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旨いもの今昔

森屋

建男

幸い私は妻がきちんと料理をして、食べさせてくれるから食事には満足している。テレビ
の料理番組を書き留めては、たまに試しの新作が出る。大体安くて手軽に作れるようなもの
だから特に変わった食材はないが、こだわりはないので出されたものは好んで食べている。
先日マスターズで三頭山に行った帰りの温泉で「このルバーブはジャムにするとお美味し
いから」と村山さんに妻が薦められて買ってきた。ジャムって果物が多いし、こんなカチカ
チのいかにも不味そうな茎がジャムにとは信じられなかった。だが教わったように作ったら
やや酸味があって非常に旨い。昔、三頭山近くに住む親戚に行った際、ルバーブのように酸
味がある懐かしいイタドリを出された。帰りに妻はあの山菜は不味かったねと言っていた。
小さい頃からの食べ物にまつわる思い出は多い。就学前に母の実家の山
梨の疎開先では、叔父さんが時折引き出しから大切にしまってある干した
カエルやカジカを囲炉裏であぶってくれたのは旨かった。桑の実、イナゴ、
蜂の子はまだ良いが、イモのつるは不味かった。戦後東京へ戻るにも、今
ルバーブ
の都庁辺りにあった家は空襲が激しくなって強制取り壊しで無くなって
にら
おり、学校に上がる前に三鷹の叔母さんの家に家族全員で引き揚げてきた。そのうち、生ま
めっこ
れた下の子らを含めて家族７人が
6 畳一間とその横の台所の板の間に寝泊まりした。近くの
パン屋に兄弟とチッキ（配給券）の綴りを持って度々パンを買いに行った。パン屋は香りも
好きで幸せを感じた。たまに母親に 5 円を貰って行くと、長い包丁で小気味よく切ってくれ
たパンに、それぞれの好きなジャムやピーナッツバターなどを塗ってくれるのが嬉しかった。
小 3 の頃に下連雀の小さな戸建ての家に引っ越した。ある時、悪ガキどもと歩いて小金井
の多磨霊園の、もう少し先へ栗を取りに行った。そこは農家の栗林だったのでまさしくドロ
ボーでオヤジさんに見つかった。のろまな自分一人が捕まり、こっぴどく叱られ泣いて空袋
をぶら下げながら帰った。疎開先では山へ山栗を良く取り行き、乾かして焼くと旨かった。
中学の校舎はボロの木造でネズミが度々出た。お昼のお弁当のパンを体育の時間で外に出
てかじられた時は、先に食べておけば良かったと仕方がなく残りを食べたこともあった。社
会の先生は日本が戦争に負けたのはご飯ばかりでパンを食べていなかったからだと言ってい
た。夕飯のおかずは切り身の塩鮭や二つ切りのサンマや丸ごとのイワシなど焼き魚が多かっ
た。シャケは皮が旨いんだとよく言われた。サンマの骨はおかずになったので皆の分も貰っ
た。他にちぢれた千切りイカの甘い佃煮や小女子などのしょっぱい佃煮類が付いた。親父は
焼酎の肴にイカ刺ばかり食べていたのを思い出す。イカは刺身の中では一番安かったらしい。
高校生になって最初の夏休みのある朝、顔を洗っているとその洗面器に今までより多い血
を吐いた。3 年間の入院を宣告され、金が掛かるから自宅での療養をしてくれと親父に言わ
れた。それからお風呂や本を読むのも禁止され、ラジオだけが頼りだった。肺結核は安静に
しているのは当然だが、薬の他に澄んだ空気と栄養豊富な食事が欠かせない。でも食事は相
変わらずであった。２回ほど家具に赤紙を貼られたりしていたので食事は質素でも悲観的で
はなかった。それでも動けるようになって学校に戻ると次第に家もゆとりが出来てきた。そ
の後、何とか大学にも行けた。親父はイカ以外の好きな刺身も食べられるようになっていた。
高齢になり、今こうしてスキーもできて、ツアーの食事も堪能している。毎回太った分を
減らすのに苦労するくらいである。今シーズンの初回のツアー上越ガーラではいつものカツ
丼かな。そして最後の志賀ホウルスのバイキングまで食事は怖くもあり楽しみでもある。
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ハイキング

2 グループに分かれ滝コース組と

6/2 高尾山

こちらは南稜コースを 7 時間歩く組

頂上で見とれた

富士山

桜の木に着生した

ケーブル駅のセッコク

一汗かいて 早めの木陰のランチ
合流下山後

6/29 はこの駅から

村田リーダー馴染の飲み屋で

滝子山を登る

滝とお花が多い

山男

おでんを振る舞う
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3 回目の 10/5 は
檜原の奥の都民の森から
三頭山へ

木のチップが敷き詰められた道を歩く

数馬の湯 温泉の後は飲んで

駅まで送ってもらう

お花見
4 月 6 日は

恒例の小金井公園 お花見
絶好の暖かいお花見日和

今年も常連の 茂野太郎 に人が寄って来る
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祭り

その 1

「炎の祭り」でスキーを 2 倍楽しもう！
村山

眞三

近年、スキー人口が減少し、スキー場周辺宿舎はいずれも厳しい環境下にある。
危機感を持つ若手層を中心に太鼓、踊り、花火、神輿を含めた伝統の祭り復活に力を入れ
村起こしや街起こしに取り組む自治体が増えスキーヤーも楽しめる場が多くなってきた。
今回は２か所を紹介します。
■北軽井沢「炎のまつり」
○ 会 場 ：群馬県長野原町北軽井沢 ふれあい広場
○ 期 日 ：毎年２月の第二土曜日
pm 6:00～8:30
○ 近隣スキー場：鹿沢 15 分、草津 20 分、万座 30 分、菅平 40 分＊臨時の大駐車場あり
家内安全などの願掛け奉納紙を
巻いた大型ロウソク（長さ
30cm、直径 6cm) 4,000 本を広場
と斜面に立てて絵を描く。誰で
も一本 1,000 円納金して自分の
ロウソクを立てることができ
る。
鬼押し太鼓で華々しくスタート
し、200m 先の丘から花火を打ち
上げる頃が最も盛り上がる。会
場周辺には屋台も出て焼き鳥や
おでんなども用意される。
■片品村「炎の祭り」
次代を担う高校生による祭り太鼓

神輿担ぎに飛び入り参加自由！

○ 会 場 ：群馬県利根郡片品村越本 片品川沿いの広場
○ 期 日 ：毎年２月の第一土曜日
pm 6:00～8:30
○ 近隣スキー場：片品 5 分、岩鞍 5 分
＊駐車場がないので送迎を宿舎に依頼すること
高さ 4m ほどの丸太組２基に点火され伝統の太鼓で祭りがスタートする。
広場周辺には地酒などの出店があり甘酒の振る舞いもある。祭り半ばに
雪山の舞台上からミカン、クッキー、飴などが蒔かれると歓声混じりで盛り上がる。
神輿担ぎは飛び入り参加自由。めったにない体験なので一度は加わってみたい。
祭り終盤には花火を間近で見物できる。
-4-

その２
秩 父 の 龍 勢 祭 り 椋神社の例大祭。手造りのロケットを打ち上げる
○農民ロケットで知られ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない」のアニメの舞台にもなり
重要なシーンとして描かれている。
○空高く手造りのロケットを飛ばし五穀豊穣を祈願するお祭りで、元は集落ごとの農民が丹精込
めて一年がかりで制作し打ち上げたものが今につながっている。
○現在は集落や同好の仲間がグループを結成しロケット本体に詰める中味に趣向を凝らしロケッ
ト造りに精を出す。今年は２７の流派が打ち上げに参加している。
○この祭りの起源は日本武尊の時代からの伝承とあるが定かではない。和銅 3 年(710)、この地に
椋神社が造営され氏子民が神社前方の吉田川原で大火を焚きその燃えさしを力の限り投げて神
意を慰め奉ったことが始まりと伝わる。
○火薬が発明されるや、これを用いて火花を飛ばし現在の龍勢祭りに発展したという。
○県指定無形民俗文化財の椋神社の龍勢祭は毎年 10 月の第二日曜に実施。
これが高さ 30m の打ち上げ櫓
・am8:30 から打ち上げがスタートするので 7:00 頃 から観客が並び
16:00 頃まで賑わいが絶えない。
・15 分毎に１流派が打ち上げる。27 発終了までは 7 時間ほどかかる。
座卓に食材を広げて大勢で宴会を開き夕方まで過ごす人が多いらし
い。

いよいよ点火！
・打ち上げまで
の 15 分は太鼓が
鳴り響き流派代表
が独特の調子で
延々と口上を
述べる時間だ。
・口上の終わりと同時に点火されるのでタイ
ミングが合わないとシャッターチャンスを逃す。

打ち上げ

・轟音と共に勢いよく天に向かい飛び出す。
・毎年、打ち上げに失敗する流派もあるそうで成功すると代表

ロケット内装の実物大模型

が興奮して「大成功です！」と涙声で観客にお礼を言う。
空中で破裂すると中からパラシュートや傘が舞い降りてくる
観客が何を喜ぶかを考え詰め物を何にするかを決めるのが楽しみで
もあり各流派の秘密だとか。
・この花火はパラシュートがいくつか飛び出した。
・これに松材をくり抜いた外装を加えると全長 3m 近くなる。
・この模型の左側には持ち手のところに重りのついた傘が 2 本括
りつけられており落下の際、ゆっくり
空を泳ぎ舞い降りる。
観客は一斉に拍手。
外装容器を小型にした模型
・松材を丸くカットし中を
くり抜いて火薬を詰める。
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川床を 500m も歩くなんて

奥志賀の雑魚川ならできる！

村山

眞三

緑成凝灰岩（グリーンタフ）の川床を、長靴を履いて朔上する体験イベント。
雑魚川（ざこかわ）は千曲川の一支流で、栄村で合流する。千曲川は新潟県に入ると信濃川
と名を変え全長日本一の 367km を流れて日本海に注ぐ。
（参考：千曲川は甲州、武蔵、信州 3 県の境界に位置する甲武信ヶ岳中腹に水源がありレタ
スで知られる川上村から 3 時間 30 分で辿りつける）
○ 実施日 ：2017 年 7 月 22 日（日）曇 9:30～15:00
○ 場 所 ：長野県奥志賀高原
○ 参加者 ：12 名（別にガイド 3 名）

標高 1300m のカヤノ平に集合
ここにはキャンプ場と広大な牧場があり
牛ものんびり草を食んでいる。

雑魚川に注ぐササラ沢を
やぶ漕ぎしながら下降する

出発前に装備の点検
必需はヘルメット、長靴、昼飯。
メットは無料レンタル。長靴は自前だが
膝下までの深いものがベスト。

緩い傾斜の岩石の上をサラサラと水が流れる
・川床の石には苔が生えていないので普通の長靴
でも滑ることはないがスパイク付ならベスト。
水が澄んできれ
いなので進む道
がわかりやすい
・雨後なら濁っ
ていて歩きは
少々無理かも
しれない

これが川の全容
・川巾は 30m ほどでゆったりしている。
・水深が 30cm 前後なので怖さは感じ
ないが 500m 歩くとなると疲れ具合
がどうなのか全く見当がつかない。

・ところどころに深みがあるので要注意
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滝のある場所では岩場に上がるか登山道へ上る
常連のメンバーには滝の上部に進む者もいる
（写真の人物はガイド！）

こんなところも馴れるとドンドン歩けます
ハーモニカ滝
・川巾いっぱいに広がるこの滝は全体が見える
下流から眺めるのが最も美しい

ハーモニカ滝はすぐそばまで近づける

三段の滝
さすがにこの滝は登れないので登山道から写す。

滝の下部は危険度大
・ガイドもこの場所では気が抜けない
・バンザイをして今日の体験を終了。
初めての川歩きを楽しみ大満足の私
後ろ姿を見ただけでサマになっている。 ・バンザイをして今日の体験を終了。
ベテランの証か
・ガイド、送迎を含めて今日の出費は 2,500 円。
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年 賀 状 に 思 う

原山

伸之

今年も残すところあと１カ月余となり、そろそろ年賀状の季節になってきた。手元には、
1971 年（昭和 46 年）から本年に至る賀状交歓記録がある。
（記録の抜粋写真参照）これによ
り、チェック管理している。時々2 枚いただく方などが居るので、その轍を踏まないよう注意
している。入社以来 8 回の転勤では、行く先々で知り合い、知人・友人が増えていったのは
当然の成り行きで、有り難いことと思って対応してきた。年賀状のほか、リタイア時の退職
挨拶状では、ちょっと不遜ながらユニークな挨拶状（写真参照）を発送し、百人くらいから
返事をいただいたので、翌年の賀状は 50～60 枚程度増加した。
以前からも我が年賀状は、プリントゴッコや版画等を使い、僭越ながらユニークさとオリ
ジナリティを出していると愚考しているが、リタイア時のあたりから、退職後の無聊の克服
も併せ、更に一ひねり加えた年賀状を作成している。パソコンを利用した、写真年賀状であ
る。昨年分の賀状参照）

孫が 1 人、2
人、3 人、4 人
と増えていっ
たので、爺馬鹿
ながらこれを
題材に、我が夫婦もちょっと小さく控えめ？に、生
きてる証も兼ねて掲載している。
文面も、当初は、一人ひとりにオリジナル文章を
書いていたが、人数が増え対応困難になってきたので、文面を変更し
た。
先ず、全員に共通の文章、これには自己の座右の銘や一般的な箴言、
自己？への警告やアドバイスも含めて数行割き、次に各グループ（約 20 くらい）毎に共通の
文章として数行記入、最後、より親しい方には、余白にオリジナル文章を記すことにしてい
る。
最近、友人からの年賀状に、今年限りで賀状交歓は卒業にしたいと記載されてくるものも
散見されるようになった。昔は、賀状交歓は自己研鑽・向上の産物で有り難いと思っていた
が、このごろは逆に卒業が有り難いと思うようになってきている。
こちらから、粋がって発出している年賀状は、他
人様から見れば、相当負担になってきているの
ではないかとさえ思っている。古希も過ぎ、終活
も考えなくてはならない年齢になって来て、年
賀状交歓もその一環として、考えなくてはなら
ないのではないかと思っている昨今である。
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あ

