない。午後寺子屋エリアは視界不良ですぐ下山したが
一の瀬に戻ると晴れていた。私はタンネの森の新雪を楽しん
だ後、早めにホテルに帰りゆったりと温泉､ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰで疲れ
誰のかなと思ったら、
をいやした。 石川さん、野澤さん、村田さんは１日早い日
私のですよ☺
程で午後帰京した。
２月２０日（金）
曇り時々雪
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最終日

夜半に多くの積雪あり

天気

早くも今日が最終日。私は標高が高く、長いゲ
レンデ、空いている焼額方面で半日十分に滑る
べく原山班に入り１時過ぎにホテルで温泉、ワ
イン片手に昼食 ３時に帰途につく予定だっ
た。焼額はやや重い雪であったが志賀との別れ
を惜しんで焼額山スキー場全てを滑りこんだ。
焼額～山の神～ダイヤモンドを経由して一の瀬
の“ホゥルス”に帰るのであるが同じグループ
あ、そう(-.-)
の M さんが１２時：３０頃焼額を下る途中で新雪深くスキーが外れて紛
失 １時間以上探したが見つからず帰途出発時間も気になり諦めかけていたが幸いにメンバ
一人で寂しく 私はお先に電車で帰ります

ガンガン滑るのは止めて
一杯飲んで、食べたし、のんびりと・・・

ーが呼んだパトロールに探し出してもらっ
た。流石パトロール、話を聞いて探す場所
が違っていた。２：００前にホテル到着。
大急ぎで帰り支度。M さんはメンバーにワイ
ンを振る舞ってくれた。美味しいピザとワ
インで苦労を忘れた。そのまま予定通り３
時にバスに乗り帰路に就いた。バスの中で
もいつも通りのいろんなアルコールが行き
来してたのしんだ。
１９：３０ 無事に小平着
志賀ツアー
万歳
！

遅いわねえ、彼ら
最近のガンガン組、のんびり組になったね
のんべえの のんびり組は置いて、行きましょ！

さて、そろそろ帰るとするか
ねえちゃん、何がいいかな
カミさんには一番美味しいのにしなくちゃ、な！
オイラの愛車が埋まって、埋まって
すぐには帰れないぞ！
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樋口

稔

今年は４ツアーに加え新企画”赤倉ツアー”を追加し５回のスキー行事となり充実したシ
ーズン締めくくりのスキーツアーになりました。いつも参加して下さる会友、竹内さん、塚
田さんの地元で、日本スキー発祥の地“上越”でお二人のご協力により実現しました。マス
ターズでは２００６年の春スキー以来
宿の目の前がゴンドラ
ほぼ１０年ぶりの赤倉でした。
宿も竹内さんに紹介して頂いた、家族
的な個人経営の温泉旅館です。
当初の予算ではメインの赤倉
リゾートエリアのリフト券付パ
ック宿泊であったが“くまどう”
を含むすべてのスキー場の共通
リフト券に急遽変えてもらい、
朝の珈琲も無料にして頂きまし
た。かなりの無理を聞いて貰っ
たサービスは幹事として忘れま
せん。
ゴンドラ前で・・行くぞ！
マスターズ通信の寄稿者が居
なくなり、思い出してレポートします。思い違いがあるかもしれませんがお許し下さい。
日時
２０１５年 3 月１日（日曜）～３月 4 日（水曜）
2.5 泊
場所
新潟県 妙高高原 赤倉観光リゾートスキー場 及び 赤倉温泉スキー場
宿舎
新赤倉館 〒949-2102 新潟県妙高市田切２１８－２
参加者 男性 13 名 女性 6 名 計 19 名（敬称略）
相澤 漆田（喜）野澤 森屋（建）原山 茂野 丸山 乗越（皓）樋口 竹内 塚田 藍原
竹村 漆田（美）関口 森屋（佐）熊井 飯島 萩野
皆で、行きました

お！行ったな！

行った店には ツララ

3 月 2 日（月）天気 曇り 7：30 朝食 9：00 赤倉観光リゾートゴンドラ（妙高高原スカ
イケーブル）前に集合、最低 3 人以上でグループ分け。各班それぞれ観光リゾート、温泉ス
キー場両方のエリアで 16 時ごろまでスキーを満喫。
妙高高原スカイケーブルで上がり更にクワッドでゲレンデの
最も高いところから赤倉観光ホテルを通過して“ホテルゲレン
デ”を滑りきるとかなりの距離となる。上部の林間コースは趣
があり皆さん好きなゲレンデでリフトの回数が最も多かった。
次に“チャンピオンゲレンデ”を数回こなしてお腹がすく。ゴ
乾燥室 に疲れて？戻る
ンドラ降口付近の“めいぷる”で昼食をとる。
午後から赤倉温泉スキー場に行く事になるが途中“チャンピオン A コース”を通らなけれ
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ばならず苦労した。非圧雪、急斜面、かなりのコブがあり私の技量では覚束なかった。そこ
を抜けると赤倉温泉スキー場のエリアとなる。大正以降スキーが徐々に浸透し高松宮、秩父
宮殿下が滑ったという”宮様スロープ“もある。広々とした緩やかなゲレンデが多い。昭和
２５年に日本第１号のリフトもあり現在このエリアだけでも１４本のリフトが稼働してい
る。”ヨーデルゲレンデ“、”くまどうゲレンデ“、銀嶺ゲレンデ”と全て滑って満足して宿
に帰還した。
１８：００ 夕食 懇親会。マスターズの団体の他に２，３組のﾍﾟｱが居て少々迷惑を掛け
乾杯し、

ちょっと騒いで

完食し、

満足です

たかもしれないがいやな顔をみせないでいてくれ懇親会も２０時過ぎまで盛り上がった。
3 月 3 日 (火)
天気はうす曇りだが時々お日様が当たる晴れ間もあった。始めは森屋班、相澤班、塚田班
それぞれ別々に滑っていたがそのうちにゴンドラ上部で３チームが合流する。森屋さん、塚
田さんがビデオを撮っている間にチーム毎お互いの集合場所がばらばらになってお互いを探
したり、携帯電話で連絡しようとしたがその後、終日合流する事がなかった。森屋班は“ヨ
ーデルロッジ”で昼食を取った。
２時半頃“くまどう”、”銀嶺“以外前日と同様のコースを滑り一度下山してゴンドラ乗り
場付近の”カフェプリモス“で休憩。店内の雰囲気、食べ物は今まで入った赤倉の中で最も
リーズナブルで気に入った。私はビールを飲んでいるうち一足早く、”本日の滑りはこれでお
しまい“すぐそこの宿に帰って温泉へ。私には温泉なしのスキーなんて考えられない。源泉
掛け流しの湯宿が一番。
赤倉観光ホテルで
３月 4 日 (水)
ﾊﾟﾝ 買った？

ここからが急斜面

皆、無事で良かった、＼(^o^)／

天気は雨後曇り。明け方かなりの雨が降っていた。皆、
“滑り
たくない”と言っていた。最終日というのにせめても雨が浸み
込まない小ぶりになってと願っていた。早々と“滑らない”と
宣言する人も半数いたが朝食が済んだころからだんだん小ぶ
りになり、私は“滑る意欲”が湧いて来た。
９時まえには結局４，５人を残してゴンドラ前に集合した。
天候はみるみるうちに回復し“ホテルゲレンデ”の上部、
“チャ
ンピオンゲレンデ”で充分楽しんだ。昼食は１時前に下山して、
昨日見つけた“カフェプリモス”でと皆さん一致した。天気は
回復したが湿雪で特に”観光ホテル“より下はスキー 最終日 俺たち 滑らず
が進まず、コンディションは悪かった。”カフェプリ
元気にお出迎え 三人組
モス“でゆっくりして、温泉につかり１５時前に帰途についた。
帰路も順調で１９時過ぎ全観交通前到着。人それぞれ考え方、価値観の相違があって当然
であるがマスターズは年寄りになっても意固地にならず和気あいあいが最高！
- 11 -

