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・・どの様な表現で、この山域の素晴らしさをうまく伝えることが出来るのか分からない。
豪壮！　神秘的！　苛烈！　優美！すべてが、言い得て妙でもあるし、妙でもない。
　登高を終え、メンバ－全員が強烈な刺激と感動を受けた２日間だった。と感想を洩らした。

　この春、須藤さん、高見さんから、２００４年の台風で壊滅的被害を受け閉鎖されていた
大杉谷全ル－トが４月末から１０年ぶりに全面復旧すると聞いた。前々から、もう一度
行きたいと願っていた山域である。待ってました。と、さっそく私は１０月の予定『錦秋の
比良山系』を『大杉渓谷から大台ケ原へ』と企画変更を行った。

　１０月２６日朝、榛原から列車を乗り継ぎJR三瀬谷に着いた。そこから登山バスで大杉谷
登山口に１２：００到着。連絡船の利用より、更に２ｋｍ奥で歩行距離が短くラッキ－だ。
　山の会の５名は（下谷、上岡、須藤、高見の各氏と原）通り雨が止んだばかりの濡れた
大杉渓谷へと足を踏み入れた。　

　安全を確認しつつ進むため、私が先頭、高見さんに
しんがりをお願いし、全員あまり離れずに進む。

　おっと！いきなり凄い山道。岩を切り砕いた凸凹の
狭い道が、急峻な断崖の上に続く。
加えて、通り雨に濡れた岩場は滑りやすく危険だ。
右手で固定された鎖をつかみ、足下を確かめ進む。

　私は時々ふり返り、今年に大手術された上岡さんの
動きを見る。『問題ない』と思った。

　高見さんも上岡さんに『大丈夫？』と尋ねている。
上岡さんは『快調だ』との答え。　安心する。

下谷さんはいつもの大きな声を発しながら機嫌よく歩行。
　須藤さんはキツイ道でも盛んにカメラのシャッターを
切っている。全員が順調な出足だ。

　素晴しい景色に見とれて歩くと、足下だけでなく、
削り残した頭上や横の岩に、体がぶつかりふらつく。

　今年発生した滑落による死亡事故や大ケガも、この付近
との情報を得ていた。緊張感が高まる。

　40年前に２回訪れたが、こんなに危なかったかなあ！
と、思う。すっかり忘れている。それとも、加齢により
バランス感覚が落ちて不安定となったかと、気にしつつ
歩む。

　それにしても、豪壮優美な風景である。　
清冽な川に沿った、断崖に張り付く、緑、黄、紅の葉が
輝くように美しい！　正に、秘境と呼ぶにふさわしい
　来れなかった写真家の小西さんに、この景色を話すと
きっと悔しがることだろう！と、にんまりする。

　眼下の清冽なコバルトブル－の川は、誰が言ったか
『大杉ブル－』と呼ぶらしい。川底の石の形まで
クッキリ見える。

　この水の源は大台山系に降った雨が西北斜面に下って
吉野川から紀ノ川へ。南斜面は熊野川。東斜面が大杉谷
から宮川となって、伊勢神宮内へ流れこむ。



　崖に刻まれた登山道を、高度感のある幾つかの吊り橋を渡り、歩き出して約1時間半で　　2/4
日浦杉吊り橋に着いた。

　上空からパタパタと音が聞こえる。　ヘリコプタ－で　
報道機関が紅葉の撮影に来ているのだろう。と思った。

　暫くして、登山道を下って来る一行に出会った。
リ－ダ－らしき人が、先頭の私に『光滝付近で登山者が
谷へ滑落し、ヘリが上空から探している』と、話す。
『早く見つかれば良いのだが』と言いつつ下って行った。

　私は直ぐに今、聞いた話を伝える。全員がより慎重に
歩むのが感じられた。　

　谷は、ますます深くＶ字を呈す。２重に張られた鎖を右手でつかみ、濡れたアップダウンの
キツイ岩道を緊張しながら進む。　
　ヘリはまだ上空を旋回していた。

　谷は水と岩と樹木で彩られ、神秘的な趣きだ。
美しい！！　来た甲斐があった。　　が、所々に
『この付近、死亡、滑落事故多発』の看板が嫌な感じだ。

　日浦杉吊り橋から25分、対岸に最初の滝が見えてきた。
『千尋滝』である。まるで空から水が落ちてくるようで、
大きく顔を上げないと落口が見えない。高さは160ｍ
すごい水量で音まで聞こえるようだ。大迫力である。

　登山届の所で会った、山が好きで堪らんという雰囲気の
単独行のばあさんが『兄ちゃん。滝、水量多くて凄いよ』
と、言ってたのを思い出した。

　14:16千尋滝を出発し１時間ほど歩いた頃、崖道に
ザックの上に、タオルをかぶせ放置してある。
　なぜと思いつつ、左側の崖下10数ｍを見ると男女が
寄り添うようにうずくまっている。

　私は『女性が隠れて、トイレでもしてるのか』と、
思いつつ歩いて行くと、前からレスキュ－の服装をした
男３人が『遭難者を見ませんでしたか？』と、聞いて
来た。　私は『光滝の方と聞いたが？』と、話すと
レスキュー隊員は『もう１件発生したのです』と言う
ではないか！ぶったまげた！同じ日に２件も事故だ。
私は『10分程下った、崖下10数ｍ位の所に２人いた』
と、告げると、彼らは礼を言い足早に下って行った。
この話を、直ぐ全員に告げより一層気を引き締める。

15:35ニコニコ滝に到着。　　曇空の上、谷間なので
やや薄暗い。数分ほど休憩したとき、高見さんから
『５時に到着したら、暗すぎて危険。すぐ出発』
と、声がかかり、本日の宿『桃の木山の家』を目指す。
いつもながら、高見さんの危機管理力に脱帽！

　高見さんが先頭に立つ。歩き出した時、いつも元気な
須藤さんの様子がおかしい。遅れてだしている。　
『足がつった』と、須藤さん。座り込んだ。
高見さんが『カリウム.ミネラル不足や』と話す。
須藤さん、例の生薬甘草湯を飲んだ様子。高見さん『あと30分程で着くやろう。先に行って』
と私、上岡さん、下谷さんを先行させた。途中、更に応援に向かうレスキュ－隊員に出会う。　
16:45桃の木山の家にみんなで到着。　1日目が全員無事であったことに感謝。