たかだかスキー、されどスキー
その 1

スキーを始める（はじめてのスキーから SAJ

逢坂
2 級まで）

寛光

（はじめに）
スキーを始めてから、途中、何度か休止もありましたが、かれこれ 60 年になります。我な
がらその長さに驚きます。前からスキーとの長い付き合い、体験、思い出などをつづってみ
たいものだと思っていました。自分自身の記録だけでなく、どこか発表できる場がないかと
思っていましたが、この度、森屋会長の勧めもありマスターズ通信に拙い文章を載せて頂け
ることになりました。ここに深い感謝と御礼を申し上げます。
（はじめてのスキー）
私は 1949 年（昭和 24 年）に雪深い北海道に生まれました。ただし、平野（石狩平野）と
低い山（丘と言うべきか）が連なる場所でスキーをやる人もほとんどおらず、また近辺にス
キー場もありませんでした。
小学校の低学年のころかと思いま
すが、兄たちのおさがりか、どこか
からもらってきたものなのかゴム長
靴をスキーの留具に紐でくくり付け
準備は 良し！
るスキーが家にあり、それで遊びは
じめました。木製の単板のスキーで、
エッジもありません（その頃、すべ
てのスキーにエッジはなかったが）。
また木製の滑走面は滑りが悪く、水
分を吸収するので仏壇にあったロー
ソクをこすり付けました。近くの丘
の雪を踏み固め、わずか 20 メートル
から 30 メートルのスロープを作っ
て、そこを滑りました。直滑降のみ
では単調なので、ときには途中に小さなジャンプ台を作りそこで飛びました。多分、中学生
になるころと思いますが、カンダハー式の締め具やヒッコリー製の板など、今に近いような
板、用具が出始めましたが、高価なスキーを親が買ってくれるはずもなく、中学から高校こ
ろまでスキーとは無縁になりました。ただスキーに対する興味は続いていて、菊池定夫など
が活躍した TV のジャンプ中継などを近所の家に観に行った記憶があります。またアルペン競
技ではニセコ出身の野戸恒男などが有名で、スキーに関する新聞記事などよく読みました。
また小遣いをためて札幌の宮の森ジャンプ競技場（札幌オリンピックで金銀銅を取った会場）
に見物に行きました。70m 級の小さな競技場ですが、上から空中を飛んでくる（落ちてくる？）
選手にびっくりしました。
その後、大学進学で東京に出てきました。その頃、ちょうど札幌冬季オリンピックもあっ
たことなどから、ウィンタースポーツ、特にスキーがブームになってきました。大学でも体
育会系のスキー部のほかに、レジャー、遊び志向の同好会などが多くできた時期です。同級
生に山形県上山温泉の旅館の息子がいて（子供のころから蔵王で滑っていたようです）、「あ
すからスキークラブの合宿に行くんだ」などと楽しそうに話すのを、羨ましく思いました。
貧乏学生の私にとって高価なスキーを買い、また遠くのスキー場に出かけることなど夢のま
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た夢でしたが、社会人になったらスキーをやろうと決めていました。
就職し、小遣いも自由になった 1974 年（昭和 49 年）の正月に初めてスキー1 式を揃えまし
た（板はクナイスルだったと記憶しています）。その頃、ちょうど第 2 次スキーブーム（？）
で、冬になると仕事仲間などとスキ
ーに行くのがはやっていました。会
頑張った、頑張った！
社の寮仲間と新宿から夜行急行「ア
ルプス」に乗って初めて白馬に行き
ました。早朝、駅から八方尾根まで板
を担いで歩いて行ったのですが、初
めて目にした北アルプス（後立山連
峰）の迫力、そして真っ赤に燃えるモ
ルゲンロートの美しさは今でも忘れ
ることができません。
スキーを本格的に、かつ真面目に（？）習い始めたのは、会社の同期に誘われて行った「戸
隠高原プロスキースクール」でした（今はなくなったようです）。車がなかったので夜行で長
野駅まで行き、朝一番の戸隠行きのバスで行きました。その頃は、いかんせんスキーブーム
でスクールが経営する宿の狭い部屋に多人数が押し込められ、またリフトも食堂も大混雑で
した。それでもスキーがともかく面白かった時代です。子どもの頃、自己流で滑っていまし
たが、スキーの基礎を一から習って、滑るたびにぐんぐん上達することが実感できた楽しい
時代です。
そのころ花小金井にあった社員寮に入っていましたので、住と食にかかる金はほんのわず
かです。安月給でしたが、ほとんどが可処分所得でしたのでスキーにもずいぶんつぎ込みま
した。またスキーに行くために（？）、借金して車も買いました。読者の皆さんも同年代なの
でご存知と思いますが、その頃は高速道路が東松山まででした。そこから 17 号線などを延々
と走るわけですが、志賀高原などは 10 時間近くかかったような気がしますが。高速が高崎、
前橋まで伸びたときは大助かりでしたが、それでもその先の長野方面に行くには碓氷バイパ
スで峠を越えて、また上越方面は月夜野まで利根川に沿って走り、三国トンネル、苗場経由
でした。ノーマルタイヤで雪道を滑ったり、三国峠で猛吹雪にあったりと怖い体験も何度か
ありました。
（SAJ 2 級に合格）
北海道で雪に慣れていたせいか、またスピードを出すのが好きで、スキーの腕前がぐんぐ
ん上がっていきました。その頃 SAJ の 2 級と言えばスキー仲間でも一目置かれる上級者でし
た。戸隠のスクールで SIA（日本プロスキー教師協会）のメダル（多分シルバーメダル）をも
らっていましたが（その頃の SIA はポールのタイムのみで検定）、腕試しと 1977 年（昭和 52
年）の 2 月に 2 級にチャレンジすることになりました。会場は新日本湯沢スキー場（その後、
湯沢パークスキー場と呼ばれ、現在は閉鎖）で十数人が受けたと記憶します。検定種目はず
いぶん多かったように思います。特に緊張することもなく滑りました。結果は合格で、しか
も上位のトップ 3 に入る高成績でした。
「なーんだ、俺の実力は 1 級じゃないか」と天狗にな
りました。すぐ調子に乗る性格で確かその 2 週あとくらいと思いますが、同じスキー場で今
度は 1 級に挑戦しました。しかし結果は、予想に反して（？）惨憺たる成績で箸にも棒にも
かかりませんでした。天狗の鼻もぽっきり折れて、そのシーズンは終わってしまいました。
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その 2

スキーにはまる（SAJ

1 級そして準指にチャレンジ）

（SAJ 1 級に連続して落ちる）
初めての 1 級挑戦に失敗した翌 1978 年（昭和 53 年）シーズン、今年こそ 1 級合格と気合が
入りました。なお、そのシーズンから検定種目がパラレル（大回りターン）、ウェーデルン（小
回りターン）、総合滑降の 3 種目になりました。級別テストも指導員検定も種目が目まぐるし
く変わり、受ける方はその都度、困惑することになりますが、このことは別途、触れたいと
思います。
前年、落ちたのはたまたま運が悪かっただけ、という勝手な思い込みで、さっそく正月に仲
間と行った岩岳で 2 度目の挑戦をしました。事前にレベルが高いと言われる岩岳のスキース
クールにも入り、気合が入っていました。しかし、結果はまたも不合格。その辺りでどうも
自分にはスキーのセンスに欠けているのではないかと疑心悪鬼になってきました。さらに 2
月末だったと思いますが、今度は戸隠に行き、スクールの特訓コースにも参加して 3 度目の
挑戦をしましたが、またも落ちました。
（ついに合格）
3 度の不合格にかなり落ち込みましたが、途中で投げ出すわけにもいかず、3 月に仲間と菅平
に行ったときの最終日の日曜に 4 度目の試験を受けました。一緒に行った連中は、車の渋滞
をさけて午前中に帰ることになり、私だけが残りました。検定は裏太郎のゲレンデの下半分
程度で行われ、あまり自信もなく滑ったのですが、特に失敗もなくまずますの滑りができた
と思います。これで落ちればまた来年かと、ドキドキしながら発表を待つと「合格」でした。
「やったー！」とその場で叫びたくなりました。仲間が先に帰ってしまったのが残念でした
が、合格証を抱えてうれしさをこらえきれえずに天狗の斜面をおりて帰途につきました。1978
年（昭和 53 年）3 月 21 日のことです。
その後、ある人から 2 級と 1 級の間には技術差がかなりあり、熱心に練習しても 50 日程度の
滑走日数（1 年に 25 日滑ると 2 年間）が必要と聞きました。それを考えると自分が 2 級から
1 級に約 1 年余り要したことはごく普通のことのようです。
（SAK に参加）
1 級合格でますますスキーにはまっていきました。その頃はテクニカル、クラウン・プライズ
はまだなく、1 級の上は指導員ということになります。そのころ友だちなどとスキーに行っ
ても、どうしてもレベル差がありました。また私ももちろんスキーは、レジャー、趣味のひ
とつとしてやっていたわけですが、スキーに対する意識の違いなども出てきました。その先、
指導員を目指すには東京都スキー連盟（SAT）に加盟しているクラブに登録する必要がありま
す。小平に住んでいましたので SAT で小平市スキー連盟（SAK）の連絡先を教えてもらい、入
会希望の連絡を取ったのが小川先生でした。4 月に入ってからすぐだったと思いますが、早
速、春の講習会に誘われました。会場は丸沼だったと思います。20 名ほどの参加者でしたが、
一緒に滑った人の多くが 1 級ないし指導員クラスで、当たり前のことですがその技術の高さ
に驚きました。また夜の懇親会では、参加者のスキーに対する情熱にも大いに刺激を受けま
した。スキーの世界をさらに広げ、高めてゆく格好の場が見つかったのです。
「たかだかスキ
ー、されどスキー」という言葉は、そのころ小川先生から初めて聞いたと思います。
その後 SAK のスクールや講習会にできる限り参加しました。他のクラブ（当時は企業クラブ
が多かった）の人たちとも知り合い、まさにスキーという世界にどっぷりつかり、切磋琢磨
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する環境に恵まれました。1979 年（昭和 54 年）には石打の市民大会にも初参加しました。仕
事の都合で土曜の夜に石打駅におり、板を担いで宿に入りました。部屋は役員部屋に割り当
てられたのですが、宴会ですでに出来上がっている役員も多く、スキーやら大会に関する面
白い（傾聴すべき？）話題で盛り上がりました。ポールは戸隠のスクールなどで経験があり
ましたが、正式の草大会は初めてでかなり緊張しました。石打のシルバーコースで、初めは
調子よく滑って行ったのですが、終盤のゴール前がカーブになっており、そこで転倒してし
まいました。ゴールを目前にして成績が残せず悔しい思いをしました。市民大会で初めて賞
状をもらったのは 1981 年（昭和 56 年）の苗場・浅貝で行われた市民大会（SL）の 6 位入賞
でした。そのころは市報にも大会成績が掲載され、自分の名見つけて誇らしく思いました。
（はじめての準指検定）
1981 年（昭和 56 年）に準指検定を受けることになりました。初めてスキー教程を真面目に
読み、学科試験もパス。実技は菅平で受験することにしました。正月はファミリースクール
のアシスタントをしながら練習し、その後も寒い菅平に何度も通いました。
そして本番を迎えました。その時の一番の思い出は、裏太郎でのウェーデルンです。午後で
日が陰り、何人も同じコースを滑るので溝のように掘れて底がアイスバーンになっており、
外側には削り取られた雪がたまっていました。何ともひどいコースでゴールできたときはホ
ットしました。他の種目は自分ではかなり行けると思っていたのですが、結果は不合格でし
た。SAK でもすぐ受かる勝負強い人と、普段の練習ではうまいのになかなか受からない人が
います。実力とは別に、本番に強い人と弱い人がいることは確かです。私もスキーに限らず
あまり初手が良い方ではないのですが、悔しく思いました。ただ、指導員を受ける練習でス
キーが飛躍的にうまくなります。一度落ちてもその分、うまくなったと思えばよい、と自分
に言い聞かせつつその年は終えました。
ちょっと話は変わりますが、1 年目の検定種目に「不整地直滑降」
「横すべり」
「ゲレンデ・シ
ュプルンク（通称「ゲレシュプ」）がありました。翌年、この 3 種目は消えました。確かゲレ
シュプは再度 1 級の種目として復活し、その後、また無くなったと思います。
「横すべり」は
現在、級別、指導員検定種目として復活しています（昔の技術とはちょっと違うようだが）
。
「不整地直滑降」は、確かにあまり必要がないように思います。
ゲレシュプは、私が最も得意としていた種目で、なくなったことは残念です。普通、練習す
る場所もなく、また「飛ぶ」ことに
恐怖も伴いますので、苦手、食わず嫌いという人が多いよう
です。考えてみると、子どものころにジャンプ台を作って飛
んでいたので、踏切のタイミングや空中姿勢、バランスのと
り方が自然に身についていたのかもしれません。試験で必
ず合格でき、また点数を稼げる種目でしたが、皮肉にも 1 級
合格の時も準指合格の時も種目としてありませんでした。
ゲレシュプでの一番の思い出は 1 年目の準指を受けたとき
です。カモシカゲレンデの下に向かって右側の林の横にジ
ャンプ台が作られました。ともかく思い切り飛び出しまし
た。すると両側の観戦者が下に見えるほど高くなり、さすが
にビビって腰が引け、距離はかなり出ましたが、尻餅をつく
ような感じの着地で得点はそれほど良くありませんでし
た。あとで、そのゲレシュプで、空中で 1 回転したという猛
者にたまたま会いましたが、よくぞ生き
て帰ってこられたと、大いに驚きました。 ＷＳＣスラローム 石打シルバー
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その 3

