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小林さんが 2 月に亡くなりました。ご存知のように長い闘病生活をされていたが、去年も
八方と岩鞍には検査や手術の合間を縫って元気に参加していたから信じられない。１９９４
年に田村さんや當間さんと同じくして入会され、１９９８年の１０周年記念のウイスラーで
は素晴らしい滑りをしており、楽しんでいた姿が脳裏にある。翌年、彼の伝手で丸金さんに
行くようになった。これが「八方平日ツアー」の始まりとなりました。その丸金さんの座敷
の宴会では常に主役で、面白可笑しいしゃべりで会を盛り上げ、いなくてはならない男でし
た。朗らかに呑み歌い踊り、時には静かに碁を打ち、寝言も聞かせてくれました。ラジオ波
手術の退院帰りにぶらり新宿で下りて、ビクト
リアで最新のロッカースキーを衝動買いした
話には驚かされました。まだまだ滑るんだ、ま
だまだ仲間とツアーに参加したいんだ、病気は
持っているが病人ではないだという気概と共
にその遊び心が何とも言えない。
スキーから始まったクラブ仲間が登山や秋
の一泊ハイク、テニス合宿もまだやってお
10 年 前 の 八 方 い つ も の 丸 金 さ ん の 座 敷 で り、飲み会やカラオケをしたりするのも楽
しい。この１１月にマスターズスキークラブのゴルフコンペが４８回目を数える。４組１５
名の参加が見込まれている。近頃、クラブではスキー技術向上以上に、いかに楽しくいられ
るかが基準になってきています。今年の八方では、他人のブーツを乾燥室から履いてきて、
ゲレンデでビンディングにいくら入れても収まらず苦労した人。会友ですが他人のスキーパ
ンツを自分のバッグにしまい込んだ人。それらが日常茶飯事になってきています。彼らは「仲
間より、トシをちょっと先取りしている？」、いや大して変わりません。お互いに酒の肴を提
供しています。ミスを許し合い、寄り添い合い、楽しみ合うのが秘訣かなと思います。
小林さんの奥様は私たちが帰った後のお通夜の席で、横笛を取り出して明るい歌など親族
と一緒に歌ってご主人を偲んだそうです。彼女は今でも地域センター祭りなどで、ピアノで
弾き語りなどをしたりしているが、阿寒湖のスキーツアーや尾瀬の一泊ハイクにも参加しご
主人以上に話が面白かった。小林さんも負けるような明るい似たもの夫婦と思いました。
私はその昔、八方の黒菱で未熟なのに無理して捻ってギブス生活。また板を折ってのしょ
げ帰りなど無茶もしました。しかし、だんだん「今シーズンも怪我なく無事滑りに行けます
ように」というようになってきました。１００歳以上の人が全国で６万人以上、高齢者の若
返り化も発表されていますが、普段の生活でも怪我や病気もなく元気で過ごせるのも難しい
年代になってきています。クラブでも腰が痛い、膝が痛いは珍しくはあ
りません。医者は高齢者には「転ばず、風邪を引かずに」というのが常
套句ですから、スキーで「転ばずに」はすごく難度の高い言葉です。
「小林さ～ん！元気ですか～！」と声を掛ければ「おう！元気に太極
拳もスキーもやっているよ！」と聞
何度もカトマンズを歩いた 八方にも来た
こえる気がする。きっと「の」の字
その友人のカルマさんらが 分骨をネパ
で踊っているかもしれない。
ールへ持ち帰り 壮大な葬儀を行った
ご冥福を心からお祈りします。
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わが青春の山 越後霊山 白山（１０１２m）
茂野

本史

信仰の山白山
白山は米どころ越後平野の東端に位置し、福島県との県境を形作る越後山脈の西の前衛とも
いえる山である。この山の北１０キロほどにある城下町村松町（現五泉市）に私は生まれ高
校を卒業するまでここで過ごした。東西に低山を従え、河内山塊の盟主にふさわしいどっし
りとした山容は町のどこからも望めた。白山は古来この地方に暮らす人々から薬師如来の座
す霊峰として信仰を集め、また山頂の小池は雨乞いの池としても知られていた。春には残雪
の中に人の形をした雪消え部分が現れる、これを地元ではスズマキ入道と呼び、籾蒔きを開
始する。晩秋、白山が二三度冠雪すると間もなく里にもみぞれが降り始める。私はなぜか幼
少の頃から白山に惹かれていた。町の郊外を流れる城川に架かる橋の上は白山の威容がパノ
ラマ的に望める一番の場所だった。親しき友人と、またある時は一人この橋に立ったものだ
った。外から町に戻ってくる時、電
車の窓からも急いで白山の姿を探し
求めその姿を発見すると不思議に心
が和んだ。私にとって町とは常に山
がどこかに見えるものでなければ町
ではないように思えるようになっ
た。上京して６０年近く経ち、引っ
越しも何度も経験したが、山が遠望
できる東京西部に住むことが多かっ
た。都の教員住宅のあった千葉県松
戸市の数年は山の全く見えない、ど
こか心休まらない日々であった。
やがてこの山に登るようになると白
聖地 白山の山並み
山はただ眺めるだけの山ではなく、
私を身体的に、そして精神的に育む山となり私の青春とは切り離せない、わが心の山となっ
たのである。
初登山
私の初登山が白山であった。小学３，４年生の頃だったと記憶する。戦後の風潮で町にもキ
リスト教徒が出現するようになり、蒲鉾型の教会堂が誕生した。日露戦争時には連隊が、太
平洋戦争時には少年通信兵の施設が置かれていた所為で終戦と同時に米軍が施設を接収、し
ばらくの間町に駐屯した。今思えばキリスト教徒の発生はこういった事情と無関係ではある
まい。
いかなる経緯かは記憶に定かではないが、私はそのカマボコ教会が主宰するボーイスカウト
に参加することになった。自宅から近いその教会に日曜日ごとに通った。指導者は筋骨たく
ましい４０歳過ぎの人物で、晴れた日には今でいうアウトドアーの遊び方を教えてくれた。
ロープワーク、追跡ゲームなど少年の冒険心、探求心、勇気などを刺激する教育をしてくれ
たように思う。雨の日は座学でボーイスカウトの歴史、キリスト教のエピソードのようなも
のを教えた。信者でもない私が”主の祈り”を口ずさめるのはこの時、教わったからである
(笑)。ある時、この先生は何千、何万年前の時代の年代をどうやって知ることが出来るか
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と、我々に問われたことがあった。座っていた一人の中学生
が挙手をして放射性炭素年代測定法と回答した。何のことか
さっぱりわからなかったが、先生はこれを分かりやすく解説
してくれた。この教会に通ったのは、ごく短期間であったが
少年の私に深い影響を残した。一つは座禅という精神の集中
法を学んだことであった。クリスマスにわがカマボコ教会の
ボーイスカウト団も寸劇で参加した。聖の字を構成する耳、
口、王の三字が書かれた大きな紙を手にしてその字のキリス
ト教的意味を観客の前で語るのである。無論、先生が教えた
ことを必死になって丸暗記して語るのである。それがなかな
か覚えきれない。本番前、余裕のない、追い詰められたよう
な心理状態になっている我々を見て、先生は机の上に我々を
上がらせ座禅を命じた。座禅を組むのも初めてのこと、苦痛
ではあったが不思議と心が落ち着き、私が担当した口の字の口上も失敗することなく演じき
れた。以来座禅というものと高校時代を含め縁が出来た。
さて白山初登山の話からだいぶ脱線してしまったので元へ戻すと、少年期の私に影響を与
えた二つ目こそが、先生が引率した白山初登山であった。この初登山こそ私の登山の原点で
あり、以後今日までの数多い山行のなかで最も印象深く記憶に焼き付いている登山となっ
た。
登った季節は途中から残雪歩きになったから、4月の末か5月の初め頃のこと。カマボコ教会
のボーイスカウトの面々、10人ちょっとであったろうか、登山は全くの未経験、それがいき
なり標高1012m の山である。大部分は小学生、当時のことゆえ登山靴を履いている者は誰も
いない。皆、ズックの白い運動靴であった。事前の指示も、登り方の指導もなかったように
思う。ひたすら黙々と先生の後を追って登るのみである。登山は歩幅狭く、足の裏全体を地
面にしっかりつけてゆっくりじっくり呼吸を整えながら登るのが基本である。何しろ初めて
であるから、そんなことお構いなしにガムシャラに登った。途中7合目あたりからは残雪上
の歩きとなった。途端に歩きにくくなった。ズックの運動靴では雪面にうまくひっかからな
いから、滑って滑ってどうしょうもない。転倒を避けようとするから疲労すること甚だし
い。ズック靴はしみてくるし雪も入り込んで来る。グループから遅れだす者も出てきた。疲
労困憊よれよれになって山頂に到達した。遅れて到着した何名かは、極度の疲労ゆえか吐く
ものもいた。私も疲労状態ではあったが、先生に遅れることなく比較的元気に頂を踏んだ。
先生からよく頑張ったとお褒めの一言を貰ったことは本当に嬉しく、今でもありありと覚え
ている。快晴。山頂は小雪原だから視界を遮るものがない360度のパノラマが展開する。北
西は日本海へと続く蒲原平野が眼下に広がる。東は中学校の校歌にも登場する菅名岳、阿賀
野川をはさんで五頭山塊が、そしてそのさらに奥は飯豊連峰が白く輝いていた。南には河内
山塊、その右には粟ケ岳、守門岳など中越の山々がまだ残雪を多く残して屹立している。圧
倒される景観だった。感動が疲労を回復させたように感じられた。先生が選んだ下山コース
は恐ろしいことに沢を埋める雪渓を降り下ることだった。先生が鉈で灌木の枝を1メートル
ほど切取って即製の杖を作ってくれた。皆この杖にまたがって制動をかけながら雪渓を滑り
降りるのである。いわゆるグリセードである。ピッケルではなく、木の枝である。しかも跨
いで滑るのであるからバランスをとるのが実に難しい。山頂直下は急傾斜で、まるで谷底へ
落ち込んでいくような感じである。最初の一歩は本当に勇気が要った。初めのうちは、転倒
ばかりしていた。下着の中まで雪だらけとなり泣きたい気分に襲われた。やがて杖の操縦に
も慣れてくると程よい傾斜のところでは面白くて仕方がない。後ろを振り返ると航跡のよう
な滑り跡が長く続いていた。大満足だった。雪渓下りが終わるとまた尾根下りとなった。新
緑の樹々の中をどんどん降りて行った。突然、耳に異変が起こった。片方の耳の音声がおか
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しくなったのである。耳を叩いても回復しない。生まれて初めての事、ものすごく不安に駆
られた。このまま片耳がダメになるのかとまで思っていたら、しょっちゅう耳に手を置く私
の様子に気付いた先輩、あの年代測定法を言い当てた中学生の先輩が鼻の穴を手で閉じて急
速に息を吐きだして御覧と教えてくれた。一挙に回復した。渓音が戻って来たのだ。嬉しか
った。先輩は我々が急速に下り降りたので、気圧の変化に耳が対応できなかったのだと説明
してくれた。以前から色白で紅顔の美少年だったこの先輩をひそかに尊敬していたが、その
思いはますます深まった。この K という先輩は惜しくも高校入学直前に急病で夭折した。
全員無事下山した。なんと素晴らしい初登山であった事か！この登山は今振り返れば、やや
大げさかもしれないが、自分の人生観、自然観の意識されざる原初の土台を築いたものと思
う。小学生の私ではあったが、この初登山から実に多くのものを学んでいたのだ。
高校山岳部入部
・ホームグランドとしての白山
地元の高校、県立村松高校に入学すると、部活動は迷わず山岳部に入部した。どういう理由
か知らないが部の公式山行として白山に登った記憶がない。このため白山登山はもっぱら、
単独か親しき友人らと行くことになった。冬季を除いて実によく登った。自宅から登り口ま
で自転車で40分ほどを要する。街のはずれ寺町を過ぎると一転のどかな田園風景が続く。春
は天高くひばりがさえずっている。平坦でも当時道は砂利道、しかも徐々に山地に向かうか
ら40分の自転車漕ぎは楽ではない。だがしんどい自転車漕ぎの終点には素晴らしい場所が待
っていた。曹洞宗越後四大道場の一つである名刹慈光寺である。参道から本堂一帯は県天然
記念物の指定の樹齢３００～５００年の大杉に覆わ
れている。真夏でも冷気が漂い、汗もひっこんでし
まうのだ。１
５世紀初頭に
楠木正成の五
男傑堂能勝和
尚が寺を禅宗
寺院として再
興したのであ
る。
楠木正成の家
紋菊