秋の一泊 伊豆大島 旅行記
その１ 樋口 稔 （1 日目）
昨年 巨大台風の直撃で幻の TOUR となった”伊豆大島“。是非今年は実現出来るようにと
お天道さまにお願いしつつ、今回もまた乗越幹事の楽しみ満載の企画を心待ちにしていまし
た。私にとって初めての”大島“なのです。
天気予報は上々、多少の風はあるものの２日間とも晴れ、出港も順
調に行きそうだと前夜は安心をして自宅で好きな JAZZ VOCAL を聞
き、大酒を飲みながら１１時ごろ眠りについた。翌朝、メールは見
ずに６時過ぎにワクワクした気分で家を出た。
８時前に竹芝桟橋に着くと参加予定のＨさんが“昨晩ガラスに尻餅
をついて怪我をした。救急車で運ばれた。”との NEWS が飛び込んだ。
２０針縫って自宅で安静にしていると聞いた。ご本人から気丈夫に
参加予定者全員に深夜メールが発信さ
高速ジェット船で楽々島へ
れていたのだ。
誠にお気の毒で残念、仲間が来なくなり寂しく気が重くなっ
た。 そんな中、乗越さんが１人で搭乗手続き等をしていた
だき気分も切り替わって東海汽船の高速 JET 船〝友“に
１１人が乗り込んだ。８時３０分定刻に竹芝を出発、１～２
M の多少の波も JET 船は波の上をすべるように殆ど揺れもせ
ず房総半島や伊豆半島を背景に快調に航行した。１時間もする
と微かに大島が見えてきた。
１０時１５分 岡田（おかた）港に接岸した。波のない時は元
町港だが波があるときは
外洋の影響が少ない岡田港と決まっているとの事。
（毎日 本日
の出発、到着港が島内に案
早咲きのツバキ 庭園 巡り

ブラジルヤシの実の 35 度の果実酒 頂く

内されている。）
東京都なのに何か異国に来た気分だ。予約し
曇ってて ✕
てくれていたバス観光プランに従い先ず“椿花
ガーデン”へ。入園するとオーナー自ら大島伝統の太鼓を叩いて出迎えてくれた。沢山の種
類の椿を栽培し椿のメッカともいえるが５万４千坪？の広大な敷地に椿を中心にいろいろな
花木が楽しめる。ゴーカートやパットゴルフのコースや、ウサギ、リスとの触合いも子供に
人気があると言う。椿の季節ではなかったが世界に珍しい早咲きの花が咲き初めたばかりで
ここから富士山の 眺望が、、
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われわれが今シーズンの第１号の団体だそうだ。
敷地内の丘からの一望も素晴らしい。穏やかな海と対岸の伊豆、当日は富士山が丁度全体を
雲に囲まれて見ることは残念だった。
そろそろお腹も空いてきた。BUS TOUR の昼食は
丁度我々が泊まる“大島温泉ホテル”で魚ずくし
のお弁当を頬張った後、再び観光 BUS に乗り三原
山山頂口、展望台に向かった。大島は海底火山の
噴火によって形成された、ユネスコのジオパーク
（地球活動の遺産を見どころとする大地の公園）
にも指定されている。１９８６年の大噴火では全
島避難した火口付近では白い噴煙がいつも上が
っている。一面の樹海と調和して見ごたえのある
昼から こんな ご馳走

風景だ。反対側は彼方に伊豆半島を
一望する。火口までは随分距離があ
りそうであるが１時間位で行ける
らしい。２日目のハイキングプランとして火口一周や、お鉢巡り
が予定されているが、その時点ではそんな短時間で登れるとは信
じられなかった。
その後大島空港に隣接する町営ふらっとハウスでのんびりと牛の放牧をみてアイスクリーム
食べ再び岡田港に帰りバスプランは終了した。
未だ３時前、これからは２班に分かれての行動だ。
１班はサイクリングロードでサンセットパームラインを２時間楽しむコース。７名参加
２班は送迎バスでホテルに直行し入浴、リラックスするコース。
池田さん、茂野さん丸山さん私の４人は温泉組。ホテルに帰るとすぐ、茂野さん持参のワイ
ンを頂き、温泉へ。露店風呂からの眺望は最高。広々とした樹海と微かに噴煙が立登る火口
溶岩流の跡も手に取るように

展望台から、あそこまで明日は登るのよ

の形、点在する溶岩の奇形、すべてが１枚の絵のようだった。滑らかなやわらかい湯に身を
まかせる至福の時を過ごした。やがてサイクリング班もご帰還。６時半から宴会となった。
地元で採れた多くの魚、椿油のオイルフォンデュウ等に舌鼓を打ち和気あいあいの中閉会。
仲居さん曰く“皆さんお年でお鉢巡りは風が吹いて大変だよ。このホテルまで帰って来るの
は容易ではない”と脅され私は９時すぎには寝てしまった。
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その２ 2 日目の登山班
臼田 祐子
昨年のリベンジ企画「伊豆大島の旅」に参加させていただきました。
９月下旬は個人的にバタバタ生活を送っていましたので、気持ちの準備、わくわくしながら
待つ楽しみを持たないまま当日を迎えました。集合場所の竹芝桟橋へ向かう電車内で、原山
さんが前夜お怪我をなさって急に参加されなくなったことを伺いました。
「えーそんな。うそ
でしょう」にわかには信じることができませんでした。御気使いと笑顔で座を和ませ盛り上
げてくださる原山さんの突然の不参加の知らせにお怪我の心配もさることながら、みなさん
残念という気持ちが強かったようです。
幹事をしてくださる乗越さん樋口さんのお世話とご
案内で、森屋ご夫妻・丸山・池田・飯島・熊井・萩野
さんと臼田の総勢１０名は竹芝桟橋より乗船し定刻
８：３０に出港。ジェット船なるものに初めて乗りま
した。船は思ったより小型で私たちの座席は一階部分。
やや狭い階段を下りて指定席に着く。シートベルトの
着用サインが出ていて車か飛行機に乗るような感じ
です。東京湾を出て外洋に出てもほとんど揺れること
なく１時間４５分後には、あっけないほどの早さで大
島の岡田港に到着。今日は波がやや荒いので岡田港に
ママチャリで サンセットサイクリング
着岸したとのこと。波が穏やかな時は元町港を使用す
るのだそうです。大島の港＝波浮の港とずっと思っていましたのでやや意外でした。現在、
波浮港は漁港として使用されているとのこと。
お出迎えの観光バスに乗り大島観光に出発。早咲きの椿が見られるという「椿花ガーデン」
へ。案内をしてくださるオーナーさんの元気な御神火太鼓に迎えられ、説明を受けながら園
内散歩。大島固有の藪椿や日本で一番早く咲く椿、その他自然交配による新種や改良種など
これから次々に花が咲いていき２～３月が一番沢山の花が見られるとのこと。古代では椿は
花よりも「葉」を愛でていたと

風に髪がなびかないように☺
のことを伺い、花の少な 風に髪をなびかせ♪♪
い園内でしたがつややかな濃緑色の葉っぱの美しさを十分に堪能しました。
宿泊する大島観光ホテルにて昼食。それから三原山頂口から火口付近を望み記念撮影後元
町方面へ。ここでサンセットサイクリングに出かけるグループと一足早くホテルに入るグル
ープに分かれる。乗越・森屋ご夫妻・飯島・熊井・萩野さん・臼田の７名は元町にある貸自
転車屋さんに向かう。男性はマウンテンバイク、女性は３段変速付き「ママチャリ」を２時
間の予定でレンタルする。元町からスタートして島の北端の野田浜までの全長５キロのサン
セットパームラインを走ります。慣れない自転車に「ブレーキがうまく利かないよー」
「ギア
チェンジがうまくいかないよー」などそれぞれなにがしかの違和感を持ちながら乗越さんを
先頭に出発。黒っぽい砂浜にせまる海を感じながら褐色のサイクリングロードをどんどん進
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みます。暑からず寒からず心地よい風、なぜか浜辺を走っているのに磯の香りが全然しない。
大きな松の木が数本生えている公園を過ぎるとサイクリングロードは両脇から夏草や低い雑
木が茂り道にはみ出したりして、路面も少し荒れてきた。緩やかな坂は頑張って登れても少
し急になるとギアをチェンジしても斜め斜めにジグザグ走行を試みても最後はパタリと止ま
ってしまいます。もうこうなると息を整えながら押していくしかありません。アザミ・ツリ
ガネニンジン・イタドリ・ススキ・月見草などが道の両側に沢山可憐な花を咲かせています。
自転車を押して登っていると周囲を見るゆとりも出てきます。ずーと先を走っていかれて、
ビューポイントで待っていてくださって私たちに小休止を取らせてくださったので助かり
ました。
Buｄｄｙ‘ｓ Bell