準指に受かる

1982 年（昭和 57 年）、2 回目の準指チャレンジになりました。実技は志賀会場（サンバレー）
で受けることにしました。学科試験などは 2 年目で特に問題はなかったのですが、実技種目
が全面的に変更されました。指導種目としてプルークボーゲン、小回り A（板の切り替えしに
よる）、小回り B（ずらしによる）、シュテムターン、実践種目としてパラレル、ステップター
ン、総合滑降 A（パラレル、ウェーデルン、ステップターンで構成）、総合滑降 B（自由）、そ
して制限滑降（ポール）の 9 種目だった思います。合計の平均点が 70 点以上であること（つ
まり 9 種目で 630 点以上）、また指導種目は 2 種目落とすと不合格という条件だったと思い
ます。
この中で小回り A、B が特に問題でした。どのように滑ればよいか誰も分からない状態でした
が、ちょうどその前年と思いますがブリジストン（BS）スキー部の桐生正平氏が SAK で初の
都連（SAT）の教育本部専門委員になりました。BS スキー部は正月はいつも栂池で合宿してい
ましたが、そこに準指受検者が合流して桐生氏が特訓してくれることになりました。小回り
A、B の技術を文章で表現するのは難しいですが、特に私の場合、小回り A が上手くできませ
んでした。また、私の滑りは他の種目でも「体の切れがない」とよく言われ、軽快なメリハ
リが必要なステップターンも課題でした（何が課題か自分で分かったことも 1 つの進歩かも
しれませんが）。広い栂池の中の緩斜面で、桐生氏の指導で指導種目を中心に何度も練習しま
した。そして夜は、その頃、日立武蔵スキー部も栂池で正月合宿をやっており、合宿にアル
コールはつきもの、互いに宿を訪ねあったりして、ともかく酒席の多い合宿でした。
小回り A などの苦手種目の克服、さらには苦しい準指受検を何年もやりたくないし、ともか
くとことんやるしかないと腹をくくりました。正月合宿の後も広い苗場スキー場の 20m ほど
の斜面を足で上って何度も何度も練習しました。また、みつまた高原にコソ練（ひとりでこ
っそり練習すること）で行ったときは、練習で帰りが夕食のころになってしまい、宿の人が
遭難ではないかと心配してくれたこともありま
した。また準指の合宿や研修会のときは、受検生
の朝練が日課でした。まだ暗い朝 5 時過ぎに起
き、軽くジョギングなどを行い、その後、みんな
で板を担いで緩斜面を登り、練習しました（リフ
トがまだ動いていません）。仲間でいろいろアド
バイスし合いながら練習したことも思い出のひ
とつです。一度、サンバレーから丸池への坂道を
ジョギングしていたとき大型の除雪車に追いか
けられて（？）必死に走ったこともあります。
準指

志賀

サンバレー

そして 3 月の第 1 週、サンバレースキー場で試験に臨み
ました。1 日目は指導種目で、私の班は午後の最初が苦手の小回り A でした。最後までうま
くできるという自信がなかったのですが、自分の番が来て滑り出すと自分でも驚きました。
あれほど苦手の小回り A でしたが、リズムもうまく合い、実にスムーズに滑れたのです。本
番で初めて最高の滑りができました。大げさですが「本番で奇跡が起きた」と思いました。
スキーに限らず他のスポーツでも、よく「化（ば）ける」現象が起きます。一生懸命練習す
るのですがちっとも上達しない人が、ある日突然、蛙のジャンプのように変わることがあり
ます。SAK でも何度かそういう「化けた」人を見ましたが、その現象が自分にも起きたような
感じでした。後日、得点表を入手しましたが、上位の点数でした。
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そんなわけで 1 日目は、無難にすみました。2 日目の実践種目、苦手のステップターンも練
習以上の滑りができて、サポートについてくれた人からも「よかったよ」と褒められました。
しかし「好事魔多し」です。午後にパラレルターンがありました。その時のサンバレーのバ
ーン状況ですが、下地にアイスバーンがあり、その上に雪が載っていました。ゲレンデ上部
の中急斜面で行われました。直滑降でスタートして、プレターンに入るとそこがアイスバー
ンになっていて見事に横ずれしてしまいました。何人もの受検生が同じ個所を滑るのですか
ら、ごく自然にそうなっていたのです。しかし、パラレルは楽勝とたかをくくっていた私は、
それでパニックになってしまいました。次のターンは完璧にやろうとあせって無理な態勢で
入り、もっと無様なターンになりました。パニックがパニックを呼び、悪循環が悪循環を呼
んで最悪の滑りになり、最後はコントロールが効かずに検定員席に突っ込んでしまいました。
最悪の滑りです。後日点数を見ましたが、多分、全受検生の中でも最低に近いものと思われ
ました。少し落ち着いてから他の人を見ているとアイスバーンで皆、苦戦していました。要
はそこであせらず、リカバリーに務めることが重要なのですが、
「絶対うまく滑れる」という
自分の慢心が招いた最悪の結果でした。
「油断大敵、うまくいかないこともある」という心構
えさえあれば、なんとか対処できたはずです。その経験はその後の自分の人生訓ともなりま
した。
その夜は、悔しさと不安でよく眠れませんでした。3 日目は最後の総合滑降 B（自由）と合否
発表のみ。朝から霧が立ち込めて予定より 2 時間近く遅れて始まりました。やはりアイスバ
ーンもありましたが、なんとかしのぎました。この種目では、珍事がありました。なんとあ
る受検生がスタートからゴールまで直滑降で滑ったのです。さすがに「おー」とどよめきが
起こりました。合格はあきらめて、やけくそで最後のパフォーマンスを見せたのかも知れま
せん。
すべての種目を終えて結果発表。合格者の番号が順々に呼ばれていきます。自信はありませ
んでした。一般に検定は、とんでもなく良い点数はつきません。合格点が 70 点だと、うまく
行っても 72 点くらいですので、飛び抜けた得意種目があるより全種目まんべんなく合格点を
出す方が上手くいきます。また落ちたらどうしようなどと思いながらドキドキして待ってい
ると、自分の番号が呼ばれました。期待薄の中での合格で、重圧から解放されてホットした
気分の方が大きかったと思います。パラレルの大失敗を、小回り A などの他の種目で何とか
リカバーしてのぎりぎりの合格でした。
東京に戻ってしばらく休養を取ろうとしましたが、早速、3 月連休のスキースクールに来て
くれとお呼びがかかり、その年から指導員としての活動が始まりました。

準指

志賀

サンバレー

続きは次号で
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お楽しみに

上越国際スキースクール
2017 年マスターズスキークラブ
の開幕は 1/10～1/13 の上越国際で
のスクールです。
「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」
のキャッチフレーズのもと 21 名の
参加者がありました。内訳はバス乗
車 16 名、現地参加 3 名、新潟組 2
名です。気心が知れた部員と会友の
方々で気を使うこともなく気軽な
スクールになりました。
いつもの全観バス安全運転の関さ
んが各集合場所 4 ヶ所を回り、花小
金井を 7 時に出発。途中高坂ＳＡで

森屋 佐保子

雪不足だから こんなに晴れなくても

休憩を取り予定通り 10 時半にホテルグリーンプラザ上
暑いね～！ 越に到着です。チェックインを済ませ、身
支度をし、11 時半にホテル前に集合、そし
て開校式。記念撮影を済ませ、あらかじめ決められた 4
班（岸本班、森屋班、相澤班、フリー班）にそれぞれ分
かれスクール開始です。私は飯島さん、八木さん、樋口
さんの 4 人で岸本班です。
今朝は朝から春のような暖かさに心ウキウキなので
すが、ゲレンデは雪不足
のため前回同様大別当と大沢ゲレンデは閉鎖です。昨年の 12
月半ばより北日本と北陸の日本海側は雪の情報があったので、
上越の方も雪の心配はないと思っていたのにちょっとがっか
りです。私達は先ずは腹ごしらえということで、おしるこ茶屋
へ直行しました。お腹も満腹になり、いよいよレッスン開始。
お天気も良いのでリフトに乗り継ぎ当間へ。山頂からは八海山
の山なみがキラキラ見え、スキーで味わえる素晴らしさを
あ～あ、こんなに溶けちゃって
堪能しました。
さてレッスン内容はこのシーズン初滑りの人が二人（八
木さんと私）いるので無理しないようにと、岸本さんの配慮により基礎であるプルークボー
ゲンから始まりました。初心者のプルークでなく上級者のプルークということで横滑り、体
重移動、
外足加重
をみっち
り教わり
ました。
日頃運動
不足の私
は筋肉痛
にならな
まあ、溶けてしまったことはしょうがない乾杯！ うんだ、酒でもっと打ち解けようか
ければい
いが・・・とちょっと心配。でも今日は朝が早かったので早めに終了することに。ところが
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呑めないボクは食べるだけ

ワインにビールにワイン

ウイスキーにワインにビール
呑める！オレは何呑もうか？

私たちはうんと食べて・・

ホテルへ帰る最後の所で坂を登るか？リフトに乗るか？で
迷った末、楽なリフト選んだつもりが、そのリフト乗り場まで
はびしょびしょな平坦 ウィ、たっぷり呑んだぜ、ピース！
で一歩一歩行進する羽
目に。やっと乗り場に着い
たら何とリフト下り場に雪
がないということでスキー
を担いで乗らなければなら
なかった。散々な最後でした。
今晩の夕食は、岸本さんと石川さんが明日の夕方に帰京
されるので、モンテローザで懇親会として行われました。
この時、会長より悲しいお知らせがありました。あの体格
が良く、いつもニコニコしてらっしゃった田村さんが 1/9 永眠されたとの報告に一瞬言葉を
失ってしまいました。昨年 12 月頃から体調を崩されていたのは知ってはいましたが、まさか
こんなに早くお亡くなりになるとは思っていなかったので大変ショックでした。高い姿勢で
左、右に体を傾けながらどんな悪雪の所でも、ゆったり優雅に滑ってらっしゃった姿が思い
出され本当に寂しいかぎりです。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。懇親会も心なしか静
かに終わったようでした。
2 日目。
朝食の席で会長から昨夜寝るときに膝を傷め今シーズンは滑れそうもないと報告がありビ
ックリ。日頃の運動のし過ぎか、それとも加齢によるものか・・・まあとにかくじっとして
いるのが一番ということで会長はお休み。天気が悪いので野澤さんもお休み。森屋班は石川
さんが受け持つことになった。指導員が 5 人も来ているのでこんな時は助かります。
部屋に帰って、また乾杯！（幸せ）

おい、おい、オレはまだ呑めるって！

もう寝たら・・

昨日の夕方から雨が雪に変
わり、今朝は 30～40ｃｍ積もり、今もどんどん降り続いている。天気予報は雪ダルマに吹雪
のマーク、滑る気持が萎えそう。でも今日は深雪の滑り方を受けられるかもしれない。それ
もまた楽しいかなと思いながらゲレンデへ。岸本さんも「今日のレッスンはほどほどにして
新雪を楽しもう」と言っていたが、なぜか昨日の続きになってしまった。雪が降りしきる中、
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その人の弱点を直すべく声をからしながらの熱心なレッスンに頭が下がります。でもなかな
か思うように滑れず基本の難しさを痛感する。午後になっても雪は止みそうもないので私達
の班は 2 時半におしるこ茶屋で休んでから帰ろうとしたが、そのおしるこ茶屋が早々と閉店
してしまっていて、そのままホテルへ引き上げることに。
その後ゆっくり温泉で今
ウエアは 全員お揃いの 水玉模様 (^_-)-☆
日の疲れを癒しました。5 時
半よりモンテローザでバイ
キングの夕食です。食べて、
飲んで、笑って、今日の出来
事を話し合い、7 時半にはお
開き。そして各お部屋で 2 次
会、3 次会？があったようで
すが私達女性は早めの就寝
となりました。
3 日目。
会長より昨日の温泉療法
が効いたらしく膝の調子が
良くなったと言うのでスク
ールへ復帰することになる
（大丈夫かしら？無理しな
ければ良いのだが）。ところ
で私達の班は岸本さんが帰られたので二人ずつ森屋班と相澤班に入れていただくことになっ
た。飯島さんと私は相澤班へ。まだまだ雪は降り止まず視界も悪いので今日のレッスンはた
だ一点、膝を曲げて（ブーツのベロに脛をくっつける）前傾姿勢をとる、これだけを守り滑
りましょうとの注意で、相澤さんの後ろをローテーションしながらおしるこ茶屋の前のリフ
トで、岸本さんの教えを頭の隅に置きながらグルグルと回る。
12 時にはホテルへもどり帰宅の準備。皆さん慣れたもので出発時間の 10 分前にはバスへ
乗車し、全員無事でスキー場を後にすることが 大雪じゃ無理 おしるこ茶屋ねっ(＾◇＾)
できました。4
雪不足が一転！大雪！！(*_*;
時半頃バスの右
手に昇り始めた今
年初の満月を眺め
たりしながら渋滞
もなく予定通り 7
時頃小平に到着し
ました。
甘いお汁粉は 幸せになるね(^^♪
「笑って生
きていこう
よ」というグリコの
ＣＭで「幸せだから
笑うから幸せにな
る」という言葉を思
い出し、一年に何回
も皆さんとお会い
し、その度に
無事、滑り終え、早く温泉、温泉！
笑いをいた
だき楽しいひと時を過ごすことができ、本当に幸せを感じています。皆様に感謝です。
幹事の萩野さん、熊井さん、ありがとうございました。
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八方・五竜スキーツアー
2017.1.24（火）～27（金）

