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             信越高原、妙高山の旅日記 

                               2015.8.30   高見 

 昨年の東北旅行（鳥海山）に続き今年はどこに行くのか、諸々の事情から信越高原の 

旅と信越の百名山、妙高山の登山が決った。メンバーは金城さん、小西さん、真田さん 

増谷さん、須藤さん、原さん、美浪さん、高見の８名。（金城さん、増谷さんは妙高登山

を止め山麓のトレッキングを選択） いよいよ２泊３日の信越高原の旅がスタート。  

 

◆１日目：８月２日（日）・・・善光寺参り・・・ 

榛原 ～ 名古屋 ～ 長野駅 ～ 善光寺 ～ 長野駅 ～ 妙高高原駅 ～ 赤倉温泉（宿） 

                                   

    

 

 

 

7:00  榛原駅に集合 善光寺老舗蕎麦屋“かどの大丸”味はいかが？ 

善光寺山門にて 

赤倉温泉“お宿ふるや”前夜祭（妙高地ビールも美味だが雪中梅は格別なり） 

棚橋貴子さん     

善光寺に参拝 



◆２日目：８月３日（月）・・・妙高山トレッキング・・・               

  （登山隊）燕温泉登山口 ～ 北地獄谷 ～ 妙高山 ～ スカイケーブルｰ ～ 宿 

          

   

 

り 

 

 

 

 

 

 

                      

                       

                    

 

5:30  燕温泉登山口。さぁ登るぞ！ 雪渓を快調に進む 

須藤さん 

小西さん 真田さん 

食事中、靴も破損ながら 

写真を撮ってくれた高校生 

11:30  全員が登頂！ 周囲は多くの高校生 

原さん  美浪さん 16:30 濡れネズミで帰還 宿の前で夏祭り見物 



（トレッキング隊）・・・余裕の高原散策・・・  

                      

  

◆３日目：８月４日（火）・・・一茶記念館、野尻湖・・・  

妙高高原駅～黒姫～ 一茶記念館～ ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ（博）遊覧船～黒姫～ 長野駅～名古屋～ 榛原 

 

 

 

 

 

 

《 旅を終えて 》 

天候に恵まれたとはいえ猛暑なかでの３日間、皆さん、お疲れ様でした。お陰様で 

楽しい旅と美味しいお酒など素晴らしい２０１５年の夏の思い出ができました。 

さて、来年は何処の旅になるでしょうか？ 楽しみですね。  （完） 

増谷さん 金城さん 

一茶記念館にて 

ナウマンゾウ博物館にて 

野尻湖観光船に 

“特急しなの”で乾杯！ 途中に雷雨で 1時間車内の停滞。榛原着 22:00 

増谷さん   

一茶記念館にて。金城さん、いかがでした？ 



”妙高山 2454ｍ” 登山 8/2～8/4 に参加して(雑感) 

コ－スの変化を楽しめる素晴しい企画 

狭窄症/腰痛の自然治癒成果の実感 

食いまくりの旅 

真田一郎 

平成 27年 8月 6日(金) 

