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思い出深い登山シーン 

2016.2.28 美浪敏明 

●題目：大普賢岳登山 

 
2015年 5月 28日(木)八剣山の会の大普賢岳登山 

 

大普賢岳登山の時の写真を基に描きました。 

頭を垂れて、足元を確認し、頂上目指し進む。 

何事も謙虚に驕らず、一歩一歩確実に身の丈を知る。普賢岳はその様な山です。 

天気にも恵まれ、健康である事に感謝します。 
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●題目：秋田県象潟の風景 

 

2014年 8月 4日（月）～7日（木）鳥海山登山旅行 

 

天候不順により鳥海山登山を残念し 

象潟コースを探索、芭蕉の足跡を辿る 

現在の風景は芭蕉が訪れた後に隆起してでき、 

島は丘となり海は田んぼに変身したそうです。 

山形と秋田の県境に位置する 

象潟は気象変化も激しく、冬は降雪量も多く、 

夏でも多量の雪渓が残る。 

鳥海山の秀麗な山稜から流れ出る澤水は 

水田を潤し、稲を育て地元の生活を支えています。 

そんな思いで田植えの頃の絵に仕上げました。 

宿で食べた秋田こまちの美味しい訳が理解出来ます。 
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●題目：都祁の里から大和富士を望む 

 
2015年 12月 17日（木）八剣山の会納会ダブル富士登山 

 

円錐形の独立峰、都介野岳（都介の富士）の向こうに 

額井岳（大和富士）を望む、そんな場所を探して歩くと 

小治田安麻呂の墓碑が在る辺りが絶好のビューポイントでした。 

日帰りでダブル富士を踏破でき、美榛苑で汗を流し、仕上げは 

納会で美味しいお酒を仲間と飲む、大満足の一日でした。 

以上 



「関宿散策・筆捨山登山」より 

          ― 俳句・短歌 － 

                         2015.2.28 金城 清三 

 

              俳句１２句  凡生 

のどかなりローカル線でつなぐ旅 

        関宿に色を添えたり枝垂れ梅 

        雛飾る茶席に呼ばれかしこまり 

        春浅く伊賀路の田畑眠りをり 

        春寒や足湯に浸たる宿場町 

        芭蕉の句口ずさみつつ伊賀の春 

        紅白の野梅ちらほらローカル線 

        春光にきらめく白亜上野城 

        関宿をあち見こち見で春惜しむ 

        鈴鹿とは優しい響き残る雪 

        前方に冠雪の山車内湧く 

        春うらら萌へ井の蕎麦に舌鼓 

              短歌２首   凡生 

関宿へ旅でござんす山の会  

           江戸の時代へたっぷり浸り 

        追分と聞けば股旅劇思う 

           三度笠出そう関宿通り 

  



          ちょっとワイルドな山旅 

                      ２０１６年２月２２日 

                              高見 毅 

北海道の日高山脈の中央にヒグマが棲みアイヌ語でポロ（大きい）シリ（山）と呼

ばれて日本百名山を目指す人には胸躍る山“幌尻岳”がある。 私もいつの日かこの

山に夫婦で挑戦しようと、インターネットで山小屋の混み具合や天候の好条件を考え

ながらタイミングを図っていた。 なぜなら、この山には７～９月までの期間限定、

登山口までのシャトルバスと山荘の予約、加えて雨による川の増水時には登山中止な

どの条件のためである。 結局、その時を‘１５年８月１１日から３日間と定め、交

通手段や渡渉用の沢靴購入などの計画の準備に入る。 

◆一日目 

函館からレンターカーにて苫小牧を通って富川（平取町）そして、日高国道を北上

し今夜の宿の“とよぬか山荘”に入る。 この宿は廃校をリフォームして幌尻登山シ

ャトルバスの基地として登山時期は賑やかである。 ジンギスカン鍋の夕食後、二段

ベットの床につくが外は心配な雨。でも寝るしかない、これが山旅なのである。 

 

①ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ                

降車                  

 

②渡渉開始 

 

③山荘 

 

④山頂 

 

 

 

 

 

◆二日目 

どんよりした空だがシャトルバスは予定通り７時に出発。 情報では雨雲が運よく

この山域を外れ、心配した川の増水も少しだけのようで一安心。 ８時にバスが登山

口に到着。１２人ほどの登山者は思い思いに出発し、登山道（林道）は前も後ろも人

影はない、道にはヒグマらしき糞もある。だが、現場に来れば気持ちの高揚で怖さは

感じない。 ２時間ほど歩いて林道を離れて秘境たる所以になっている額平川の入り

口に到着。 渓流が清々しく、原始を感じる。 少し遡行すると待望の渡渉となり新

品の沢靴（裏底がフェルト）の出番。 さて、この靴、水の冷たさを感じることなく

川底の石に対しては吸盤のようにフィットして心配した渡渉を助けてくれた。 
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今回の行程図 



全部で十数回の渡渉の後、１３時に今夜の宿でちょっと悪名の幌尻山荘に到着。 

この小屋は平取山岳会の管理人が駐在のみで寝具は無く、食事も自前、荷物は床下の

狭い倉庫などワイルドな設備、特に濡れた衣類や靴の乾燥には困った。 早めの自炊

夕食後は他の登山者（約２０名）との談笑もなく明日を期待してシュラフに入る。 

                  

        

 

◆三日目 

４時前に起床。天気は良さそうだ。 軽い朝食をして４時半に裏手の尾根登山道か

ら出発し、緑豊かな木々の中を黙々と高度を上げて行く。 そして、ダケカンバの木

がハイマツに変わって尾根を少し登りきると、一気に展望が開けた。 

左手の戸蔦別岳 1959m、正面に目指す幌尻岳 2052m、右手は幌尻山頂へ稜線が延

び、これら山々の谷底にはお椀状の北カール（氷河のツメ跡）が広がっていた。 

このカール、よく見るとテントが２張ある。誰だ、勇気あるなー。 この地はヒグマ

のテリトリーなのに。（後から彼等は高校生の山岳部と知った） 

一息後、元気を出して再始動。 頂上に続く北カールの稜線上のハイマツを抜け、

高山植物や草地、ガレ場を通って新冠コース（最近このコースも人気、田中陽希もこ

の道から）との分岐に到着する。 頂上まであとワンピッチ、がんばろう！ 

そして、８時半ついに山頂に到着。やったね！ 晴れ間はあるがガスが流れ戸蔦別岳

や七ッ沼カールの眺望がきかないのはちょっと残念だが、まずは記念写真。 

                                                                                        