大熊 義之

参加者（敬称略、* 印は会友）
茂野、乗越夫妻、原山、樋口、真杉、丸山、森屋、和合、
竹内*、塚田*、竹村*、千葉*、嵯峨﨑*、大
熊*（計 15 名）

私 酔っていますが大熊です

この度はクラブ事務局の原山さんとのご縁
で、名古屋にいる友人の嵯峨﨑ともども初め
てクラブのスキーツアーに参加させていただ
きました。幸いお天気に恵まれ、そしてそれ
以上に、元気溌剌な皆様方とご一緒できまし
たことで、本当に楽しく充実した３日半を過
ごすことができました。まずもって心より厚
くお礼申し上げます。
一日目は五竜です 私はここ 隣は嵯峨崎さん
以下、私の不確かな記憶をもと
パワフルさに 刺激されました
に、思い出せる範囲でざっとこのツアーの記録を綴っ
てみることとします。
ウエア色も一致 色々 着が合うね
１日目（１月２４日）
花小金井駅で６名、
中央公民館から５名が
クラブチャーターのバ
スに乗り込んで、一路信濃の白馬へ。バスの中では早々に
「宴会」が始まり、嫌いではない私もビール、ウィスキ
ー、
ゴーグルしても眩しい八方の 山々
日本酒と杯を重ねているうちにすっか
り酩酊、気が付けばクラブ定宿の丸金旅館に到
着しておりました。ひと風呂浴びてまず一杯、

食事中にまた一杯、部屋に戻ってまた
また一杯とこの日はまさに「呑み」に
徹した一日でしたが、おかげさまで初
対面の皆様方とも大分お近づきになれ
たのではないかと思っております。
こんなに晴れれば やはり全員頂上に集まる
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２日目（１月２５日）
朝９時に宿舎を出て白馬五竜スキー場へ。お天気はまずまずながら、気温はエスカルプラ
ザのゴンドラ乗り場でマイナス 7℃、アルプス平うえの「地蔵ケルン」付近でマイナス１
０℃とかなり低く、昨日のお酒で火照った頬に風が心地よい。早速メンバー15 名が、森屋
会長、茂野さん、原山さんをリーダーとする 3 班に分かれて滑降開始。私は、乗越夫人、嵯
峨﨑さんとともに原山チームに入れていただきました。
聞けば、当クラブでは、ルールとして、必ず参加者を
1 チーム 3 人以上の班に分けて滑るとのこと。その理由
は、全
ケルンでのんびりして
ようやく 滑り出す
員一
緒の行動では各人に
対する十分な目配り
ができないから、ま
た 1 チーム 3 人以上とするのは、事故があったときに当
事者に寄り添う人が 1 人、連絡係として動く人が 1 人必
要だから、とのことでした。
皆様と一緒に滑って感じたのは、まず、
どの班もノンストップでの「一滑り」の距
離（時間）が予想した以上に長かったこ
と。これには腕前（足前？）もさることな
がら、皆様がそれに耐えられるだけの体
力・脚力をお持ちだということで、日ごろ
のトレーニング、ご努力のほどをうかがい
知ることができました。またパワフルな滑
りをされながらも、決してスキーのコント
ロールを失うことのないよう細心の注意を
払う、そんな真摯な姿勢も大変勉強になり
見渡せば 滑り下りるのが惜しいが
あのロンドール目指して
ました。
メインの「とおみゲ
レンデ」はもとより、リフト券共通の
「いいもりゲレンデ」、「Hakuba47」のコ
ースにもあちこち足をのばして一日を終
了。
夜は、会長が撮ってくださったビデオ
を鑑賞。この日の映像には私の滑りのア
ラもはっ
きり
着けば まずは これ
と映
し出され恥ずかしくもあり
ましたが、おかげさまで明
日に向けての良きヒントを
得ることもできました。会
そして名物のパンとボルシチ 長ありがとうございまし
た。また併せて、ベイル・スキーツアー等これまでに会長
が撮影・編集されたほかのクラブ行事の記録ビデオもいくつか鑑賞させていただきました。
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３日目（１月２６日）
無風快晴と絶好のコンディション。予定をやや早めて 8
時半に宿を出発、途中神社で安全祈願などをしながら八方
尾根スキー場へ。名木山ゲレンデからリフトを乗り継いで
兎平のさらに上、スキー場の最上部へと向かう。雲一つな
いコバルトブルーの空を仰ぎ見れば、眼前右手に白馬三
山、左手には五竜岳、鹿島槍ヶ岳が大きくそびえ、また振
り向けば、かなたに雨飾山、火打山、妙高山、戸隠山と越
後の山々がくっきりと望める。つくづく八方はゲレンデ
食後も相変わらず 天気 最高
の多様さもさることながら、他のスキー場では見られな
いこの大パノラマも魅力のひとつと改めて感じ入る。リフトを降りて、まずは白馬岳をバッ
クに全員で記念撮影。その後は昨日
とほぼ同じ班分けで、あちこちのコ
ースをほぼくまなく滑りました。
夜は、いよいよ懇親会の「本
番」。前二晩の予行演習の成果もあ
って（！？）、会話もお酒も大いに
弾み、目いっぱい懇親の実の挙がっ
た楽しい夕べとなりました。
４日目（１月２７日）
前日に続き八方尾根へ。天気予報
は午後から雨とのことでしたが、
我々が滑るのは昼までなので心配は
無用。スキーも連続 3 日となると、
紅一点 嵯峨崎さん 昼も夜も 元気でした
皆さんの調子も一段と上がって、滑
りは絶好調に。しかし年齢的にはそれなりの疲れもあるはずな
また来てね
ので、私も気を抜かず丁寧に滑る。11 時半、全員事故もなく無
事滑り終え、宿に戻ってひと風呂。帰り支度を整え、皆様お気
り ん ご や

に入りの近くの蕎麦屋「林檎舎」にて
本場の信州そばと地酒
を堪能したあと、バス
はい！きっと来ます
嬉しいねぇ
に乗り込み東京へ。
終わってみれば長いようで短く、また短いよ
最後は 林檎やで 酒と蕎麦とそばがきと
うで中身の詰まった実り多いツアーでした。ク
ラブ会員ほかご参加の皆様には改めて感謝申し上げますとともに、来年もまた日程が合えば
ぜひ参加させていただきたいと思っている次第です。
最後に個人的な反省をひとつ。実は、今回のツアー参加者のなかでヘルメットを被ってい
なかったのは私だけでした。近年は一般スキーヤーでもヘルメット着用が当たり前、という
より必ずそうすべきものと「常識」が変わってきたことは承知しておりましたし、昨年北志
賀に行ったときに皇太子ご一家のお世話をしている方から、一昨年来皇太子ご一家にもヘル
メットを着用していただいているとのお話を聞いておりましたが、正直ある種のてらいと面
倒臭さからそのままにしておりました。しかし、やはり何かあったときには自分自身はもち
ろんのこと、ご一緒いただいている皆様にも多大な迷惑をおかけするのは自明の理。遅れば
せながらやっと、妙な「突っ張り」は止めて素直に世の流れに従うべきと恥じ入った次第で
す。帰宅後、早速ヘルメットを購入いたしました。次回はきちんとヘルメットを着用いたし
ますので、引き続き皆様のお仲間に加えていただきたく、よろしくお願い申し上げながらこ
の雑文を終えることといたします。
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１０年ぶりのスキー

山本

雄二

1. 小平マスターズスキークラブのスキーツアー参加のきっかけ

昨年４月から嘉悦大学公開講座「フランス語初級」に参加しました。
受講生は男子 3 名、女子 3 名の 6 名、土曜日の朝の 1 時間半の授業で
した。1 つの机に 2 人掛けで、たまたま乗越さん（奥様）の隣に
は～い、私が山本です
なりました。授業の前や後の受講生同士の会話で、乗越さんが
本体以外 全部新調です
皆様から 「いらっしゃいませ」 と歓迎されりゃ・・ 「山」に行
かれたり、スキーに行かれたりすること
や小平マスターズスキークラブのことを知りました。
私は学生時代に毎年、12 月末と 3 月にスキー同好会
に参加し、富山の極楽坂、信州の八方尾根、栂池等
に行っていました。会社に入社してからは友人と野
沢に行ったり、家族と会社の保養所のある菅平に行
っていました。定年前は那須塩原に 3 年間単身赴任
し、スキーシーズンにはハンターマウンテンやエー
デルワイスによく行っていました。
うん、頑張らなくちゃ・・

雪が降っていようが・・

皆さんガンガン行くので・・

しかし、59 歳で他社に出向後はスキーに行けず約 10
年間スキーをしていませんでした。一昨年の 12 月
に完全にリタイアとなり、スキーにまた行きたいと
思っていましたが、なかなか機会がありませんでし ミルキーウエイを
た。また、スキーをしてみたいと思っていたところ、 頑張って滑りました
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乗越さんから小平マスターズスキーツアーに参加できるとお伺いし、是非参加したいと思い
ました。
「マスターズスキークラブ 行事予定」を見せてもらい、ツアーNo３に参加させても
らうことにしました。ツアーNo３は 2 泊 3 日で、期間も短く、場所も尾瀬岩鞍と小平から近
く、10 年ぶりの私には適当と思いました。
2. スキーツアー参加の準備
10 年もスキーに行っていなかったので、スキーウェアは変色しており、スキー手袋もゴワ
ゴワになっていました。東大和のアルペンに行き、スキーストック、ゴーグル、スキーウェ
アー、手袋、スキーケースを新調しました。
そう言われると

私２級、山本さんは？

美味しい食事が・・

呑めないのか、可哀そう

スキー本体は 10 年前のままで、ワッ
クスも塗らずにツアーに持参しました。手入
れをしな
かったた
めスキー
板が全然
滑らず、こ
れが皆さ
んの顰蹙
を買って
しまいました。
「ウェアーを新調するより、スキー板を そうです！ 食べよっ！
新しくしなければ」との言葉を頂きました。これが第
一の準備不足です。小平マスターズスキークラブはシニ
アの人たちの集まりなので、「ゆったりと滑る班」もあ
り、そう云う班に入れてもらい、昔の感が少しでも取り
戻せれば良いと思っていましたが、現実はまったく違っ
ていました。現実は、「ガンガン」と滑るスキーマニア
の集まりでした。
もう一つの準備不足は、普段の運動不足です。スキーツ
アーに備えてジョギングをしておいたほうが良
いとは思っていたのですが、重い腰がなかなか
上がらず、体力強化をせずに参加してしまい、少
まっ、幹事から これは これは
し滑るとすぐに息が上がり、少し長い距離を連
続して滑ると脚の筋肉がパンパンになってしま
いました。
まあ、足前は 気にしないで 乾杯！

３．ツアー1 日目
家内に車で送ってもらい、中央公民館で全観の
バスに乗りました。花小金井に着くまでに、森屋
会長と少し話をしました。スキーの経験や級に
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ついて聞かれ、級は持っていないと答えました。
花小金井で全員がそろった後、幹事の相澤さん
と乗越さんが挨拶され、私も自己紹介をしまし
た。花小金井からは乗越
私、ずうっと２級よ
さんが乗ってこられ、隣
私もずうっとよ ははは・・
（永遠の笑顔）
の席に座ら
れ、ご主人
の話やスキ
ークラブの
話などをお
聞きしました。
途中のサ
ービスエリアでお茶を飲んだときに、乗越さん

セルフサービスのボトルから注ぐ時は 震えず 並々と

から、岡戸さん、茂野さん、相澤さん、丸山さ
んらを紹介してもらいました。尾瀬岩鞍は雪が降っていました。
バスはホテルの玄関の真ん前に止まり、雪道を重い荷物を抱えて歩くこともなく、非常に楽
でした。ホテルの大広間（3 階）でスキーウェアーに着替えた
後、ゲレンデに集合しました。バスでの自己紹介は座席に座
ったままだったので、皆さんに顔を見てもらえなかったとい
うことで、皆様に改めて紹介してもらいました。次にガンガ
ン滑る茂野さんらの班、森屋会長の班、相澤さんの班などの
班分けがありました。私は乗越さん（奥様）と同じ班が良いの
ではないかとの
帰りたくないほど 美味かった ことで、
ゆったりし過ぎ かしら？
ホテルの 料理 雰囲気良く

森屋会長の班に入れてもらいました。
早速ゴンドラに乗るということで、ゴン
ドラ乗り場まで行ったのですが、スキー
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の滑りが悪く、一番遅れてしまいました。ゴンドラは、風が強かったため動きがゆっくりで
した。ゴンドラは３人３人対面の 6 人乗りで関口さんと乗越さんの間に座りました。関口さ
んに「今シーズン何回かスキーに行かれたのですか」と尋ねたところ、もう 5 回とのことだ
ったのでびっくりしました。１０年ぶりのスキーで、ちゃんと滑れるか心配しながらゴンド
ラに乗っていました。終点に到着後、まずミルキーウェイを下りてみようとのことで、皆さ
んスイスイと滑って行かれました。私は、ちゃんと曲がれるのかと心配しながら後を追いま
したが、離されるばかりで、皆さんが止まって私を待ってもらっているところに、やっと追
いつくという状況でした。ミルキーウェーを滑り降り、息が上がってしまいました。１０年
ぶりのスキーのためスキーの感が戻っていないこととスキー板が滑らないため、皆さんから
遅れてしまいました。スキー場到着後の一発目の滑りで皆さんがをビュンビュン飛ばされる
のを見て、“とんでもない”スキーツアーに参加してしまったなと思いました。
昼食はパスタを食べました。午前の滑
十分に 休憩したのでチャンピオンコースへ
りで疲れて食欲のない状態でしたが、
行くわよ、丸山さん！
食べてみると完食できました。昼食の
はいはい、あそこの急斜面だね 待ってて すぐ行くから