　山小屋の看板娘から本日の宿泊客は60人位、夕食、朝食とも　　　　　　　　　　　　　3/4
5時30分からなので『先に風呂に入って』と、告げられる。
　部屋は通路をはさみ、左右に６人づつ計１２人が寝れる
典型的な山小屋のネグラに、先ずザックをおろす。

　夕食前に風呂へ行く。湯舟の中で会った人に『どこから
どこへ行くのですか』と尋ねる。『昨夜も桃の木、今日も
桃の木』と、言うでないか！
『２泊も同じ所？、なぜ？』と、当然、聞いた。
『私は２時間ほど先の光滝で滑落した人の仲間だ』
『携帯が通じず小屋まで戻って救援を頼んだ』と話す。
滑落地点は鎖が途切れた場所。とのことである。
それ以上聞くことも出来ず、早々に風呂を出た。
余談だが、小屋は衛星電話のみで30秒/100円らしい。

　気の合った仲間との山小屋の夕食はとても楽しい。
下界では大して美味しくない料理も、ここではご馳走だ。
ビ－ルを飲み肩の凝らない、よもやま話や山の思い出、
行きたい山を、みんなニコニコと話し、まるで若者達だ。
　明日の好天を願い全員午後８時就寝、翌朝５時起床だ。

　翌朝、上岡さん『昨夜、足つって痛く眠りにくかった』
と、話す。『イビキ聞こえたよ』と言うと『今は大丈夫』　
と、言った。　現在は大丈夫らしい。
　須藤さんは『昨夜、カリウムとナトリウム補給用の
ポカリスエット・カロリ－メイト摂った。バッチリだ』
と、嬉しそう。

6:30出発。小屋を出た途端、強い雨が降り出す。
すぐ小屋に戻り、雨具とザックカバ－を着ける。

6:45改めて出発。上下雨具着用は動きが悪く感じる。

7:20七ツ釜滝着。轟音を発し豪快に水が滑り落ちている。
雨が小降りとなり、上の雨具のみ脱いで身軽となった。　

8:20大崩落地着。ここが最後まで通行不能だった場所だ。
小さな家位の大きさの岩が、あちこちに積み重なっている。
全ル－ト再開までの関係者の多大な努力に感謝！

　隠れ滝、与八郎滝を過ぎ、やがて、堂倉滝に着いた。この頃、雨は完全に止んだ。
9:45堂倉滝着　すべての難所は無事越えることが出来た。　安堵する。

　次から次へと続く滝群と吊り橋。深いＶ字谷、川底まで見通せる清冽な水！崖を彩る紅葉！
北アルプスの岩峰群とは異なる美しさを持ち、厳しき中にも優しさの感ずる、神々が造った
谷である。　
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　9:50堂倉滝を出発　堂倉滝から上部は、標高1695mの日出ヶ岳への登りのみである。
頂上へ胸突き八丁、キツイ登りが続く。多くの人が大台から桃の木への、下りル－トを選ぶ
由縁だ。が、私が上りル－トを選んだのは、体力的にはキツイが岩場は下りより、上りの方が
滑りにくく安全。また万が一、バス発車時刻に遅れて着いても、大台山の家で泊まることが
可能。そのような理由で、比較し安全度の高い上りル－トを選んだ。

　ショ－トカットの高見さん、急な勾配に立つ木々の間を
舞うように奔放に登って行く。

11:10堂倉避難小屋着　
　小屋で昼食。高見さんがいつものように湯を沸かす。
山の家の中華ちまき弁当は1000円の価値があるうまさだ。

　昼食中に４名の昔の山ガ－ルが入って来た。
下谷さんが『ここ、空けるよ』と、声かけた。　すると、
『あんたら、昨夜、同じ部屋の人やろう』と、のたまう。
『美人やったら覚えてるが、そんなん覚えてるか』と、
言いたくなったが、黙っていた。

11:40堂倉小屋出発
　日出ヶ岳　目指し歩き始める。

暫くすると、後ろから昔の山ガ－ル一行が追いついて来た。
『あんたら、おもしろいし一緒に行くか』と言うでないか！
誰だか判らないが『イヤ、結構です』と、言う。
すると、４人は女学生のように等間隔の縦列で、驚くような
早い足取りで過ぎ去った。とても、付いていけない早さだ。
　後で分かったが、週に３回登山しているとのこと。
月でない、週だ。驚くばかり！　旦那はどうしているの？

　我々はシャクナゲ坂までの１ｋｍと、シャクナゲ平までの１ｋｍを山頂めざし歩く。
誰かが『シャクナゲ坂の坂は分かる。シャクナゲ平が、なぜ急勾配なのだ』とグチっている。

13:50ワイワイ言いながらも日出ヶ岳に到着。
　　　大峰山系や熊野灘まで見渡せ快晴。頂上で記念撮影。

14:45バス停着
15:30奈交バスで大和上市へ。　
　　発車直後に大雨が降り出す。ラッキ－！
19:05　計画通りに榛原着

　楽しい仲間と、素晴らしい景観の山旅は最高！
　　　　　　　　

実績
　1日目：登山口～桃の木山の家　6.2ｋｍ　14120歩
　　　　歩行時間：４時間２０分（休息含まず）
　2日目：桃の木山の家～大台駐車場　9.8ｋｍ　16400歩
　　　　歩行時間：６時間５０分（休息含まず）
　　●全歩行の６５％近くが渓谷沿いの登山道であった。

今後への参考（我々の年代を基準として）
１）標準コースタイムよりMin２０％増の計画必要
２）体力度、危険度　☆を半分アップ必要

（おわり）



 

ペルーアンデスブランカ山群トレッキング 11 日間・レポート 

                         2014 年 11 月 18 日 林田俊彦 

 