♬

赤色の溶岩 赤禿で

自転車のリムみたいな大きな金属
製のわっかに鐘が付いているオブジェのある
休憩場所で記念撮影。記念に鐘を鳴らしまし
た。赤禿（あかっぱげ）という面白い名前の
峠？は溶岩か何か赤い色をした粗い岩を切通し状に穿ってあるところを通りぬけます。快調
に飛ばして目的の野田浜に着きました。本来ならここで素晴らしいサンセットを潮風に吹か
れてうっとりと愛でる寸法でしたが、生憎のくもり空。でも涼しい浜風に吹かれて海を眺め
るのもなかなか素敵でした。浜ではダイビン
グの練習と思しき一団が岩の間に見え隠れし
伊勢えびなど 自分で焼いたり 揚げたり

海の幸づくし 多すぎて食べきれない

ていました。一休みしたらさあ帰ろう！帰りは
勝手知ったる道なので下り坂などはかなりスピードが出ていたと思います。時折、ランニン
グする人や犬を連れて歩いている人に出会ったりするので片時も気を緩められません。茂っ
た草で見通しが利かない下り坂のカーブはひやひやしながら駆けおりました。はじめての土
地で慣れない自転車でのサイクリングは、とてもスリリングで面白かったです。小一時間ほ
どのサイクリングでしたが大満足。森屋夫人の自転車のハンドルでススキが数本揺れていま
した。
夜は椿の島、大島ならでの「椿フオンデユ」をメインにしたお夕食をゆっくり頂いて早め
に就寝。
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翌朝の食前には朝湯のお楽しみ。露天風呂から今日登る予定の三原山の山容が見事に眺め
られる。昨日登山口からみた姿とはまた違う。なだらかな裾野がとても美しい。
朝食のバイキングメニューに貴重な「烏骨鶏の卵」があったのにはびっくり。さっそく「卵
かけご飯」で賞味。体に元気の素が注入されたみたいでうれしい。
三原山登山グループは丸山・樋口・池田・森屋（佐）
・飯島・熊井・萩野さんと私の７人。、
フロントの方に登山についてのアドバイスをしていただく。
「今日はお天気は良いけれど風が
かなりあるので、
“お鉢めぐり”は・・・・・。行かれるならば十分気を付けてくださいよ。」
と言われた。昨日夕食の時にサービスをしてくださった女性の方に至っては、私たちの顔や
姿を見られてのことでしょうが「あなた方は“お鉢めぐり”は無理」みたいなニュアンスで
話されていました。ですので「無理をせず大変なら“お鉢めぐり”はやめてもよいという感
じで臨みましょう」との丸山さんの御言葉に一同うなずく。ホテルのバスで三原山頂口まで
送ってもらう。そこからスタート。外輪山から
きょうは 噴火はしませんよね。ｹﾗｹﾗ
三原山へはだらだらと下りそして緩やかに上
りだんだん急な登りになり最後のほうは稲妻
ライン。歩き始めはオオシマイタドリ・山アジ