後、森屋会長に、もっとゆっくり滑りたいと希望を述べたところ、相澤さんの班に変えても
らいました。昼からは相澤さんの班で滑り、途中からは野沢さんと二人で滑りました。野沢
さんと二人でリフトに乗り、山の話などを伺いました。野沢さんは 80 歳で“あの”滑り、驚
きと尊敬です。
スキーのあとホテルの温泉に入りました。少し熱めの温泉で疲れが取れました。
スキー板が滑らないので、乗越さんのご主人にワックスを懸けて頂きました。有難うござい
ました。
夕食は品数も多く美味しく頂きました。夕食の後、懇親会がありました。 私はお酒が全く
飲めませんが、懇親会に出席し、再度自己紹介をしました。皆さんのスキー技術の向上心に
は感心しました。
夕食時にコーヒーを飲んだので、なかなか寝付かれませんでしたが、疲れもあり、そのうち
に寝入ってしまいました。美味しいコーヒーでした。
私、幹事の樋口さんの横に座りたい
今夜の席は くじで決めます
４．ツアー２日目
相澤班に入れても
らって滑りました。乗
越さんのご主人にワッ
クスを懸けて頂いたお
陰で、スケーティング
も楽にできるようにな
それは それは 大変うれしい
りました。
(*_*)
第 3 クワッドリフトに岡戸さんと一緒に乗っているときに リフトの下にカモシカの子供が
新雪をラッセルしているのを見かけました。厳しい自然の中、小さい命がよく生きていける
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ものだなと感心しました。国体女子コースも滑りました。 国体女子コースは、しらかばコ
ース（西山第一ロマンスリフト）やロマンスコース（第 3 クワッドリフト）に比べ傾斜が急
で、必死で滑りました。
ほら、隣でも乾杯 待っているよ
はい、では、お疲れ様でした
昼食は名物の持つ煮
込み定食を食べまし
た。2 日目の昼食は食
欲もありました。午後
は晴れ間が見えまし
た。滑る距離が長くな
るにつれ、腿の筋肉が
パンパンになりまし
た。初日に比べれば大分滑れるようになりました。乗越さんにワックスを懸けて頂いたのも
効果があったと思います。気持ちの良いスキーができました。野沢さんや岡戸さんと一緒に
最後まで滑りました。
相澤さんのスキー指導（回転時、腰を回す 回転時、外側のスキーに乗りスキーをズラし
制動を掛ける、国体女子コースで横滑りの練習、など）があり、昔のスキーの感が戻ってき
ました。
２日目の夕食は男性と女性が隣り合うようにするため籤を引いて席を決めました。私は茂野
さんの向かいに座り、茂野さんの歴史に関する話などをお聞きしました。２日目の夕食も品
数も多く、美味しく頂きました。夕食後、懇親会があり、私はお酒が飲めないのに、また参
加しました。
５．ツアー3 日目
3 日目も相澤班に入れてもらって滑りました。しらかばコース（西山第一ロマンスリフト）
を何回か滑りました。段々滑りに慣れてきて、スピードもそこ
そこ出して滑りました。チャンピオンＡコースも滑りました。
少し急な斜面もそこそこ滑って下りることが出来るようにな
りました。
そば屋での昼食後、ホテルに戻り温泉に入りました。
3 時頃ホテルを出発しました。バスがホテルの玄関の前に止ま
ここの西山の 深雪では
り、荷物を運ぶ距離が短く、積み込みが楽でした。
東京も雪が降り、白くうっす
もう少し おまんも 腰を落として滑らにゃあ
らと雪が積もっていました。
バスの中ではうたた寝をしていました。
６．終わりに
単身赴任していた那須塩原で、三月のスキーシーズン終
わりに、借り上げ社宅から車で 1 時間ほどのところのハ
ンターマウンテンスキー場に行っていたときのこと。頂
上付近で、中高年のグループの人たちが「今シーズンは、
そうかね、深雪はこんなに 足を揃えるかね
今日が最後の滑りです。また、来
もうワン ステップだね
シーズン会いましょう。」と言って
滑り降りていかれました。これを側
で聞いて、こう云う仲間の居る人た
ちは幸せな人たちだなと思い、羨ま
しく思いました。
今回スキーツアーに参加させて
もらい、私にも「また、一緒に滑りましょう。」と声を掛けられうれしい気持ちになりました。
皆様、また一緒に滑りましょう。次回は、準備万端整えて参加する意気込みです。
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志賀ツアー報告
米澤

成二

日時 2017 年２月２1 日～24 日 ３泊４日
男性１６名 茂野、野澤、乗越、原山、樋口、丸山、森屋、
米澤、竹内、塚田、久保田、竹村 相澤、石川、
別ににらめっこしてはいないのですが
村田、村山
私が 仏の 山本です
女性８名 飯島、臼田、熊井、関口、萩野、森屋佐、八木、武重
小平マスターズスキー
クラブの樋口さんから今
回のスキーツアーに誘わ
れて初めて参加させて頂
いた米澤が今回の報告者
です。まず参加者皆様から
は期間中は親切にして頂
き御礼申し上げます。今回
の小平マスターズスキー
クラブの第４回スキーツ
アーは２０１７年の行事
を締めくくるもので１-３
回のツアーは技術向上を
目的として既に開催され
（ひざまずき）よろしくお願いいたします
私 村山は きょうはこっちで

ましたが今回の４回目ツアーは今までの練習した成果を確認す
るもので練習プログラムは無く思う存分広い志賀高原を滑りま
くるという趣旨のようで楽しみにして参加させて頂きました。今
回小平マスターズスキークラブではスキーを初めて滑ったのが
５０代の人が７－８で一級試験をパスして
早く滑ろう！
いる方が数少なくおられるそうでこのクラ
ブでは相当しっかりした指導者が全員のス
キルアップに尽力され又各自が相当努力さ
れていると思い興味を持ちました。今回 3 日
を皆さんと一緒に宿泊して皆さんの技術層
が非常に厚という事が理解できました。以下
ツアーを通じて私が感じたことを報告させ
て頂きます。
２月２1 日(火曜)１２時４０分小平出発
今回使った小型バスは運転手付きでチャー

ターしたもので、午後１２時 30 分に平市中
央図書館前集合。バスの来るのが少し遅れて
１３時１４分に出発し途中で１３時４０分に
花小金井駅で誰々をピックアップしました。
バスは総勢で２０名（他に直接一ノ瀬で合流
する方が誰々数名）ですが。バスは所沢イン
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キラキラ輝く 奥志賀へ

ターから関越道路に入り１４時５７分に高坂 SA､１６時４７分に佐
久平 PA での休憩を挟んで確保、バス中では幹事役の樋口さんと XX
さんの両名がしっかり適切に運転手に指示を与えていたので安全に
快適な道中でした。１８時５
私、悩んでいるの ５分に宿舎とするホテルホウ
名前が 大きな字で
ルス志賀高原に到着。ホテル
の夕食は通常 17 時 30 分には始まるので遅れての到着
でしたので今後は出発をもう少し早くした方が良いか
もしれないとのこと
まあ、そんなに考えないで
でした。最初の日は
ゆっくり出発してそ
スキーは難しいものよ
の日は滑らないと
俺も・・
いう日程は滅多にな
いことですがこれも良かったと思います。２日前の 2 月
19 日の天候は長野一体が寒波に覆われて菅平スキー場で
は滑降面には青氷が張ったそうですが２１日は天候も収ま
呑もう
って明日２２日の天候は晴れと予報でした。
２月２２日(水曜) 快晴
この日は予想したとおりの快晴で一級あるいは指導員資格を
有するリーダーのもと数人ずつのグループで独立に行動する
計画でした。朝７．３０分のバイキング形式の朝食を済
ませて、９．００には全てのグループはホテルを出発し
上手くなったよ
て各グループの行き先はグループ毎に相談して決めて思
そうですかねぇ
い思いの目的地に出発。グループは６組み 各グルー

プのリーダーは一級指導員の資格のベテランがなって
おり、小平マスターズスキークラブの層の厚さを感じ
ました。こ
スキーは楽しい 楽しい

のような快
晴はこの時期は滅多
にないまたと
全観の 関ドライバー
ない機会と大
皆さん輝いていますよ 私以上に
方のグループは
遠出したようです。我々樋口さんのグループも一ノ瀬か
ら奥志賀方面にリフトを乗り継いで出かけた。奥志賀の
エリアは２年前まではボーダー全
面禁止であったのが昨年から全面

いつも いつも 上越のお三方
雪中梅 ありがとうございます

皆さんと 滑れて 嬉しかったです（米澤）
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滑降可能に変更になったようでこ
れは近年スキー人口が減少しボー

ジャンボだ

ジャイアントだ

ったので、滑っているときに適宜滑り方の
助言指導をして貰えて大変役立った。明日
の天候は芳しくないとの予報だったのでこ
の日は奥志賀で存分に滑った。この日の昼
食は奥志賀のホテルの隣にあるクリスチャ
ニアというプチホテルで取った。ホテルに
戻ったのは１５時４０であった。
２月２３日(木曜) みぞれ後曇り
スキー２日目の天候は予報通り朝から小雨
まじりで視界は殆どない。７時３０分の朝
食後も各グループは予定を決めかねてい
たが９時００に果敢にも出かけるリーダ

ダー人口が逆に増えたためという経済的理
由らしい。ボーダーだけでなくスキーヤー
と接触衝突しないように滑降中常に周囲に
目を配るように幾度もグループの人から注
意された。 私は前しか見ていないらし
く、私のようにスキーを習った事が無か

ジャイアント 平気よ

ーが女性の一組のグループがおられた。我々の
グループは小降りになった１０時０２分にホテ
ルホウルズを出発したが寺小屋へのリフトは強
風のため停止しており遠出は無理と高天原で滑
っていたが天候は良くなる気配もなく余り楽し
くないので１２時４０分にホテルホウルズに戻
った。

もう悩み 無くなったわ

２月２４日(金曜) 曇り
最終日は普通お昼過ぎまで滑ってというのが普
通ですがこの日は何故か朝食を終えると早々と
帰る支度をして８時４０分にはホテルホウルズ
を後にした。金井駅に到着したのは１９時４
０。小平市中央図書館前には２０時１０分頃到
さあ、私に ついておいで
着。全員事故もなく無事帰宅できた。
エピローグ
小平マスターズスキークラブには一級、指導員有資格者が多
く、メンバー全員スキーが大好きな者の集まりというのが第一
印象でした。またスキー以外に登山、山歩き、テニス等多趣味
の方が多くメンバー各自が程良くカップリングしていて、各自
がグループの中でのびのびしている非常に良いクラブというの
が私の印象でした。私は 60 年以上も前の高校時代に大阪から
単板スキーを担いで熊ノ湯でスキーを始めて以来今でも奥志
ワイン樽 空にした 帰ろうか
賀でスキーに毎年行っているのですが楽しむのがメインで技
術の向上には興味がなかったのでコブとか春のべた雪は最初から滑ろうとはしなかったので
今でも駄目ですが、今回のツアーに参加させて頂いて同じスキーをするならスキルアップし
ていつかは海外の氷河とか新雪で滑れたらと思っています。
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マスターズ秋の旅

佐渡島観光ツアーに寄せて

（１日目おけさＡコースと３日目Ｂコース）熊井

まさ子

天高く馬肥える秋 マスターズ恒例の秋の旅今年は、
（9 月６日（水）～８日（金））二泊三
日の佐渡への旅 参加者東京組１６名、上越組３名の総勢１９名
朝からあいにくの雨模様
の中、東京駅新幹線改札口へ集合、途中大宮駅で３名と合流 東京組１６名全員集合 一路 佐
渡へ、東京駅午前７：４８分発 （上越新幹線Ⅿa✕とき３０５号）新潟駅→佐渡両津港
１
１：２０分着 両津港で上越組３名と合流参加者１９名全員集合
（第１日目）
佐渡島内観光 おけさＡコースへ午後１：００出発このコースは、
ジェットフォイルで到着
佐渡全島を一望する大佐渡スカイラインと、金山、尖閣湾を訪ね
る佐渡観光のハイライトコースで有り、佐渡の最高峰金北山を頂
く大佐渡山脈の南部から海岸線までを巡る半日コース。