2010 年 5 月 28 日から 6 月 7 日、小生 68 歳、伊丹空港で荷物を預けると成田～アトランタ

～ペルーのリマまで送ってくれる。アトランタまでのフライトは正味 12 時間 20 分、アトラ

ンタからペルーの首都リマまで約 6 時間のフライト、成田～リマの時差マイナス 14 時間、成

田を 15 時 20 分発、ペルー着は午前零時の午前様を越えて到着、時差の関係で日付は変わら

ない。約 1 日間移動に必要。アメリカ（アトランタ）では乗り継ぎでも入国申請書、税関検

査書、その他に入国前にＥＳＴＡ（渡航認証許可書）が必要、入国には左右親指、4 本指の

指紋を取られ顔写真も撮られる、セキュリテイチェックでは靴を脱ぎバンドも外してゲート

をくぐる、とにかく厳しい。リマ空港前のホテルに入り寝たのは午前 3 時近くだ。 

２日目は 7 時に起床で睡眠不足。海岸沿いのパンアメリカンハイウエーを北上、トレッキ

ング基地のワラスへ約４００Kｍ，8 時間のバス移動だ。体力がいる。途中から山地に向かい、

ユネスコ世界遺産に登録されたワスカラン国立公園の山並みを一望するコノコーチャ峠（４

０５０ｍ）を越えて、ペルー最高峰ワスカラン（６７６８ｍ）などを望むワラス３０５０ｍ

へ下る。ペルーはスペインの植民地だったので言語はスペイン語だ。 

ペルーは南米のほぼ中央に位置する。国土は日本の約 3.4 倍、人口約 2800 万人、北西の海岸

沿いの南北に細長い国である。南米最大の帝国を築いたインカ帝国の謎の空中都市といわれ

るマチャピチュの遺跡や乾燥した大地に刻まれたナスカの地上絵や日系の前フジモリ大統領

等で知られる。 

ブランカ山群はペルー北西部、アンデス山脈の中を南北に約１５０Ｋｍに渡って連なる、  

６０００ｍ峰約４０座､５０００ｍ峰約５００座がひしめく山群を持つ。他にワイワッシュ山

群も要する。ブランカ山群（ブランカとは白い雪の意味）の核心の山を見るには代表的な３

つの峠越えがある。 

今回のメンバーは１４名プラス、ツア―リ‐ダー年輩男性の 1 名を入れて計 15 人と多い。 

名古屋２人、関西４人、他は関東。男５人、女性１０人うち夫婦３組いずれもリタイア組。

キリマンジャロ登頂者やネパールエベレスト街道、アンナプルナ、カナダ、ニュージランド、

モロッコ等々ＴＫ経験豊富なベテラン勢ばかりだ。 

３日目、高所順応日でワラス（標高３０５０ｍ）からバスでウルタ峠（４８９０ｍ）へ行

き２時間余の足慣らし、横浜からの参加女性は体調不良で不参加、ワラスで別行動。氷雪が

美しいコントラレエルバス５９６０ｍ、鋭鋒ウルタ５８７５ｍ、チョピカルキ６３５４ｍを

見る。快晴で皆感激、撮影に夢中だ。 

４日目、TK１日目は車でブランカ山群の高峰に囲まれたヤンガヌコ谷（３９００ｍ）へ、

ふたつの湖を過ぎると、アンデス屈指の大パノラマがひらける。そこから雪山を望む広々し

たデマンダ谷を約２時間往復トレッキング。 

 TK２日目 車でワスカラン、ワンドイ、チャクララフ、チョピカルキなどアンデス屈指の

大パノラマが開けるヤンガヌコ峠（４７３７ｍ）を越えて、反対側の小湖が点在するモロコ

ーチャ谷へくだり、チョピカルキを望むバァケリア（３７００ｍ）へ、ここからキッチンス

タッフ６人とロバの誘導人を含め７名と荷物を運ぶロバ１４頭と馬２頭でのキャラバンだ。

途中の村からリャマ４頭が加わりトレッキング開始だ。 



車道を離れワリパンパ谷へ進み鋭いチャクララフ東峰を眺め、池のあるゆるやかな谷を進み、

ピラミデ、パロンを望むパリア谷の出合（３８００ｍ）へ約５時間の歩行だ。 

湖に面した広大な草原でのキャンプは快適だ。テント場は我々だけの貸切り。何の気兼ねも

ない。 

 TK３日目、今日はコースのハイライトのひとつ、今回ＴＫの最高所のウニオン峠４７５０

ｍ越えだ。 

タウリラフを仰ぎながら岩の斜面につけられた道を上る、急な坂はないが単調で何回も何回

も折り返しジグザグに歩を進める、なかなか峠の頂上は見えない。そんな連続でうんざりし

ていた。 

今回、朝食後におやつの袋が渡される。果物（日替わりでバナナ、りんご、オレンジ、ミカ

ン）とチョコバーや紙パックのジュース、クッキーなどが入っている。休憩は１~２時間おき

にあり、このおやつが結構かさばり重いので休憩の合間にめいめい食べる。こまめにチョコ

チョコ食べるので空腹感がない。 

歩きながら睡魔が襲う。意識して息を吸って吐く動作を繰り返すがついに吐き気をもようす。

一度はザックを馬に乗せてもらう。すでに何人かの女性も初めから荷物を預け空荷だ。 

現地ガイドが気になったのかヘディクと頭を指さすが本当に何でもないと思ったのでＮＯと

答える。少し休んで自力でやっと峠の頂上に達する。山の頂上でないのでヤッターという達

成感はもう一つない。さっそく記念撮影、ある夫婦は日の丸の旗持参、小生も借りて撮って

もらう。タウラリフが眼前に大きく雪をかぶり迫ってくる。他にキタラフ、アルテソンラフ

など雪山と氷河の大パノラマが展開する、絶景だ。リャマが３頭ズート同行する。 

よくよく考えると写真撮影用のコンパニヨン役だとわかる。彼らと雪山をバックにした写真

はこれぞアンデスを感じる絵になる、イキな配慮だ。 

峠越えの手前でポツンポツンと小雨が落ち、小粒のあられが降る。一応レインウエアの上着

だけ着るが雨を感じない。それから下山にかかる。ごろごろした石混じりの急坂で足元がふ

らつき 2 度こける。こける時は体が軽く踏ん張れなく軽くヒザを打つ。ヅボンにほんの少し

血がにじんでいる。ひざを打ったようだ。痛さは感じない。 

リーダーが飛んで来て大丈夫ですか？という。小生が大丈夫と答えるが、リーダーは大丈夫

でない、これは高山病ですよという。小生はたまたま石につまずき転んだと思ったがちょっ

と前に吐き気がしたこともあり高山病の初期症状かもしれないと素直に思う。鼻の下にもあ

て傷ができ、テープを貼ってくれる。ここからはテント場までは下りなので高山病の有効な

処置は早く高度を下げることは何度も学習している、小雨が雨になってきた。足元が滑るの