サイ・ススキ・そのほか名も知らない背丈ほど
の灌木の茂みの中をよく整備された小道が続
いている。丸山さんは皆の様子を見ながら、程
よく小休止を入れてくださる。少し傾斜がきつ
くなってきたあたりにドーム型の避難場所が
きょうは ラクショウ ｹﾗｹﾗ
２～３か所あった。御嶽山の噴火を思い出して
ちょっと怖くなった。そうこうするうちに三原神社の鳥居が登山道の下に見えてきた。1986
年の噴火のとき溶岩流がこのお社を避けて二手に流れ落ちたのだそうな。そのまま遊歩道を
前進すると見晴らし台。そこを過ぎるといよいよお鉢めぐり（火口一周道路）が始まります。
「風が強いので注意して」と言われてたとおり、吹きつける風がだんだんと強く感じられま
す。丸山さんが「どうしますか？止めますか？行きますか？」と皆の様子を気使いながら最
終確認をされた。すでにかなり強い風が吹いていましたが誰一人「止めましょう」という人
はいない。皆やる気満々。噴火口の縁を一周するには、馬の背状態の細い道を歩かなければ
ならないのです。頑丈な杭にロープがかけられていてそれに摑まって風に吹き飛ばされない
ように、両側に滑落しないようにそろそろと歩いて行くのです。みんなで「姿勢を低くして、
しっかりつかまって」などと声を出しながら必死で！（大げさな表現ではありません）前へ
前へと進みました。
「これをみなくっちゃ価値がない！凄いですよー」と一番前を進む樋口さ
んが叫んでいらっしゃる。何々という感じでそこにたどり着くと 200m もの深さに落ち込ん
で、今も水蒸気？噴煙が上がっているお鉢の底の異容。覗き込むと、酸化して赤くなったの
か不気味な色をした岩が幾重にも重なっていて、穴底に引きずり込まれそうで恐ろしく思わ
ず「ブルッ」としてしまう。まだまだお鉢めぐりは終わりません。２か所ほど小さなこぶの
ようなものがあるところを通過する時には少し風が遮られてほっとしますがそこを抜けると
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また凄い風。ロープをしっかり握りしめて鼻水をチユルチユルしながら「ニセコのアンヌプ
リで遭遇した猛吹雪の中の行軍」を思い出しました。ここは風はきついけれど周囲は見渡せ
るしロープを伝っていけるし、こっちのほうが断然安心と気を取
り直して一歩一歩前進しました。みなさんもきっと同じように感
じられたのではないでしょうか。登りがあったり緩やかに下った
りしながら進んでいると又樋口さんが「凄いよー」とおっしゃっ
たのでそちらに行くと細長い形の深い穴状の割れ目がありまし
た。火口の外側に巨大な四角い穴。圧倒的な力の前では、人間な
んて儚くて消えてしまいそうに感じました。
覗けば 白煙 モクモク
このあたりで風も少し楽になり帰路の「裏
砂漠」への降り口はもうすぐ。表示を確認
しながら裏砂漠の「大島温泉ホテルルート」
を辿って下ってゆく。
噴火直後はこのあたりは荒々しい溶岩で埋
めつくされていたのでしょう。今は人の歩
く道は溶岩を細かく砕いた小石を撒いてあ
るので一歩一歩踏みしめる度にザックザッ
風が強くて 鼻 チュルチュル
クサクサクと軽やかな乾いた音がします。
強風から解放されて気持ちに余裕がでて心も軽くなってきました。周囲を眺めますとあたり
一面は銀色に輝くすすきとチャコールグレーの溶岩オブジェ群！ 美しい！！ 文字通り別
世界に身を置いているような気持ちになりました。だんだんホテルのある外輪山が近くなる
と少しずつ大島桜・椿等しっかりとした樹木が増えて緑がだんだん濃くなります。かくて標
準所要時間４時間のところ３時間弱で「お鉢めぐり付き三原山登山」は無事終了。地獄の底
（お鉢）を覗いた後のみんなの笑顔は格別輝いていたように思われました。
ホテルに帰ってから、出かける際に頼んでおいたお弁当と島海苔のおみおつけを頂いた後
また温泉へ。露天風呂から眺めた三原山は午後の光を受けて一層優美にみえました。
帰りの船の出発は、昨日と同じに岡田港から。ホテルのバスで送っていただいて港へ。時
間ぎりぎりまでたっぷりと大島一周ツーリングを楽しまれた屈強トリオさん（乗越・森屋・
重野さん）と合流。そして乗船し定刻に出港そして無事に・・・・となるのですがマスター
ズにはサプライズが付きもの。
岡田港ターミナルビルの２階の待合室で屈強トリオさんたちの到着を待っていた時、ニコ
ニコしながら近づいてこられた方がありました。マスターズの方ではないし…でも、もう一
度しっかり見るとマアマア「和合さん」ではありませんか。お仕事で大島に来られて４時の
飛行機で帰る予定とのこと。
「もしかしてマスターズの人たちに会えるかな？と思って来たん
です。」って。しばらくして屈強トリオさんも
仕事帰りの和合さん わざわざ港へお見送りに
帰ってこられて全員集合。桟橋の入口のとこ
ろで参加者１１名と和合さんとの記念すべき
集合写真をパチリ。
あんなに探し求めたのに残念ながら富士の
お山は一度も姿を見せてくれませんでした
が、私たち「登山班」はパンフレットにあるモ
デルプランのように素晴らしい「自転車＆ウ
オーキング２日間」を満喫させていただきま
した。
“幻”を実現するために足掛け２年にわたっ
ヒコーキで調布へ帰る前に
てご準備してくださった幹事さん方に心から
感謝いたします。そしてご一緒してくださった皆様にも感謝・感謝。
来てくれた
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その３ 島一周サイクリング奮闘記（2 日目）
茂野 本史
サイクリングに参加するのが、小生を含めて三人だと判ったとき、登山組み
に残ればよかったかなと後悔の念がかすかに頭をよぎった。今更の変更は潔くない。一緒に
走るのは、乗越氏と森屋会長である。二人の健脚ぶりは、数年前、紅葉の西沢渓谷に行った
折、既に証明済みであった。特に乗越氏の韋駄天ぶりはクラブで知らぬものとてない。会長
も走り込みを日課にして鍛えているらしい。こんな二人と一緒で大丈夫かと思うとプレッシ
ャーで何やら胸苦しい。
元町港近くのレンタサイクル“らんぶる”でマウン
テンバイクを一日 2000 円也
で借りる。7 段変速ギア、すりこぎ棒のような棒状
ハンドル、ヘルメット、厚手の手袋、皆小生には初
体験である。8 時 35 分、乗越氏が先頭、弱体な小
生、しんがりは会長、というオーダーでスタート。
先ずは岡田港を目標に向かう。
いきなりの登りである。変速付きは慣れてないので、
調整操作が難しい。どうかするとペダルが空転して
推力が出ない。あせっているのが分かったらし
レンタサイクル屋の女主人と 調整 準備 OK！
く会長がゆっくりでいいですよと声を掛けて
くれる。退職以来、家では電動自転車を愛用し、登りなどは鼻歌交じりの、楽ちん、楽ちん
の調子だから、今日のペダルは余計重く感じられる。岡田港近くまでは、交通量もかなり激
しく、よたよたしていては危険である。道路の左側の歩道にはブーゲンビリアが咲きほこり、
その彼方には時折、青い太平洋が見えて幾らか慰められる。岡田港には降りず、一路、道路
は東海岸を南下するルートとなる。行きかう車がめっきり減り、サイクリングの楽しさを満
喫できそうな予感で胸が膨らむ。風は強いが、好天にめぐまれた。左はすぐ下まで太平洋の
波が崖を洗っている。道路の両サイドにヤ
ブ椿の林が途切れ途切れに現れだし、道両
側の大きな古木が頭上で交差してまるで椿
のトンネルとなっている。山側の薄暗い椿
林には道路から時々細い小道が通じており
何か仙界でも待ち構えているかのように感
じられ、十数年前、沖縄は備瀬のフク木集落
を徘徊した、あの幸せな時間
を思い出させてくれた。道路
沿いの家々は生垣や庭木に
タブの木やヤブ椿、イヌツゲ
などが多く沖縄と伊豆 7 島を
つなぐ黒潮の存在を思った。 いろいろな椿がコップの中に 色鮮やかさを保っていた
そろそろ大休止が欲しいなと
思っていたら、9 時 35 分都立大島公園に着いた。スタートして 1 時間で来た事にな
る。この公園は椿園、椿資料館、動物園を、さらに南には「海のふるさと村」まで併
せ持つ実に広大な施設である。施設入り口で先ず驚いたのはスダジイの巨木だった。スダジ
イでこれだけの巨木は見た事がなかった。会長さんは売店でアイスクリームを買って美味い、
美味いと食べている。その後は情報でも仕入れているのか店員とおしゃべり。小生と乗越氏
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は資料館に入った。椿資料館の名にふ
さわしく、展示方法がお洒落で美しい。
椿の花をひとつひとつ透明なガラスの
お椀に入れて何十と展示してある。聞
いてみるとリニュ－アルして何年も経
ってないということだった。昨日訪れ
た椿花ガーデン・リス村の親父さんが、
椿は古来神事と深い関係があったと力
説していたが、それを具体的に証明す
る展示があったのでよく納得できた。
また、椿の匂いを嗅ぐことも出来る展
示もあり面白かった。ここで 20 分ほど
休憩した。以前来たことがある乗
秋の 爽やかな 青空と雲の下 汗かきかき坂道を 漕いだ
越氏は国土地理院の 25000 分の１
の地図を出して確認、ここからは長い登りが続き最高点は海抜 200 メートル程とのことであ
った。まことに頼もしい先達である。
先ずは等高線に沿ってしばらく進行方向とは反対に北西に進み、やがて南転する。登り用に
ギアを切り替えても進まず、降りて自転車を押す事、たびたび。前方を見てもカーブが多い
ので最早、乗越氏の姿は見えない。それどころか、見通し
日本渚百選の景観に 見とれる
の良い道路に出ても彼の姿はない。彼はサドルから尻を上
げて漕いでいたっけ、小生
が遅れるのも無理はない。
韋駄天の本領発揮だ。後ろ
に来ている筈の会長はと
見ると、最も遅い変速でも
いいから、出来るだけ降り
ないで頑張ろうと思って
いるのか、小生にかなりの
遅れをとることもしばし
ば。小生は降りて押す、乗
っては降りる、を交互に繰
り返している。汗まみれ、眼鏡に伝わって流れる。そのう
ちに、最高点は通過したらしい。
「海のふるさと村」に降り
る地点で休憩する。11 時近い。ここまで約 1 時間を要した。
海側のヤブでカワラヒワ（メス）？とおぼしき野鳥を見か
ける。
幸いな事に、ここからは小さなアップダウンはあるにしても、大方は島の南端の波浮港まで
緩やかなくだりが続く。車両の行き交いもほとんど無
い。サイクリングを楽
しむのはこの区間だ。♬
サイクリング、♪サイ
クリング、ヤホー、ヤホ
ー♪調子に乗ってスピ
ードを出し過ぎないよ
うに、絶えずブレーキ
に両手をかけて置く。
波浮港の景観に 見とれる
風を受け、汗で濡れたシ
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ャツはたちまち乾く。問題は鼻水だ。
一々止まって鼻をかむ訳にはいかないのだ。手袋
がその代用をする。緩やかな下りが 10 分以上も
続く。実に爽快。突然、海を正面に見る崖の上に
出た。名勝の筆島で
地層断面の景観に 見とれる
ある。毛筆の筆先に
似た形状からその名がでたらし
い。むかし島民はこの岩を「御体」
と呼び神宿るものとして信仰の
対象としていたとのこと。台風 23
号の影響の所為か、大きなうねり
が激しく衝突している。砕け散った波は 30 メート
ルもある筆先にまで達しそうな勢い、壮観の一語に
つきる。会長は早速カメラに収めた。マスターズ通
信掲載間違いなしの絶好ポイントだった。11 時半
過ぎ、筆島を出る。間もなくして波浮港を見下せる
見晴台に到着。暗緑色の叢林を被った馬蹄形の低い
山にエメラルド色の入り江が静かに閉じ込められ
ていた。昔“波浮の池”と呼ばれた湖だったのが、
江戸中期の大地震で海とつながったとガイドブッ
クに書いてあったのを思い出した。
光輝く海の彼方に利島や新島の島影霞み 景観に 見とれる
それにしても心やすまる絶景であ
る。絵心のあるものなら、きっと絵具を取り出すであろう。12 時頃、一週道路から波浮港に
通じる道路に入ったすぐところの成田屋という食堂で昼食となった。元町港発岡田港行きの
バスは 2 時であるから、1 時半頃には自転車の返却を終えていなければならない。残された
時間は 1 時間ちょっとである。おのずとペダルを漕ぐ脚に力が入る。残された見学場所は波
浮・元町間のほぼ中間地点にある“地層切断面”である。道路右側の山が延々数百メートル
の崖となって地層がむき出しになって
いる。バウムクーヘン状に何十層と堆
積している。案内板には、道路に接して
いる地層は 15000 年前のもの、大島の
形成過程や火山の歴史が良く知られて
いるのは、この地層切断面のお陰と記
されていた。島の南部、波浮・元町間の
道路は左手近くに絶えず海を臨める点
は良いのだが、この区間はさして景勝
地もなく、島の経済的動脈らしく車の
行き来が激しい。1 時 35 分元町港のス
タート地点に戻った。食事、休憩を含め
て 5 時間で島一周を達成した。2 強 1 弱
の、70 歳半ばのトリオとしてはよくや
ったと秘かに自賛した。小生にはいろ
んな意味で大きな収穫のあった一日だ
った。
お二人に改めて感謝申し上げる。
２０１５．１０．１３記
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海外調査 40 年の面白体験記