「白雲台」
標高 875ｍの展望台からは、
眼下に国仲平野穀倉地帯の
黄金色の田んぼが一面に広
白雲台 雨が降りそう
がり、
その奥に小佐渡山脈の山並み、またその南に最南端小木半
金山 心が痛む重労働
島も望める筈が、残念ながら雲に隠れて望めませんでし
た。 白雲台を後に大佐渡スカイラインを下り相川地区
へ。
「佐渡金山」
江戸徳川幕府三百年の財政を支えた金銀山跡、当時の採掘
現場の様子を、人形等を使って
再現。また小坑道、斜坑、探鉱用の小さな狸穴、空気を取
12ｋｇの金塊を掴む
り入れる煙穴等現代にも通じる
諸条件を備えていた。とはいえ、大型機械等無いこの時代
暗い穴の中での採掘作業は、筆舌に尽くし難い重労働で有
ったであろうと想像する事が出来る。併設された展示館では、掘り出した鉱石から金を取り出
す作業工程をジオラマで分かり安く展示。一角では何だか大勢の人だかり覗いて見ると、実際
に手で触れる事の出来る時価数千万円の金塊が展示されていました。見たのも触れたのも初体
験。金山を後に更に南下し海岸線へ。
「尖閣湾揚島遊園」
粗削りな断崖と岩礁か
ら成る約２キロの海岸
線で、急な崖を段丘崖
その上の平面を段丘面
「隆起波食台」といい、
幾万年もの波浪に浸蝕
され地震時に隆起を繰
り返し形
尖閣湾 上から眺めただけ
塚田さん必死にたらい舟の練習
成された。
陸からの眺めもさる事乍ら船からの眺めは断崖が目の前に大迫力で迫り浸蝕の驚異にただた
だ圧倒させられました。興奮冷めやらぬ中今日最後の観光スッポト七浦海岸へ。
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「夫婦岩」
七浦湾を代表する景勝
地の一つで、寄り添う
様に二つの大きな岩が
並んでいる所から「夫
婦岩」と呼ばれていま
す。日本海の大海原を
しばし堪能し宿へ。
＊両津グランドホテル
仲良く夫婦岩
帰着午後 5:20 分。ホテ
ルは島で一の加茂湖の畔に立ちホテルの窓からは、牡蠣筏
眺める 価値あり
が無数に並ぶ加茂湖が一望、また雨が降って来ました。
（第３日目）
金山の入り口 同乗の方と
旅の最終日 参加者１６
名、佐渡島内観光 おけさ
Ｂコースへ午前８：００出
発 昨日とは打って変わ
って天気は晴れ。今日のコ
ースは 話題の朱鷺と佐
渡独特の歴史、文化を訪ね
る旅。地図上では国仲平野
と小佐渡山脈中央部を巡
る半日コース。先ずは、国
道３５０号線を南下し金
丸地区へ。
「佐渡博物館」
館内は、「金とトキの島で
たどる３憶年の人の暮ら
し」をテーマに①佐渡金銀山展示室、②自然、考古、歴史、民俗展示室、③美術、工芸展示室
と、３つのブースに分けられ壮大なテーマである佐渡学を学ぶ事が出来る。うーん学べたかな
次は、ちょっと小休止皆さんお待ちかね酒蔵へ。
「尾畑酒造」
佐渡に何軒か有る酒蔵の一軒で、佐渡で唯一「全国新酒鑑評会」で金賞受賞の榮譽に輝いた酒
蔵との事。酒蔵内を案内して頂けるかと思ったら、残念ビデオを見せられそのまま試飲コーナ
ーへ。私は下戸でお酒の味は分かりませんでしたが、皆さんは如何でしたか？喉も潤った所で、
小佐渡山脈中央部へ。
「妙宣寺」
この寺は、県内唯一五重の搭の有る寺として知られており、日蓮が佐渡配流中に熱心な信者と
成った阿仏房日得とその妻が開いた寺と伝えられている。この地はかつて武田本間氏の居城だ
った事も有り、今も何処となく城跡の様な雰囲気を残している。また、住まいで有る庫裡も茅
葺の大屋根で存在感のある立派な建物でした。そろそろ折り返して国仲平野へ。
「根本寺」
（１２１７年）鎌倉竜の口の法難を免れた日蓮聖人は当時死人の捨て場とされていた塚原の
「三味堂」に入れられ、このあばら家で他宗の僧と塚原問答を戦わせ「開目抄」を著わしたと
伝えられている。今日最後の観光地へ。
「トキの森公園」
トキは、学名を（ニッポニアニッポン）といいペリカン目トキ科の一属一種に分類され、かつ
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ては、日本の各地で見られ、ここ佐渡でも数多く生息していたが、明治以降日本中で乱獲等に
より数が激減。1952 年 国の特別天然記念物に指定。次いで 1960 年国際保護鳥に選定され、
1967 年佐渡新穂村清水平に「新潟県トキ保護センター」が開設され、トキの保護、繁殖、野生
復帰への取り組みが開始された。その後現在の場所に移転し「トキの森公園」を開設。トキの
保護と共に一般公開も始められた。 これからも優雅なトキが大空を舞う佐渡で有って欲しい
と願わずにはいられませんでした。全ての観光を終え両津港へ午後１２：２０分帰着。
最後になりましたが、この旅を長い期間を掛け企画立案下さった幹事の乗越、樋口両氏に、
心より感謝申し上げます。お疲れ様でした。
夕食時の 写真 その１（その２はＰ４４へ） 蟹を食べる！
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佐渡旅行二日目 A 案コース
―佐渡再発見の旅―

茂野本史

旅行記を依頼されるとは思ってもみなかったので、メモなどは取っておらず、また近年記憶力の
低下も著しいので不正確の旅行記にならざるを得ないことを予めお許し願いたい。
二日目の A 案コースとは先ず大佐渡山地北部の石名天然杉のウォーキングを楽しんだ後、次はこ
こから、およそ70㎞以上も離れた小佐渡の最南端小木半島に向かい、宿根木集落とその周辺のジ
オサイトを見学することである。参加者は男性が相沢、樋口、茂野、上越組久保田、竹内、塚田、女
性は熊井、萩野、森屋の計９人の諸氏であった。樋口さんが幹事役である。朝食後、ホットモット？か
ら取り寄せた天丼弁当を各自受け取り、全員軽登山姿でタクシーを待つ。玄関では佐渡最高峰の
金北山（1172ｍ）登頂を目指す森屋会長、乗越夫妻、和合の諸氏が既にタクシーを待っていた。彼
らは本格的な登山のため、他のコースより３０分ほど早く出発した。一番好天が望まれる二日目だと
いうのに、無情の雨であった。８時５０分、２台に分乗してホテルを出発した。小生は運転席隣に陣取
る。初老の、品の良い運転手であった。佐渡６度目の小生とは何かと話が通じ、絵画を趣味とする奥
さんの影響で、島外各地にまで足を運んで美術展を見歩いているという。観光地の運転手という以
上の教養の持ち主であることがその話から窺えた。車は雨中のなか、内海府海岸縁を北に向かう。
天然杉ウオーキングの入り口の和木から車は海岸を離れて山中に向かう。大佐渡山地を東西に横
断するこのルート（石名和木林道）は近年、完成したとのことであった。林道は和木川左岸に沿って
外海府の石名の集落まで続く。川幅は４，５メートルあるかどうか、両岸から樹木がかぶさり、川面は
ほとんど見えない。所どころに背の高い雑草に覆われた平地が現れるが、廃田とのことであった。草
木は色づいたところが多く、佐渡の山中はすでに秋色が漂っていた。ホテルを出てほぼ１時間、９時
５０分登山口に着いた。林道わきに簡易トイレがあった。
＜石名天然杉ウオーク＞
ここの杉は昨年秋マスターズで行った戸隠神社の、奥社へと続く拝路両脇に聳え立つ、あの樹高
２０～３０m の見事な杉の巨木列とは全く異なり、天然の杉の巨木が標高800ｍ～900ｍの山中に
点々と自生しているのである。樹高は20m 前後、幹の周囲は6ｍから12ｍほど。ここの杉の最大の特
徴は樹形が実に複雑な形状をしていることである。途中で何本もに枝分かれしたり、大きなこぶ状の
ものがついていたりと奇形と言ったらよいか、芸術的とでも云ったらよいか、代表的な5本には、その
形状から象牙杉、四天王杉、大黒杉、家族杉、羽衣杉などの名称がつけられている。ガイドブックに
よると、佐渡は昔から造船に適した良質な杉で名高く、「舟木の島」とも呼ばれていた。幕府が金山
の薪炭確保のため山林を管理していたが、明治以降は県の管理となった。県は山林買取の際、石
名地区の天然杉を伐採してその支払いに充てていたという。その対象となるのは真っすぐに伸びた
良木であって、雪の重みと強い季節風のために奇妙に変形した杉は当然、伐採対象から遁れたの
である。奇妙な形状の天然杉の巨木がその形状の特異性ゆえに今日佐渡観光の一役を担うことに
なったのである。
さて、簡易トイレですっきりした一行は遊歩道入り口まで約500ｍほどの坂道を歩き出す。20分ほどの
この道がコース中最も急とガイドブックに記されていたが、白っぽい、細かい砂利が敷かれていた所
為か、歩きやすく、それほど急な登りとも思われない。しかも、有り難い事に、風もなく霧雨のような雨
になっていた。遊歩道入り口まで10分少々で到着、やはりマスターズのジジババは元気が良いの
だ！ガスがゆっくり樹間に流れる。ガスが切れたかと思うと暗緑色の葉を一杯乗せた杉の巨木が突
然出現する。名物杉には名称、樹高、幹回りなどを記した案内板が建っている。「羽衣杉」は根元か
ら何本も出た枝が地を這い、着地して新しい杉を生み出している。そう言われれば、羽衣に似てない
こともない。斜面に生え遊歩道はそれを取り巻くように付けられているので同じ杉でもどの位置で見
るかによって樹形はかなり違って見える。一同、そのネーミングに賛同するやら、疑念を呈するやら
会話も弾む。遊歩道出口近くに展望台があり、晴れていれば両津湾や大佐渡の先端大野亀までも
視野に入る、雄大な展望が可能なのだが展望台に立った我々の眼前はただ白いガスの海であっ
た。歩道は木屑が敷き詰められているので、滑らないしクッションが効いて膝にも優しい。およそ1時
間で天然杉のウオーキングは終了した。他のグループは見当たらず我々だけがこの薄い霧に包ま
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れた幽玄な天然杉のウオーキングを楽しんだのである。小一時間足らずの森林浴では元気印のジ
ジババにはやや物足りなさが残ったのではないかと思う。もっとすごい巨樹を見たければ、ガイドを
雇って（一人8000円、一日16人の入山制限）、外海府側から、さらに山奥に入り込まねばならない。
樹齢500年を超える「金剛杉」や「仁王杉」などは我々がここで見たものとはスケール、風格が違うらし
い。世界的な写真家天野尚氏撮影の金剛杉の巨大写真が2008年の洞爺湖サミットの晩餐会場で紹
介されたそうである。

羽衣杉 樹高18ｍ 幹周囲6.2ｍ
次の見学地は佐渡島の最南端宿根木である。タクシーで順調に走っても優に2時間以上はかかる
とみなければならない。山中にいたときに比べ雨が激しくなっている。それに宿根木でガイドと2時に
待ち合わせの約束をしているのである。空腹を覚えた小生は一行の先陣を切って乗車すると間もな
く天丼弁当を食べ出した。美味しかった。車は佐渡島の中央部国仲平野を大佐渡山地山麓沿い
に、国道305号を南下する。国仲平野には大佐渡山地と小佐渡丘陵の両高地に源を発する大小の
河川が注ぎ込み、一大水田地帯となっている。佐渡の地理に精通している運転手さんは途中、金井
にある「堂の貝塚遺跡」を知らせる案内標識を教えてくれた。小生はその貝塚が海産の貝とばかり理
解していたが、旅行後、調べているうちに、その貝塚は縄文中期の淡水性の貝塚であることが分か
った。その頃、真野湾は加茂湖近くまで入り込んでおり、真野と八幡（国府川の右岸）の沖に砂州が
発達すると、やがて湾が閉じられ、大きな潟湖（ラグーン）が形成された。
従って当時の大佐渡と小佐渡はごく狭い舌状の地形で結ばれていたに過ぎない。このラグーンは地
質学上、「古国仲湖」と呼ばれている。その後両山地から注がれる河川が運ぶ土砂が次第にこの潟
を埋め、大小の沼沢を含む大きな平地へと姿を変えていった。現在では当時の沼沢の名残りはな
く、辛うじて加茂湖が残るのみである。国仲平野を走っていると島にいるような感じがしない。佐渡は
海産物は無論のこと、農産物も何でも産し、島外に求めることはないとの事であった。道路脇の果樹
園を指さして「あれはサクランボの佐藤錦ですよ」と運転手さんが自慢げに教えてくれた。車はいつ
の間にか真野湾沿いを南下。樋口さんは携帯電話でガイドとの連絡・調整に余念がない。そんなご
苦労の中にあってもゴルフ好きの彼は佐渡にもゴルフ場はありますかなどと尋ねていた。2時頃、ガイ
ド氏との合流時間に無事間に合って宿根木集落に到着した。
＜宿根木集落＞
駐車場のある集落入り口の広場には、さすがに石名の天然杉とは異なり、大勢の観光客が群れてい
た。案内所前で待っていたガイド氏は30歳過ぎの男性であった。千葉県からの移住者で島に住み
着いてまだ、そう長くないとの事であった。適切な表現が直ぐには口に出ず、それを補うかのように手
振りの動作が目立つ。バインダーに挟んでいる資料（もしかしてアンチョコ？）を取り出そうとすると他
の資料が外れ落ちること数度。慣れてないのかなとやや心もとない印象を与えたが、そのうち段々舌
も滑らかに動くようになり手振りも少なくなった。費用や帰宿時間の関係から樋口さんはガイド氏と交
渉して30分短縮、1時間30分のガイドとなった。県外出身、経験も浅いにもかかわらず限られた時間
の中で、ポイントを押さえた要領の良いガイドをしてくれたと思う。
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Ｍａｐ １

上掲の地図に見られる通り、宿根木集落は集落の両脇が崖状となっており、1ヘクタールほどの狭い
谷あいに家屋が密集しているのである。最盛期の幕末から明治にかけては、120戸、500人ほどの人
口があったという。日本海を舞台とする廻船業の基地として栄えたのである。10人余りの船主、船乗
り、船大工などが居住し、それ以外にも鍛冶屋や石屋など様々な職種も集まり、造船基地でもあっ
た。集落を称光寺川が南北に貫流して海に注いでいる。何しろ狭いから、ほとんどの家屋は敷地い
っぱいに建ち総2階建てである。現在の集落は６０戸１８０人ほどのさびれた半農半漁の死んだように
静かな集落となっている。その３分の２以上が伝
統的建造物に指定されている。最古の民家は
「角」と呼ばれる寛政５年（１７９３年）に建造され
たものである。無論、江戸期建造のものは１０戸
を数えることは出来ぬであろう。昭和３３年（１９５
３年）築の宿根木公会堂の様な新しい（半世紀
は経過してはいるが）建造物も伝統的建造物と
なっているのである。なるほど玄関上の白壁に
大書された宿根木公会堂の会の字は旧字の會
の字が使われている。では、ガイド氏の後を追
いながら彼の説明を聴こう。スタートは大浜と呼
ばれる案内所のある広場である。これから向かう
集落の前面は高さが電柱の三分の二ほどもある
細い竹をびっしり並べた壁状の垣根が立ちはだ
かっている。これは風垣といって日本海から吹き
込む潮風から集落を守る工夫である。佐渡の海
岸部によく見られるものである。そう言えば、真
野湾沿いを南下する折に運転手さんからも教え
て頂いた既に学習済みの事であった。
世捨小路の石畳
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いよいよ集落の中に足を踏み入れる。宿根木集落は浜に向かって6筋の小路を組んでいるが、地図
上、①と②の家屋の間の幅1メートルほどの狭い石畳の路地を進む。中央部が長年の利用で窪んで
いるのがわかる。この道が世捨小路と呼ばれるのは集落の葬列が必ずこの路地を通った事から付い
たらしい。この小路の奥右手、図上①の家屋が柴田（新発田とも）収蔵の生家である。下の世界地図
の下に彼の略歴が記されているが、幕末期にこのちっぽけな集落が生み出した偉大な地理学者
である。彼の製作した世界地図「新訂坤輿略全図」は現在、佐渡国小木民俗博物館が所蔵している
が、残念ながらジオサイト重視のガイド氏の予定には見学は当初から入っていなかったようである。し
かし、最終日に訪れた佐渡博物館、時間不足の慌ただしい中、柴田収蔵が愛用していた手のひら
大の地球儀を収める容器が展示されているのを偶然見つけた。我ながらよく発見したとその僥倖を
かみしめたのであった。下に載せた世界図は横浜市立大所蔵の古地図データベースから旅行後取
り出したものである。拡大鏡で見てもよく分からないと思うが、画面に表示された地図をマックスに拡
大するとなんと佐渡島の直ぐ上に”左度”、真野湾上に斜めに”相川”と、そしてそのすぐ下に並べて
より小さく”シュク子ギ”と記しているのが辛うじて判読できた。小さく描かれた日本列島に都市として
は、江戸、京、大阪位しか記入していないのになんと相川と宿根木の名を書き入れている！シュク子
ギと書き込んだ時の柴田の顔はきっと笑みを浮かべていたに違いない。この発見、調べる事の面白
さ、喜びを小生久々に味わった。