曹洞宗 越後四大道場 慈光寺の山門

慈光寺参道の杉並木

山門と左の杉の巨木の間に本堂の大屋根が覗いている

水のマークが本堂の大棟の中央に掲げられてい
た。数年前マスターズの秋の一泊旅行で上越地
方に行ったことがあったが,その折、上杉景勝
や直江兼続らが幼少期を送った雲洞庵を見学し
た。境内に足を踏み入れると直ぐにどこか、懐
かしい感覚に襲われた。ﾃﾞｼﾞｬ・ビュ（既視）
である。堂内にはいるとその感覚はさらに強ま
った。寺の案内書を見て私のデジャ・ビュもも

（正面）慈光寺本堂 左は講堂の一部
大棟に丸いものが 3 つ見える 菊水の寺紋である
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っともの事と了解した。雲洞庵の実質的な開山は、あの傑堂能勝和尚その人であったのだ。
宝物殿や鐘楼をも持つ広壮な境内の醸しだす雰囲気は故郷の慈光寺のそれと変わらないもの
だった。夏、慈光寺を訪ねると広い畳の上で浪人生と思しき学生何人かが一心不乱に机に向
かっていた。時折仏法僧の鳴く静寂と適度の暗さが好まれたのであろう。また、脱線してし
まったが、本題に戻す。慈光寺前の道路わきに自転車を置き、寺の前を流れる渓谷に沿って
１０分ほど歩くと、登り口である。ここから三合目までは４５分ほどの急登となる。三合目
は山頂へと続く主稜線の要地で、白山明神の小祠も鎮座しているのでやや広い。普通はここ
で水分補給をし休憩する。明神に登山の無事を祈った後、さらに山頂まで１時間半程の登攀
へと出立するのだが、この場所は北西方面の眺めが素晴らしく高度もそれほどでないため、
郷里の町や集落、その周囲の広大な蒲原平野の田畑が眼下に手に取るばかりに展開してい
る。菜の花の時期などは美しい黄色の縞模様を描いている。親しい仲間と来た時などはここ
でおしゃべりに花が咲く、苦しい急登で沈黙を強いられてきたから余計である。登山中の休
憩には小休止、大休止あるが、小休止は長くても１０分弱、それ以上はリズムを壊すことに
なってしまう。ところがこの三合目は眺望絶佳ということも手伝ってついつい長居をしてし
まう。会話もクラスの女の子のこと、先生や授業の事、部活の事、最近読んだ本のことなど
止まらなくなってしまう。そうなると誰云うとなく今日は頂上まで行くのはよそうか、とい
うことになる。本日は三合目で終わり。楽しい会話は延々続く。単独で登った時、余り体調
がよくないときは、ここで横になって移ろいゆく空の色をながめ夢想にふけり昼寝をして下
山、ということもあった。級友に M 君という文学好きがいて、彼とも何度か白山登山をとも
にした。彼は漱石の作品をよく読んでいて「行人」や「道草」に見えるエゴを語った。文学
への関心は彼の影響が大きかったように思う。彼は仏文に進み高校の国語の教師になった。
彼と登った時は沢ルートであったのか、ゲートルを巻いたふくらはぎに数匹の蛭が吸い付い
ていて引き離すのに苦労したものだった。入部後最初の公式山行は上越の谷川岳であった。
山行は六月初め頃だったと思うが、この山行は偶然ひょんなことから顧問の先生と親しくな
るきっかけが出来た。夕刻テントを設営中、何とはなしに口笛を吹いていた。すると隣の顧
問の先生のいるテントから誰だと誰何され誰が作曲したのか分かるかと尋ねられた。モーツ
アルトのアイネ・クライネ・ナッハトムジーク(小夜曲）を歌っていたのだが、その時は曲
名も作曲者も知らずにいたのだ。ただ曲調が良いので、どこかで覚えたのを口づさんでいた
だけなのだ。顧問の先生は大のクラシックファンでこれがきっかけで先生の自宅に級友とレ
コードを聴きに出かけるようになった。昭和３０年代の前半にあれだけ立派な音響施設を持
っている人は町でもそう多くはいなかったろう。先生からは指揮者によって曲に大きな違い
が出てくることを教えられた。ベートーヴェンの第五「運命」の、トスカニーニ、フルトヴ
ェングラー、ブルーノ・ワルター、ユーディン・オーマンディ指揮のものと代わる代わる聞
かせてくれた。この谷川岳山行はマチガ沢などではなく、初心者コースの巌剛新道を選んだ
のだが、稜線の岩稜地帯に出るとみぞれ交じりの雨に吹かれ始めた。すると先生は登頂断
念、引返しの判断を下した。雨もそれほど強烈ではなく、下からは何パーティーも登ってく
る、中には女性も見られる。悔しい思いで退却したが、当時の谷川岳は遭難が多く「魔の山
谷川」と呼ばれるほどであったから、６月ということもありに部員に防寒対策を指示してい
なかったので慎重な行動を選んだのではないかと今にして思う。高山では夏でさえ雪に見舞
われるのだ。私は８月下旬の八ヶ岳で初雪に見舞われた経験がある。どんな低山でも非常
食、雨具、ランプ、防寒着は必携なのだ。この時の先生の判断は私には大きな教訓となっ
た。
・危うく遭難しかかった事
３年生への進級を控えた春三月半ば近くの事、わが校同窓会長のＫ氏が山岳部の有志を募っ
て積雪期の日帰り白山登山を企画された。氏は慶応出身の登山家で三桁の日本山岳会の会員
ナンバーを持っていたが、紛失したため再交付してもらったら、白山の標高と同じ１０１２
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番になって、かえって良かったと喜んでおられるような白山愛好者であった。三月の気象条
件からすれば通常はそれほど苦労せずに登攀が可能であるはずであった。それが行動日の
二，三日前から山間部でかなりの降雪があり一行は思いもかけぬ難行苦行を強いられる羽目
となった。全員和カンジキを装着して一列になって雪中を進む。思いのほか深い新雪であ
る。柔らかいためカンジキを着けていても太もも近くまで潜ってしまう。道を作ることにな
る一番きつい先頭は交代しながら登った。当時のワカンジキはほぼ円形のため両足の間を相
当あけて歩かないと左右のカンジキが衝突してスムーズに歩けないのである。どうしても普
段使わない筋肉を使う事と深い雪を一歩一歩抜き差ししながら登るので筋肉に大変な負担が
かかってしまう。出発時は青空が見えていたのに、悪いことに雪が降りだし視界不良になっ
た。気温もどんどん下がる。やがて足の筋肉が硬直し痙攣が始まった。それでも、山頂は近
いはずと自らを励ましながら激痛に耐えた。日帰りなどは全く不可能な状況に一行は追い込
まれてしまったのだ。Ｔ氏は進むも退くも不可能な状況を見て山頂直下でのビバークを決断
した。折りたたみ式のスコップとピッケルを使ってかなり大きい雪洞を作って翌朝まで体力
と天気の回復を待った。雪洞の中は温かく、幸い痙攣も収まり睡眠もとれた。翌日は前日の
事がウソのように思える好天となった。往路とは異なる最短距離のルートを選んで無事下山
した。
新雪が朝日を受けてキラキラ光り輝いている。こんな見事なスパークリングを長時間観察で
きたのも生涯で初めてで最後かもしれない。いや、雪洞でのビバークの体験自体、きわめて
貴重な得難い体験であった。これこそ生涯最初で最後の体験であろう。Ｋ氏は判断を誤れば
遭難の危険もあったこの雪中山行がよほど心に深く残ったのか、後に自著の中で自戒を込め
て記録に残された。
手に凍傷を負ったとの事であった。執筆当時まだ手の感覚が完全には戻っていないと記され
ていた。
・友の裏切り
今でもあまり思い出したくもない、納得のいかない光景がある。友人と白山登山のため登り
口近くで準備運動をしていた時の事であった。二人で背中を合わせて両手を取り合って交互
に背筋を延ばす運動中の事であった。その真っただ中、突然、友から思いもかけない言葉を
浴びせられたのである。「親の仇」。一瞬全てが凍り付いたように感じられた。この友は山岳
部の部長を務めていた。優秀な兄がいて、そのためか、高校の図書館にも入っていなかった
山川の各国史シリーズを自宅に持っていた。歴史好きの私はよく彼のところから借り出して
読んでいた。そんな彼がこれから二人で山へ登ろうというときに、いきなり「親の仇」であ
る。今思えば、その時徹底的に理由を問い質し返答いかんによっては即登山を中止して帰っ
てしまえばよかったのかもしれない。しかし、何故か私にはそれが出来なかった。彼の父が
若いころ我が家に居候していて学資を出してもらっていたことを聞いていたからであろう
か。それならば、我が家に恩義こそあれ、関係のない私に向かって「親の仇」とはどういう
了見か？冷水を浴びせられた思いのまま、彼と登った。しかし、もう上の空の会話だった。
後で家人からそれとなく聞いたところ、彼の父は居候中、不都合なことをしでかして我が家
を出たとの事であった。それ以降、部活動でもクラスでも彼との間に距離が出来てしまっ
た。今でも問い質したい気持ちに駆られることがあるが、卒業後彼はクラス会にも姿を出さ
ないからそれも叶わぬことである。いずれにしても苦い、苦い思い出の白山山行であった。
・杣人の冷やかし
浪人中の事、故郷で薬大めざして浪人生活を送っていた幼馴染のＲ嬢を白山登山に誘ったこ
とがあった。彼女は家が隣同士で幼稚園も同じ、小学校は１年から６年まで同級だった。理
知的でしっかり者の彼女はわんぱくだった私を𠮟ったこともあった。まるでお姉さんの感じ
だった。二人で慈光寺から登り口までの歩いていた時だった。片側の斜面で杣仕事をしてい
た男たちが、二人に向かって何か卑猥な言葉を投げつけてきた。それには無言でやり過ごし
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先を急いだ。しかし、この出来事は、それまで彼女をあまり異性と認識することのなかった
私を変えてしまった。考えてみれば、高校時代、特定の女性と長時間二人きりで過ごすなど
という経験は全くなかった。何となくぎこちなくなってしまったのである。会話も弾みが失
われてきた。三合目までの急登中、登攀が難しい箇所があり、私は当たり前の事として彼女
に手を差し伸べたのである。ところがである、彼女はその手を握ってはくれなかったのだ。
彼女はそれほどに潔癖だったのだ。私に他意は全くないのである。無論何気なさを装って山
行を続けたが、傷心を抱いての下山となった。彼女は私が10年ほど前に建てた世界史図書館
「史林館」で毎年行っているクラス会に相変わらず元気な姿を見せてくれている。傷つきや
すい青春の思い出である。
・４６年ぶりの白山登山
上京後、帰省しても残念なことに白山はただ眺めるだけの山となっていた。2006年、Ｒ嬢同
様小学校6年間同級生だったＳさんからの年賀状に「残雪期の白山にご一緒しませんか、こ
の時期なら白山名物の蛭も出ませんよ」というお誘
いを頂いたのである。彼女は地元の山仲間と国内は
おろか海外の山まで登っている山女になっていたの
だ。彼女は山仲間二人を同行することになり一行4人
の小パーティーとなった。5月3日、東京6時8分発
「とき」301号で新潟へ向かう。
快晴とまではいかないが、登山には申し分ないお天
気である。駅まで迎えに来てくれた彼女の車で阿賀
野川沿いの水田地帯を一路南下。やがて郷里村松に
入ると、どっしりとした山容の、残雪輝く白山が姿
を現す。盛んに空を舞うツバメ、蛙の泣き声、田植
えの準備に忙しい農夫、里は遅い春であった。慈光
寺前に車を置き、靴ひもを締め直し、水を補給して9
時過ぎ出発。寺院前を流れる沢沿いの道を歩くが、
すぐに沢から離れ険しい登りとなる。白山明神の祠
のある三合目まで小一時間ほどじっくり登る。祠に
登山の成功を祈って手を合わせる。高校生の頃、里
の眺望が素晴らしいこの場所だけで満足して帰った
こともあった。しばらく登ると、イワウチワの小
栗が岳とその右肩の守門岳を背に
群落がとぎれとぎれに、そして時折シュンランも
ひっそりと顔を覗かせている。4合目付近からは泥道
大満足な小生と幼馴染のＳさん
と雪道が混じるようになり、ほどなく完全な残雪歩
きとなる。12時40分、46年ぶりにわが青
春の山、白山の頂を踏んだ。蒼穹の下、
白い山々の一大パノラマが展開してい
る。小学校時代の初登山の日と全く変わ
らぬ光景であった。大気、山頂の積雪
量、周囲の山々の残雪の形状も信じられ
ないほどあの日と同じである。様々な思
い出が脳裏に浮かんでは消えていった。
急にこみあげてくるものを覚えた。今度
もまた味わい深く心に染む山行であっ
た。 おわり
イワウチワ（イワウメ科）
2016年 10月18日
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「退職後の私が手にした、超健康的なスポーツ生活の日々を語る」
乗越