旅にはどうやらハプニングが付きものらしい。 

これが後の思い出にもなり楽しく、日常生活に資する発見あり加えて参加した仲間の酒の肴

にもなる。 

表題の”妙高山”は標高差 1300ｍを岩場・鎖場・雪渓と変化に富むコ-スで魅力的に見えた。

テレビのシリ－ズ番組で紹介されていたものであった。 

病み上がりの身で、なんとこれに挑戦したくなったから家族もびっくり。 

他人から見れば、「老人の馬鹿」をやったのではと考えるだろう。反省点もある。 

参加表明して一か月余の間、緊張感と不安を糧にして可能な範囲で標高差 140ｍの我が菜園

まで往復を繰り返してして足腰を慣らしたりしていた。 

僕は生来の気分屋でかつ怠け者だ。 

既に 3 年経過中の腰痛治療のため劣化が進行している心肺機能を維持するのに活動量計に

よる数値管理を昨年 4月ごろから始めていた。 

*背荷物の重さ制限と、家と宿間を宅急便にして*腰への荷重を避けた。 

どの辺りまでついて行けるのか不安だったが、中間に位する”天狗堂”と称する平地まで行

ければ良しとした。そこで支障がなければ登頂だと決めていた。 

さて、つまらない前置きが長くなってしまった。 

出発日当日、電車の中で頼りにしてきた活動量計の時計表示が突如真っ白になったのだ。 ウ

ソヤ、なんでやねん！ 一瞬頭のほうも真っ白になった。昨夕の手順に充電操作が抜け落ち

ていたのに気づいた。グレ－ドルを家においてきたので万事休すだった。 

原因は単純！数値デ－タの推移読取に気を取られて充電手順を飛ばしてしまった。 

せっかく時間をかけて「登山コ－スの虎の巻」を標高と経過時刻表示の両面で作成したのに

残念無念！ 

過ぎたことはシャ－ナイ、携帯の時計を見たらエエヤンカ。 

間もなく、車内では「笑い」と「ヤマダデンキ？」の大合唱である。 

人に笑を提供したんや、エエヤンカ。 

旅行 2日目 

登山当日、朝 5時過ぎに宿を出発して、6時前に燕温泉登山口を出発した。 

赤倉温泉源の作業小屋前で水分補給などして地獄谷上流に向かった。 それまでの舗装道は

細い登山道に変わり急なところも多くなってきた。さらに 40分近く行くと二つの滝があら

われ手前の光明滝の真上を通過した。ヒヤ－とした空気が心地よかったが軽い 

緊張感も覚えた。そこから 30分前後して落差 50ｍの称名滝が目前になった。 

「手前味噌の虎の巻」では標高 1600ｍ時刻 7時 20分頃のはずだ。 



放送で紹介されていた夏でも残る雪渓が現れた。朝で低温なのか虫は現れなかった。 

今朝 1時に出発したというカップルが雪渓を下りてきた。年配に見えたが行動力が凄い。 

自然の快適冷房で絶好の休憩場所だ、皆で念入りに給水と機能食などで体を癒した。 

ここを出発すると次に休憩できるのは僕の私的第一目標である天狗堂までない。 

癒しタイム終了だ、いよいよ通過するのに 40分を要すると紹介された”胸突き八丁” 