でリーダーがサブガイドの現地のリオさんに小生の肩を抱えて下るように指示する。平坦な

テント場まで３０分くらいの所から馬に乗るようにという。素直に従うしかない。事前に万

一高山病になったら馬に乗せて運ぶと聞いていたがまさか自分がなるとは数々の山に登り、

トレッキングを経験している私が高山病などまさかと思っていたが歳のせいもあるのかと考

えたりする、しっかり歩いている他の連中が見ているなかで本当に恥ずかしく、屈辱に近い

経験をする、初めての経験だ。タウリパンパ４１００ｍのテント場に着き冷静に何が原因だ

ったのか考えると途中途中のおやつの食べ過ぎかと自分を納得させる。 

食べ過ぎは高山病にかかる原因のひとつだから。 

夕食は別メニューで梅干し入りのおかゆを差し入れてくれた。すぐ寝る。 

 TＫ４日目、朝５時半起床、テント場は川ぞいで川から３～５ｍくらいの草原で川の流れも

キャンプ感覚で心地よい。皆と同じ食堂テントに行き少な目に食事をとる、皆に迷惑をかけ



ましたとあいさつする。今日はアルパマヨ、キタラフ、タウリラフなどを眺めながら、湖と

草原と林が美しい広くゆるやかなサンタクルスのＵ字谷を歩き、ヤマコラルのテント場着、

約５時間の歩行でゆったりしていて体調も平常に戻る。周囲雪山に囲まれた丘のテント場は

最高に気持ちのいいテント場だ。リャマが歩き回るのでそれを入れた山の写真を撮りまくる。 

ＴＫ５日目、今日は２９００ｍのカシャパンパ村へ約３時間の歩行でトレッキング終了だ。

車でワラスのホテルへ、途中リーダーから温泉入りの提案があるが皆反応がなく土産物屋に

行く時間が少ないことと早くホテルに帰り風呂に入りたいと女性群いわく、５日ぶりの入浴

でスッキリする。夕食はスイス風のレストラン、モンテローザで豪華な夕食をたべ旅の思い

出に話は尽きない。 

途中ホルクローレの流しの男性のアンデス音楽を聴きながらトレッキングの疲れをいやす。

今回のＴＫは夫婦連れが多く、テント泊は人数割の関係でラッキーにも小生１人（通常は２

人）でテントを占有、反面テント泊での話し相手に恵まれず、２４時間近い移動での疲れや

高山病など苦い思い出の残る旅だった。 

スペイン語圏で市場や土産物屋での現地の人との会話も少なく、観光の日程もないなど少し

物足りなさを感じた。唯一ＴＫ中のアンデスのジャガイモやジャイアンツコーンの蒸したて

は旨かった。リマに帰って海の上に長い桟橋がかかる海上の高級レストランで海鮮料理とペ

ルービールで楽しい旅を締めくくった。 健康と家族に Gracias(グラシャス)！ 

 

   

ウニオン峠 4750m よりタウラリフ 5830m    ペルー最高峰ワスカラン 6768ｍ（南峰） 

   

ヤンガヌコ峠 4737m よりワンドイ 6395m  左キタラフ 6035m、右アルパマヨ 5947m 



     
湖面に映るチョピカルキ 6354m  テント場より朝焼けのアルテソンラフ 6028m 

 

  

広い草原、パンパのテント場       ５～6 月は花の季節、ルピナスの群生だ 

 

   

リャマとタウラリフ、テント場にて     ハイウエー越しにアンデス山脈を見る    



平成２６年天満台西公民館文化祭出展 

「八剣山の会」会員俳句集 

  １１月２９・３０日に出展した１１名の会員とその作品をご紹介します。 

                            金城 清三 

             

       ♪椰子の実♪碑を訪ねて 2句     野田 庄次 

縁ありて椰子の実一つたどりつく      

椰子の実や波風まかせ伊良湖岬 

大和富士見ゆる我が家に藤の花 

花の信貴山我も善男詣でたり 

囀りや信貴のみ仏癒すかに 

      

源平の影絵のごとく霞む谷      原 政雄         

いかなごは好きや播磨の海も又 

朝もやの瀬田に二杯の蜆船 

蛙鳴き棚田賑わす隠れ里 

赤とんぼ君も参るかお伊勢さん 

  

畦道に踏まれていたり落椿      藤本 孝雄       

春風に次々消ゆるお燈明 

風吹けば模様の変る花筏 

老鶯に寂しさつのる峡の村 

鎖場を抜けて山頂雲の峰 

       

     伊勢みちや刈田に煙たなびきて    三明 博夫      

     ご遷宮お参り終えて熱燗に 

     神宮の杜に霊気や秋の風 

     柏手の清しく聞こゆ秋澄みて 

     花冷えの法話のあとの般若湯 

 

願ひごと巫女に託して神の留守      甲斐田博幸   

花見客野点の客となりにけり          

春の湖ジャズを流して出航す 

近江湖やびくの子鮎の騒がしき 

石山にたわわな胸や山笑ふ 



熊野路や植田明かりの千枚田     木山 裕昭 

お遍路を終えて道後の坊ちゃん湯 

桜咲く金毘羅の磴やっとこさ 

        余呉湖に遊ぶ 

芒揺れ合戦偲ぶ賤ケ岳    

伝説の余呉にふさわし秋の雲 

 

風優し安息タイム夜の秋       真田 一郎       

子規慕い花の松山訪ねたり 

駿河湾眺めて賞味桜えび 

夏草にひるまず今日も菜園へ 

涅槃西（ねはんにし）仏に見ゆる翁の像 

    

霞む沖明石大橋延びて消ゆ      須藤 和雄        

春山路芭蕉句碑よりいざ発たん 

春霞去りて懐かし近江富士 

潮騒の神島辺り鰯雲 

         信貴山にて 

花吹雪戒壇巡りぬけし目に 

    

麗らかや釣り糸垂らす須磨の浦    高見 毅       

手招きす孫を相手の春休み 

     琵琶湖に遊ぶ 

咲き誇る花の下にて独り酒 

樫の実を見つけて嬉し神の山 

若葉萌え又新たなり記紀の山 

 

 

比叡山にて 3句           美浪 敏明          

秋の虹見しより元気大師道         

     錦秋の根本中道描くらん 

     いざ行かん千日回峰時雨みち 

     駅弁にこだわりもして花見酒 

     野仏と並びつつまし大夏木 

       

 



       

 