乗越

晧司

当時現地での筆者 黒ひげ
大学教員の仕事は校内で行う講義と研究が中心ですが、
チンパンジー調査に合わせた？
私は夏期や年度末の休暇及びサバティカル中に 2，3 か
月間(長くて 8 か月)、動物の行動・社会・生態研究の目 今、上智大学名誉教授で 白ひげ
的で、アフリカや東南アジアなどの海外にたびたび行きました。大学院生時代から教師退職
までの約 40 年間、私は東アフリカのタンザニアに 5 回、アメリカ合衆国に 2 回、インドネシ
アのスマトラ島とボルネオ島に合せて 7 回、そして台湾に 5 回渡航して、さまざまな種類の
霊長類を研究してきました。それらの国のいくつかは、エボラ出血熱・コレラ・熱帯マラリ
ア等高い致死率の伝染病、調査中に遭遇する猛獣や毒蛇、隣国コンゴやウガンダで発生した
内乱と難民の流入、劣悪な治安状況と調査許可書取得の厄介な事務折衝等があり、普通の海
外観光ではありえない、過酷で緊張の日々を経験してきました。
70 歳を過ぎた 3 年前に完全リタイアして以来、私は毎日 2 時間のテニスと平日夕方 3 時間
ほど孫娘の相手が日課となり、さらに冬期のスキーと夏の登山、春秋には各 2 週間田舎で農
作業の手伝いが加わって、サラリーマン時代には想像できなかった超健康的な高齢者生活が
続いています。昨今の穏やかな生活に浸っている身には、海外での厳しい調査活動は絶対無
理で、
「よく行ったものだ」と感心しています。当時の活動のごく一部は会員の何人かに時々
お話していましたが、旅行日程の全般と現地生
活、およびそれらの国々に関する興味深い実情
など、研究内容そのものは省きますが、その全体
について今回改めて紹介いたします。

１）東アフリカ、タンザニア
1960 年代初めから東アフリカの
タンガニーカ湖周辺に於いて、京 タンガニーカ湖に浮かぶ木造の我が愛船、カンシアナ号
都大学を中心としたグループによる野生チンパンジー調査が現在まで継続して、膨大な世界
的研究成果が発表されている。その実績に基づいた、チンパンジー生息地の環境保全と観光
資源開発を図る目的で、途上国援助事業を担う国際協力事業団 JICA(現国際協力機構)に対し
て、マハレ山塊地域を国立公園に指定するための調査がタンザニア政府から要請された。学
位取得後の私は 1975 年から 2 年余りの期間、そのスタート時の調査研究を担当する、長期派
遣専門家に選任されました。実は家族一緒の予定が妻の妊娠で単身赴任となったが、2 年以
上の長期派遣のため 1 年後に 1 ヶ月一時帰国
できました。2 歳となった長男が真っ黒なひ
げ面を見て“パパと違う”、と泣かれて複雑な
気持ちになったが、アフリカ滞在中に誕生し
た長女と対面できて大感激でした。
チンパンジー研究の基地、マハレまでの行
程は大変な困難があります。首都ダルエスサ
ラーム(ダレス)からタンガニーカ湖畔の町キ
ゴマ間がアフリカ横断鉄道で二泊三日、そこ
から湖岸の基地までが 2～30 馬力の船外機付
き木造船で十数時間かかる。
バナナ林に囲まれたタンザニア政府支給のユニポットハウス
天然資源観光省・野生動物局
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のリサーチ・オフィサーでもあるため、時々業務報告に出張する首都ダレスにはたくさんの
日本人駐在員が赴任しており、マハレやキゴマで使わない日本語が話せるのはうれしい限り
です。約 1,300ｋｍ離れたダレス―キゴマ間は、速度
の遅い旧式列車で移動するので(新幹線では 5 時間
程)、単調で延々と続く車窓の風景や停車駅に来る地
元売り子との買い物交渉が楽しめます。道路のない
キゴマーマハレ間は、日差し防止のトタン屋根があ
る、船の縁に取り付けた幅５、60 ㎝ほどの板の上で、
寝袋に入って眠る。波が穏やかな夕方に出航すると、
乾季には満天に輝く星空や湖上に浮かぶ漁火が幻想
的だが、雨季には湖がよく荒れるので、安全な湖岸に
係留して半日以上も風
１９世紀最大のアフリカ探検家、リビングストンが消息不明になり、
待ちをすることがある。
夕方仕掛けた刺し網で獲った、夜の食卓を飾る熱帯魚
翌朝マハレの山並みが遠くにうっ
スタンレーにウジジ（キゴマ）で発見された記念の碑
すらと姿を現すと、距離があっても
歩いて帰れるので、ほっと一安心します。
基地の生活には、キゴマでの月一回の買い出し食料品が米、缶詰、豆類、キャベツやトマ
トなど品数少ない野菜類（冷蔵庫が無いので肉類はダメ）、村で飼育の山羊や鶏（牛はねむり
病のため飼育不可）、そして湖で獲れる魚が主な食材であり、焼く、煮る、揚げるなどで調理
された熱帯魚が毎日賞味できます。湖最大のスズキに似た魚、クーヘ（和名＝アフリカカワ
スズメ）を使った基地伝統の料理「リュウキュウ」は、醤油とレモンの味付けに、ショウガ、
ニンニク、タカノツメ、タマネギ、ニンジンを加えた刺身で、冷蔵庫のないマハレに於いて、
朝獲れた生魚を夜に食する貴重な保存方法です。ちなみに、リュウキュウとともに、もう一
つの絶品魚料理は、独特のうまみがあるアフリカオオナマズの油滴る炭火焼きですが、美味
しいのでつい食べ過ぎて下痢をします。私は日本に帰って時々リュウキュウを作るが（もち
ろん別の魚を使う）、東アフリカ大地溝帯の湖群で一般的な口内保育魚の生態がテレビで放映
され、あの有名なクーヘが日常的な食料であったことに驚きました。
15 年後の 1992～93 年、体力が衰え始めた 50 代のマハレ調査時間
は、最初の頃朝明け方から暗くなるまでと長かったが、その後体力切
れで徐々に短くなり、最後は陽の高い中で打ち切りに、結局 8 か月後
には半病人状態で帰国する羽目となりました。まだ 2，3 回行きたい
が死にたくないのでどうするか、それには生活習慣を改善して体力を
強化する。日常の活動を様々に工夫して、常時 6,7ｋｍ／時の速歩、
通勤電車では絶対座らない、エレベータ不使用で 7 階の部屋まで一段
飛ばしに上がるなどを始め、ジョギン 夕方仕掛けた刺し網で獲った、夜の食卓を飾る熱帯魚
グ・ダンベル・サイクリング、ハイキ
ングや登山、スキーやテニスも加わって効果抜群、これらのスポーツは現在退職後の楽しみ
へと続きました。結局体育館で週 2 回ほどのウエイトトレーニングが最も効果的な方法とな
ったが、この後のマハレ調査は、同行者と比べて活動能力が段違いとなっていました。ちな
みに、過酷な調査活動が一因と思うが、数年後には、私と同年配の同行者が三人無くなりま
した。
私が５、60 代に獲得した高いレベルの体力は、その後の生活を健康的、活動的にしている
が、その貯筋を食いつぶすことなく、長く現状維持を続けたいものです。そのためにはある
程度の負荷をかけた運動が必要で、体が故障して運動中止とならないぎりぎりの強度を心掛
けています。しかしテニスと孫相手の日課が忙しく、ここ一年ほど体育館への足が遠のいて
いるが、ウエイトトレーニングは何歳になっても一定の効果があるので、また再開するつも
りです。
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２）アメリカ合衆国、嵐山ニホンザル群の集団移住地テキサス
米国のウイスコンシン大学など
と共同で、1968 年からニホンザルの 恐竜国立歴史公園で発掘された全身骨格化石の展示標
本
文化的行動に関す
る 日 米 科 学 の プ ロ タオスの集合住宅前で踊る、正装したアメリカ先住民
ジェクトが開始して、京都・嵐山等の
日本で集めた資料分析と討議のた
め、私は 1970 年の約 6 か月間ウイス
コンシン州に出張しました。対応者
家族が約一か月間ロッキー山脈方面
に休暇旅行を計画し、私も同行する
ことになりました。四人連れの旅行
乾燥地に住むツノトカゲ
は簡便かつ安価なテント泊、アメリ
カの雄大な自然景観とそこで楽し
む人々との交流が新鮮な経験でし
た。旅行の道筋は、大学町マディソ
ンからシカゴ経由でルート６６に
沿ってニューメ
キシコ州、スペイ 相手を威嚇する時、ガラガラヘビはこの尻尾を振ってガラガラと音を立てる
ン人開拓の古い
町サンタフェ、そしてアメリカ先住民の日干しレンガの集合住宅が有名なタオスへ。続いて、
アメリカ先住民の古代遺跡がある国立公園等を回り、グランドキャニオン、ブライスキャニ
オン、イエローストーン等の国立公園の圧倒的な自
然景観に触れ、その間興味深い恐竜公園等の国立歴
史公園等がたくさん加わって、マディソンに帰着。私
には初めての海外旅行でしたが、アメリカの多様さ
と巨大さをじっくり堪能した半年でした。