なる難所に向け進みはじめた。雪渓は中央がリスクありで端から 2/3メ－トル辺りが安全地

帯だと小西氏の助言を受けた。 

皆で慎重に一歩一歩滑らないのを確認しながら登った。 

どうやら標高差 200ｍの難所区間をクリアしたらしく私的第一目標にたどり着いた。 

時刻を聞くと 8時 20分だった。全身汗だらけだ、深呼吸した後、腰を下ろして給水と塩飴

を食した。顔や首の汗をタオルで入念ふき取りながら、回りを見ると皆それなりに疲れた様

子だったが同時に余裕も感じられた。 

標高 1900ｍ地点の癒しは 8時 40分で終え、内心で登頂の決断をしていた。 

慎重に慎重にと自らに言い聞かせながら緩やかな尾根歩きで始まった。 

9時過ぎに左手に光前寺池なる小さな池を見ながらが足を進めた。急な登りを続けていると

前方の視界がぱっと開けてほっとした。残念だがガスで眺望は良くなかった。 

先行する赤シャツの美浪画伯を少し高い岩場の谷間に垣間見えた。作行中の彼を右下に見て

急登気味の道を 20分ほど進むと右手に小さな平場があった、ここを腹ごしらえの場に決め

た。腹が減っては気力は出ない。宿の握りと家の梅干をパクついた、美味かった。 

浸透圧調整した飲み物を十分補給して 15分ほど休養した。下から登って来る聞き覚えのあ

る仲間の声が聞こえていた。杖はしっかりザックに取り付けて鎖場へ向かった。 

手袋は帰りの下りに残して、素手で岩の出っ張りを確認しながら登り始めた。 

思っていたよりも円滑に鎖・ロ－プを扱えたのは 6月の大普賢岳の経験だろうか。 

最後の岩場の急登区間に入った、素手の方が感触はストレ－トに伝わり頼りになった。 

リーダーはまるで梢にとまる鳥のように空中に突き出た岩の上で眺望の様子だ。 

南の頂上付近でもこの姿を目にした。不思議な人だ。鳥か、それとも仙人か。 

定番のラ－メンを皆で食べた後、一方の北の頂上に移動して記念撮影をした。 

厚かましいオッサンが食事中の女子高生(素直な可愛い）をつかまえてシャッターを頼んだ。

全員がおさまることができた。ちなみに、さらに同種のオッサンは小生を含めて 2名いた。 

「虎の巻」の予定時刻よりも早く下山を始めた。下りは苦手なのだがなぜか体が軽く感じら

れスム－スに下りた。 

昨日の善光寺そばなど食いまくった御利益なのだろうか。 

鎖もスルスルと快調だった。もしかして生まれ年のサルの DNAが突如活性して化けたのか。

リズムに乗っていたのかも。”風穴”辺りでゆっくり休んで女子 3 人組の１人と談笑してい

た。下り時間は早く快調で天狗堂で仲間を待つことにした。 

ところがだ、この場で、雷神さまが予報よりもかなり早くお暴れになることをだれも予測し

ていなかったと思う。 

大谷ヒュッテに向け天狗堂を後にした。ヒュッテの手前で水場に立ち寄り涼を楽しんいた。



ここまでは順風満帆と思われた。しばらくしてパラパラ冷たいものが落ちてきた。 

急ぎ足でヒュッテに入り空模様をうかがっていた。レインウエアを上半身のみに留めて山頂

駅に向かったが時に雨脚が強くなりだした。ズボンもはくべきだった。 

滝のような雨、視界の悪化、加えて落葉道などはスパイクが欲しくなるほどドロドロで滑り

やすかった。三度も脚を取られ横や前に突っ込む始末だ。 

雷神さまは「山では全てうまく事が運べないぞ 心せよ！」と言いたげだった。 

*愛用のお子様ザックのカバ-に最少のものを買い求めて安心していた、これが 

「貯め池カバ－」「貯水池カバ－」の出現になった次第だ。 

帰路、ゴンドラから大きな素晴らしい虹が我々を迎えてくれた、反対側では山々が見送って

くれた。雷神様の配慮だろう。 

温泉につかりながら、良い仲間に恵まれ素晴らしい登山ができたことに感謝した。 

旅行 3日目 

緊張の糸が切れるとはこのことか！ 企画された高見氏には申し訳ない。 パンツの紐が緩む

どころか、なんとプッツン状態。大盛りそばを食ったのだけは記憶にあるが。。。 

今回たまたま体調が整わずトレッキングされたお二人も次回はご一緒できるのを 

期待して愚文を終えたい。 

 

「貯水タンクは重かった？」(^_-) 