とよぬか山荘とシャトルバス   

幌尻山荘 

額平川の渡渉 



                                           

 さぁ、下山。 登り道をそのまま折り返すので道は明白で安心、だが山での多くの

事故は下山時だから油断は禁物と、気を引き締めて着実に昨晩の幌尻山荘に下る。 

この山荘でデポした荷物の回収と軽い昼食をとって１２時に、また、額平川の渡渉に

入る。 前日の経験からかスムーズにこの渡渉を通過し、林道までやって来た。 

だが、ここで天候異変、林道到着した頃から雨具まで突き破るような激しい夕立が一

気にやって来たのだ。時間に余裕はあるが急ぎシャトルバスの乗り場に向うと、いつ

の間にか他の登山者も終結し、到着したシャトルバスに慌ただしく乗り込でいる。 

予定の１７時のシャトルバスに乗って、出発地の“とよぬか山荘”に１８時に帰着。  

振り返ると、今日は朝の４時半から１８時まで１３時間余りの行程、疲れたなぁ。 

以後、近くの“ひらとり温泉”で入浴と夕食、身体を癒して苫小牧のホテルに向う。 

 

山旅を終えて 

太古からの豊かな自然が残るちょっとワイルドな山域であったが、天候にも恵まれ

て記憶に残る良い思い出ができた。 これからも、古希を迎えた体力の衰えを気力で

カバーしながら、日本の未知の山に挑戦したいと、思っている。  

          （ 完 ）                          

幌尻岳 

ついに登頂、やったね！ 



全日空欧州建築施設視察旅行レポート 

  2016.2.24 林田俊彦 

 

今回も仕事がらみの海外旅行第 2 弾をまとめる。前回は 32 歳で初めての海外旅行、今回は小生

50 歳、肩書も建材開発部部長代理が付く。 

企画は全日本空輸（株）施設部、主催は全日空商事（株） 

さてこの視察旅行は全日空・ＡＮＡが羽田空港拡張工事を始めるにあたり、ゼネコンや建材メ

ーカーがその物件獲得の狙いがあり全日空の施設部長や関係者を誘い計画されたものだ。 

時は 1993 年（平成 5 年）11 月 13～20 日の 8 日間、表題のメインは欧州の空港施設を視察すと

なっているが発注権のある施設部の連中と懇意になるためで表題は会社の納得しやすい視察名

だが、国会議員の視察と同様ほとんど観光旅行だ。でも会社には視察内容の担当を割り振りそ

れなりのレポートを提出する。旅行費用はひとり 120 万円と破格の価格だ（会社負担とはいえ） 

参加メンバーは大林組、大成建設、間組、三井建設、不動建設などのゼネコン、梓設計などの

設計事務所、関電などの工事会社、新日鉄、住金などの鉄骨メーカーなど部課長以上の 25 名、 

訪問国はドイツ（フランクフルト）、イタリヤ（ローマ）、スペイン（バルセロナ）、フランス

（パリ）それにロンドンのヒースロー空港に立ち寄る。 

わがヨドコウは一般ユーザーにはヨド物置で知られているが私の仕事は淀川製鋼所の生産する

カラ―鉄板を使う金属製の屋根や外壁材の商品開発と工事の設計業務を担当していた。 

営業が大型物件獲得のために商品説明や設計段階での打ち合わせに設計事務所やゼネコン、ユ

ーザーなどにも同行していた。参加メンバーと懇意になるのも仕事の一つだ。 

今回はＶＩＳＡＳ・パスポートの更新、ＶＩＳＡカードも作る。今回初めてトラベラーチェッ

クを事前に購入、額面の小切に記入し署名してその場で両替をする。現金の盗難予防策だ。 

11/13  成田空港で出国手続きをすませ、クラブＡＮＡの待合所でツアーの結団式、自己紹

介をする、ここは軽食、飲み物は無料で利用できる、ゴールドカード会員が利用できる待合室

でゆったりくつろげるソファーが並ぶ、リッチな気分だ。ＡＮＡのツァ－なので特別団体出口

から飛行機に乗る。飛行機はもちろんＡＮＡ，クラブＡＮＡのツアーなのでエコノミークラス

の 1.25 倍の割増運賃のワンランク上のビジネスクラス、座席はゆったり、別カウンターで登場

手続きをする。 

行き帰りとも抽選でファーストクラス一席をあてがわれる。小生は抽選漏れだが食事そのほか

の待遇が違う。 

フランクフルト空港 16:25:着、時差 8 時間、空港施設の視察を１ケこなす。 

空港は 2 階建てコンクリートの外壁、成田空港の 4 倍の広さ、48 キロ４方は私有地とか、 

早速ドイツの誇るアウトバーンの高速道路、１２０～１５０Ｋｍ/h が最低で２００～２６０ 

ＫｍでもＯＫ，度肝を抜かされる。市街地まで約 25 分で到着。 

フランルフルトは日本の商社やメーカーが集まる大商業金融の都市、通過は１ＤＭ（マルク）

約７０円。ホテルは５ツ星、スタイゲンベルガー・・・、ツインの部屋を一人で占有。 

 11/14  フランクフルトの市内建造物視察、旧市庁舎（レーマー）は階段状の切妻が珍しい、

文豪ゲーテの生まれたゲーテハウス（５階建て、第２次世界大戦で破壊され、復元される）や

ザンクトパウロ教会訪問。 

今回も旅行のプライベートな記録がない、ただ前回と違って同年輩の参加者が多く気軽に写真

を撮り合い撮影をお願いできたので観光用の写真は多い。 



      