ダレス郊外の海岸に建つリゾートホテル

京都、嵐山の分裂したニホンザル群
150 頭をアメリカのテキサス州ラレドに
集団移住させ、新しい環境への適応行動
ガラガラヘビを発見して、警戒している嵐山移住群 を 研 究
す る プ
ロジェクトが発足したので、私は 14 年後の 1984 年に最南部
の米国を再訪した。メキシコとの国境の町ラレドは、夏が灼熱
で冬に雪の降る激しい寒暖差の半砂漠地帯で、嵐山の温帯落
葉樹林帯とは全く異なる自然環境にあります。サボテンの実
などの新奇食物、咬まれると命を落とす猛毒ガラ
ガラヘビ、起伏のない草原をヒヒのように疾走 メキシコから米国に違法越境した人たち
等々、移住したサルたちが新しい環境に力強く順
応している姿は大変印象的でした。広大なサル移住地の横にある、トレーラーハウスの宿舎
に一人寝泊まりしていると、時たまメキシコからの違法越境者が数人通り抜けて行き、彼ら
に食料を与えることもありました。
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3）インドネシアのスマトラ島とボルネオ島
インドネシアの西スマトラ州パダン市にある、アンダ
ラス大学との
間 で 始 ま っ た 船のような形をしたミナンカバウの伝統家屋
スマトラ自然研
究計画は、京都大
学を中心に全国
から集まった、霊
長類学、昆虫学、植物・森林生態
学などの研究者達によって実施
された。私は第 2 年度目の 1981 年
から 5 年間、毎年夏期休暇の 2，
3 か月間、パダン市郊
パダン市で見たミナンカバウ族の結婚式の行列
外のグヌンメル公園
および内陸部のマニンジョウ湖畔でカニクイザルとフクロテナガザル
の社会・生態学的研究を行った。調査地への移動や研究活動は通常私一
人でするが
ドリアンは、硫黄臭いにおいを気にしなければ、独特の美味しさが癖になります
（現地ポータ
ーが一人同行）、スマトラではパダンの大学宿舎が
使用され、昆虫班や植物班の人たちと寝食を一緒に
できる、大変うれしい生活となりました。社会性昆
虫の研究や熱帯植物学は私にとっても興味深い分
野なので、夕食後の学際的な歓談は大変有意義な時
間でした。炊事や洗濯の世話をする、中国人のおば
ちゃんが作る食事は日本人の口に合う中華料理だ
が、時々町で食べるパダン料理は数あるインドネシ
ア料理の中でも最高峰と言われ、ココナッツ・ミル
ク
たくさんの東南アジア原産種を品種改良して、きれいな蘭に
の
地元民が飼育していたペットのテナガザル
柔らかさと数々の香辛料のバランスが絶妙で、
芸術的と言ってよいくらいです（ただ、唐辛子の苦手の人は要注意）。テーブルいっぱいに運
ばれてくるたくさんの料理の中で、好きな小皿だけを取って食べ、その代金を支払うシステ
ムです。地元の人は、舌のほかに指でも味わうためだが、ナイフやフォーク代わりに右手の
指で食べ物を口に運んで食べるので、私もその食事作法にしました。ちなみに、食物に絶対
触れない左手は、トイレットペーパー代わりに、柄杓の水を浸してお尻を拭くので、不浄と
されている。
西スマトラ州に暮らすミナンカバウ族は母系社会として有名であり、50 人以上にもなる大
家族の家長を代々女性が受け継いでいるので、父系社会のイスラム教が大多数のインドネシ
ア人の間では不思議にみられている。インド洋に面するパダン市は高温多湿で過ごしにくい
が、海抜千メートル近くの町ブキティンギは、ミナンカ
バウ族の心のふるさとであり、船のような形をした独特
の伝統家屋、魔術的な舞踊、銀細工や木彫りなど、素晴ら
しい文化にあふれている。もう一つ、思いがけない
日本とのつながりがありました。第二次世界大戦中、南
方に進出した日本軍が当時オランダ領であったインドネ
シアを 1942 年に解放し、ブキ
ティンギにも進駐して 4 万人の ブキティンギに展示されている旧日本軍用機
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敵兵を捕虜とした（結局終戦まで軍政を布く）。
インドネシア国籍の旧日本軍人の墓地
そして、戦後インドネシアにとどまった多くの日本
軍人がオランダからのインドネシア独立に貢献しており、
現在対日感情も大変よくなっている。
4）台湾
ニホンザルに最も近縁なタイワンザルの生息地、台湾は
暖温帯から亜熱帯という日本の南西諸島によく似た自然景
観であり、国情の類似性においてもアフリカや東南アジア
とは異なって安心感が大である。さらに、国立台湾大学との共同研究に伴う様々な協力を受
けたので、タンザニアやインドネシアで必要な調査許可取得や出国時の書類提出が必要なく、
大変便利でした。調査場所は日本と同様に、豊かな
自然環境の風光明媚な観光地が多い。私が行った台
湾の調査地は、東海岸では宜蘭市の大平山公園およ
び花蓮懸の太魯閣渓谷、中央山脈にある阿里山、そ
して最南部の墾丁国立公園等で、何れも著名な観光
地である。一方日本での研究場所は、京都・嵐山中
腹（保津川終点の渡月橋と桜・紅葉で有名な、対岸
斜面に 5 年間一人で寝泊まりした）、瀬戸内海の小豆
島、広島の宮島（弥山へのロープウエイ頂上付近が
小豆島からの移住群の行動圏）、日本三大美林の一つ
木曽ヒノキ林の周辺、および伊豆大島（大島動物公園から
正装した台湾原住民の人たち
逃亡したタイワンザルが自然繁殖）などです。
私が調査を開始した 1987 年当時、野生動物の狩猟を生業にしている台湾先住民の人たちが
タイワンザルをたくさん捕殺していたので、個体数が激減して絶滅の危機にあった。しかし、
15 年目の 2002 年に調査した時、以前より３～５倍の生息密度が記録され、台湾政府の動物
保護政策が有効に機能していた。このような成果はアフリカやインドネシアでは見られない
が、やはり住民意識の高さが重要な要因であろう。
最後に、最も安心できる台湾とは逆に、他の調査地に於いて死亡事故になりかねない、い
くつかの肝を冷やした経験を紹介してこの小論を終わります。
（１）小川の増水：調査中の豪雨発生で急いでキャンプに帰る途中、増水した小川の濁流に
足を取られ、危うく流されそうになった。
（２）コンゴ動乱：銃器を持った反政府難民のマハレ基地来襲に備え、その退避方法を真剣
に考えた。
（３）エボラ出血熱：1976 年タンザニアの隣国で未知の伝染病エボラ出血熱が世界初に発見
され、タンガニーカ湖周辺の住民への感染が心配された。
（４）毒蛇を踏む、人食いライオンやトラの出現:湖での行水の帰り道でヘビを踏みそうにな
る、調査地に来た放浪ライオンが何頭ものチンパンジーを殺害、スマトラの近くの州でト
ラ出現の話題。
（５）飛行機離陸のやり直し:キゴマへの中継地タボラ空港で離陸直前に異常事態が発生し、
ガタガタいわせて急停止。
（６）ボート転覆の危機：強風でボートを湖岸につける際の危うい出来事。
（７）都市の治安：ダレスやナイロビでは夜間街に出ない。
結論として、どうしようも出来ない時は勿論あるにしても、常時かなりの程度
神経を研ぎ澄ませていれば何とかできるものであり、当然ながら日本に帰ると
その緊張感は失われてしまいます。
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がん体験記 小学校の教師として勤め上げ
小林