皓司

後期高齢者が多くなったわがマスターズスキークラブにおいて、健康問題への関心は当然高いもの
と考えられるので、近年日常生活で私が実行しているスポーツ活動および関連する経験について紹介
したいと思います。それらは前号の通信にも少しだけ触れたが、その具体的な内容は、１）2 時間の
テニスをほぼ毎日、２）夏季には 3，4 回の登山ツアー、３）冬期は二泊三日のスキーツアーを 4 回、
４）鳥取の実家で農作業の手伝い（和牛の肥育・繁殖）が春秋に各２週間、５）平日の夕方２歳の孫
娘を保育園から引きとり娘の夕食作りの間まで遊び相手に、です。これらはかなり苦しいトレーニン
グによる強い肉体能力を必要とするものもあり、多くの人には多少違和感があるかもしれませんが、
いくらかでも参考になればと筆を執りました。
まず初めに、それぞれの活動メニューを詳しく見ると、１）テニスは 60 歳から週二回、健康維持を
主な目的として四谷の真田堀コートで始め、その後徐々に回数が増えて現在ほぼ毎日となりました。
すなわち、自宅近くのテニススクールで週 3 回（日・水・金曜日の午前、木曜日が雨の振替日）、小平
市の仲間とは月曜日（上水コートあるいは中央公園コート）
、火曜日（天神町コート）、土曜日（天神
町コート）の週 3 回あります。テニススクールのレッスンは、初めにコーチがストローク、ボレー、
サーブなどの技術指導をし、最後の 30 分間が参加者間の試合となります。水・金曜日の参加者はほ
とんどが退職後の男性であり（女性は別クラス）、日曜日の上級クラスは現役の若者が多くて非常に
レベル高く、しかもコーチが中学・高校の部活のように右へ左へと走り回らせるので大変ハードです
が、私はこの日が一番好きです。小平での月・火・土曜日は、それぞれ異なった仲間６～８名との試
合が中心のため比較的楽であり、汗を流してプレーをする合間に楽しく語り合う時間が持てます。そ
して、火曜日の漆田さんのグループでは、春や秋に山中湖で一泊のテニス合宿を実施して懇親を深め、
土曜日の仲間とはテニス終了後に夕食会など楽しんでいます。月曜日の上水テニスは、自宅から玉川
上水横の道路を速度 27~8 ㎞/時のマウンティンバイクで走る、往復１時間（30 分 x ２）の楽しいと
きが加わります。3 グループ共ですが、退職後テニスを通じて地元小平に仲間が出来たことは、スキ
ーのマスターズと同様大変うれしい限りです。
２）登山については、60 歳代は結構ハードにやっていたが、退職後には妻と一緒の比較的楽な山歩
きを楽しんでいます。今年は、8 月中旬が小学生二人の孫娘と 4 人で御岳山に日帰り、下旬には東北
の鳥海山と月山の二泊三日、9 月が八ヶ岳に二泊三日、そして 10 月に戸隠山の合計 4 回ありました。
御岳山の頂上にはレンゲショウマ群落の白く咲き乱れる可憐な花々、初めての東北の山鳥海山頂上で
は眼下に日本海を見下ろす広々とした高原状の草地が圧巻、八ヶ岳の天狗岳～硫黄岳間では過去の登
山で経験してない強い雨風により体が吹き飛ばされそうになり、そして戸隠ではご存じのように頂上
には立てませんでした。私は 50 歳過ぎから本格的な山歩きを初めて登山教室にも参加、ロッククラ
イミング、雪山やアイスクライミングも経験しました。厳しい登山は 60 歳近くになってからですが、
それらはヘッドランプとピッケルそしてアイ
ゼンを付けて朝 4 時に暗い雪の富士山五合目を
出発して 14 時間の頂上往復が皮切りに、北岳
バットレスを 17 時間かけて夜中の広河原に下
山、谷川岳の一ノ倉沢南陵の岩壁をロッククラ
イミング、妙義山主稜を 14 時間かけて全山縦
走、劔岳からその北方稜線を 14 時間かけて池
之平小屋へ、それに槍の北鎌尾根が続きます。
これらのきつい登山は年に一回のペースです
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が、その他に比較的高度な山行が年に 10 回くらいあり、これが 60 歳代の 10 年間続きました。
３）スキーは現在ガンガン組とし
て気楽に滑っているが、
最初は 55 歳
で妻と一緒に滑るため小平市のス
キー教室に参加し、板とブーツを付
けることから始めました。しかし、
1 シーズンに 30～50 日滑れば 1 級や
指導員が可能といわれる中で、現職
の時には土日が中心の 10 日間にも
満たない状態なので、上達するはず

がありません。個人的能力がないのかも知れないが、私はもと
もと技術志向より健康維持が主な目的であり、驚くほどの後傾
姿勢で滑って大腿部を酷使しても全く苦になりません。ガンガ
ン組に入ってからは自分なりのスピードが毎回少しでもアッ
プしていれば満足でしたが、それも 1 歳，2 歳の孫娘と過ごす
うちにスピードが怖くなり、昨シーズンはだいぶおとなしくな
りました。
10 年間ほど キツイ山登りを楽しんだ
４）退職後の比較的時間に余裕が出来てからは春
秋の二週間、鳥取の実家に帰って農作業の手伝いをしているが、そ
の仕事内容は多岐にわたっています。それらの一部を列記すると、
朝晩の牛の餌やりや牛舎の掃除、収穫後の稲藁集めやコメから牧草
作りに転換した旧水田の雑多な仕事、自家用の果物・野菜・栽培き
のこ類・タケノコ等の収穫、用水路の溝掃除や植林ヒノキの枝打ち
（木に登って鉈で切るヒノキの香りに癒される）
、などです。それか
ら時々、近くの漁村に嫁いだ兄嫁の友達が夜船で釣った魚を安価で
配達してくるので、その日は朝から私がまな板にのらない大物をさ
ばくこともあります。たとえば 2014 年 9 月の 2 週間に味わった魚は、タイ、ハマチ、アジ、スズキ、
メバル、アコウ、ノドグロ、サメヒレ、など多種類にわたり、私の得意料理リュウキュウ作りが楽し
みとなります。締め切った東京の自宅台所ではニンニク臭が充満するので、ずっと以前に妻や娘から
顰蹙を買って閉口したが、広い田舎の家ではその心配がありません。農家の仕事内容は、比較的楽な
ものから結構体力を使うものまであり、多分に自分の身体状態と一致するので適当なトレーニングに
もなります。そして、一日中体を動かし、汗を流した後は、大阪から帰ってきた弟が加わって、夜は
久しぶりの男三兄弟の酒盛りが始まり、冠婚葬祭時な
どの親戚・
家族の宴会
とは一味異
なる気の置
けない団欒
となります。
昨 年 の
「海外調査