旧市庁舎      レーマー広場      ザンクトパウロ教会    ゲーテハウス 

昼食はフランクフルトのソーセージの大皿盛り合わせから始まり、パンにジャガイモのチーズ

煮を挟んで食べる、メインは豚のすね肉の塊、４～５００Ｋｇもあろうか、柔らかく旨かった

がさすがこのボリューム、ドイツ人がビールを水代わりに飲み、大きなお腹をしているのが分

かった。夕食時はこれらにデザートが出る、大きいお皿に山盛りのブルーベリーと思うがこれ

だけでお腹いっぱいになりそうなボリュームだ。ビールは樽貯蔵ビールで地下貯蔵庫よりポン

プで吸い上げる、酒の弱い小生にはその味がわからない、それにリンゴワインもある。 

さらに道中、昼食に適当なレストランがなくバス中で食べるがなんとあのフランスパン 1 本に

切れ目があり、ソージやイモ、野菜を挟んだものがあてがわれる、これもびっくり。とても食

べられない。 

その日の午後には空路ローマへ飛ぶ。レオナルドダビンチ空港着、視察。ローマへの飛行中、

コックピットでの写真撮影が許される。なんともラッキー、今では考えられないことだ。  

 11/15 今日は終日市内観光、バチカン市国訪問、 イタリア・ローマの中にある世界最小の国

家で領土全域が世界遺産に登録されているのはここだけ、2014 年人口は市民権のある海外在住

者を含め 826 人、面積は大阪のＵＳＪくらい。法王が首長として世界のカトリック教会（信者

約 10 億人）を支配する。 

サンピエトロ広場はベルニーニの設計、最高 40 万人収容できる、日曜日の正午、宮殿の窓から

法王が祝福の手を振る。 

   

サン・ピエトロ広場       回廊の柱の上は歴代皇帝や法王？の彫刻が並ぶ  

圧巻はサン・ピエトロ大聖堂は 22,000 ㎡、6 万人収容できる世界最大の教会だ。 

宮殿内のシステイーナ礼拝道（ミケランジェロ作の「最後の審判」は修復中、も見逃せない。 

1時間後に集合とかで自由行動だ。寺院の隅からエレベーターに乗り途中から階段 503段とか、

歩きドームの頂上バルコニーに出る、ローマ市街が一望できる。サン・ピエトロ広場を囲む寺

院の全貌がわかる。円形の回廊の柱の屋根上にずらり僧侶？の彫像が 100 体以上もあろうかず

らり並ぶ。こんな大理石の彫刻が市内全域で見られる、見事だ。 

 

 

 

 



 

サン・ピエトロ寺院       コロッセオ、時の皇帝が市民の娯楽用に造った闘技場   

ベネチア広場、カンピドリオの丘、コロッセオ、フォロ・ロマーノ（一角にはベンハーに登場

した戦車競技場もある）やカラカラ浴場跡もある、ローマ市内は小型車が多く路上駐車が多く、

市内は渋滞多し。新築は石造が義務づけられ、新築用の土地が少なく改築は新築より高くつく

が改築を奨励している。大理石トラバーチン（孔あき）は色も統一されかたくなに遺跡を保存

している。お国の違いを見る。 

夕食は日本食、SOGO・Ａsahi にて、地中海刺身、焼き物、煮物、味噌汁、エビなどのテンプ

ラ 

夜 9 時から１０時半、「フャンタジー」にてカンツォーネを見る、200 人収容、1 階は半分以上

日本人観光客、我々は 2 階席で食事付、白ワインで乾杯、スパゲテイ、野菜サラダ、ロブスタ

とエビのイタリヤ料理、今日も豪勢だ。 

  11/16  今日もローマ観光、オードリーヘップパーン主演の「ローマの休日」で有名なスペ

イン広場やトレビの泉、「真実の口」―アン王女とジョージ（グレゴリーペック）が恐る恐るそ

の口に手を入れるとウソをついたものが手を入れると口が閉じて手が抜けなくなるといわれて

いる。サンタマリアコスメデイン教会の入り口の壁にある。 

      

トレビの泉、後ろ向きでコインを投げると再びローマに来れるという   真実の口 

    

ローマの凱旋門    スペイン階段     カンツォーネ見ながらで夕食 ローマの休日 

サンタンジェロ広場、国立博物館観光、ショッピングと忙しい、 

昼食はスペイン広場近くのいかにも高級そうな「美食上大酒楼」にて中華料理を食べる 

焼きめし、エビ煮、青菜煮。スペイン広場正面は世界のブランド店な並ぶ商店街。店の入り口

はロックされており、人を見て開ける、当時のローマは失業率２２％、泥棒が多い、宿泊の 5

つ星ホテルのアンドロ…パレスホテルでもチェックイン時同僚が足元に手荷物を置いて記入し

ていた一瞬のスキに盗難にあう事件発生。平和ボケしている日本人観光客は特に狙われる。 

盗難は海外旅行ではどこの国に行っても日本と違う事に超注意すべきことの一つ。 



社長にカメオのタイピン、120,000 ﾘﾗ（約 9 千円）、家内に 170,000 リラのブローチを土産に買

う。 10,000 ﾘﾗ約 700 円、桁がでかいので買い物には換算が大変。 

夕方 17 時半、空路バルセロナへ飛ぶ。一応バルセロナ空港施設視察となっている。 

夕食は a’palloza,船のキャビンを模した内装の部屋で地元のシーフード、テイレニア海産の魚介

料理を食べる。カニやエビたらふく食べられる。（こんな記録は皆地元ガイドと地元在住の日本

人ガイドが同行、から聞いたもの） 

ホテルは世界の名だたるあの「ＲＩＴＺ」、もちろん 5 ツ星、各部屋にはシャンパン、ミネラル

ウオーター、果物がカゴ一杯にプレゼントされる。 

11/17  バルセロナに観光といえばガウディの設計のサグラダ・ファミリア（聖家族教会） 

１００年近くから今も建設中、街中の数件ある彼の設計の住宅（マンション風）やグエル公園、

博物館を見学、ピカソ美術館、カテドラル大聖堂など見学。昼食はＬareife でもちろんパエリ

ア大皿にイタリア米の上にたくさんの魚介類、やはり本場のものは旨い。 

       