さてガイド氏の案内は集落の中心から奥へと進む。時間短縮をお願いした為か、「清九郎」（Ｍａｐ１
の④）の様な内部を公開している建物も玄関に入る程度で個々の建物についての説明はなく、大部
分は集落全体に共通する家屋の建築上の特色や工夫について語った。外観は日本海から吹き付
ける潮風から建物を守るため”包み板”と呼ばれる縦板張りになっているとか、土台うえの横板は和船
を造る際の工法を取り入れるなどと説明されると皆、屈まなければならない、屈めば今度は立たねば
ならない、さすが元気印のマスターズのジジババでもこれは辛いのだ！
- 35 -

旧宿根木郵便局（地図上⑥）前の路地は福井県九頭竜川沿いから採石され千石船で運ばれた笏
谷石で敷かれているとか、宿根木公会堂近くの称光寺川に架かる念仏橋は江戸中期に尾道からも
たらされた石橋だとか、いかにも海に生きた宿根木を物語るものであった。集落の奥は入口の大浜と
同じくらいの広地となっており、公会堂（図⑩）、白山神社、称光寺⑪、熊野社といった集落の人々の
公共的精神的紐帯を維持する重要な空間である。称光寺境内に進む。雨あがりの曇天という条件の
中、周囲の崖は迫り、崖から樹木や雑草が覆いかぶさるようである。暗く薄気味悪さが漂う。一遍上
人が開いた時宗の寺院である。近代以前、佐渡にはかなり時宗の教線が伸びていたようである。こ
の寺のすぐ右に熊野社が鎮座している。時宗と熊野信仰とは開祖一遍以来の結びつきである。能に
限らず古来佐渡は民衆芸能が豊かに息づいているところだが、時宗や熊野信仰などは、この事実と
深いところで結びつくのかもしれない。

称光寺

称光寺境内の墓

＜宿根木周辺のジオサイト＞
集落の見学は４０分ほどで終了。一行はガイド氏の後について、磯辺に降りる。道路直下のじめじ
めした道とも思えない磯辺を転ばぬよう慎重に歩く。次頁Ｍａｐ２の⑲のトンネルに入る。相馬崎隧道
という。暗いので足元注意！である。ガイド氏からはジオサイトなる聞きなれないカタカナについて概
念的な説明は一切なかった。小生にとって十数年ぶりの佐渡であるが、その当時、ジオサイトなるカ
タカナは全く目にすることはなかった。今回初めて知った用語である。使用法からすると、ある土地が
地質学的、地理学的に他とは異なる個性・特殊性。固有性を有する時に、ジオサイトとか、ジオパー
クと言うらしい。地形上、非常に珍しい、または固有な景観をなしているような場合、その地形がどの
ように生成して来たか、そしてその特異な地形がその地に住む人間の生活にどのような影響を与え
ているか、人間を主体にすれば、人間がそのような地形、地勢をどう利用し、どう適合し、どのような
習俗や思想を育んで来たか、ということになるだろう。地理には自然地理と人文地理があるから、ジ
オサイトとは地理学上の概念と言ってよいだろう。ｇｅｏｓｉｔｅ，ｇｅｏｐａｒｋと綴る。同じ仲間の単語にｇｅｏ
ｍｅｔｒｙ，最近よく使われるｇｅｏｐｏｌｉｔｉｃｓ（地政学）などがある。佐渡のみならず、日本各地にあるらし
い。近いところでは秩父もそうだ。どうも、地方自治体の村おこし、町おこしの一翼を担う観光政策、
観光行政が背後にあるようだ。さて、トンネルを抜けると、台地状の岩礁が広がっており１００ｍほど先
で低い崖となって海に続く。このような地形を隆起海食台（Ｍａｐ２の⑮と⑨）と言うそうである。佐渡全
体が太古から繰りかえし起こった海底火山が次第に隆起して形成されたのであるが、小木半島は１８
０２年の大地震で２ｍ以上隆起したため、特にこのような地形が見られるのである。時間の関係で「天
然記念物および名勝の碑⑫」のあたりで引き返したが、途中、波の力で出来たくぼみである「ノッチ」
波食洞⑰なども確認できた。世捨小路の石畳は対岸⑩の新谷岬の石切り場から切り出された水中
火砕岩が使用されているとか。
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Ｍａｐ２

愈々ジオサイト最後の見学先岩屋山石窟（Ｍａｐ２の①）に向かう。ガイド氏がマイカーで先導する。
道路の両脇は刈入れを待つばかりの水田が続く。やがて右手丘陵の麓に巨大なお地蔵様が望め
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た。高崎観音よりは低いと思われるが、それにしても大きい。幸福地蔵と言うそうだ。佐渡はお地蔵
様の島と呼んでよいほど大小の地蔵に溢れているのである。この事実は何を物語るのだろうか？興
味あるテーマだ。車はすぐに丘陵の下の農道に着いた。車を降りて振り返ると前面一帯は海岸段丘
を利用した水田であった。Ｍａｐ２を子細に眺めると海岸線から地図上部の濃い緑で示された丘陵ま
での平地が幾段かになっているのが読み取れる。小生、河岸段丘は関東地方のあちこちで観察し
た経験があるが、これほど判然とわかる海岸段丘を見るのは初めてである。急な石段をちょっと登る
と、崖を背にして畳２０枚程度は敷ける円形の空地が現れた。その空き地をぐるっとお地蔵様が囲ん
でいる。その空き地の奥に2基の石灯篭を控えて、ぽっかりと大きな穴が口を開けていた。入ってみ
るとかなり奥行きがある。明かりは穴から入る外光だけだから、大変暗くて何があるか判然としない
が、目が慣れてくると天井や壁にはどうも何かが彫刻されているようだ。
そして、正面には人が何人も座れるような敷物らしきものが敷いてある。左側にはたくさんの石仏が
並んでいる。無論、この洞窟も海食洞窟で長期にわたる波浪の結果生じたものである。それが
100ｍ近く隆起したのである。旅行後に調べたところ、この洞窟の中心は、藤原末期とも室町期とも言
われる三体の摩崖仏（次頁写真）で、県の文化財に指定されている。現在でも毎月1日と17日には観
音講中の人たちが供物や供花をあげ、お籠りをしているそうである。管理所有は宿根木の称光寺で
あり、称光寺の奥の院的な存在なのであろうか？中世から近世、そして近代、現代へと続く長い長い
時間、この地区の民衆は、どのような思いでここに集い、何を祈願したのであろうか。
岩屋山から丘陵の縁に降り東方向に2，3分歩くと、再び狭い空き地に出た、平地にダイヤルハンド
ルの付いた鋼鉄製のポンプの様なものが立っており、そこから水道管の様なパイプが2本、崖に掘ら
れた横穴に伸びていた。これが世に珍しい宿根木新田の横井戸である。井戸と言ったら普通は垂直
に掘られるものであるが、それがここでは水平方向に掘られているのである。水利に困った宿根木の
農民たちの経験と叡智がこれを可能にし、海岸段丘が見事な美田へと姿を変えたのである。次頁の
挿絵にあるように、これも水中火砕岩が作用しているのである。まさに、ジオサイトらしい知恵であり、
その恵みなのだ。ガイド氏は案内の最後があまりにも地味過ぎてと恐縮していたが、いや、ジオサイト
なるものを実感できる最後の見学地に相応しい地であった。時計は3時半近かった。ガイド氏とはここ
で別れ、帰途に就いた。途中、大膳神社で佐渡最古の能舞台を見学した。帰路で最も嬉しかったの
は、昨日に続いて今日も野生のトキの飛行を見たことであった。昨日は4，5羽がかなり高いところを
飛んでいたので分からなかったが、今日は一羽ではあったが、大変大きく、しかも低空を飛んでくれ
たので、裏羽の、いわゆるトキ色がよく確認できた。素晴らしい一瞬だった。
5時近くホテルに無事帰着した。
6回目の佐渡の旅であったが、今回ほど印象に深く残った佐渡はなかった。もっと見たい、もっと知
りたい、もっと訪れてみたいところが沢山生まれた。その一番は大佐渡山脈の山中に何百年もの間
ひっそりと屹立してきた「金剛杉」であろう。是非一度その神々しいとまで形容される風格ある姿を拝
したいものだ。さらにまた、岩屋山に見られる土俗的な民衆信仰や夥しいお地蔵を生み出したのは、
どのような社会的、精神的状況だったのか、それに近づく方法は何であろうか。そんな問題意識や
疑問を与えてくれた旅だった。マスターズの二泊三日の佐渡旅行は小生にとって
佐渡再発見・再認識の契機となった。佐渡が新たな魅力と謎を秘めた姿で立ち現れたと言える。こ
の意味でこれを企画したマスターズの役員一同に感謝したい。
また末尾になりましたが、Ａコースの行程に関して効率よい時間配分、安価な輸送費用の追求など
旅行前から何度も現地との連絡・折衝に腐心された幹事の樋口さんに対して心より御礼申し上げま
す。現地では、ガイドとの調整事項もあり、心休まる暇もなかったのではと思います。お疲れ様でし
た。本当に有難うございました。
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尚、小生の資料請求に快く応じられて、宿根木、岩屋山などに関する観光案内パンフ、書籍から
のコピーなどを送って下さった「佐渡国小木民俗博物館」の職員佐々木妙子氏に対してもこの場を
借りて感謝の意を表したい。
2017年10月7日
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マスターズ 2017 秋の旅行「佐渡島」（9 月 6 日～8 日）雨のハイキング
登山組
乘越登志子
待ちに待った佐渡旅行 1 日目は全員観光バスで名所めぐり、2 日目、3 日目は３つの班に分
かれて行動。登山組 4 名（森屋建・和合・乘越皓・乘越登）は 2 日目に金北山登山、3 日目は
他の班が 2 日目に回ったコースをタクシーで観光しました。
2 日目 9 月 7 日 予報どおり雨。お天気が良ければドンデン山～金北山～白雲台の大佐渡山
脈トレッキングを予定していたが、雨のためやむなくコ
ースを変更、白雲台～金北山を往復することにした。
8:30
タクシーで白雲台に向かう。途中、航空自衛隊
佐渡分屯基地に立ち寄り、登山コースの変更を報告。
9:40
白雲台（840ｍ）交流センター着。センターで売
店の手伝いをしているトレッキングガイドの日田正幸
（にったまさゆき）さんから「コースを変更されて正解
でした。この雨では縦走は危険です。山道を少しでも楽
しめるように妙見山を経由して金北山に登られるとい
白雲台の日田さんから教えてもらう
いでしょう」と言われ、妙見山への山道を教えてもらう。
10:00 センター前の妙見山登山口から登山開始。
快適な山道を楽しむこと 25 分、
自衛隊のレーダー基地に到着。
教えてもらったとおり基地の周
りを左に巻いて歩いたが、日田
さんの言われたとおり妙見山の
頂上を示す標識は何も見当たら
ない。棒杭 1 本さえ無い。
「眼下
に防衛省管理道が見える」と言っておられたが、雨で視
かつての佐渡島のスキー場風景
界は悪く雲の中に居るようで、何も見えない。同じとこ
ろを行ったり来たり、基地の周りをぐるぐるまわったり、
さては妙見山の狐に
化かされたか？「そ
のうち不審者発見の
サイレンでも鳴るん
じゃないか」と
冗談を言っていた
ら、白い車が２台出てきたのでドキッ！ 職務質問いや
逮捕されるのか？でも登山計画を提出しているから大
丈夫だろうとか心配しながら、
「敬礼」したら、そのまま
通過して出かけて行ったので一安心。妙見山（１０２４ｍ）の頂上はこのあたりだろうとい
うことにして、やっと見つけた「防衛省管理道路
へ」の➡に従って、金北山を目指す。
（11:00）
防衛省管理道路の硬いコンクリート舗装の道や
歩きにくい砂利道を歩くこと 1 時間、やっと金
北山登山口の標識。ここからは快適な山道、秋の
到来を告げる薄紫のやさしいマツムシ草を愛で
ながら頂上を目指す。
12:20 金北山山頂（１１７２ｍ）着。金北山神
社にお参りして、お社の屋根のひさしの下で雨
宿り。雨もほとんど止んで、明るくなり、ゆっく
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り昼食をいただく。「ほっともっと」の「豚カツ玉子とじ弁当」
は、しっとりとしてとても美味しかった。
13:20 神社にお礼と別れを告げて、下山。白雲台まで同じ防衛
省管理道路を、丘の上に建つ幾つもの四角いアンテナや天文台
にあるようなドーム型の建物をながめながら歩く。
14:00 無事、白雲台交流センターに帰着
迎えのタクシーが来る
までの 40 分間、ビールで
乾杯！（私はソフトクリ
ームと熱いコーヒーでご
きげん）。日田さんは佐渡
の自然に魅せられて広島
から移住してこられた方
で、たくさんの可憐な草
登り終え 白雲台で早々に慰労会
花、昆虫、景色など佐渡の自然の写真をハガキにして
展示しておられ、私も 20 枚ほど買いました。
皆でお土産などたくさん買
ったので、お礼にと山旅紀行
文「四季の佐渡」を１冊づつ
頂きました。
14:40 タクシー到着。日田
さんにお礼と別れを告げて、
宿へ。
15:20 グランドホテルに帰
着。 温泉でゆっくり疲れを
この素敵な冊子をいただきました
癒す。雨の中のハイキングだ
ったが、大満足！ 来年５月
か６月、美しい花の時期にも
う一度来たいなあ。
西の 素浜海岸
3 日目９月８日 晴れ
山組４人は
7:30 他の班よ
り一足先に出
発。昨日他の班
が観光した同じルートで観光。
沢崎鼻灯台では、太古の昔、海底火山の爆発で溶岩が
海中に吹き出し冷えてできた枕状溶岩の大地を見て、
青く美しい惑星、地球の地殻に潜む大きなエネルギー
を実感。崖っぷちに厳しい冬の海風に耐え、夏には美
しいオレンジ色の花を咲かせる「岩ゆり」（スカシユ
リの１種）が花後の実をつけていた。タクシーの運転手、本間さんが、
「たくさんあるから少
し持って帰ってもいいですよ」と言ってくれたので、４本引き抜いて、森屋さんと２本づつ
頂いた。家に帰って図鑑で調べたら、長い根っ子の下に球根（ゆり
根）があるとのこと。引き抜いたとき、球根は切れてしまって地中
に残したまま。これでは育たないだろうとガッカリ！それでもなん
とか根着いてくれることを期待して、大事に植えたのだが、１本は
もう早枯れて、残り１本は健在だが、はたしてどうなるか？「悪
岩ゆり
いことは出来ん！」と反省。
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琴浦洞穴、青の洞
穴（海底がとてつ
もなく深いので同
じ海水なのに濃い
ブルーに見える）
では荒波に浸食さ
れてできた洞穴を
見て、ここでも自
三角家
然の大いなる力に感動！潮だま
りに小さなタコや魚を見つけて、可愛い！。 宿根木の町並
み
宿根木では江戸時代北前船で栄えた当時の面影を残す船主と船大工の集落を見学。はんぎり
（たらい舟・大きな樽を横二つに切って 2 艘作るのでこの名がある）に乗り、透視箱で美し
い海中をのぞいたり、櫓で漕がせてもらったり、２艘に分かれて乗っていたのでお互いに写
真を撮り合ったりして楽しんだ。
（昨日は雨のため、たらい舟は体験できなかったようです。）
両津港に帰る道
中、国分寺、妙宣
寺の五重塔、大善
神社のかやぶき
屋根の能舞台、長
谷寺（奈良の初瀬