大きな牧草ロール

4 歳年上の兄と

よう太った
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お前とも お別れじゃ なぁ

体験記」で書き残した部分ですが、51 歳から始めた生活習慣の改善やウエイトトレーニングなどは、
上に述べた様々な活動を体力的に支えているので、その経験をもう少し詳しくお話しします。3、40
歳代の海外調査では若さで何とか成果を得ていたが、51 歳のタンザニアでの 8 か月間調査は散々な
状態になって、半病人の有様で帰国する羽目となりました。大学で実施しているその年の定期健康診
断には、体重・血圧・血液検査などで＊印が付き（アフリカの反動で食べ過ぎ、生涯の最高値 68 ㎏に
なっていた）、食事指導や生活習慣の改善を求められた。最初は日常生活の中で基礎代謝量を上げる
ため、時速６㎞以上の速歩で行動、エレベーターを使わないで一段とばしに７階の研究室まで登り下
り、通勤電車では絶対座らない（譲られたくないためにドアの横に立つ）
、そして夜自宅近くをジョギ
ング、などを始めました。さらに加えて、筋力増強の効果を上げるため、先に説明したテニスや登山
のほかに、自宅から多摩湖一周 30 ㎞を 1 時間半かけてマウンティンバイクで走りました。試行錯誤
しながらいろいろな訓練方法を検討した結果、50 歳代から始めた小金井公園にある体育館でのウエ
イトトレーニングが最も手軽で有効（しかも安価）と分かったので、最後の段階である 2014 年 4 月 3
日付けの運動メニューを次に説明します。
それは、最初が 1 時間 5 分（シニア券で 100 円）の試技 ＋ 10 分間の休憩 ＋ 2 回目が同じく
1 時間 5 分の試技であり、次のような内容です。着替えして 1 時間使用券購入後、入り口で体重と血
圧・脈拍を測定してトレーニングルームに入室する。最初は 5 分間スチレッチ、その後心肺持久力系
の自転車を上限心拍数 130 回/分・負荷 130（単位を失念）
・速度 60~70 回転/分で 30 分間連続試技し
て消費熱量 240 ㎉。次は筋肉系のマシンで胸、背、肩、上腕、大腿、臀部、下腿、腹、体幹など部位
別の 16 種類を 30 分間試技、退室して 10 分間休憩。2 回目の自転車が負荷 110・速度 60 回転を 30 分
間連続試技、整備体操・ストレッチ（約 30 種類）を 30 分間、退室して体重・血圧・脈拍を測定し、
シャワー・着替えをして帰宅となります。この間の総消費熱量は 800～1,000 ㎉となって、一日の食
事カロリーの半分以上を使い切ります。こ
の訓練の結果を 68 歳の時点で測定した運
動年齢は、筋力、心肺持久力、柔軟性、平
衡感覚、敏捷性などのスコアを総合的に
判断して、実年齢より 20 歳以上若い値とな
り、さらに次の年は何故か 20 歳代に相当
する値が示された。しかし、徐々にではある
が上昇していたそれぞれのマシンのスコア
が 70 歳近くになるとプラトー状態になり、つ
いには下がり始めるのを見るとトレーニン
グを続ける気力が萎えてくるものです。そして元々、海外調査における死の恐怖から始めたウエイト
トレーニングは、70 歳を過ぎて退職するとその必要がなくなり、しかも毎日のテニスで目いっぱいと
なって時間が取れないので、結局 73 歳の時に中断したままになっています。
ウエイトトレーニングの健康への効果は日常的にも実感しているが、具体的な結果・事実としては、
40 歳代で診断された脂肪肝がいつの間にか消失したことです。これは、脂肪肝から肝硬変そして肝臓
がんへの進行が 50 歳代から始めたトレーニングによって解消されたことを示しており、私にとって
は思いもかけず誠にうれしい限りでした。この他にも、毎日有酸素運動をして基礎代謝を高めている
ので、ストレス反応が低減して免疫機能も向上し、病気になりにくい体になっていると思われます。
事実私はここ 10 年、20 年間、風邪や整形外科・歯科を除けば病気に罹ることもなく、入院も全く経
験していません。以上の例は、トレーニングが良いこと尽くめのように思われますが、難点もありま
した。第一は、体を酷使してそれらの部位を痛めることです。例えば、電車通勤の時間を有効利用し
て足の筋肉強化を図った時、ひざを曲げた姿勢を続けて水がたまるほど膝関節を痛めました。そして、
ショルダープレスの負荷が高すぎたため、第五腰椎を三角形に押し潰してしまい、ヘルニアになって
腰と左足に強い痛みが生じました。これらはトレーニングの際、本来ならもっと低い負荷で長い回数
をかけて反復訓練するものが、短時間に効果を高めようとして 10 回の試技で自分の限界になる高い
負荷に設定したからです。しかしながらこれらの失敗は、比較的早く回復できる年齢で経験した為、
どこまで悪くすれば危険かの感覚が身に付いたことであり、70 歳過ぎた今考えると、今後への非常に
有効な示唆を与えてくれました。例えば、毎日テニスを続けるためにはどの程度までの無理がきくか
の判断や、運動終了後に行うストレッチ・アイシングなどのケアーの仕方であり、今は順調にすごし
ているので、このまま 80 歳を超えても今のレベルを維持していきたいものです。
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和合

泰志

１．はじめに
今年の八方スキ－ツア－が行われる一週間前に甲状腺の病気が分かり、八方幹事を
森屋会長と原山さんにお願いしたことは総会の席で述べましたが、その後、急に登山
を始めた経緯と経過を書いてみたいと思います。
手術は 3 月末に無事終え、予後も良かったので 5 月の連休は例年通り、例の 4 人組
（和合、田神、石本、図師）で丸沼高原スキ－場→水上でラフテｲング→和田小屋泊
のスキ－と２泊 3 日の旅をした。
最後の和田小屋には前日乗り込んだが強風のため 1 本も滑らずゴンドラで返されて
しまった。
そのとき、一人が尾瀬に行きたいと言いだし、5 月 27 日からまたこのメンバ－で 2
泊 3 日の尾瀬の旅が始まりました。
２．尾瀬の旅「5 月 27 日（金）～29 日（日）」
尾瀬へは車で大清水に行き、そこからタクシ－で
鳩待峠・・尾瀬ヶ原・・見晴（山小屋）と 7km、４
時間歩いた。今
年は雪不足で肝
心の水芭蕉は終
わっていたが木

5/28 尾瀬沼と燧ケ岳を背に
図師、私、石本、田神 学生時代からの親友
道でヤマネと遭遇して（膝まで登ってきた）、ビジ
タ－センタ－から「ヤマネ発見証明書」を頂いた。
次の日は６時 30 分から三条ノ滝往復・・尾瀬沼・・三平峠・・大清水と 9 時間も歩
いた。殆ど木道だったが、三平峠の階段で休憩していた時に、突然、学生時代に御嶽
山山頂で 40 日間暮らした「その時」を思い出してしまったのです。そして、
「そうだ、
山へ行こう」と思い経ったのです。
３．登山
最初に行ったのはクラブツーリズム（以下、クラツ－）とサンケイツア－ズ（以下
サンケイ）から登山のカタログを取り寄せることからです。ベテランと一緒ではない
ので日本アルプス級はツア－に参加することにしました。
同伴は何時も地元の歩け歩けに出ていて登りは苦手だが下りの得意な図師を誘った。
以下、6 月から登った山、登りたかった山です。
① 6 月 18 日（土）両神山（日本百名山、埼玉、標高 1723
ｍ、サンケイ、図師）
新宿からバスで白井差小屋跡まで行き、私有地を往復し
た。高低差 900m、歩行 6km、6 時間のコ－スは最初の山に
してはきつく、それから 4 日間の階段の下りはカニさんで
した。
② 7 月 5（火）乳房山（小笠原母島、標高 463ｍ）
小笠原に出張の折に会社の同僚と一周
７/５ 小笠原
してきました。一周 6km、歩行 3 時間。小
母島の乳房山
笠原で唯一のロングコ－スです。小笠原に
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は今までに 50 回以上行っているが登坂したのは 2 回目です。登頂記念証をもらってき
ました。
③ ７月 9 日（土）物見山（埼玉、標高 374ｍ、クラツ－）
他の登山コースを希望していたが、人数が集まらず中止になったので振替で物見山
になった。八高線高麗川駅集合、武蔵横手駅解散、歩行 6km、4 時間、ハイキングで
した。
④ 7 月 16 日（土）
、高尾山（東京、標高 670ｍ）
登山靴を買い替えたので次週の八ヶ岳登山前の足慣らしで歩いてきました。
高尾山口駅・・高尾山・・一丁平・・小仏峠・・小仏バス停、8.5km、4 時間
雨上がりで山道がぬかるんでいて新品の登山靴が泥だらけになってしまった。
⑤ 7 月 23（土）～23 日（日）赤岳（日本百名山、長野・山梨、標高 2899ｍ、クラツ－、
図師）
1 日目：美濃戸口・・硫黄岳・・硫黄岳山荘、5km、4 時間。流石に標高 2500m を超
えると息苦しくなりやっとの思いで硫黄岳山荘に到着した。山小屋にしては珍しく温
水シャワ－（500 円/15 分）が常備されており、それからのビ－ルの美味いこと。

７/24 横岳

７/24 赤岳のコマクサ群生
図師と

2 日目：硫黄岳山荘・・横岳・・赤岳・・美濃戸口、10km、9 時間。早朝 4 時 45 分
に朝食を終え、5 時 30 分に山小屋を出発。途中、はしご、鎖場があり、あらためて大
変な所に来てしまったと思わずにはいられなかった。赤岳頂上で買った水（500ml ペ
ットボトル、400 円/本）の味は忘れられない。
⑥ ７月 30 日（土）谷川岳（日本百名山、群馬・新潟、標高 1977ｍオキの耳、サンケ
イ、図師）
これほど残念な登山はなかった。途中の関越道で事故渋滞に巻き込まれて時間が無
くなり、オキの耳を目の前にして引き返してこなくてはならなかった。この旅行会社
は年齢制限、過去の経歴は一切問わないし、人数制限もないので登れそうもない人も
参加する。その分、費用は割安である。悔しいので 11 月にリベンジを考えている。
⑦
8 月 10 日（木）金峰山（日本
百名山、山梨・長野、標高 2599ｍ、
クラツ－、図師）
金峰山から瑞牆山への縦走コ－スが
満員になっていたため金峰山単独と
なった。
中央線塩山からタクシ－で大弛
峠・・朝日岳・・鉄山・・金峰山・・
折り返し 8km、4.5 時間。クラツ－登
山は帰りに温泉に入るので疲れが取
れるが、そこで飲んでしまうので余計
にだるさを感
8/10 金峰山 入り口で 図師と
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じる。今回も帰りの八王子で図師と登坂祝いでまた二杯。
⑧ 8 月 20 日（土）～21 日（日）八幡平、岩手山（日本百名山、岩手・秋田、標高 1614
ｍ、2038ｍ、サンケイ、図師）
1 日目：明日の岩手山の足慣らしということで茶臼口バス停・・茶臼山荘・・安比
岳分岐・・八幡平、5km、3 時間のコースだったが頂上にはサンダルで反対側から登っ
てきた人がいてガッカリ。日本百名山で登るのが最も楽な山なそうな。
2 日目：馬返し・・不動平避難小屋・・八合目・・岩手山・・焼走りコ－ス・・焼
走り、10km、9.5 時間。参加者 9 名の登坂だったが八合目で１人がダウンして添乗員
と下山。焼走りでは何度も滑って何とか下山。
⑨ 9 月 3 日（土）～4 日（日）常念岳（日本百名山、長
野、標高 2857ｍ、クラツ－、図師）
１日目：大糸線穂高駅からタクシ－で一ノ沢
登山口・・常念小屋泊（歩行 5km、5 時間）
雨上がりで沢水が多く、胸突八丁の急勾配は後半の
標高が高い場所なのでかなりこたえた。常念小屋では生ビ－ル
9/4 常念岳 登頂
と焼酎と焼き鳥（なぜかあった）。
２日目：早朝 4 時 30 分常念小屋発・・