サグラダフャミリア            フラメンコショー 

夜 9 時半―10 時半 バーレストラン「ＥＬ ＰＡＲＩＯ ＡＮＤＡＬＬＩＺ」でのフラメンコ

ショーを見ながら、食事、から揚げ風のパン、イカリングの揚げ物大お皿、パエリアとワイン 

とテーブルに並ぶ、狭い舞台いっぱい独特の靴のタップ、鮮やかなスカートが舞い、カスタネ

ットとムンムンとした居酒屋風の店は最高の雰囲気だ。 

昨年開かれたオリンピック競技場を訪れる。有森裕子がスタジアム入り口で競い合ったモンデ

ィークの丘をバスで通りながら思い出す。バルセロナより車で 1 時間の郊外のＭｔ．モンセラ

ー教会を訪れる 

  11/18  昼過ぎまでフリータイム，15 時半パリへ、フランスはシャルルドゴール空港視察、

といっても通り過ぎるだけ、小生は 2 回目、とにかくだだっ広いというイメージだけ。夜はフ

ランス料理、２度目の LIDO のショーを楽しむ。  

      

LIDO      ノートルダム寺院     オペラ座       Ｍｔ．モントレー 

  11/19  パリは 2 回目、ちょっと余裕、凱旋門、ノートルダム寺院、サントシャペル寺院、

オペラ座、エッフェル塔などおなじみの観光コースを巡る。 

ロンドン、ヒースロー空港視察後成田へ。 

                                       完 
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  志賀高原スキー旅行珍道中 

2016.2.24  野田庄次 

 

2/15日、深夜バスで新大阪南口駅より志賀高原スキー場に行く。 

昔の山友達とのスキー旅行です。 

八剣の橋本さんも仲間に入れてもらう。 

今回のスキーはトラブルの連続であった。 

 

初日にスキー靴の破損。 

２日目にスノーボドーで肩関節脱臼。 

３日目は無理をして熊の湯から横手山に行く。 

横手山に行くバスを乗り間違えて発車寸前で気がつきあわてて乗り換える。 

  

横手の山頂展望台に登り写真を撮る。 

 

 

横手の食堂で携帯電話置き忘れて宿に帰る。 

連絡を取ったが見つからない。 

榛原のａｕに連絡を取り無効にしてもらう。 

 

最後の失敗談、帰りのバスで途中食堂に立ち寄る。 

食券売り場は長蛇の列、券売機にたどりつき食券を購入。 

番号を押し間違ってメシだけの食券です。 

又初めからあの長い列の最後尾に並ぶ勇気はありませんでした。 

 

橋本さんにはほんとに御迷惑をおかけしました。 

紙面借りてお詫び申し上げます。 

以上 
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追伸：今回のスキー旅行でいろいろと教訓を得ました。 

   ①深夜バスのスキー旅行は翌朝宿についたら午前中睡眠をとること。 

   ②準備運動を入念にやること。 

   ③スキーははやめに切り上げてお風呂に入りマッサージをして翌日に 

そなえること。 

 

 
 

教訓“汝、自身を知れ!” 

 



巡礼の道（スペイン） 

2016.2.29 安田 享 

  

去年、北スペインの巡礼路を旅行したときの記録です。 

スペインでは、中世、カトリックは、イスラム勢力により北スペインの山岳

地帯に追いやられた。この間もイタリヤ、フランスなどヨーロッパのカトリッ

ク教徒はピレネー山脈を越えサンチャゴへの巡礼を絶さなかった。 

 

巡礼の道（世界遺産 ピレネーからサンチャゴ・デ・コンポステーラまでの

800㌔） 

 フランス・奇跡の泉ルルドなどからピレネー山脈をイバニエタ峠で越えスペ

インのパンプローナに入る。ここからスペインの巡礼の道が始まる。 

フランス人は、スペインを「ピレネー山脈の向こうは、アフリカだ」「半島人」

と呼ぶ。 

ピレネーは、両国を分ける大きな山塊だ。パンプローナは、旧ナバーラ王国の

首都。ヘミングウェイが「日はまた昇る」で描いた牛追いの街、闘牛の街だ。 

サンタマリヤから巡礼路の合流の街プエンテ・ラ・レイナの王妃の橋（1時間半

程歩く。韓国の学生と出会う。44 日間で全行程を走破するという。こちらは、

バスだ。） 

サン・セバスチャン 「ビスケー湾の真珠」といわれる風光明媚な海辺の避

暑地。扇状に広がるコンチャ（貝殻の意）海岸は、丘の上にモタ城がある。巡

礼路の中継地でもある。王妃の丘からの眺めが素晴らしい。旧市街は、石畳で

カリウム燈が綺麗。夜は、バル（スペイン風居酒屋）巡りが楽しい。安くて旨

い。 

 

２日目は、ブルゴス。11 世紀、カステリーヤの旧都。レコンキスタ（国土再回

復運動・イスラム教徒に支配された国土をカトリック教徒が再征服した） 

スペイン三大カテドラル（主教座のある大聖堂）のひとつ。カテドラルとは、

主教座のある大聖堂のことで都市・地域に一つ。カトリックの主教のいる教会

のこと。街の中心となっている。ブルゴスのカテドラル、その壮大さ、豪華さ、

カトリックの力に驚く。 

スペインで最も美しいといわれるロマネスク様式の回廊のサント・ドミンゴ・

デ・シロス修道院。たまたま、都合よく、グレゴリオ聖歌を聞くことができた。

その後カストロヘリス村の巡礼の路を歩く。 

 