須磨浦にて             金城 凡生       

古戦場今は長閑な海と山          

    散る花もこれより京へ疎水口 

    潮騒の島は又の名海女の島 

やはらかに葛打つ雨も山の音 

    冠雪にそれらしくなり在所富士 

 

以 上 

 

 

２０１４年 天満台西公民館文化祭会場で(１１月２９日) 

 

                        撮影：小西益樹 



マラソンその後のその後 

                           2014.11.22 木山 裕昭 

 

家内から「年齢の事を考えて、そろそろマラソンは卒業したら」と言われ、

今年は大阪マラソン、奈良マラソンにもエントリーをせず、もう走るのをあき

らめていました。ところが、一度覚えたマラソンを完走したときの達成感はな

かなか忘れられないものです。それで、短い距離でのマラソンなら OKかもと、

インターネットをフル活用して、探したところありました。 

9月初旬に、「第 17回ひさい榊原温泉マラソン大会」の５kmの部にエントリ

ーしました。そして、家内には内緒で、こっそりとスポーツジムでランニング

を重ね準備をしてきました。 

そして、待ちに待った 11 月 16 日本番の日がやってきました。5 時過ぎに起

床して体調を整え、榊原温泉に向かいました。会場の榊原小学校で受付をすま

せ、ゼッケンをもらうと、気分がぎゅっと引き締まりました。 

このマラソン大会は、ハーフマラソン、１０km, ５km,１．５kmとあり 

大人から小学生までが、楽しめるようになっています。今年は 1800 人の参加 

があり、ゲストランナーには皇学院大学の陸上競技部の選手がきていました。 

10時 35分に５kmがスタートし、榊原温泉郷をぐるりと回り、ゴールの榊原小

学校に戻ってきました。走っている途中は、無理をせずにマイペースでと自分

に言い聞かせながら、そして紅葉した山々の美しい景色を見ながら走り切りま

した。タイムは 37分 57秒、目標の 40分を切ることができホッとしました。 

ゴール後に頂いた、豚汁のなんと美味しかったこと。ボランティアの皆さん

に感謝です。そして仕上げは、清少納言ゆかりの名湯「榊原温泉」に入り、汗

を流してマラソンの疲れを取りました。 

 振り返ってみますと、もう目一杯の力をだして、

スポーツに取り組む年齢ではなくなってきました。

６７歳という年齢にふさわしい、スポーツの楽しみ

方があるように思います。「ほどほど」というか、ち

ょっと気持ちに余裕をもたせることが、いいんだな

という気がしています。 

 来年の目標ですが、八剣山の会への参加はもちろ

んのこと、もう一度、マラソンと温泉の２つが楽し

める、この「ひさい榊原温泉マラソン」に元気で参

加できるように、しっかりと健康づくりをしていき

たいと思っています。                    （2014年ひさい榊原温泉マラソン） 



「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」を読んで      小西益樹 

 

このようにベトナムの戦場を体験した人が公に話す活動をしていることにまず驚く。 

ある意味では「加害者」の立場にいた人の、血を吐くような告白である。 

 

ホームレスの彼もそうだが若い黒人や貧困層を主なターゲットとして海兵隊の募集が行わ

れたということ、富裕層の白人や議員の息子などはけっして戦場に行かない。 

ここにも自由の国アメリカにおける「人種差別」「経済格差」が根底に横たわっている 

戦場において南北戦争の「南軍の旗」があったには驚いた。差別と戦争には深いつながり 

があると感じた。（アメリカにおける人種差別はいまだアメリカの選挙にも大きな影を落と

している） 

貧しさゆえに食にありつけ国家のために仕事が出来るという希望を抱かされ入隊する。 

実際ここでは貧困から解放されて兵士になり自ら誇りを抱く。 

沖縄の基地で海兵隊ではただ一つの目標「人を殺す」ことを徹底的に洗脳されてやがて本物

の戦場（ベトナム）へ。 

 

戦場では殺すか殺されるか、自分が殺される前に人を殺さなければならない。 

（これはいつの時代でも何処の戦争でも変わることが無い、誰しも銃をもって敵と遭遇した

瞬間、ただ殺されないこと、理由やイデオロギーは消し飛んでしまうだろう） 

 

幾度も血生臭い死体と向き合う残虐な戦場の現場。（通常人間の生理には受け入れ難いもの

を日常化させる・・・これこそ人を狂気に駆り立てる戦争の本当の悲惨さ） 

今も世界の何処かでこの狂気が漂っている。 

 

やがて敵の壕で劇的な出産の場面に出会い人間性をとり戻すきっかけになる。 

（この出会いが無ければ・・・人の転向点はどこに潜んでいるか分からない） 

帰還後、戦場精神後遺症（PTSD）になりもがき苦しむ。 

そこで偶然にも戦場体験を小学生の前で話す機会が巡ってくる。 

女の子の言葉「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」この言葉で涙があふれ出る、

同時に凍りついていた心が溶け始め、自ら戦争体験を語りつぐ決心をする。 

 

筆者は必然的に沖縄の基地問題や日本国憲法の第９条などに行き着いてゆく。 

ベトナム戦争は本や映画でその悲惨なことは知っている積もりだったが 

やはり最前線で経験した人の話を聞くしかないだろう。そして自らと戦争を考えよう。 

 

極限におかれた若者が戦場で目覚めたこと、失いかけた人間性をなんとか 

取り戻したこと・・・これは人の心の不可思議で素晴らしいところである。 

この本を読んで私はこの一点について特に感動を覚える。 

 

シリーズ・子供たちの未来のために・「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」  

   ベトナム帰還兵が語る「ほんとうの戦争」（講談社 2003.７．第１刷 1300円）  

宇陀市図書館蔵                    

                                  （終） 



私の余生は老い仕度（その８） 

2014.11.25 須藤 和雄 

(その 1)創刊号～「死」を語り合う事は大事で良いこと。 

(その 2)13年夏季号～私の実践中の積極的養生とは。 

(その 3)13年秋季号～私は「次第に人生が面白くなる人」になりたい。 

(その 4)14年新年号～世の中「スマート」流行り、不易流行も大切。 

(その 5)14年春季号～「幸せ」って何なんだろうか。 

(その 6)14年夏期号～日本の心＝「和」の精神(日本人の伝統的価値観)とは。 

(その 7)14年秋季号～日本における死生の行方、「あの世」はどこあるの。 

まぁ、よく続いたものだと自分自身が呆れ返っていますが・・・ 

今回は『自然の中のスローな暮らしを考える』辺りを綴って見たいと思います。 

 