9/4 常念岳から見た

朝日と仲間

クラツーに投稿した

常念岳・・常
念小屋（朝
食）
・・一ノ沢
登山口→タク
シで穂高温泉
（入浴）→穂
高駅（徒歩 8km、
7 時間）
常念小屋
を出た時は雨
が降っており
雨具とヘッド
ライトを付け
て暗がりを常
念岳へ向かっ
た。頂上付近でガスも消え、
太陽が常念岳を照らし、槍ヶ
岳方面にブロッケン現象が現
れ、北アルプス連峰が顔を見
せた。
これだから山はやめられな
いと感動したのも束の間、常
念小屋から 20 分ほど下山し
た沢で左足を挫いてしまった。
ガイドから「あと 4 時間歩か
なくてはならない、携帯も通
じない、ヘリも降りられない」
と聞いたときは足でなくて顔
が青ざめた。それから、テ－
ピングして鎮痛剤を飲み、荷

9/4 常念岳から見た
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北アルプス

ブッロケン現象

物をガイドに持ってもらい、両杖で必死に下った。なにしろ、団体行動でタクシ－と
温泉、電車の時間が決められていたので痛みどころではなかった。
⑩ 9 月 17 日（土）～18 日（日）鳳凰三山（日本百名山、山梨、標高 2841ｍ、クラツ
－、図師、田神）
これは、自分が登った訳ではない。2 週間前の常念岳での怪我が完治しないために、
代わりに田神に行ってもらった。
山小屋に着いた時を見計らって電話を掛けたときは二人ともすこぶる元気だった
が、二日目の下山途中に図師に連絡したところ、「田神がバテて添乗員と 3 人でかな
り遅れて歩いている」とのこと。何しろ、前回の自分の怪我の時と同じ添乗員の女性
なので申し訳なくて、また、田神の様子も知りたいので電車が八王子に着く時間帯に
ホームに駆け付けた。
ガイド曰く「過去に富士山や剣岳に登ったというのは思い出に過ぎず、登山は半年
前までの経歴で判断する」とのこと。田神はよくゴルフをやるが、ゴルフ場を一日で
歩く 7 千歩と登山の 3 万歩とは明らかに違うことを思い知らされたようだ。
その夜は図師と八王子でこれを肴に遅くまで飲んだことは言うまでもない。
⑪ 10 月 2 日（日）四阿山（日本百名山、長野・群馬、標高 2345ｍ、サンケイ、図師）
4 日後にマスタ－ズの戸隠登山があるため、前日に整形外科で挫いた足を見てもら
い「大丈夫でしょう」という言葉を頂いたので、怪我後のウオ－ミングアップのつも
りで参加した。
ゴンドラを乗って、起伏の少ない尾根伝いを 4ｋｍ歩くコ－スなので足の状態はす
こぶる良かったが、ぬかるんだ道で泥だらけになって帰ってきた。帰りは図師と新宿
で二杯。
⑫ 10 月 7 日（金）戸隠山（長野、標高 1094ｍ、小平マスタ－ズスキ－クラブ）
まさかの途中下山となってしまった。百閒長屋から 3～4 個所の鎖場を過ぎたとこ
ろに垂直→水平→垂直の連続鎖場があり、その水平の鎖場で怪我していたつま先を岩
にかけたときに痛みが走り、これ以上岩場登坂は無理となってしまった。
しばらくしたら垂直鎖場の手前で乗越ガイドが、（これからこれ以上の鎖場が連続
している、20 分で標高差 200ｍの登坂、
今のペ－スでは到着時間に間に合わな
い）旨を 5 人に伝えて意見を聞き、また、
怪我人もいるため引き返す判断を下し
た。自分としては一人で下山するつもり
でいたので申し訳なく、また無事下山で
きて皆さんには大変感謝している。
４．終わりに
病気がきっかけになったかもしれない
が、この歳になって登山に魅せられてし
まった。しかしまだ、フルタイムで働い
ている ので 山行 は 週 末 とな ってし
10/7 戸隠山登山組 鎖場を登る乗越登志子さんら
まう。日曜日に下山して週明けから
の仕事は流石にきつくて、なかなか疲れが取れない。それでも、準備する楽しさや、
目的を同じくした人達と登る登山の魅力は代えがたく、毎週でも参加したい。
そのためには、持久力と筋力を付けて万全な健康状態でないと皆さんに迷惑がかか
ることもこの一連の登山で学んだ。
今年は 10 月 22 日～23 日に甲武信ヶ岳に登り、11 月は
谷川岳のリベンジを計画しているが、来年は体調を万全
にして、ツア－や個人ガイドで日本アルプスを中心に登
ろうと考えている。 2016/10/10
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パワースポット 東京の巨樹を辿る（あきる野市 編）
村山 真三
○絶えることなく流れ落ちる滝や緑深い森林など、パワースポットとして訪れる人が 急増してい
る。今回は歴史を眺めてきた樹齢数百年の巨樹を訪ねてパワーをもらい受けたい。東京は地方に
比べて、狭い地域に集中して巨樹が存在するので効率よく回りやすい。
○東京の西端・あきる野市は秋川渓谷と緑いっぱいの歴史と伝統の町で今もゆっくりと優しく息
づく。古くはここ五日市から炭などの物資を積み途中の武蔵野
新田で野菜を載せて東へ向かった経済道路が五日市街道であ
る。
○物資交易で栄えた五日市は現在、美しい自然の宝庫で多くの
旅人の旅愁を誘い東京の奥座敷・秋川渓谷への街道となった。
○武蔵五日市駅周辺には巨木が数多くあり、花の季節にそれぞ
れを辿り楽しむことができる。ここでは一挙に８本の巨樹に出
会える。
①五柱（ｲﾂﾊｼﾗ）神社の大スギ
・都の天然記念物 ・樹齢 400 年、幹回り 8m、樹高 52m!!
・都内で大スギと言えば高尾山のスギを思うが五柱神社のスギ
はそれを凌ぐ大きさ。
・今も大切にされ集落の人々が毎月、境内を清掃する。＊あきる野市養沢 1392
ＪＲ五日市線
武蔵五日市駅から西東京バス①上養沢行に乗車。軍道下車７分（大スギまでの道は急斜面。苦し
い！）
②光厳寺のヤマザクラ
・都の天然記念物
・樹齢 400 年、幹回り 5.3m、樹高
17.3m
・都内で最大級の太さを誇るサクラ。・北条氏照が築
城した戸倉城跡の崖上部に根を据えて奔放に枝を張
る。
＊あきる野市戸倉 328ＪＲ五日市線 武蔵五日市駅
西東京バス①上養沢行に乗車。戸倉下車 10 分
③広徳寺の山門
・広徳寺は広い
境域が東京都の
史跡の古刹

④広徳寺のタラヨウ
・都の天然記念物 ・樹齢 ？年、幹回り 2.5m、樹高 19m・タラヨウは都内最大。
＊ＪＲ五日市線 武蔵五日市駅西東京バス①上養沢行に乗車。上町下車 15 分
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⑤広徳寺のカヤ
・都の天然記念物

・樹齢

？年、幹回り 5.4m、樹高 24.5m

⑥ 南澤あじさい山
約 10,000 本のアジ
サイが咲き乱れる。
・見ごろは 6 月～7 月
上旬
・山の維持費として
300 円納めて入山する
＊ＪＲ武蔵五日市駅から車で１０分で駐車場着。
⑦山抱きの大樫(ウラジロガシ）
・樹齢 300 年、幹回り？m、樹高？m
・太い幹を空に広げ、大きな石灰岩の上に
力強く根を張っている。
＊ＪＲ武蔵五日市駅から車で１０分の駐車場
から登り１０分弱で大樫へ。
あじさい山からは車で５分で同駐車場。

⑧千年の契り杉
・杉の巨木は 2 本の幹が成長していく過程で再び
癒着して「Ｈ」の形につながりながら成長を続ける。
＊ＪＲ武蔵五日市駅から車で１０分の駐車場から登り
１５～２０分弱。あじさい山からは車で５分で同駐車場。

⑨ 幸神（ｻｼﾞｶﾞﾐ）神社のシダレアカシデ
・国の天然記念物・樹齢 700 年、幹回り 2.1m、樹高 5.8m
・枝垂れるアカシデは幸神神社のものが、日本でただ 1 本！＊日の出町大久野 2129
JR 武蔵五日市駅から西東京バス福生行「大久野中学校」下車 5 分
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⑩地蔵院のカヤノキ
・都の天然記念物
・樹齢 ？年、幹回り 4m、樹高 2２m
・地蔵菩薩のほか金色蚕姫像を祀り養蚕隆盛
の頃は大勢の参詣客が訪れたという。
・昔は樹名が判らずナンジャモンジャと呼
ばれた。本堂前の３本立のカヤも見事。
＊あきる野市雨間 1101 JR 五日市線 東秋留駅から 15 分

■番外編

○腹が減ったら「初後亭」（しょうごてい）
・食材は自家栽培を使う蕎麦とうどんの店
・蕎麦は 10 月～5 月末のみ提供。その他の季節はうどんのみ。「引きずり出し」が
おすすめ。
＊武蔵五日市駅から徒歩 5 分
○甘味なら 小机亭喫茶室「安居」（あんご）」
・都指定有形文化財
・小机家は江戸時代後期から山林業で財を成し幕末頃から深
川木場との商取引が盛んだった。
・小机亭は明治 8 年（1875）頃の建築とされ、明治の文明開
化の洋風建築に刺激されたと伝わる
・美味しいケーキとコーヒーは要予約。600 円程度。
＊あきる野市三内 490 JR 武蔵五日市駅から徒歩 10 分

○汗をかいたら「瀬音の湯」
・庭園歩きも楽しめ、地元の農産物などを
取り揃えた売店も充実している
・秋川渓谷を見下ろす
露天風呂が楽しめる。
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マスターズスキースクール