 

 

３日目は、巡礼路の要衝、レオン。 レオンは、商工（鉱）業の中心地で川に

挟まれた平野に位置する標高８２２ｍの町。歴史は、古く刻印入り記念銘板に

よると西暦 68年 6月にローマ帝国第 7軍団のキャンプが 20ｈaの敷地を以て設

置されたことに由来する。レオンとは、軍団の意味。旧市街の壁は、ローマ時

代のもの。中世の壁は、旧市街の外苑の壁である。旧レオン王国の首都。 

レオンのカテドラル（その教区の中心となる司教の座席のある大聖堂）のステ

ンドグラスは、100枚以上あり、太陽の光を浴びて変化。 

（巡礼路がスペイン北部を東西に走るのに対し、銀の路は、古代ローマ時代に

築かれたスペインを南北に縦断する 800 ㌔の交易路。敷石の舗装道路。レオン

は、両道の交差点） 

 

４日目は、レオンの西 50 キロにガウディの設計した司教館のあるアストルガ。

現在は、巡礼博物館となっている。外観は、城の様な建物でステンドグラスか

ら天井のアーチまでガウディの才気が感じられる。 

セブレイロ峠 標高 1320mの峠。巡礼路最後の難所。峠の村、セブイロは、人

口 30人の小さな村。巡礼路で一番古い教会やケルト文化名残りである独特な家

屋も残っている。 

モンテ・ド・ゴソ 「歓喜の丘」と呼ばれる。ここからカトリック巡礼者は、

初めて、巡礼路の終点サンチャゴ・デ・コンポステーラの大聖堂を望める。巡

礼者が聖ヤコブの眠るカテドラル（大聖堂）を初めて目にする丘。前ローマ法

王も訪れている。 

 

５日目は、サンチャゴ・デ・コンポステーラ サンチャゴは、エルサレム、ロ

ーマに次ぐキリスト教３大聖地。 

キリストのお気に入りの弟子、聖ヤコブ（スペイン語でサンチャゴ）。 

サンチャゴは、キリスト教の信仰を守ろうとして西暦 44年にエルサレムで処刑

された。 

殺害の様子は、聖書に詳しい。その遺骸は、ガルシア（スペインの北西部地方）

に埋葬されたが、その後、歴史の中で場所が不明となっていた。8世紀には、イ

ベリア半島のほとんどが、イスラム教徒（ウマイヤ朝のカリフ・太守）の支配

下にあった。キリスト教徒の集団は、スペイン北部の山岳地帯（カンタブリア

山脈）に限定された。 

不明となっていた聖ヤコブ（サンチャゴ）の墓は、820年に再発見され、サンチ

ャゴに捧げる大聖堂が建設された。殉教者への崇拝は、巡礼という形で中世に



広まった。なお、このガルシア地方は、バイキング（スカンジナビアの海賊）

の軍事侵略を受けている。 

大聖堂は、ラテン十字の平面を持ち中央祭壇の下に銀の棺があり聖遺骸が納め

られている。 

 

巡礼路は、パリ、ボルドなど各地から巡礼団が結成された。距離は、800㌔とも

いわれる。 

老人の巡礼者のなかには、途中で息絶えた者も多かった。 

歴史とともに、順次、宿泊所や病院などの施設も設けられ、街道や橋も整備さ

れ、徐々に巡礼路が形成された。服装は、マントに杖。杖には、瓢箪と貝殻が

トレイードマークとなっている。 

巡礼者は、年に 50 万人に達し、文化、経済の交易路としても重要性を増した。 

政治的にもレコンキスタ（国土回復運動）の精神的背景ともなった。 

スペイン巡礼路は、北スペインのカトリックの力、教会だけでなく町の形成過

程、伝統、日々の生活にその影響がみられた。私が、日本で日常感じない、生

活に根付く宗教を感じた。 

食事が旨い。生ハム、ワインは、欠かせない。 

スーパーでの商品の種類と販売面積の多さ。安さに驚き。庶民生活に欠かせな

いものとなっている。異文化に触れる旅となった。 

 

（完） 



我が家のペット 

  2016.02.07 木山 裕昭 

 

 昨年 4月からセキセイインコを飼いはじめました。名前は「ピコ」といいます。

飼う時にペットショップの店員さんに、このインコはしゃべるようになります

かねと聞いたら、めったにしゃべりませんよ、２～３万円の高いインコだと、

しゃべるかもしれませんがということでした。家で鳥カゴに入れて飼いはじめ

たのですが、結構元気なインコで、上の写真の

ように、おもちゃの小鳥に向かって、近寄って

いって、仲良くしているかと思うと、下の写真

のように、背中の上に乗って押さえつけたりと

やんちゃなとこを見せます。インコにすれば、

おもちゃの小鳥は、自分の仲間のように思って

いるんでしょう。こうした、インコの動きを見

ていると、微笑ましくて、ついつい心が和んで

きます。  

一方、家人の方は、毎日、インコに向かって、 

「ピコちゃんおはよう」とか「ピコちゃん可愛

い」 

「ピコちゃんお利巧」とか、声をかけ続けてい

ました。そうしたら、言葉を覚えたのでしょう

か、昨年の 10 月頃から、何やらしゃべってい

る様子が伺えるようになりました。 

買った時に、めったにしゃべりませんよと言わ

れていただけに、これには、家人も私もびっく

りし、大喜びしました。小鳥でも、こうして愛

情を込めて、毎日接していると人間の言葉が分

かるものなのですね。 

 是非、セキセイインコがしゃべっている様子

を会員の皆様に、聞いて頂けたらと思い、You 

Tubeにアップロードしました。 

下記の URLをクリックしてご覧下さい。 

https://youtu.be/b-pnRDw5iDc 

   