教男

定年を迎えて、２２年が過ぎ８２歳になりました。７８歳までは健康そのものでした。冬
はスキー、夏は遠泳・登山、秋は海外トレッキングと老春を謳歌していました。
１１年６月の夜更けに、胸苦しさで目が覚めました。今まで経験したことのなかったこと
だった。翌朝かかりつけ医の診察を受けた。すると「心不全で危険な状態です」
「これからす
ぐに入院してください」「病院への連絡ずみです」
病院では、カテーテルによる手術を、４日後に行いました。体力の回復をまって、１か月
後に、冠動脈バイパス手術をしました。７時間を超える大手術でした。術後の痛みは激しく、
３日ほどは苦しみの地獄にいました。退院時に「２割ぐらいはすでに壊死しており、体力は
７割位戻ればいいと思ってください」とのことでした。
大腸ガンの宣告・手術
心不全の予後は順調で、散歩などをしながら、回復に努めていました。市の広報誌の大腸
がんの検診のお知らせを見つけました。念のためと思って検診を受けました。結果は「精密
検査を受けて下さい」との事だった。早速予約を取って精検を受けた。結果を聞くと「ガン
です。４，５センチぐらいになっています。病院は・・・・」と全く事務的な説明がつづき
ました。「紹介状は明日取りに来てください。」
心臓手術から３か月しかたっていないのに、今度は大腸がんの手術です。家への帰り道の
足の重かったことを今でも思い出します。それにつけても「ガンと聞けば死を連想していた」
者に対して、虫歯を抜くような軽い調子の告知に、ただ戸惑うばかりでした。
Ｓ字結腸ガンで、３０センチぐらいを開腹切除しました。
「運が良かったですね。ガンもち
は心臓の手術はしないことになっていますから」と麻酔医が話してくれた。大腸ガンが、心
不全の前に発見されていたらば、心臓の手術は出来なかったとのことです。主治医から「ス
テージは２で、リンパへの転移もない。」と有難い話がありました。「退院後は普通の生活を
してよい」とのことでした。
４か月後に検査と診察がありました。
「腫瘍マーカー結果も悪くありません」とのことでし
た。
「もう治ったという事ですか」と聞くと「そ
ういうわけにもいかないけど」と歯切れは悪か
った。しかし大いに安心しました。４か月後に
検診の予約をして帰りました。

2001 年 木曽馬篭

このころは酒もこの通り

肝臓への転移・手術
ＣＴの画像を見ながら、主治医はしばら
く口を開きませんでした。おもむろに「肝臓
に転移しています」
「２㎝から３㎝の大きさの転移巣が、８か所あります。」
「３か所以上の切
除手術はできません」「抗がん剤も効く物がありません」と重大な言葉が次々と続きました。
私の頭は混乱するばかりです。私は「このような病状になった人は、どのようにしているの
ですか」と聞き返すのがやっとでした。すると「そのままの人が多いですよ」 「ホスピス
にでも入るのでしょうか」と聞くと、
「来週家族の人も交えて相談しましょう」ということに
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なりました。
ラジオ波焼灼術による手術
どんどん良くなっていると思っていたのが、いきなり死の宣告のような話です。２日ほど
は何もする気がしませんでした。ただ滅びのイメージばかりが心を占めていました。また前
回の診察時には、快方に向かっているような話だった。あれは嘘だったのかと思うと怒りも
こみあげてきました。
しかしＣＴに写しだされている病巣は、疑うことのできない真実です。自分の病気として
受け入れ行くしかない。そして自分で調べたり考えたりするのが基本だと覚悟をきめた。転
移肝ガンについてウエブサイトや本などで調べ始めました。転移肝ガンの治療方法や治療件
数などです。素人考えではあるが、ラジオ波焼灼法という治療法に強くひかれた。１０年ほ
ど前から保険適用になった新しい治療法と言うことも知った。
家族３人で主治医とこれからの事を相談した。機嫌を損ねたらと心配しながら「ラジオ波
による治療は」と切り出してみた。すると「病院も考えているなら、紹介状も明日までに用
意しましょう。今までの治療経過の資料もよういします」と快い返事であった。
Ｋ病院で治療の相談をする。いろいろ話した末に「やってみましょう」という返事を得た。
「４か所以上は難しいと聞いていたのですが」というと「大丈夫です」と力強く言われ、３
日後に入院することになった。
ラジオ波による手術も無事に済み、１０日ほどで退院できた。退院時に「次週の診察時に
抗がん剤についいて相談しましょう」と言われた。抗がん剤服用と言えば、副作用の恐ろし
さばかりの情報が氾濫しています。退院の喜びも、抗がん剤の話で半減しました。
次の診察の時に、
「再発防止のために、抗がん剤治療を」という医師に対して、私は「抗が
ん剤は毒だと聞いているのでやりたくありません」と言いました。すると「毒ということは
間違いありません。様子を見ましょう」という事になりました。
抗がん剤は断ったが
抗がん剤の服用を断ってみると、再発の心配が日々に強くなってきた。薬に頼らず、自己
治癒力を高めて再発を抑えようと考えた。食事・温熱・運動などできることは何でもやった。
しかし半年後には新しい転移が見つかり、２回目のラジオ波の手術を受ける。
今度は医師の勧める通りに抗がん剤の治療を受ける。薬はＴＳ－１というものだった。す
ると４か月後に副作用で、間質性肺炎にかかってしまった。この病気は難病の一つで治療法
のないものだそうだ。やむなく抗がん剤は中止になる。日本人の死因の１位がガン・２位が
心不全・３位が肺炎ということです。三大病を背負って生きていくことになる。
最後の砦だった抗がん剤も服用中止になり、再発の不安を抱えての生活になる。知人を頼
り、中国に行き、瀋陽医科大学病院で診察をうける。中国医療でガン治療の実績を残してい
る病院だそうです。帰国後も、大量に仕入れてきて中国医薬を服用し続けた。
ガン退治に良いと聞けば何でも挑戦した。週に１回はプールで泳いだ。モーツアルトの音
楽で、ガンが治ると言われれば、毎日聞いた。ニンジンジュースを飲んだり、ハイパーサー
ミアという温熱療法にも取り組んだ。何をやっても腫瘍マーカーの数値は上がる一方でした。
Ｃ１９－９は、３７以内が正常値なのに、３３００を示すまでになった。六回目の手術の後
から、点滴により分子標的治療薬(アバスチン)の治療を行っている。
癌哲学外来を知る
半年ほど前にタウン誌でガン哲学外来の記事を見つけた。早速東久留米ガン哲学外来に連
絡をとり参加させてもらった。参加者のガンの現状報告を兼ねた自己紹介に感心しました。
いろいろな部位のガンでそれぞれ苦労していることがわかりました。樋野先生の話によると、
癌の数は国連の参加国数と同じくらいで、１９０位あるそうです。そんなに沢山の臓器に癌
ができるとはびっくりでした。自分のかかった大腸がんと肝臓ガンしか考えないのではガン
に対して申し訳なようなきがしてきました。
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ここで「がんの順位をさげる]という言葉をききました。今まで自分のやってきた事の裏付
けを得たような気がしました。大腸がんの手術の三か月後にスキーに行きました。昨年は検
査の合間を縫って四回のスキーに行き、帰って３日後には手術を受けました。今年も一月七
日の化学治療の予定を延期してもらい、一回目のスキーに行ってきました。
「病気になってい
ても、病人にはなるな」と言います。スキーを楽しんでいると、病人である事だけでなく、
病気である事さえも忘れてしまいます。手打ちうどん作りや、新しいレシピによる料理作り
なども、ガンの順位をさげているようです
ガンになって得たこと
最近になって、霊とか魂とか言われている、スピリテュアルについて考えるようになった。
自分の肉体の滅亡とともに、私自身はこの宇宙から消滅してしまう。死後の世界なんて考え
るだけ無駄なことだ。このように考えていたが、臨死体験や催行催眠による体験者の報告に
強い関心を持つようになった。
ガンという病気を通して日本の医療に関心が高まった。今私の心配は、早晩訪れる終末期
の医療です。
「ガンと宣告されたば緩和ケアにすぐに結び付ける」という法令はできているよ
うですが、どこでどうするか見当がつきません。このようなことが、数多くあります
日本の高齢者医療制度の、病人に対しての手厚さに感謝しています。３００万円もした心
臓バイパス手術が、４万円余りの自己負担で済んだ。アメリカあたりでは１０００万単位の
出費だそうです。
がん以外にも大勢の病者がいることを、通院の度に目の当たりにしています。精一杯病気
にチャレンジしている姿に、「私も頑張るぞ」と思うこのごろです。