２０１６ iｎ上越国際

乘越登志子
スキースクール 2016 年は、１/１２～１/１４（2 泊 3 日）上越国際スキー場でクラブ内スクー
ルでスタート。上越国際は、私にとっては 4 年ぶり。暖冬でどのスキー場も雪不足、ツアーの成立
があやぶまれましたが、積雪 70cm 滑走可能との情報にやや安堵。
12 日午前 7 時 10 分、花小金井南口を出発、全観交通
20 人乗り小型バスで、ドライバーはおなじみの関さん、
安全運転で、渋滞もなく、10 時 25 分、ホテルグリーン
プラザ上越に到着。新潟より竹内、塚田両氏も到着、12
時、玄関前広場で開校式、記念撮影の後、４班に分かれ
てスクール開始。今回は特筆すべきトラブル、ハプニン
グも無く、きわめて順調に進行。
日本カモシカと
初参加の大山進氏（萩野さんのスイミングスクー
出会い にらめっこ
ルの生徒さん）は、スキー歴 50 年ですが、自由に楽
しんでこられたとのことで、初めてのスクールに戸惑われたご様子。私たちも大山さんの行動に戸
惑う場面もありました。これに懲りず、続けて参加されれば、努力家揃いで、規律を守り、和気藹々、
芯からスキーが好きなシルバーたちの当クラブの良さがおわかりになるでしょう。

男性も女性も温泉後は

ビール、ビール

さて、ゲレンデは、雪不足のため、男性群に人気の大別当と大沢ゲレンデが閉鎖（残念！）フリ
ー班のトリオ・ザ・ＧＡＮＧＡＮは茂野氏が欠席で、二人ぼっち、滑れるエリアも少ないし、何だ
か寂しそう。他の班は、おしるこ茶屋を中心にパノラマゾーンと当間（あてま）で、当クラブが誇
る優秀な講師の方々のご指導のもと、大いに成果があったようです。
13 日は関口さんのお誕生日。夜の懇親会では、

雪を求めて、長峰ゲレンデから当間ゲレンデへ
- 18 -

レストランハウゼは閉鎖！

ガックリ

急斜で雪煙を上げる、筆者
関口さんと野澤さんの傘寿をシャン
パンでお祝いしました。スキー場で傘
寿を祝うなんて、お二人は皆の目標で
す。これからもますますお元気で、ご
指導よろしくお願いいたします。
じゃあ、あっちのホルンで食べようか
天候は、１２，１３は快晴、春スキ
ーのような暖かさに体も良く動き、心地よい汗をかきました。そして 14 日は恵みの雪、文句なし
の 3 日間でした。
13 日の朝、ホテルの玄関前広場に、きれいな黄緑色のウェアーでカッコいい男性がにこやかに
登場、なんと村山さんでした。中学生の講師のお仕事でとのこと。脚のお怪我も治られて、よかっ
たですね。
わが岸本班は、当間山（1017ｍ）の展望台レストラン「パウゼ」で絶景を観ながらランチを楽し
む予定が、レストランはＣＬＯＳＥ、ガッカリ！（あの心臓破りの階段を登って偵察してくださっ
た岸本先生、ほんとにご苦労様でした）。仕方なく、第 4 ゲレンデを滑り下りて、
「ホルン」で昼食、
美味しそうな特製ポトフをオーダーしたら、3 人目まででおしまい。佐保子さんと私はハズレ（く
やしーい！）。せめて絶景だけでも楽しもうと再びリフトで上がったら、今度はなんと階段まで黄
色いチェーンで閉鎖されていました（トホホ）
。
「来シーズンはパウゼからの絶景を楽しみ、ホルン
の特製ポトフも絶対に逃すまい」と誓い合う岸本班でした。岸本先生、楽しいレッスンありがとう
ございました。
かくして各班それぞれ初滑りを堪能、午後 2 時 50 分、山とホテルに別れを告げ、途中高坂で一
度休憩、渋滞もなく無事 6 時 20 分花小金井南口に帰着。翌朝、「軽井沢でスキーバス転落」の報
道にビックリ！若い大学生たちが命をなくしました。 あらためて「関さん、安全運転ありがと
う。」と感謝！。これから続く 3 回のツアーも安
野澤さんも もう傘寿 過ぎていたので
全運
関口さん誕生日 傘寿祝いのプレゼント
転でよろ
しくおねが
いいたしま
す。そして
おめでとう！

私たちも安全で、楽しいスキーを心
がけましょう。
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あ

八方スキーツアー アクシデント 記
2016/1/26(火)～29（金）
原山伸之
八方ツアーは、昨年に続いて今年も明眸皓歯の居ない眉
目秀麗軍団 13 名（うち会友 5 名）の参加で、実行と相成り
ました。
幹事も、リーダーの M さんと事務局の小生という最高？
いや再考を要する感じ（幹事）となりました。
（再考も感じ
も誤字ではない）
目覚めると天気良し！
今回は切り口を変え、小生のボー
ダーとの衝突事故を中心に記してみたいと思います。
滑走初日の 1 月 27 日（水）は、例年通り
白馬 47 スキー場で滑ることになりました。
午前中は、2 班に分かれて滑っていました
が、昼食が一緒になったことから、午後か
らは自然発生的に 2 班が合流し、小生は、
スピードでは当クラブ 1～2 の誉れ高い？S
さんの後を滑っておりました。午前中は、

皆さん、ご高齢なので天気が
良いからって決して無理しな
いで。怪我の無いように・・・
ややセーブして滑
っていたこともあ
り、その反響もあっ
てか、スピードも順
調に快調に滑って
おりました。しか
し、好事魔多しの箴
言通り、同スキー場
の中間地点に差し
掛かった時でした。
左手に見えていた
ボーダーを追い抜
恒例の 47 は天気がいいし、空いてるし、ゴー！
いたと思ったその瞬間に、左側
から追突される恰好で衝突し、私は転倒して雪面にたたきつけられました。右顔面と、右
胸部を打ちすぐには立ち上がれませんでした。相手の仲間が「大丈夫ですか」と声をかけ
てきたので、
「大丈夫じゃない、かなりの痛みを感じている」と
言ったように覚えています。そのうち、すぐ後ろを滑っていた N
さんや、会友の T さん、リーダーの M さんが駆け寄ってきて、
スキーを外してくれたり、相手方の名前を聞いてくれたりして
助かりました。今までは、こちらが大丈夫と言ったのかどうか
は不明ながら、そのまま逃げられ？たり、

私の顔をそんなに見つめないで・・・(-"-)
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2 こと 3 こと話したのち別れてしまったということが多かったように思います。しかし、
今回は T さんの機転で、相手方の住所、氏名等を聞いてくれたお陰で、相手方が厳然と判
明し、示談交渉することができました。
衝突後は、パトロールハウスに行き、応急手当
てをしてもらいました。手当といっても、顔面を
ビニール袋に入れた雪で冷やすだけでした。幸い
出血等の外傷はなく内出血の状態でした。念のた
めと思い、同スキー場と宿舎の丸金旅館の中間点
にある新谷外科クリニックで診察してもらい、顔
面と胸部のレントゲン撮影をしました。結果は精
密検査をしないとはっきりしたことは言えない
が、打撲だけであろうとの診断でした。心配して、
同クリニッ クまで迎 えに来てく
きょうは事故の無いようにまずお参りをして、と。
れた T さん、M さん有難うござ
でもヘルメットは取らないとご利益が・・・
いました。
丸金旅館に帰ってからは、同旅館の好意でアイスパックなどを提供していただき、ずっと
顔面を冷やしておりました。もともと大した顔ではないのですが、これ以上悪くなっても困
そして気持ちよく八方へ向かった るので、好きなお酒は控えめにしてその夜は休みま
した。
うん
翌日、相手方と電話で話し、こちらは怪我をして、
診察してもらったことを話し、治療に専念するの
で、示談交渉はその後にする旨を約束しました。相
手方も打撲症はあるとの話でした（後日、相手は無
傷であることがわかるのですが…）。相手方は３０
歳過ぎの女性で、アルバイト（後日の示談交渉で、
外傷はあるが仕事が多忙で医者には行ってない…、
との発言から推
察、医者に通院
しなければ怪我
の証明にはなら
ないではない
か、保険会社か
らの要請はない
のか等、後日質
問してわかる。）
帰京後、近くの
整骨院で診ても
らったら、今、痛
みがその程度な
ら、打撲だけで
しょうとのこと
でした。
突然の外国人、オイラも入れて、ピース！
ん？だ～れだ
胸 部 は 、 衣服
に隠れて見えないので気にしなくて済むのですが、顔面は、だんだんと右目下が腫れて黒ず
んできて、聞かれて他人に説明するのに厄介でした。約 1 か月通院し、顔面も元の通常顔に
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ほぼ戻ったので、クリニック医院等の領収
書、診断書、顔写真を揃えて相手方に送り、
慰謝料も含めての請求、示談交渉に入りま
した。友人の弁護士に相談したり、保険会社
の友人に相談したりして請求額を決めまし
た。事故の状況、小生の怪我の程度からし
て、7 対 3（こちらに 3 分の非）を主張しま
したが、相手方の入っているボーダー保険
屋は、5 分 5 部を主張してきました。
保険会社の事故調査員が来て、当日

これだから、トイレ近いんだよなあ～分かる？

の様子の詳細を 2 時間余りにわたり聴取さ
れました。7 対 3 を主張して裁判を起こす
ことも考えましたが、長野まで出かける時
間や労力のロスを考えると、5 分 5 分でも
やむを得ないかと思い、示談交渉に終止符
を打ち、和解しました。
交渉は、当初はお互いでやり取りすると、
感情的になりやすいので、なるべく保険屋
を通じて交渉すると言っていたのですが、
私の入っている保険は、相手が怪我をして
怪我した貴方は運が悪い人、私は運のいい人 いない（後ほど分かったのですが）と、保
まあ乾杯しましょうかね☺
険屋は当事者として示談交渉は出来ないとの約款上の制約
があり、ほとんど自分自 乾杯！！
身で交渉（相手本人及び
保険屋とのメール）し、示
談解決にもっていきまし
た。ほとんどはメールで、
電話で直接話したのは、
怪我をした翌日の話くら
いでした。

新装の奥座敷で
今回怪我をしたのは不まどろっこしい感もするが、そ
れでよかったかと思料しています。
今後、同じようなことがないことを願っていますが、
不幸にして同様なケースがあった場合、

まだ、まだ、蕎麦の前に飲みたい人、ハ～イ！
あの時は云々・・
そろそろ蕎麦がき食べたいな
経験者としてアドバ
イス等出来ればと、癒
えた右頬などを撫で
ながら述懐している
ところであります。
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そろそろ、手打ち！蕎麦を