妙高山の旅 俳句 2２句 

               Ｈ．２７．８     金城 凡生 

  有明の月目指すかに妙高へ 

    露草や一茶の像に触れもして 

    木曾路行く列車妨害はたた神 

朝夕に仰ぐ二日や越（えつ）の月 

    夏旅の遠目を惜しみ千曲川 

    薊（あざみ）濃し昭和歌謡を口ずさみ 

   鶏鳴（けいめい）に起こされ涼し越の朝 

    雨雲や登山隊今どの辺り 

    雲の峰信濃の山と嶮競ふ 

    佐渡おけさ聞こえてきそう越の月 

    堂内に収まり涼し賓頭盧（びんずる）さん 

    大入道雲を背（そびら）に善光寺 

    野尻湖を巡れば雲の峰も又 

    涼しさや一茶の優しい句に会ひて 

    登頂せりメールの発信登山隊 

    妙高を仰ぎて涼しトレッキング 

    雲海を茜（あかね）に染めて日は昇る 

    高原は行合（ゆきあい）の空晴れ渡り 

    妙高の裾は盛りの濃紫陽花（こあじさい） 

    蝉しぐれ一茶ゆかりの明専寺 

    重き荷に汝（なれ）も耐へたり登山靴 

       お宿 ふるやにて 

    楽しくも別れの夕餉夜の秋 

             冗 句 ９句      金城凡生 

    おかみさん夏もさむい（作務衣）でおもてなし 

    例えればスカイケーブル回転寿司 

    高見さん気配り目配り名ガイド 

    宇陀牛？に曳かれて初の善光寺（金城） 

女将さんをカードで責めてかわいそう（原さん） 

       真田さんを詠む 3句 

    あんさんはヤマダ電機のまわしもの 

    奥さんは登頂祝い惚れ直し 

背のリュック園児用だと冷やかされ 

    小西さんもやはり人の子ケータイへ           （完）    



妙高山の旅・俳句２（登山隊の句） 

雷鳴に追い立てられて下山道                 高見 毅 

      評：凡生が＜下山道＞を＜下山かな＞と推敲したら怒られた。 

         ＜かな＞なんて、そんなのんびりした場合では無かったし 

         ここは緊張した場面だから＜登山道＞でなくては・・・と。 

         たしかに、ご指摘のとおりです。失礼いたしました。凡生 

      夏の山二度とは来ぬと高校生 

      評：集団で来た高校生の一人のぼやき。経験の浅い高校生には 

         妙高はきつかった。登山隊に参加しなくて良かったと凡生は「ほっ！」 

     信州の空に響けと蝉しぐれ 

     ありがとう胸突坂の登山杖 

      評：素直に登山杖に感謝する山男の優しい心。 

     岩場抜け汗がしとどと目にしみる 

       評：冷汗もまじっての大汗をかいて岩場を抜けた。やがて爽快感に。 

      雷鳴に野鳥と共に駆け下りる            原 政雄      

      評：下山中の雷雨の中で雨具を付ける為、一人残された。 

         雨の中を飛んでいた野鳥と山をかけおりた。本人の説明。 

     雪渓の風にここらで一休み 

      評：雪渓を撫でた風は冷たく涼しい。一息つくのだ。 

     妙高の登山路に匂う硫黄かな 

      評：ふと硫黄の匂い。ここは火山帯でもあるのだ。昨夏の御嶽山の 

         ことが頭をよぎったりして・・・・。 

     赤とんぼ思案顔していつ下りる 

      評：＜赤とんぼの思案顔＞をも観察しているとは素晴らしいこと。 

         俳句の才能ありです。 

     山頂のお花畑に又笑顔 

      評：登頂の喜びと山頂のお花畑に二重の喜び。苦労が報われた瞬間。 

         これだから登山はやめられない。 

信越へ貴方任せの夏の雲             須藤 凡雑 

      評：夏の雲が信越の空へ漂っている。老いたる我もまた旅人である。 

     妙高の雪渓踏めば頬緩み 

      評：険しい山中での雪渓はオアシスでもある。緊張していた頬がゆるむ。 

     急登や雲湧き上がる妙高山 

      評：急登の先には湧き上がる雲が待っている。そして山頂も近い。 

                                  （おわり） 



妙高山と赤倉音頭♪ 

https://www.youtube.com/watch?v=1LFAQlu-2Sw 

写真：小西益樹 

https://www.youtube.com/watch?v=1LFAQlu-2Sw


2015年7月企画予定　『比良　八淵の滝』へ下見登山 1/4

原　政雄
　私は６月２０日、７月山の会例会に企画する為、『比良　八淵の滝』へ下見登山をおこなった。
今年３月の『比良　残雪の武奈ヶ岳』に続いて、同じ山域にある『八淵の滝を遡行し、八雲が原、
北比良峠、イン谷』のルートへ、高見さん、下谷さん、私の３人は出かけた。