古希を迎えた私は以前に比べ「四季の移ろい」を敏感に感じ取れる様になったと思います。 

理由は分かりませんが『のんびり自然に触れる』ことが増えたからかも知れません。 

思い出して見ると浮き浮き感が心に残るは・・・ 

【春】残雪、草木萌え、蕗の薹、蝋梅、都草、梅花、桜花 

【夏】つつじ、合歓の花、蝉の声、アサガオ、入道雲、花火 

【秋】彼岸花、コスモス、紅葉黄葉、鰯雲、ひつじ田 

【冬】朝露、初雪、スイセン、山茶花、残雪と青空 

 

どんな時に感じるのかも色々なケースがあった様です。 

Ａ.散歩中に路傍とか田畑に目をやる時 

Ｂ.高低差の少ない平地、丘陵を歩く時 

Ｃ.近郊の標高 1,000m以下の低い山を登る時 

Ｄ.標高 1,000m以上の登山で辛い登りの後、尾根を歩く時 



古希を迎えた今、「自然と触れ合う醍醐味」を得る為に思う事です。 

★平均健康寿命は男性 71.19歳であると云う現実を素直に認め、素直な暮らしをする。 

 自然との付き合い方は上記Ａ～Ｂ～Ｃ辺りを組み合わす。 

 たまには体調を見てＤも体験出来る気力と体力を整える。 

★スローな暮らし方を重要視して実践する。 

 ・効率やスピードを重視せず、煩わしい人付き合いからは遠退く。 

 ・運動も飲食も腹八分目(フルスロットルは無理) 

 

万人がいくら「達者でポックリ」を目指している積りでも現実は中々厳しい様です。 

●10月 7日厚生労働省が発表した 2013年の統計によると・・・ 

日本人平均寿命は過去最高の男性 80.21歳、女性 86.61歳(男女差 6.40歳) 

しかし、平均健康寿命は男性 71.19歳、女性 74.21歳(男女差 3.02歳) 

その差【男性 9.02歳、女性 12.41歳】 

平均寿命と健康寿命の差は日常的に自立した生活がで出来ない(介護が必要)生存期間。 

この差は男性平均で約 9年もあり、 

この恐ろしい差を努力して短縮したいと思いますが・・・ 

暮らしの中で『老い』の落ち着く処を以下に認識し、実践するしかないのかも知れません。 

・心身蘇生の為に自然の中で多くの時間を無理なく費やす。 

・人の中で「程良い距離」を保ち、ストレスフリーを志す。 

・自由な心で世の中の変化、新しい事へのときめきを楽しむ。 

 

この「私の余生は老い仕度」とタイトルを付けた連載エッセイは何処に向かうのか分から

なくなって来ました。 

“エッセイ”とは日本語で“随筆”、意味は『意の趣くままに感想・見聞などをまとめた文

章』とあります。従って次号以降も何時まで続くか分かりませんが気軽に独り善がりの作文

を続けて参りたいと思いますのでお許し下さい。 

何れ訪れる「ボケ」を少しでも将来に伸ばしたいと云う思いからです。     （つづく） 

 

(ちょっと一言) 

NHKＥテレ毎週水曜 22:00～22:25放送のＴＥＤより 

19:36のプレゼンテーションです。時間のある方はご覧下さい。 

 

★ダン・ベットナーTED Talk「100歳を超えて生きるには」 

「沖縄の長寿」研究が面白い、世界の長寿地域の共通点は・・・ 

https://www.ted.com/talks/lang/ja/dan_buettner_how_to_live_to_be_100


特集≪私の宝物≫ 

中村天風の言葉の栞 

2014.11.28 野田庄次 

 

毎朝 、起床してベランダに出て目を閉じ東の方に向かいこの言葉を 

心の中で唱えるのです。 

不思議と元気になるのです。 

そして、一日が始まるのです。 

中村天風は病弱で心身ともに弱かった。人生を深く考え、人生の真理を 

もとめて欧米を遍歴する。 

奇遇にもヨガの聖者と出会いヒマラヤの麓で指導を受けた方です。 

「自分は大宇宙の力と結びついている強い力の存在だ」という真理を悟る 

のです。そして病を克服し運命を切り開いていくのです。 

私は定年後に中村天風の著書や講習会に参加しました。 

その折にこの言葉の栞を手に入れました。この言葉の栞は私の宝物です。 

 



 

    

  

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



特集≪私の宝物≫ 

私の宝物はパソコン 

2014年 11月 25日 須藤和雄 

 

何故「宝物はパソコン」等と寂しい様な、情けない様なことを云うのか？ 

誰もが「家族が宝物」と云うと思うがそれは共通であり、それ以外から選べば私の場合、 

「パソコンが宝」と思っている。 

 

★理由は３つ 

①30年近く何時も側におった戦友である(妻は 44年) 

②時代の変化に合わせて健気に進化を続けている(妻は退化を続けている) 

③不機嫌な時はリセットすると必ず上機嫌になる(妻はリセット困難) 

 

【パソコンとの交友歴】 

・1986年パソコンとの出会い---会社の IBM5550、MS-DOS、Multiplan、lotus123 

・1989年 初マイパソコンは DaynaBook J-3100 SS001、MS-DOS、ゲーム中心 

・ショップブランドパソコン Windows 95 

・2001年自作パソコン Windows 98、Me 

・Sharp Mebius、SonyVAIO Windows XP→2007 年辺りから光ファイバー接続開始 

   (Windows Vista 未体験) 

・2009年～現在 daynabook TX/66KWH Windows7、4GB、500MB-HDD 

  (Windows 8、8.1 未体験) 

 

★daynabook TX/66KWHでちょつと力不足を感じ始めている。 

クラウドにファイル保管、ネット上アプリケーション活用やテキスト、音楽、写真、動画の

複数ファイルを同時処理する必要性が増えたからと思われる。 

 

☆人生最後のパソコンは・・・ 

[第一案]2015年Windows 10、8GB、1TB-HDD相当 

        調達時期は 2016年春(日本発売は 2015年秋、安定を待って) 

[第二案]Chrome OS 搭載のパソコン 

        (日本発売がスタート、調達は 2016年春) 

    これで Androidスマートフォン、タブレットと完全同期環境 

 