の長谷寺を模した花の寺）
を見学して、13:00、すでに
両津港に到着していた皆
さんと合流。昼食後 14:25
発のジェットフォイルに

能舞台

タコ

青の洞窟

乗り込んだ。
楽しかった佐渡旅行。
1 日目に田んぼの中から 5 羽のトキが空に舞い上が
るのを見た時の感動。黄金色に実った稲穂、美味し
い海の幸山の幸、自然に、文化に、魅力いっぱいの佐
渡。また来たいなあ。
幹事さま、たい
へんお世話に
なりました。ご
苦労様でした。

妙宣寺の五重塔
長谷寺
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佐渡ツアーC 班 2 日目行状記
原山 伸之
今回の佐渡ツアーでは、1 番歩かなくてもよい観光組を希望し、楽しもう
と思って参加しました。
しかしながらさにあらず、C 班の責任者を依頼されて、役員でもあるのでリラクタントに引き
受け、また、記録の拙稿作成までお鉢が回ってくるとは、お釈迦様でも気が付くめえ・・・トㇹ
ㇹの感で、ペンを執りました。
A 班の H さんより、地元出身の S さんなどと種々検討中であるが、乗り物等でスケールメリッ
トが活かされる我が A 班と一緒に行動しないかと打診がありました。渡りに船なので、即座に
返答したいところでしたが、一応 C 班の皆さんにお伺いを立てたところ、皆さんからご快諾を
いただきました。 こーりゃ更に楽ちん…と思った次第でしたが・・・。
2 日目の朝、目が覚めるとあいにくというか予報通りの雨です。雨では A 班予定の N さんも我
が C 班に合流するとのことでしたので、ゆっくり起きて、朝寝、朝酒、朝湯の小原庄助さんで
もやろうかと思っていましたところ、交通手段のタクシーは 3 台頼んでいて 9 時には出発予定
で、今更キャンセルはできないとのことでした。しょうがない、朝食を終えたところで、どこに
行こうか検討していると、もう 8 時半には 3 台揃って来ているではありませんか。そのうちの
1 台が我が C 班用とのことでした。運転手さんに、雨降りでもあるので、他の班のように 7 時間
も～8 時間もかけて北のドンデン高原から南の小木港まで北奔南走？することもない、昨日回
った観光バスのおけさ A コース、明日行く予定のおけさ B コースで行くところ以外の隠れた観
光地？に連れて行ってくれればそれでよい、皆従うからどこか近くの観光を 3～4 時間して帰っ
て来れればよい、帰ったらまた朝ならぬ昼寝、昼酒、昼湯を楽しもうと思っているから・・・と
軽くジャブを放っておいた。
同乗される他の 4 人の方々に伺うと、それでよい、すべて任せるから…との有り難い言の葉、
しかしながら皆さん小生のような青二才よりも年長の大先輩ばかりとあって、任される身には
重圧がひしひしと感じられたところでありました。
雨降りの中、9 時に出発した我が班のロールスロイス車？は、人の好さそうな中高年の男性運
転手さんで、走り出すと佐渡全体の地理のみならず歴史も含め説明を始めるなど、なかなか造
詣が深い（商売柄当たり前と言えば言えなくもないが…）と思わせる人柄である。最初は、皇室
関係者が佐渡に来ると、必ず参詣するところの黒木御所跡である。小雨降る庭園の中の佇まい
は、静寂の中にも凛とした重きが感じられるなかなかの庭園である。雨の影響もあって園内に
は我々以外は誰も居ない。雨も時には味方してくれているものと思わずにはいられない雰囲気
であった。
次の見学地「真野御陵」では、一通り見学した後、茶店の女将さんが、お茶を振舞ってくれた。
なかなか丁重に、お茶請けまで用意してくれている。感激した N さんは、佐渡名産の赤石を使
った時価？万円の数珠を自分用にと購入された。赤みがかった自然色に輝く、気品ある数珠で
ある。S さんが、
「私より早く旅立つ時は棺の中に入れてあげますからね…。」冗談とも、本気と
もとれる言葉を言われると、人間出来た N さん、「アイヤ、よろしくお願いしますよ…。」そん
なジョークを交わしながら、我が班は、運転手さんの案内で日蓮上人ゆかりの実相寺や、その
他 2～3 の観光地を回るうち、やがて昼時となる。N 幹事さんの気配りで、弁当まで配っていた
だいた。しかしながら生憎の雨天なので、どこかこの美味佳肴の弁当を賞味する場所をと、運
転手さんに聞くと、キュークツでもなく、タイクツしない BQ も出来るドウクツがあるという。
そこが最適と決め、行ってみると、なかなかの場所である。近くには、スキューバダイビング者
が訪れる売店もあり、そこの自販機は、ビールまで販売しているではないか‼嫌いな方はいない
我が班は、ビールと女性の S さん、Y さん用にとノンアルコールの飲料も仕入れて、昼食とな
る。気配りのできた S さんは、宿泊したホテル用タオルにて、テーブル、椅子の清掃を始める。
さすが…と感心しているうちに、5 人での昼食小宴会となる。生まれてこのかたウン 10 年、後
にも先にも、電気も水もない、洞窟の中での昼食は初めてにして最後になろうかと思いつつ、
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ビールで喉を潤し、配られた弁当をいただいた。
その後、小木港、宿根木界隈を散策、目的の 1 つでもあった「たらい船」体験は雨のため割愛
して、ロールスロイスは一路、両津港の宿舎「佐渡グランドホテル」へと戻る。料金も 5 時間を
20 分ほど超過するが、5 時間でカウントしてくれ、N さんも同乗されたお陰で割り前勘定は、リ
ーズナブル料金で済ますことが出来た。
同ホテルは、
「加茂湖」の東西を結ぶ加茂大橋を建設する計画があった際、同建設に着手した
が途中で頓挫し、その名残のホテルといううわさ？がある…同ホテルの外形を見ると、3 階建て
の横長で噂もまんざらではないという気もしないではないが…、真実のほどは知らない。何せ
初めて行った佐渡なのだから・・・、疑問に思う方は、調べてみてください。―――USO と坊主
のアタマはゆったことがない不肖な原山 記
宴会写真

その２
初日はカニ
二日目はエビ

おけさショー
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👈 2016 年 忘年会
👇 2017 年

総会

退会の當間さん、ありがとうございました

入会の武重さん、よろしくお願いします
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２０１８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

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

二日目は近くのガーラへ
全観のバスで送迎
変化あるゲレンデです

晴れれば 景色最高！
初日 五竜・Ｈakuba47
豊富な雪 圧雪も十分

標高が高いので雪は軽い
空いているゴンドラ
最近は西山も営業

都体協のシニア助成金対象
連盟会員も60才～ＯＫです

ゲレンデまで板の送迎あり
広い部屋でゆっくりできる

今まで雪不足なし
大雪で深雪が心配

上越国際

八方・五竜

尾瀬岩鞍

１月１７日（水）朝発
～１９日（金）
２泊３日

１月３０日（火）午後発 ～
２月２日（金）
３泊４日

２月１３日(火)朝発
～１５日(木)
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

上越国際とガーラスキー場

午後１時発～全観１時45分 朝６時１５分～花小金井７時

八方・五竜スキー場

尾瀬岩鞍スキー場

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）

￥５０，０００

７０歳以上 ￥４３，５００
５５～６９歳 ￥４５，０００

会友は+1,000円

リフト券は上越国際は込み
ガーラは別

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１５～２０名

リフト券別
バス乗車１０～２０名

申込み締切り日

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

１１/３０ 締切り

宿
電話

申込みは同封葉書

丸金旅館

尾瀬岩鞍リゾートホテル

バス乗車1７～２0名

１２/１２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

樋口・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名と
12/15迄に振込むか12/11の忘年会で手渡し 残金はツアー当日徴収
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（12/12）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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２０１８年 マスターズスキークラブ
ツアー名

ツアーNo４ 志賀ツアー
夕食に合わせ

出発時間 午前に変更
熊の湯 遠征可能
ご希望の方はグループで
今回は早めの到着予定で
夕食時間を多めに取りました

項目

志賀高原
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

２月２７日（火）午前発
～３月２日（金）
３泊４日

クラブ恒例の忘年会
クラブ恒例の忘年会
日時：12月11日(月) 午後5時半～
場所：一龍 一橋学園南口1分
042-344-5511
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（11/30〆切）

市民スキースクール（3/9夜～11）

全観→花小金井
午前1１時発～花小金井1１時45分

志賀一の瀬スキー場他
ホゥルス志賀高原

前回の市民スキースクール
１級検定に塚田さん合格！

ＴＥＬ 0269-34-3355
￥３９，０００
現地参加は一泊８，０００円

募集人数（最少～最大）

リフト券別
バス乗車１５～２０名

申込み締切り日

１１/３０ 締切り

申込みは同封葉書

１２/１２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

行事予定 （２）

左ページと同じ

左ページと同じ
●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

最少人数を下回った場
合は 左ページと同じ

ー編集後記ー
１０月に風邪を引いて何日も咳と痰が出ていた。田村さんがこじらせての肺炎は命取りになるので、風邪だけは引かないようにと厳
しく医者から言われていると語っていた。当時私は風邪も引かずに元気だとうぬぼれていたが、やはり後期高齢者にもなると、抵抗
力が弱ってくるのでしょうがないのかなと少し自信を無くした。田村さんは結局、残念ながら肺の病気で１月に急逝した。思い出せ
ば彼はきちんとした性格で、スキーツアーの際、ホテルの部屋で着終わったシャツも綺麗に畳んでしまっていた。私はどうせ洗うも
のだからといい加減にしまっていたので育ちの違いを知った。生前にスキーが大好きだったことを偲ぶように、葬儀の際には彼に見
立てた案山子のような立ち姿にスキーウエアーを着させストックを持たせ、スキー板を傍に立たせてあった。その日のあと、３人の
息子さんの一人に最近の親父さんのことを良く知るためにと、田村さんが活躍しているマスターズ通信を皆さんで見たらとお貸しし
た。そうしたら田村さんの手元にきちんと保存してあったらしく、後日うちにもありましたからとお礼を言われた。マスターズは来
年の総会で３５周年、通信はこれが２６号。会員の方が大切に保存していていただけるのは編集する私としては大変うれしい。私と
してもちょっと記憶が薄れて定かではない時や、昔の誰かの話が話題になった際、取り出してくることがある。記事もそうですが写
真もハードディスクからいちいち引っ張り出すよりは手軽だ。まあそんな風に役立っているかなと思う。しかし、風邪を引いたり、
何かと忙しかったりした今年は、総会の席で通信の編集をまだまだ続けますと宣言したことに多少後悔しています。（森屋）
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