　２０１５年の冬は２月三峰山に行ったのと単独で雪の少ない観音峰に行ったきりで、欲求不満
状態だった。その為、私は雪が残る比良へ行く計画をたてた。
　
　３月末に近いが、いまだ残雪が1m近く残り、一人で
登るには妻の了解が得られない。

　須藤さん、高見さん、下谷さんに同行をお願いした。

　坊村から雪の武奈ヶ岳へピストン登山である。
下山途中で須藤さん、下谷さんはスノーシュ－を
楽しまれた。また遠くに雪をかぶった美しい蓬莱山が
眺望でき、満足した一日であった。

　私は比良の八淵の滝は名前さえ知らなかった。
初めて知ったのは野田さんだったか、小西さんだったか、高見さんだったか、忘れたが沢の話の
中で、日本の滝１００選に選ばれている比良八淵の滝の名が出てきたのだった。

　私は暑い夏に是非、登りたいと思った。

　そして私は昨年、一昨年と８月に行こうと企画したが
２年続けて前夜のNHK気象情報は降水確率５０％を
こえた。　やむなく連続して中止となった。

　私は今年こそは、と、３回目の企画を予定した。

　４月初頃から八淵滝情報をヤマレコや高島市の
観光協会等で集め始めた。

　すると、昨秋の台風で高島市は『ガリバー旅行村から大摺鉢までの間の登山道のみ通行可。
これ以外のコースは全て通行止め』との情報を流していた。

　２０１５年ヤマレコ登山記録では、八淵滝の登山路一部崖崩、沢筋は鉄製の足場やハシゴの
一部が損壊、また鎖の固定の一部に浮きがあり、経験のない人は危険。とコメントしていた。

　ヤマレコに２０１５年度登山記録を投稿している人がいる以上、登れないという訳ではない。
企画するにはどの程度の難易度なのか知る必要がある。　　自分の目と体で実感した後、
八剣山の会としての判断を行おうと思った。

　３月の残雪の武奈ヶ岳よりも、ここはキビシイと思われ一人で登るのは絶対ダメである。
高見さん、須藤さん、下谷さんに主旨を話し同行のお願いをした。結果、当日、所用のある
須藤さんを除き、６月２０日(土)に下谷さん、高見さん、原の３名で登ることとなった。

　6月20日(土)朝６時、天満台西4バス停で高見さんと落ち合う。すると須藤さんも同じバスに乗る
べく、やって来た。　奈良で行われる講演会に参加すると言う。講演会に行くにはあまりにも
朝早く、おそらく我々の見送りを兼ねてであろう。　須藤さんのお人柄のでた行動だと思った。

　下谷さんとは近鉄郡山駅で合流し、奈良へ向かわれる須藤さんとは西大寺駅で別れた。

　JR湖西線近江高島駅からコミニュテイバスでガリバー旅行村まで行く。　
以前、ここに来られた野田さん、高見さんから、大摺鉢より上の５つの滝を登ったと聞いていた。

　手前の３つの滝はキビシク、当時は同行者のレベルから判断して登らなかったとのことだ。

　　　　　　2015.7.30

東南陵から望む武奈ヶ岳 ３月末 
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　AM９：３０　ガリバー旅行村に着。　
　AM９：４０　装備を点検後、出発
ルート案内板に死亡事故地点が2カ所表示していた。　

　多くの登山者が唐戸の淵までの３つの淵と滝を
パスして大摺鉢へと向かう由縁だ。

　私は全ての滝を登りたいという思いに駆られた。
今日のメンバーなら踏破出来るだろうと思った。

　歩き出した後、私は高見さんに『最初の滝から登り
ませんか。危険ならば即、引返しましょう』と提案する。

　同意を得て登山路を離れ魚止めの滝へ向かった。

この名はアマゴなどの魚が上がれる最終地であると、
言われることからついた。と高島市のパンフにあった。　魚止めの滝へは沢の左岸を岩の間を抜け、
所どころに、岩に張られた鎖をつかみ沢沿いに歩いて行く。