                   以上 

https://youtu.be/b-pnRDw5iDc


昭和の歌謡曲讃歌 

.                        ２０１６．２．１０ 金城 清三 

俳人中村草田男に＜降る雪や明治は遠くなりにけり＞の名句がある。 

降る雪に少年の頃、雪と遊んだ明治時代を懐かしみ詠んだのであろうか。 

平成も今年 28年目となり、昭和の時代は遠くなりつつあるが私にとっては昭和

の歌謡曲はより身近なものに感じられるこの頃である。 

ＮＨＫの「ラジオ深夜便」の午前 3 時には「にっぽんの歌こころの歌」の番

組があり色々な曲を流しているが、その中でも私は昭和時代の歌謡曲番組が好

きで、その時間には深夜にもかかわらず、インタホンを付けて聴き入る。「なぜ

夜中にまで？」と思われるかもしれないが、老いて早寝早起きの習慣から、深

夜でも懐かしい思い出に浸る安らぎの時間になるからである。 

作家で「女人高野」など歌の作詞家でもある五木寛之さんは次のように語っ

ている。『歌は心の食べ物。辛い時、悲しいとき、私たちは歌い、聴くことで自

分を励まし、慰めてきました。昭和は、そんな歌の黄金時代です』 

 皆さんと同じように私は昭和二桁時代の生まれです。多感な？少年時代を経

て、これまでの人生の多くを昭和の時代に生きてきた。 

私の少年時代は、家にラジオもない時代であったが有難い出来事があった。 

長兄が山口県の下関から沖縄へ引き上げて来たとき、蓄音器と当時のヒット曲

のレコードをたくさん持ち帰ってきたのである。ラジオも無い当時、珍しくも

嬉しい蓄音器のお陰で昭和歌謡との出会いであった。 

それは蓄音器に耳を傾ける犬の絵があるビクター製品であった。『ふる～！！』 

その犬のように、毎日のように兄弟で蓄音器に耳を傾けた。 

                              

                     

そして、歌詞の理解もできぬまま大人向けの歌謡曲、デイック・ミネの＜夜霧

のブルース＞淡谷のり子の＜雨のブルース＞藤山一郎の＜長崎の鐘＞＜丘を越

えて＞霧島昇・平野愛子の＜蘇州夜曲＞などに親しんで聴いていた。 



近所の友達もこの珍しい蓄音器と歌謡曲を聴きに我が家へよくやってきた。 

これらの歌は内地（本土）では流行っていても沖縄では珍しかったこともある

でしょう。聴きすぎてレコードが傷たんだり、針が消耗してノイズが入っても

何のその、飽きずにしっかり聴いていたものである。 

後年、歌謡曲を楽しむようになったのは、このレコードのお陰と感謝している。 

 そのうち、ラジオが聴けるようになると、新しい流行歌への関心も高まって

きて、中学生になると学友たちと集まっては調子のいい春日八郎の＜お富さん

＞や三浦洸一の＜落葉しぐれ＞などを歌いあった。 

中学・高校時代にかけては、近江俊郎の＜山小舎の灯＞＜湯の町エレジー＞奈

良光江の＜青い山脈＞津村謙の＜上海帰りのリル＞の時代であった。 

そして春日八郎の＜別れの一本杉＞三橋美智也の＜哀愁列車＞や＜古城＞。 

＜古城＞は今でも私の愛唱歌の一つで、たまに出かけるカラオケでも歌ってい

る。三橋美智也のキーの高いのにはついていけないが・・・・。 

伊藤久男の＜あざみの歌＞は抒情豊かな歌詞と調べである。野辺であの紅紫色

の可憐なあざみ薊を見つけると、ついこの歌を口ずさむ。かつて信州の霧ケ峰

高原で、その歌碑を見たときは嬉しかった。そこには薊も咲いていたからだ。 

そして、この歌への思いも深まった。 

♪ 山には山の愁いあり     ♪ 高峰の百合のそれよりも 

海には海のかなしみや      秘めたる夢をひとすじに 

ましてこころの花園に      くれない燃ゆるその姿 

咲きしあざみの花ならば     あざみに深きわが想い 

 

女性歌手では、やはり美空ひばりだ。小女時代の＜東京キッド＞を始め＜越後

獅子の唄＞花笠道中＞＜りんご追分＞佐渡情話＞＜柔（やわら）＞抜群の歌唱

力のひばりの歌はなにを聴いても飽きることがない。島倉千代子の歌では＜こ

の世の花＞＜からたちの花＞など千代子節にも魅了された。そして江利チエミ。 

西田佐知子の＜アカシヤの雨がやむとき＞は情感たっぷりに魅せた。 

唄い手に限らず、昭和の時代は作曲家や歌詞家にも恵まれた。ここで曲は挙げ

てないが、作曲家の古賀政雄・服部良一・渡久地正信・船村徹、そして作詞家

では西条八十・藤原洸・菊田一夫・星野哲郎には素晴らしい作品は無数にある。 

昭和の歌謡曲を戦後第一期と戦後第二期に分けると私の場合の好みは前者が多

いようである。それは少年時代から青春時代に接した曲が多くその時代に思い

を寄せるからであろう。戦後第二期の歌謡曲にも好きなのはいろいろあるが誌

面の都合で省略する。皆さんの昭和歌謡の好みは何ですか。昭和歌謡の好きな

ご同輩とカラオケでいっしょに歌いたいですね。 

      ＜枯すすき昭和歌謡はしっとりと  凡生＞    ―完― 



私の余生は老い仕度（その 13） 

2016.2.20 須藤和雄 

 

６回目年男に相応しい内容を書きたいと思い会誌春秋に投稿した「私の余生

は老い支度(その 1)～(その 12)」を通読して見た。その結果、タイトル「老い支

度」にアンマッチである内容も多く、それらは「日頃悶々と思っていた事を調

べ纏める」と云う整理作業である事に気が付いた。一種の「心の断捨離」と云

う意味ではマッチしているのかも知れない。 

 