※1989年初マイパソコンも DaynaBook、現在も daynabookを戦友としているので、 

 可能であれば最後２案とも daynabookの後継機種にしたいと思っている。 

 



 

 
 

 

こうやって一緒に「お墓まで付き合う戦友」についてああでもない、こうでもない 

と吟味出来る事は一種の快感、幸福感すら覚える。 

(おわり) 

1989年 DaynaBook J-3100 SS001 

 

 

 

2009年～現在 daynabook TX/66KWH 



 私のコレクション              小西益樹 

ある人にマンホールをコレクションしていると言ったら「そんな重たいものどうやって集めるの

と聞く」まさか！・・・ 

そこでニンマリとしてマンホールを＜盗って＞くるのではなく＜撮って＞くるのだというと案心し

て「なあ～んだ」という笑顔が返ってくる。現在その数１００を超えるが自慢は！遠くイスタンブ

ールやカシュガル、南はインドやネパールなどのものだろう。古代ローマにはすでに大理石のマン

ホールがあったらしいので歴史は相当古い。またマンホールの形はなにも丸だけに限らない。 

 外国でマンホールといえば 1949年公開のイギリス映画「第三の男」の舞台になったウイーンの地

下に張り巡らされた下水道の中の緊迫した追跡シーンを思い浮かべる御仁も多かろう。煙の如く消

えうせた謎・・・実は四角いマンホールが鍵であった。ハリー・ライムやホリー・マーチンスの名

演技や哀愁にみちたアントンカラスのテーマ曲も忘れがたい。もう一つ、1955 年公開のアメリカ映

画、マリリンモンロー演じるコメデイ「7年目の浮気」にはマンホール（地下鉄の通気孔）から吹き

上げる風でスカートがめくれあがる有名なシーンがある。この白いドレスがオークションでなんと

460 万ドルで落札されたとか。現在の為替レートで 4 億 8 千

万円、ちなみにこの足元のマンホールは非売品だろうが、今

も同じ場所に有るとすれば名所だろう。 

このマンホール、日本全国では一体幾つぐらいあるの

か？ 答えはおよそ１１００万個だと云うが誰も真剣に数

えたことが無いので、正確な数字は分からないらしい。 

最近の日本の町や村で見かけるものは、その土地のシンボ

ルである花や鳥、動物、山や川、有名な建造物などをデザ

インしたものが増えてきた。我が町榛原の足元にあるマン

ホールをとくと眺めた方はおられるだろうか。額井岳そし

て町の鳥だったウグイスと鳥見山のツツジがデザインさ

れている。 

マンホールに刻まれた文字は地名の他にその目的によっ

て説明文が書かれていて、そのマンホールの下が何に通じ

ているのかが一目で分かる実用性のあるものなのだ。 な

かで一番多いのは＜汚水＞あるいは＜おすい＞（OSUI）と

かかれている。 趣味人の中にはマンホールの＜拓本＞を

とって作品として発表している人もいるが、そもそもマンホールのデザインをした人が他にいるわ

けで＜著作権＞問題が絡んでややこしいことがあるらしい。 

「日本グラウンドマンホール協会」という団体があって、下水道のマンホールが専門のようだが、

このなかを覗いて！みると深くマンホールの歴史について学ぶことができる。一見地味なマンホー

ルにも丸で知らなかったことや、今の形や材質になるまでの歴史や先駆者の努力が蓄積されている。

もともと下水道は西洋からやって来たことは想像ができる。昔のわが国ではどぶ板程度で、 

ぬかるみを歩くのに便利な下駄が発達したものだ。それはさておき、最近国内の旅先ではカラフル

なマンホールを見かけるようになった。 

なぜマンホールに愛着を感じ、そして＜集める＞ようになったか？ 

デザインが面白いこともあるがマンホールは一般に「路上の橋」とも言われている・・・ 

人や車両の重圧や犬猫の糞尿そして風雪に耐え砂や泥にまみれて頑固に構えている姿にどこか孤

高？を感じる。大雨の時には普段大人しいマンホールの蓋が吹き飛び辺りに危害を及ぼすこともあ



るので侮ってはならない。 

私の場合は単に旅の思い出としてである。一見鈍重なる無機物であるが＜下水蓋だけに！＞その

土地の匂いが染みついているからなのかもしれない。 

こんな私の宝物は決して「嵩ばらず」家の床がたわむようなことも無く、あの世に持っていけな

いなどと云う心配の必要も全くない、いたって気軽なコレクションである。 

これからも旅の先々で面白い顔したマンホールに出会うのが楽しみである。 

 

＜家の前のマンホール＞ 

 

 

＜マンホールコレクションより＞ 

 (終わり) 



2014年「八剣山の会」活動実績 

2014.11.30 現在 

 

 

 

 

 

 

 「2014年活動計画検討会」にて決定した計画の進捗状況です。 

 

【参加者数】 

● 1月 25日(土)  和佐又山登山          企画案内:高見【8】 

● 2月 8日(土)  三峰山登山                 須藤 (中止) 

● 2月 22日(土)  高見山登山               船津【7】 

● 3月 13日(木)  早春の大覚寺と嵐山散策         金城 (中止) 

● 3月 27日(木) 六甲山系登山                       野田【4】 

● 4月 9日(水) 琵琶湖ウォーク(part4)           美浪【7】 

● 4月 24日(木) 葛城古道散策                     安田、須藤【3】 

● 5月 15日(木) 御在所岳登山              木山【4】 

● 5月 28日(水)～29日(木) 石鎚山登山           高見【5】 

● 6月 5日(木)  春日奥山ウォーク            上岡 (中止) 

● 6月 12日(木) 大普賢岳登山              高見 (中止) 

● 8月 4日(月)～7日(木) 鳥海山登山           小西、船津【7】 

● 8月 23日(土) 八淵滝群遡行               原 (中止) 

● 8月 28日(木) 洞川自然研究路散策           野田【4】 

● 9月 17日(水) 伊良湖船旅               金城【3】 

●10月  9日(木) 伊勢本街道の旅(part4)                  須藤【6】 

●10月 26日(日)～27日(月) 大杉谷遡行           原【5】 

○11月  6日(木) 記紀万葉巡り(part4)           安田【8】 

○11月 19日(水) 京都一周トレイル(part3)         美浪【7】 

○12月 18日(木) 額井岳登山・納会                須藤 

  