去

年

の

飲んだ後だから

忘

年

ゆるい顔

会

☺
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２０１６年 マスターズスキークラブ
ツアー名

ツアーNo１ スクール

行事予定 （１）

ツアーNo２ 八方ツアー

フリー組もあるスクール ああ、白銀に輝く白馬、五
深雪避け、圧雪探して 竜岳、遠く妙高の山、 滑
無理しないスクール
るのを忘れる絶景！
都体協のシニア助成金対象
連盟事業の２回目
連盟会員60才～ＯＫ

項目

あっちこっちのんびり滑ろう
長～いお付き合いのホテル
宴会は格式高い部屋で！

ツアーNo３ 岩鞍ツアー
厳しい斜面でも安全に！
ゆっくりでも滑り切る！
転ばず、決して担がず！
ゴンドラ降りたら
マ
スターズウエ～～～イ！
岩鞍で一番！の温泉ホテル

上越国際

八方・五竜

尾瀬岩鞍

日程

１月１２日（火）朝発
～１４日（木）
２泊３日

１月２６日（火）午後発
～２９日（金）
２．５泊４日

２月８日（月）朝発
～１０日（水）
２泊３日

集合場所は
全観・中央公民館
ルネこだいら・花小金井駅

全観→花小金井

花小金井→全観

全観→花小金井

朝６時１５分～花小金井７時

午後３時発～全観3時45分 朝６時１５分～花小金井７時

スキー場

上越国際スキー場

宿

ホテル
グリーンプラザ上越
TEL 025-782-1030

TEL 0261-72-2114

TEL 0278-58-7131

会員参加費

￥４０，０００（会友も同じ）

￥４４，５００

７０歳以上 ￥４１，５００
５５～６９歳 ￥４３，０００

会友は+1,000円

リフト券別
１２～２０名

リフト券込み（上記はこの差です）

募集人数（最少～最大）

３日間リフト券込み！！
１６～２０名

申込み締切り日

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

電話

申込みは同封葉書

八方・五竜スキー場
丸金旅館

尾瀬岩鞍スキー場
尾瀬岩鞍リゾートホテル

18～２2名

１２/１０日までに連絡ない場合、予定通り実施します

問い合わせは幹事へ

熊井・萩野：090-4000-3114

喜多・和合：090-2455-9015

相澤・乗越042-464-8882

予約金は各ツアー5,000円

hagikumi_0935@mdocomo.ne.jp

waiwagoh@docomo.ne.jp

knori-7577@tbz.t-com.ne.jp

●振込みは必ずツアーNo
12/15迄に振込むか12/9の忘年会で手渡し 残金はツアー当日徴収
と 実施日を記入
●忘年会で手渡しする場
郵便振込 口座番号 ００１７０－３－３９７６７７
合、封筒に入れ上記＋名前
と合計金額を記入
参 加 者 が 最 少 人 数 を 下 回 っ た 場 合 、 参 加 者 と 相 談 （ 費 用 増 え る 可 能 性 あ り ） 。
会 費 は 最 少 参 加者 数で計算し てあ り ま す が 、 最少人数を 超 えて黒 字に なれ ば 基本的に 千円単位 で返金 。

★
★
★
★

各自スキー傷害保険契約期限を確認し、会友も同様に必ず加入しておいて下さい。
予約金振込はツアー決定（12/10）後、必ずツアーNoとツアー月日を記入して下さい。
キャンセルがツアーの１か月以上前なら予約金は返金されます。
集合場所のリボンは全観：青、中央公民館：白、ルネこだいら：赤柄、花小金井：ピンク
●ツアーで怪我などの際にご理解をいただくためにクラブの会則第１６条を抜粋しました。
（１）本クラブ主催事業では事故をできるかぎり防止する。
（２）しかし万が一起きた事故・怪我などについて、当事者はクラブ及び会員・会友にその責任は問わ
な いものとする。
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２０１６年 マスターズスキークラブ
ツアー名

項目

日程
集合場所は
全観・中央公民館
ルネこだいら・花小金井駅

スキー場
宿
電話
会員参加費
会友は+1,000円

ツアーNo４ 志賀ツアー

クラブ恒例の忘年会

きょうは焼額から奥志賀
明日は寺子屋～ｼﾞｬｲｱﾝﾄ
最後は一の瀬から高天原

日時：１２月９日（水）５時半

事業計画について

●本年度の行事計画案で未
定となっておりました１２月か
来年の３月に北海道または
信越方面のツアーは催行さ
バイキングで食べ過ぎ注意
一橋学園駅北口 坂下通り れないことになりました。役
遠くへ行き過ぎて疲れたら
マルエツの前 旧はなの舞 員会で審議されましたが、旗
シャトルバスで戻ろう
振り役が出ずに、もし行うな
会費：飲み放題 5,000円
ら個人的に「この指とまれ」
志賀高原
（3,800円の料理）
的にしようということになりま
した。もしそのようなツアーを
担当：原山
２月２３日（火）午後発
お考えの方はPRのほどよろ
（090-9951-1226）
～２６日（金）
しくお願いします。
●それからホテルは満足で
申し込みは同封葉書で
２．５泊４日
すがゲレンデが変化に乏し
ツアー会社の格安ツアー い上越国際を他のスキー場
花小金井→全観
に変更はどうかとの意見が
「四季倶楽部 旅」がやっている「ナイ 出ております。
忘年
午後３時発～全観3時45分 スミドル スキーツアー」などはリフト
会の際などに皆様のご意見
券付で半泊から４泊程度まで幅広くあ
り、いろいろなスキー場にバスなら東 をいただければ幸いです。

場所：魚鮮水産
042-349-1361

志賀一の瀬スキー場

京駅から出しております。

ホゥルス志賀高原
ＴＥＬ 0269-34-3355
￥３７，０００
現地参加は一泊８，０００円

募集人数（最少～最大）

リフト券別
１６～２０名

申込み締切り日

１１/３０ 締切り

申込みは同封葉書

１２/１０日迄に連絡ない場合
予定通り実施します

問い合わせは幹事へ

原山・樋口：042-343-0106

予約金は5,000円

higuchim@jcom.home.ne.jp

●振込みは必ずツアーNo
と 実施日を記入
●忘年会で手渡しする場
合、封筒に入れ上記＋名前
と合計金額を記入

行事予定 （２）

1.5泊に変更

浅貝から苗場ｹﾞﾚﾝﾃﾞに変更

左ページと同じ

左ページと同じ

参加者数の状況による
ー編集後記ー
このところ良い天気が続いてスポーツの秋らしいです。青空の下でゴルフでもしたいですが、この編集で連休明けからちょっと行けてません。
10/1のマスターズのコンペでは８４という今年２番目のスコアが出たので、それが本物なのか確かめたいのですが・・・。
昨日、バトミントンに行くので家を出た時にちょうど隣の田村さんが散歩に出るところで会い、立ち話をしました。午前中に病院に行ったからきょう
は夕方の散歩だというのです。好酸球肺炎で坂道を登ったり、階段を上り下りするのに息切れがしてスキーどころかゴルフもドクターストップ。もう何
年も治療を受けており、レントゲンで毎回肺の影を確認しながらブレドニンという薬の量を調整しているそうです。
その田村さんが元気な頃にはよく神田さんや佐藤さんと４人でゴルフに行き、早めに帰ってから定番の反省会で４時間ぐらい飲んたものです。神
田さんは酒が進むうちにだんだん声が大きくなり、店員に何度か注意されたこともありました。皆さん飲めて強い方だったですが、いつもふらつきな
がら一緒に歩いて帰るのが可笑しかったです。田村さんや佐藤さんたちとは家族ぐるみで泊りの旅行にも行きました。
通信で毎年の記録を載せていますが、これに載らなかったそのようないい思い出がたくさんありました。楽しかったです。神田さんのご自宅はバト
ミントンに行く通り沿いにあり、奥様のお顔がちらっと拝見できるかなとか、この時期になると電気が付いているかなとか気になります。
田村さんには「スキーが出来なくてもマスターズのスキーツアーに行って温泉と雪見でもしようよ」と適当なことをしゃべりました。(10/30森屋）
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