岩鞍ツアー報告
岡戸洋祐
日
時：２０１６年２月８日（月）～２月１０日（水）
場
所：ホワイトワールド尾瀬岩鞍 宿
舎：尾瀬岩鞍リゾートホテル
参加者数：１７名（男性：１０名、女性：７名） ※風邪等で３名急遽不参加
参 加 者： 女性（敬称略）：臼田 熊井 関口 乗越 荻野 森屋 八木
男性（敬称略）：相澤 岡戸 茂野 野澤 乗越 原山 丸山 森屋 竹内 塚田
２月８日（月、１日目）晴れ
何時ものように夫々全観→中央公民館→ルネ小平→花小金井の集合場所で乗車し、
予定通り午前７時前に花小金井を出発。幹事より、急遽
不参加者発生の為、部屋割り変更の説明及び参加費集
金後、夫々の席で周りの人との四方山話等を楽しみな
がら「高坂 SA」と「赤城高原 SA」で休憩し、１０時半
過ぎホテル着。沼田 I/C からのロマンチック街道沿道
も積雪少なく、ホテル前の駐車場も乾燥路面でした。早
速身支度中、春日山から常連の２名もジョイン。晴天下、午前１１時半何時もの場所（左
写真）に全員集合。挨拶と軽いストレッチ体操後、３名のガンガン組男性トリオの原山班
「N,S」氏、８名の森屋班「男性：,M,T,T、女性：M,N,S,Y」氏、６名の相澤班「男性：A,O,N,
女性：H,U,K」氏に分かれ、絶好のゲレンデコンデション下、目的地へと散りました。筆
者は、相澤班に三日間お世話になりました。相澤班は、相澤氏のモ
ットー「スキーを安全に長～く楽しむ為に」の言葉を聞いた後、目
前のファミリーコースで数本足慣らし滑走。ミルキーウェイゴンド
ラに乗車、終点の山頂駅（左写真、標高 1675m）も快晴、山脈の絶景
を堪能、スキヤーも少なく気持ちよく滑れそう！最初の一本は相澤
さんのモデル滑りに習い、要所々々で休憩しながら仲間とトレインで安全滑走。筆者は課
題の前傾姿勢を意識しながらの滑り。コース終了地点横のレストラン「フェスタ」で一番
人気のランチを賞味。ランチ後、今日のワンポイントテーマ「斜滑降から横滑り：左右で
「真下方向へ、斜め前方向へ、斜め後ろ方向へ」を集中的に実施しました。利用したコー
スは、ミルキーウェイ及びロマンスコースの側面でした。ターンを仕掛けていく動きにつ
ながるのが横滑り技術とのことですが数秒間できるときもあるが安定感をもって それぞ
れの横滑りを継続するのは難しい！！を痛感。ミルキーウェイでは、原山班と森屋班と遭
遇し、各人の華麗な滑りに喝采でした。
午後３時過ぎ、
「オクタ」
（左写真）で休憩、
目前のロマンスコース（左写真）のスキー
ヤーもまばらで営業上大丈夫かなの感で
した。４時過ぎに宿に帰り内心、膝の痛み
等もなくホット！！早速、「浮島風呂」へ直行しさっぱり気分で同部屋の「A＆M」氏と軽
く一杯やりながら談笑を楽しむ。１８時からスタートの懇親会会場へ。今宵のお楽しみメ
ニューは従来と同じ「山と大地のめぐみ：１３品目のフルコース和食」に舌鼓をうちなが
ら、適度にアルコールも入り、周りの人たちと会話（森屋班は、自由滑走のなか、ワンポ
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イントレッスンがあり、参考になった由で、ミルキーウェイ、ななかまどコース、国体女
子コース滑り、原山班は、専らこぶコース滑りとのこと）を聞きながらの楽しい時間でし
た。宴たけなわのなか、某女子の「傘寿のお祝い返し」の由で紅白のワインボトルの差し
入れがあり、更に宴会が盛り上がりました。お開き後、各人ともそれぞれの部屋に戻り談
笑後、早めの就寝になったようでした。
２月９日（火、２日目）曇り時々晴れ、夜は降雪
相澤班は、今日も全員元気一杯！ 午前中はミルキーウェイで過ごしました。
スクールではないので自由滑走の最中、今日のワンポイントレ
ッスン内容は、昨日の横滑りずらし感覚を意識した綺麗な円弧
を描き滑るためには・・でした。講師より各人に適切なアドバイ
スがありました。午前の休憩タイムは、山麓の「フェスタ」
（左
写真）でとり、それから西山コース制覇へ向かいました。まず
は、国体女子コース（西山）などを上記の円弧を意識した滑走を楽しみました。
少し遅めのランチ処は、５年振りに営業再開した大規模レストランの「ホルン」でした。
ホルンでは、ランチを終えた先客の森屋班一行と入れ違いになりました。空いている感で
したがここでも一番人気ランチを賞味し、ランチ後は、西山エリアの各コース（ななかま
どコースなどなど）を大回り、小回り（もどき）をしながら爽快に滑走しました。
今日の滑走を終え、レストラン「オクタ」に向かう途中、コース名はわかりませんでした
が、一般客立ち入り禁止区域らしい急斜面のポールコースがあ
りました。
（帰宅後、ユーチューブ投稿の動画を見て知ったので
すが後述するオーストリア出身のアルペン界の大スター「マル
セル・ヒルシャー」選手が同日練習したバーンでした。
（左写真
は、動画から切り取った同日練習中のヒルシャー選手）
今日も無事に楽しく滑り終えたことに対し相澤氏、仲間に感
謝！し、午後４時過ぎ雲行きが怪しくなってきた天候下、宿に
戻りました。前日と同じパターンで過ごしすっきり気分で午後６時からの夕食会場へ。
食材の内容は異なれどコース料理「山と大地のめぐみ」全てをおいしく頂きました。
豪華な料理と食欲増進のアルコールも入り、ここかしこにてスキー談義と交流の場で有
意義な時間でした。宴のさなか、マスターズ席と少し離れた席で夕食中のどうも一般客と
異なる様子の１０数人近くの席へ、目ざとい「N」氏、サイン帳とペンを
もち、得意の語学力を生かし接近、２度目に、某選手のサインをゲット。
サイン者は「Marcel Hirsher」と読める。一行は、オーストリアのアル
ペンチーム「ヒルシャー」のスタッフだったのです。
「後で知ったことで
すが、サイン者は２月１２日（土）～１３日（日）に１０年振りに日本
で開催のワールドカップ苗場大会に出場のヒルシャー選手のものでした。
（左写真はヒルシャー選手）、アルペンスキー界の絶対王者で２０１２年
～２０１６年に亘り、前人未踏の５年連続総合優勝達成の怪
物でした。苗場大会は、TV で見ましたが、大回転 6 位、回転
は棄権でしたが最終戦の３月のサンモリッツ大会を終え、圧
倒的な獲得ポイントで今季の総合優勝者となり、身長は１７
３ｃｍと小柄ながらも現在、世界一スキーが上手い人だった
のです。左の写真は、２月８日（火）夕食を終えた後も席を
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変え６名が残り何やら協議中のチーム「ヒルシャー」の光景です。上記の事を知っていた
ら、サインゲットを試みたのですが。
左の写真は、夕食後８時過ぎの宿の裏側の
ファンタジーな降雪の光景です。
明日は、どんなゲレンデ状況になるのかわくわく
空想、部屋の前の駐車場も雪景色に変貌。
２０４号室では、疲れ知らずの饒舌な有志が集ま
り、飲み、食べ、談笑等の２次会模様でした。
風呂行き、心地よい疲れを感じながらの就寝に。
２月１０日（水、３日目）曇りから雪
午前７時半からの朝食を済ませ、相澤班は９時前にゲレンデ集合、曇天下、新雪でシュプ
ールの少ない目前のファミリーコースへ直行し、各人シュプールのない個所を思い思い
のシュプールを描きな
がら、見返しながら、雪
煙をあげながら４本位
滑走、爽快感一杯！！こ
れだけで参加してよかったとの思いに。思い返せば数年前 M 氏の紹介でマスターズのス
キーに参加して以来、かようなシュプールのない新雪ゲレンデでの滑走は思い出に残る
大満足の経験でした。余韻もあり、その後のミルキーウェイも心地よく滑走、休憩処「フ
ェスタ」では森屋班と遭遇。外は降雪に（写真３点）。
相澤班は、ロマンスコースへ向かい、中腹にある
ランチ処「ロッジ岩鞍」（左写真）でピザ昼食。
３日間の相澤班の滑走行動に関わる四方山話等に
花を咲かせながらの憩いの場の昼食タイムでした。
最後にロマンスコースをいろいろな事に思いを馳
せながらの滑降を楽しみ、宿に向かいました。
スキーテクの進歩度は予想通り全く駄目で、講師に
申し訳ない気持ちになり落ち込みますが参加当初と比べると時折少しは上達したかなと
思うときあり、年柄転倒時の怪我を想定するとスピードに対する恐れはありますが前傾
姿勢を意識すれば急斜面での恐れ感は軽減されま
した。何時も思うことは、爽快感一杯で参加して
よかったな、ローテクの身ゆえ迷惑をかけている
仲間と熱血講師の相澤さんに感謝々々・・です。
今後とも宜しくお願いします。宿で春日山組２名
と別れ、午後２時半出発のバスの１５名乗車、そ
の頃、宿の裏は左写真のような降雪状況でした。
（フラッシュの為目前の雪が綿のように映ります）全員無事でスキー場を後にすると下
界は嘘のように降雪もなく、車中の飲み食いと談笑、うたた寝と車窓の光景を楽しみなが
ら、往路と同じサービスエリアで休憩し、午後７時過ぎに小平に着き、
現実と離れた夢のような３日間のツアーを終えました。
幹事の「原山さん、乗越さん」いろいろお疲れ様でした、そして有難う
御座いました。（以上筆者編集）
野澤さんが貰ったヒルシャーのサイン
- 25 -

志賀高原ツアーの記録
真杉

靖夫

帰りのバスの中で突然、記録係を仰せつかり、日ごろ何の協力もせずツアーに連れて行
ってもらっている後ろめたさから断り切れず引き受ける。従って班分けされたほかの班
での出来事は聞いておく暇がなかった。記録として不十分であることをお詫びする。