最近、『遂に、来たぁ～！』と思う瞬間が時々ある。何が来たかと云うと心身

の変化の自覚である。昨年 10 月『修験の道体験ウォーク』に参加、大天井ケ岳

に登りながら先達の導きで掛け念仏「懺悔、懺悔・六根清浄」を唱えた記憶が

ある。その時、清浄した筈の六根(感覚)毎に『何が来たぁ～』かを述べて見たい。 

 

1) 眼根（視覚） 

パソコンの文字が細過ぎで見難くなったのでパソコン画面設定を変更→ディス

プレイ[小→中-125%]に設定替えをした。Windows7 及び全アプリケーションの

文字が大きくなり見易くなった。しかし、同時に表示画面の面積が狭くなった

がこれで暫くは今まで通り暮らせると思う。 

 

2）耳根（聴覚） 

家内との日常会話で頻発する事件がある。「この前も○○を言ったのに、また言

わすの！」即、「そんな事、聞いてない！、ボケたんと違うか～！」と対応する。 

これは“不明確な発音 vs 鈍った聴覚”またはお互いの“記憶力の劣化”が原因

と想像出来るがこの議論は次の一言で収まる。 

 「まぁ、泣いても笑っても後十年か～」 (@^^)/~~~ 

 

3）鼻根（嗅覚） 

よく家内や娘達に「汗臭い！鼻悪いんじゃないの！」と云われる。「気にするな、

敏感過ぎ！」と反論するも共同生活者の為にと諦め直ぐ着替えをする。草花や

料理の香りは敏感に感じるし、長年の生活習慣はどうにもならない。 

 

4）舌根（味覚） 

時々、調理当番しているが娘や孫たちからは「美味し～い！、また食べたい！」 

の言葉を貰っている。微妙な味加減は未だ健在と自覚している。 

https://youtu.be/_MjaoZZAjsY
https://goo.gl/eaOMho


5）身根（触覚） 

・回転寿司オーダー用タブレット端末を置いてる店があるが、最近静電容量式

タッチパネルが反応しないことがよくある。私の指先からから発する微量な電

気を感知してくれないので食べたい物を注文出来ない。若い店員が操作すると

敏感に反応するのに～ (--;) 

・家内に「暑さ寒さの感知をして服装を考えて～」と云われるが「首、足首、

手首」の温度調整を考慮しているので問題なしと我を張っている。 

 

6）意根（意識） 

・喜怒哀楽の感じ方が柔和になって楽になったと自覚している。まぁ、好奇心

の趣くまゝに時を刻んで行きたいと考えているからこれで良いのかぁ。 

・記憶については以前と変わって来た感触がある。人名地名など固有名詞が思

い出し難いが「思い出したい」と思い続けるとフッと出て来る。 

「思い出したい」と云う気持ちを忘れてしまったら大変だぁ！ 

 

『般若心経』でも、六根とその対象について語っている。 

   是故空中 無色無受想行識 無眼耳鼻舌身意 

   無色声香味触法 無眼界乃至無意識界 

拘るから悩む、無と思えば拘らなくて済むと云っている様だ。その自覚に恐怖

心は無く、むしろ心の安らぎを覚えるのだろうか。しかし、我々凡人には、そ

んなことは出来ない。 

拘り過ぎて世間を騒がす「キレる老人」もいるが最悪でもそうはなりたくない。 

 

今年の正月５日の毎日新聞で面白い宝島社の広告が掲載された。 

「死ぬときぐらい好きにさせてよ。死にゆく姿、みっともなくても見せる。」 

何か心に残り、忘れる事が出来ない気になる新聞広告である。 

 

最近の暮らしの中で時々思う事だが、「色々な身の回りの便利さ」と「自分の

良い暮らし」とは別問題なので後者は夢として追い続けなければならない。 

「良い暮らし」とは心の充実度の高低に関係しているよう聞くが賛成である。 

しかし、前述の「六根」の一部が劣化してもカバーしてくれる新技術開発が進

み、実用化されている様に見える。 

 

≪１≫Amazon.com がサービスを始めた［Audible・オーディオブック］、書籍

を「聴く」ライフスタイルを実現できるので聴覚のカバーが出来ると思われる。 

・Audible（オーディブル）- 物語に耳を澄まそう！ 

http://mainichi.jp/articles/20160203/dde/012/040/011000c
https://www.audible.co.jp/?source_code=YDNRMRTIOSW090315000C


・そこでは≪オーディブルで書籍を聴こう≫と云う事で 

書籍『バレンタインデーをななたん＆みるきー(NMB)と一緒に過ごそう』を販

売している。 この仕組みの市場評価を確認した上で賞味して見る予定である。 

 

≪２≫“心”を持ったヒト型ロボ「ペッパー」は面白いが・・・微妙！ 

・「ペッパー」や「パルミー」などヒト型のロボ続々登場。 

・Pepper を家族に迎えた人々 どんな生活を？ 

今のところヒト型ロボと一緒に生活する必要性を感じていない。 

46 年間も共に過ごして来た「戦友」が同居していてくれて充分である。 

 

≪３≫Windows10 に搭載“Cortana”は 新しい優れたパーソナル アシスタン

トだと評判の様である。 

Cortana は、PC 上での検索、カレンダーの管理、ファイルの検索に役立って、 

且つ持ち主と雑談したり、冗談を言うこともできるとか。 

好奇心の趣くまゝに時を刻んで行きたいと考えている私は近い内この環境を整

えて見たいと考えている。 

 

≪４≫足腰の動きを助けてくれる人間支援型ロボット等の研究も進み実用化の

段階に来ているとマスコミに時々登場している。 

 

新しい情報入手方法、コミニュケーション手段等がどんどん身近になり「自分

の良い暮らし」を支えてくれる現実が直ぐ近くまで来ている様だ。 

この時代の流れを他人事とせずに積極的に触れたいと思っている昨今である。 

 

（その 14）へつづく 

 