≪八剣山の会春秋≫ 

第 5号(春季号)、第 6号(夏季号)、第 7号(秋季号)、別冊(写真特集号) 発行。 

以上 

≪お互い大事にしたい合言葉≫ 

“身の丈に合った行動の多様性を楽しもう！” 

“one for all, all for one” 

 



2015年「八剣山の会」活動計画 

 

 

 

 

 

2014.10.24 開催の「2015年行事検討会」で決定した活動計画です。 

 

●1月 30日(金) カニ&温泉ツアー(一泊、新年会)    企画案内：林田 

●2月日 26(木) 観音峰登山                            高見 

●3月 12日(木) 早春の大覚寺&嵐山ハイク                 安田 

●3月 26日(木) 六甲縦走シリース part2                 野田・須藤 

●4月 9日(木) 多武峰-明日香ウォーク                      藤本 

●4月 23日(木) 琵琶湖シリーズ part5                     美浪 

●5月 12日(火) 奈良歴史の道ハイク                          金城 

●5月 28日(木) 大普賢岳登山                           木山 

●6月 4日(木)  桧塚奥峰登山                             須藤 

●7月 29日(水)  比良 八淵滝遡行                          原 

●8月 6日(木) 五竜岳 or 大山（百名山）                        船津 

●9月 17日(木)  若狭富士(青葉山)登山                     高見 

●10月 8日(木)  伊勢本街道シリーズ part5                     須藤 

●11月 19日(木)  京都一周トレイルシリーズ part4                美浪 

●12月 17日(木) 都祁富士(都介野岳)登山+納会                 須藤 

●スノーシューハイクを適時に企画する                  小西、野田 

≪運用上の留意事項≫ 

１.具体的詳細案内は実施日の一カ月以上前に現在と同じ方法で知らせる。 

２.現地の調査結果等の検討により.企画案内者の判断で次の変更／設定が 

ある場合がある。 ・目的地 ・実施日 ・予備日の設定 ・反省会の有無 

・参加申し込み締め切り日の設定（予約や車手配を配慮） 

３. 原則、前日天気予報、午前または午後の降水確率 50%以上は自動的に中止。 

又は予備日を設定している場合は延期とする。 

４.企画案内者は登山スピードの調整等チーム登山の配慮をする。 

５.宿泊登山で登山届け等に「緊急連絡先」記入が必要な場合は企画案内者が 

不参加会員の中から選定、依頼して対応する。 

以上 

≪お互い大事にしたい合言葉≫ 

“身の丈に合った行動の多様性を楽しもう！” 

そして“今年も伸ばそう、健康寿命” 

 



       八剣山の会“２０１５年計画検討会” 

                                   高見記    

《 開催日時 》２０１４年１０月 2４日   １０時 ～１４時 

《 会場 》天満台西公民館 

《 参加者 》 

上岡啓二、甲斐田博幸、鍜治本健太、金城清三、小西益樹、真田一郎、須藤和雄、 

野田庄次、橋本眞幸、林田俊彦、原政雄、藤本孝雄、船津主税、増谷育男、安田享、 

堀江政四郎、橋本征四郎、高見毅 

《 議題 》 

１） ２０１４年の実績と今後の予定 

２） ２０１５年の計画検討    

 

 

《 昼食会 》１２時～  山形芋煮会（須藤さんの特製） 

 

     須藤さんの山形芋煮は大好評で直ぐに完食。いろんなことに話が飛ぶ。 

 



 

編集後記：平成２７年新年号の表紙画には美浪画伯の作品「吉野山」がふさわ

しいと、小西さんの勧めもあって、彼の作品が初めて表紙を飾ることになりま

した。美浪さん有難うございました。確かに絵の良さもさることながら奈良に

本拠を置く私達の新年号に、そのタイトルも「吉野山」とは良いですね。▲お

陰さまで、この「春秋誌」の発行も３年目に入り通算９号となりました。新し

い年も工夫を重ねて、より良い編集を目指して編集員一同努力致しますから皆

さんには今後とも、寄稿など更なるご協力をお願い申し上げます。▲今号の記

事のトップには、原政雄さんの『大杉谷紀行２０１４年１０月』を採り上げま

した。原さんは紀行文としては初めてですが、厳しい山行にも関わらず、臨場

感のある素晴らしい文章で仕上げました。小心者の私は文字どおり、ハラハラ

ドキドキしながら読みました。「死亡・滑落事故多発」の看板を横目に、実際に

２件の遭難事故があり、救助のヘリコプターを見上げながらの山行に、原さん

は「豪壮・神秘的・苛烈・優美」の言葉で表現しています。確かにこの表現は

今回の山行を象徴してます。厳しさだけでなく、「神秘的」「優美」の情景もし

っかり表現してあります。そして５人の＜ど根性の山男＞にも敬意を表します。

▲野田・小西・須藤３氏の＜私の宝物＞を掲載しました。自分が大事にしてい

る家族や趣味・書籍などを披露して楽しみを皆さんと共有しては・・と。編集

部の問いかけに応じてくれたものです。野田さんの「中村天風の栞」は毎朝気

合いもろとも実践していることが後期高齢者とも思えぬ元気の源となっている

のでしょう。▲須藤さんの「パソコン」については、これを駆使して山の会を

束ねている実績から＜私の宝物＞は納得できますが、パソコンより１４年も古

い戦友の奥さんに冷たくありませんか。その記事を知った奥さんの反撃が心配

されます。▲意外だったのは小西さんの「マンホールのコレクション」。てっき

り写真か水彩画を予想していたのだが・・・。それにしても外国でもマンホー

ルを怠りなく収集しているとは＜宝物探し＞も徹底してますね。又、懐かしく

も嬉しいマリリンモンローのあのセクシーな写真を添付して「マンホール」と

結びつけた演出は憎い。▲お三方の＜私の宝物＞から、それぞれが素晴らしい

楽しみを持って人生を謳歌していることを知りました。刺激されて私も次号で

は＜私の宝物＞を寄稿するつもりです。会員の皆さんも＜私の宝物＞はきっと

お持ちでしょう。どうぞご披露ください。楽しみにしております。▲春季号の

発行日は３月２０日です。原稿締切は２月２８日です。今年は、＜私の宝物＞

に限らず、色々な話題を提供していただき全員参加の「八剣山の会春秋」を目

指したいと思っております。奮ってご参加ください。最後になりましたが今年

一年皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。        凡生                   
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