今回のツアーは２月 23 日午後出発、２６日迄の 2.5 泊。参加者は男性 16 名女性 7 名計
23 名でうち会友が 4 名。全観を午後 3 時、最終の花小を 3 時 45 分に出発。バスの中で先
週末他界された小林さんに弔意を表す胸の会長のお話が有った。横川で晩飯を取り 8 時
半過ぎにホテル到着。今年は道路に雪がなく、バスの運転手の関さんが気を利かしてホテ
ル前までバスを上げてくれ、坂道を荷物
天気イマイチなので早くもプリンスで休憩
を持って往復する行事が省略で来た。夜
雪が降り始めており明日の新雪に期待。
翌朝は 7 時半からの朝飯、外は曇っていて雪降り。天気予報
では午後から晴れるというので期待。9 時に集合して班分け。
森屋班、石川班、村山班、原山班の四班。私は原山班に入り、
メンバーは原山、茂野、乗越、竹村に私。原山班は焼額に移
動することに。いつも通るダイヤモンドの上のルートは閉鎖
されており、下のルートで移動する。リフトの乗り場に着く
と動いていない、地震があり点検中と。10 数分待たされる。以降は順調。第二ゴンドラ
で上に上り、ルートを変えながらいろいろなコースを通る。10 時過ぎにプリンスのカフ
ェで休憩。次に第一ゴンドラに移
晴れてきたのでワイワイ
り、こぶ斜面をすべる。雪質はよ
くこぶを楽に滑れたのは大成果。
昼飯前に奥志賀に移動。杉山の店
に行って昼飯。天気予報通り少し
ずつ晴れ間が出てきたがまだ雪は
降っていた。奥志賀の急斜面を何
度か楽しみ焼額経由ファミリーに
戻る。
夜は 5 時半から宴会。翌日帰る人
がいるので早めたらしい。酒の寄
付も多く、今年は飲み放題は無し。
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例年通り宴会の後も二次会が幹事部屋で開かれていた。
二日目の朝も同じような天気。昨夜少しの雪が積もっている。原山グループ 5 人は寺子
屋に行く。少し雪面は見にくいものの新雪を雲に乗る気持ちで滑る。音のしない気持のよ
さ。二度やってから高天原へ。こぶは新雪がかかり見にくい状態。皆果敢に挑戦したが私
はう回路を通りこぶ斜面のやさしい下半分に出て皆を待つ。竹村さんは途中からわきに
出て降りてきた。下へ降りて一休みすることに。お茶を終えて今度は東舘の方へ。こぶ斜
面と高校生の一団に悩みながら降り、早かったがアスペンで昼飯に。午後ジャイアンツに
挑戦。ひどいアイスバーンになっており一回でコリ西舘方向へ移動。このころは青空にな
りゴーグルを外し視界もよく楽しむ。暫く西舘で遊び高天原に戻る。タンネで遊び三々
五々上が
光り輝く木々を見ながら のんびり ホイホイと
る。
三日目は
半日で朝
から願っ
てもない
青空。焼
額を目い
っぱい楽
し む 。 11
時半に帰
ることにし 12 時過ぎに上がる。
今回は荷物は一階の更衣室において行きそこで着替えホテルの食堂でソバの昼飯。2 時半
には荷物も積み終わり出発。帰りにリンゴを売って居る場所に止まってもらいお土産に
買う。うまいリンゴとそうでないのと色々あった。途中トイレ休憩を何回か取り花小金井
には 7 時 15 分に到着。
たまには飛ばして スイスイと
最終日に三人スキーをしなかった参
加者はいたが、大きなけがをする人
もなく事故もなくツアーは無事終了
した。
今回の志賀ツアーではいろいろ前年
と変わっていた点がありそれを列記
する。
１）ホテルの部屋のトイレがウォッ
シュレット付になっておりウォッシ
ュ レ ッ ト 付を 探 し て歩 く 必 要 が な
バックに 一の瀬と高天原 ハイ、ハイ！
くなった。宴会の飲み放題が焼酎に
限 定 さ れ たの で 飲 み放 題 は 頼 ま な
かった。無線ランが部屋でとれるよ
う に な り フロ ン ト まで 行 く 必 要 が
なくなった。しかし小生のパソコン
はどうゆう訳か取れなかった。
２）リフト券が食事券付ができてき
た。１８００円余分に払うと千円の
食事券を三枚くれる。千円の昼飯が
六百円で食べられる。ただしおつり
は 出 な い ので 千 円 以上 の 食 事 で な
いとフルに利用できない。食事券は
- 27 -

ほとんど我々の行くカフェ、レストランで
は使えたが唯一アスペンではパンは除外
されており食事を注文すれば生ビールは
買えるとか変な条件付きのところはあっ
た。お茶は千円まで行かないので二人で一
枚使うこともできた。かなりのお
得感はあった。
食べ放題だからと言っても そんなに食えないよ
３）外人のスキーヤーが増えた。
中国人や韓国人は話す言葉を聞かないと
日本人と区別がつかない。いっぱいいた。
白人も今までのニセコや白馬のように大
半が豪州人という状態ではなく、フラン
ス語、ドイツ語、何語だか分らぬものな
どいろいろ居た。
帰る日の昼食時かわいい赤ちゃんを連れ
た夫婦がいた。野澤さんが指を出すとつ
あ～、食った、食った！
かんでくれご満悦だった。この夫婦旦那
はスペイン人、奥さんはロシア人、赤ん坊は香港で生まれ香港国籍だと。今の若者のスキ
ー離れでスキー場がつぶれるのを救ってくれるのは外人で、我々自身のためにも外人ス
キ ー
客は大切にせねばと思う。
お風呂で外人にあったが風呂に
あんたは、スリム過ぎ、もっと食べろよ！
オイラの分まで、あの外人に取られた
文句言えば

入るマナーは
悪くなかっ
た。きっと教
えられたのだ
ろう。日本の
風呂は気持ち
いいという。
４）学生の多さ。同志社、武庫川女子大、長岡高校な
ど学生の団体が多くいた。話によると何泊かのスキー
ツアーに参加すると体育の
単位がもらえるらしい。スキ
ー人口を増やすのにはいい
こと。
アナタとツーショット
したかったんで～す！
ガンガンも
最近は

疲れるねェ
最近

ガンガン

教えていますょ
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お花見

2016 年 総 会
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２０１７年
ツアー名

マスターズスキークラブ

行事予定 （１）

ツアーNo１ スクール

ツアーNo２ 八方ツアー

ツアーNo３ 岩鞍ツアー

優しい高齢者スクール
空いているゲレンデ
空いているお風呂へ

出発は午後1時！
３泊４日になりました
ゆとりのスキーツアー

ベストシーズンに行こう！
いつも雪は新雪！
仲間と大勢で雪煙！

都体協のシニア助成金対象 宴会部屋は素敵なイス式に
その金額ちょっと増えました ゆっくり食べて飲めるよ
連盟会員も60才～ＯＫ
食後は宿の熱いコーヒーを

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

大斜面も急斜面もあるが
飛ばさず、安全に雪煙
二つの温泉は日替わりで

上越国際

八方・五竜

尾瀬岩鞍

１月１０日（火）朝発
～１２日（木）

１月２４日（火）午後発
～２７日（金）

２月７日(火)朝発
～９日(木)

２泊３日

３泊４日

２泊３日

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１時発～全観１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

八方・五竜スキー場

宿

ホテル
グリーンプラザ上越

丸金旅館

電話

TEL 025-782-1030

尾瀬岩鞍スキー場
尾瀬岩鞍リゾートホテル

TEL 0261-72-2114

TEL 0278-58-7131

会員参加費

￥４０，０００（会友も同じ）

￥５０，０００

７０歳以上
￥４２，５００
５５～６９歳 ￥４４，０００

会友は+1,000円

３日間リフト券込み！！

リフト券別

リフト券込み（上記はこの差です）

募集人数（最少～最大）

バス乗車１４～２０名

バス乗車１０～２０名

バス乗車1７～２0名

申込み締切り日

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

申込みは同封葉書
問い合わせは幹事へ

１ ２ / １ ０ 日 ま で に 連 絡な い 場 合 、 予 定通 り 実 施 し ま す
熊井・萩野：090-4000-3114

予約金は各ツアー5,000円 hagikumi_0935@mdocomo.ne.jp

喜多・和合：090-2455-9015

相澤・乗越042-464-8882

waiwagoh@docomo.ne.jp

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

●振込みは必ずツアー名
12/15迄に振込むか12/5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
合、封筒に入れ氏名とツ
アー名 合計金額を記入

郵便振込 口座番号 ００１７０－３－３９７６７７

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（12/5）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１ ６ 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。
（３）そのため各自スポーツ保険な どに 加入し て、事故や怪我が発生したときの費用の軽減に 努める。
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２０１７年
ツアー名

マスターズスキークラブ
ツアーNo４ 志賀ツアー

クラブ恒例の忘年会
クラブ恒例の忘年会

出発は午後1時の3泊4日
朝日に輝く焼額
夕日に輝く一の瀬
東館山山頂からの絶景
ロングランで 疲れに注意
ロングランで はぐれに注意
長い宴会で 飲み過ぎに注意

項目

志賀高原
日程

２月２１日（火）午後発
～２４日（金）

行事予定 （２）

日時：12月5日(水)
場 所 ： 一龍

5時半～

一 橋 学 園 北口1分

0 42-344-5511

会 費 ： 4,500円と5千円と5,500円
担 当 ：原山（090-9951-1226）
申 込 ：同封葉書で ぜ ひ ご参加を！
日時：１２月５日（水）５時半

こ こ は 去年 でした

３泊４日
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

全観→花小金井
午後１時発～花小金井１時45分

志賀一の瀬スキー場
ホゥルス志賀高原
ＴＥＬ 0269-34-3355
￥３９，０００
現地参加は一泊８，０００

会友は+1,000円

リフト券別

募集人数（最少～最大）

バス乗車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名
と 実施日を記入
●忘年会で手渡しする場
合、封筒に入れ氏名とツ
アー名と合計金額を記入
して下さい

連 盟 で久々に一般の （ 3 .18～20）
ス キースクール
対 象 は小学3年生から 高 齢 者まで
場 所 ：菅平高原
（ 検 定予定）
小型バス中央公民館 発着

左ページと同じ

左ページと同じ
参 加 者 数 の 状 況に よ る
変 動 は 左ペ ージ と 同 じ

ー編集後記ー
再度の寄稿をお願いをしましたらこのように立派な投稿をたくさんいただきました。ご協力を感謝申し上げます。ただ来年も同
じように発行できるかというと考えてしまいます。この通信を楽しみにしていただいているというご意見が多いですが、やはり書
くとなると大変だと思います。投稿がなければなくてもしょうがないと思っています。今後もツアーがある限り行事案内だけは必
要です。案内はネットが普及してきたので発行しなければ楽になります。最近は新聞も取らずにネットで見る若者が増えてきたら
しいです。通信もネット公開していますのでそれで見られますが、やはり手に取って読んだほうがいい感じなんでしょうか。
妻は、私が編集をするのが楽しいんでしょうと言いますが、これでも結構スカスカになった脳みそを使っています。この通信を読
んで、前回のツアーを思い出し、会員の人柄に親しみを抱き、ひとり一人が元気でツアーを楽しみにしていただきたいと思ってい
ます。とりあえずいつものように発行できましたことに感謝します。
ツアーは毎年同じスキー場で役員会で検討するのは簡単そうに思えますが、今度は何人ぐらい参加するだろうかといつも気がか
りです。バスを利用しているため、その乗車数で予算金額は大きく変動します。小型バスには20人が乗れますが、バス代が25万
円とすると20名より15名なら一人当たり4千円以上も高くなります。担当幹事は参加費を少しでも低くしたいと思っています。
そのため最少催行人数の設定に悩みます。皆さまが良い体調を維持し、一人でも多くの方が参加して欲しいなと願っています。
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2001 年バルトランス
滑るマスターズの方々

2006 年ゼルデン
イタリア方面の
アルプスを望む 丸山さん

そのゼルデンの氷河

2004 年チェルマット
ホテルから見えた
マッターホルン