【参考】ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄ「ちきゅう座」掲載の書評 by 安原和雄(元毎日新聞論説委員) 

「五木寛之著『下山の思想』を読んで」に関心と共感を持っている。 

 

https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=4140618051
http://dot.asahi.com/tokyo-it/2015061900032.html
http://dot.asahi.com/tokyo-it/2015072800042.html
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/11177358/
http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201012cyberdyne/
http://chikyuza.net/archives/18447
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最近の注目すべき登山情報 

2016.2.25  須藤和雄 

 

毎日楽しんでいる朝の散歩で素晴らしいものを発見しました。 

 

 

多分 2月 23日「全国富士山の日」に併せ宇陀市観光協会が主催した「大和富士

登山大会」を機会に設置したものと思われます。 

 

この『山並み展望図』を見て思った事が３つあります。 

●我々の里山「額井岳」の観光開発に熱心でなかった行政が変わった。 

 登山道、山頂展望台などの整備がこれから進むかも知れない。 

●何時も見ている天満台南方に連なる「大和青垣の山々」の正確な山名が 

分かり素晴らしい発見。特に一番近い“天満山”にはビックリぽん！ 

●高齢化の坂道を歩みつつある我ら≪八剣山の会≫について 

 近い内「地元に戻ろう、帰ろう！」と・・・ 

 

 

2013年の NHK朝ドラ『あまちゃん』 

でよく耳にした歌です。 

「地元に帰ろう音頭」 

でも聞きながらお読み下さい。  

 

 

https://youtu.be/N5Ee9ig8zMs
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奈良の山「大和青垣の山々」考 

 

考えるまでもなく、奈良は日本の原点、まほろば、自然との共存、吉野山、 

のんびり朗らか、柿の葉ずし、奈良漬け～地元で暮らす人が地元を愛し、 

そこに暮らす仲間を大切に思う、地元の山に入り、何気ない幸せな時間を共有

する。 

 

奈良県は紀伊半島の中央部に位置し、大阪・京都・三重。和歌山 

の府県境をなし、全てが山脈になっている山国であり 

美しい山々の存在と平穏な環境が山岳自然信仰を芽生えさせ文化 

歴史を育くんだ「まほろば」の地。 

 

★奈良名山案内（ナカニシヤ出版）によると 

Ⅰ．生駒・金剛山系 

Ⅱ．奈良中部の山々 

Ⅲ．室生・倶留尊山系 

Ⅳ．台高山系 

Ⅴ．大峰山系 

Ⅵ．奥高野・果無山系 

に分類されていますが我々はどれ程の山に足跡を残しせたのだろうか、 

と静かに考えて見るのも良いかも知れません。 

以上 

 



 

編集後記：この春季号発行日の頃は、大相撲春場所即ち大阪場所たけなわです。

かつて外人横綱曙（あけぼの）健在の頃、春場所の優勝は誰？と聞かれ「春は

曙でしょう！！」のジョークを思いだした。清少納言の＜枕草子＞の冒頭に出

てくる＜春は、曙。やうやう白くなりゆく、山ぎはすこし明かりて、紫だちた

る雲のほそくたなびきたる。＞の＜春は曙＞をもじったものでした。春になっ

て東の山からの朝日を詩情ゆたかに表現したもので、この頃の春の夜明けには

心も弾みます。▲この春季号（通算１３号）の表紙絵は美浪画伯の「大普賢岳」

です。岩峰の急登に挑む登山者を合掌して温かく見守る普賢菩薩。その絵の構

図が素晴らしいです。▲高見さんの＜ちょっとワイルドな山旅＞は、ご本人は

さりげなく表現していますが、かなり緊張した山旅ではなかったでしょうか。

でも緻密にして周到な計画のもとで実行されたこの登山。さすが幾多の名山を

踏破した山男ならではの快挙ですね。欲を言えば同行した豊子夫人の健闘ぶり

にも触れてほしかった。照れずに・・・。▲野田さんの＜志賀高原スキー旅行

珍道中＞よくもあれだけの珍事を重ねたものですね。あきれるよりも 

「あっぱれ！」と申し上げます。そして三つの教訓を挙げて、ご老体に鞭打っ

て「汝、自身を知れ！！」とは、けだし名言。▲木山さんの＜我が家のペット

＞は、彼らしい明るく楽しいホームドラマ。可愛らしいインコの写真と音声つ

きの、ほのぼのとした話題でした。仕込んだらそのうち♪ハ～ルガキタハ～ル

カキタ♪など歌いだすのでは？▲私も参加した安田さんがご案内の＜関宿散

策・筆捨山登山＞は楽しかった。関宿とは東海道五十三次の４７番目の宿場。

町ぐるみで保存している街並が江戸時代の面影を随所に見せてくれた。つい、

こんな歌も。＜関宿へ旅でござんす山の会 江戸の時代へたっぷり浸り＞皆さん

ご満足の様子でした。さっそく「家内を連れてもう一度」の声も聞きました。

▲小生、このたびは「昭和の歌謡曲讃歌」を載せました。「古い奴ほど古いもの

がすきなんですね～」テレビ・ラジオの昭和歌謡番組を楽しんでますが、中で

も昭和４０年代までの昭和歌謡がすきです。歌うのは下手ですが同好の士がい

れば、カラオケで歌いたいのですが・・・。▲編集委員の異動があったので、

お知らせします。本誌創刊号から表紙絵を担当してくれた小西さんが、都合で

編集委員を辞め、後任は美浪さんが引き受けてくれました。なお小西さんは編

集委員は辞めても、従来どうり表紙絵も寄稿文も引き受けてくれますからご安

心ください。小西さんへ。編集委員在任中はご苦労さんでした。再度の編集委

員をお願いすることもあろうかと思いますがその節はよろしくお願いします。

▲夏季号については、原稿締切５月末・発行６月２０日です。寄稿文について

は＜寄稿ガイド＞ご参考に皆さん奮ってお寄せください。      金城 
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