　沢の水は澄んで透明だ。
ここまでのルートは特に危険な印象はない。

　前方に上下二段の障子の滝が見えてきた。
滝の左の岩場に鎖、コの字状の鉄足場とハシゴが
ルートを上へと導いている。

　ここが八淵の滝、一番の難所らしい。
そこへの取りつきは、左岸から右岸へ急流を渡渉しな
ければならない。

　先頭を行く高見さんはふた抱え程の岩を下り立つと
すぐ対岸へ渡渉すべく、急流の中に足を差し入れ
られていた。　　水中の足場の岩は不安定なようだ。
高見さんはバランスよく対岸へ渡り切った。
　
　対岸に渡渉されたことを確認した後、続いて私は
大岩に取りついた。岩の下方がオーバーハングに
なっていて着地場所が見えないことを知った。

　見えないまま降りると、沢に落ちる危険性がある。
三点確保で下ると、一人が立てる程度の狭い地面が
確認でき下り立てた。

　最後は下谷さんだ。　私は大岩の下の狭い所から
誘導する。三点確保姿勢をとるように声をかけるが
その姿勢が取れない様子だ。

　背を岩側に向け、下ろうとされている。
私は下から『右足をあと１５cm下』と、声をかける。

　が、ザックが岩角に引っかかり下りられない。
この動作を数回繰り返された後、下り立たれた。

　狭いので私は即、高見さんの渡渉方法をまね、
水中の岩に片足を置き、体を傾け対岸の岩に
手を当てて渡渉した。

死亡事故多発 

死亡事故多発 

魚止め滝 

障子の滝 

急流を渡渉中の高見さん 障子の滝にて 
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　下谷さんが渡渉される時、高見さんは安全確保の
ため、ロープを取り出し使用された。

　高見さん。用意周到に準備されていたことに敬服！
いつも思うが、ほんとうに山の良きリーダーだ。

　右岸に渡ったあと岩に固定された鎖とロープを頼り
に、下段の滝の横を上へと登る。

　上段の滝の水しぶきが顔にかかり爽快だ！
　まさに夏の沢登りの醍醐味である。

　コ字状の鉄足場とハシゴを登り、三つ目の唐戸の滝へ向かう。唐戸の滝へは障害もなく進めた。
この滝は八つの滝の中で最も深いとのことだが、見た目は優しそうな滝だった。

　

　四つ目の大摺鉢へと向かう。　　AM１１：００大摺鉢に着。
広さ６０坪程度の摺鉢型の淵である。滝はゆるく傾斜した岩を滑り落ち、淵へ流れ込んでいる。
したがって、水深も浅そうだ。　　目測で深くて２ｍ内外か！？　

　十数人がいる。大半はガリバー旅行村から登山路を大摺鉢まで来たのだろう。　
中に沢登りスタイルの若者達がいた。　澄んだ淵に飛び込んでいた。　気持ち良さそう！
　AM11:13大摺鉢を出発し、小摺鉢、屏風の滝を経て貴船の滝を目指す！

　大摺鉢上流の五つ目の滝、小摺鉢はゆるい傾斜
の流れであり、滝とは思わず見過ごした。

　さらに登山路を進むと前方に六つ目の屏風の滝が　
見えて来た。　鎖を持ち高巻きしながら登っていくと
全貌が見えた。

　滝の周囲の岩が、屏風を巡らせた形に似ているので
命名された。と、パンフにあった。

　滝の左を高巻きし進むと八淵の滝を代表する七つ目の貴船の滝が見えた。落差３０ｍらしい。
歩行中の右岸登山路から鎖を利用し谷へ下りるようだ。　　その後、対岸に渡渉するようである。
　その対岸には滝と並行して上へと伸びる鎖やハシゴが連続しているのが見えた。

　ここが八淵の滝の二番目の難所とのことだ。　　　
我々３人はここまで順調である。　この滝を過ぎれば、もう危険な所はないだろう。

　高所の道に谷へ下る鎖が見えて来た。下降用の鎖が３カ所連続して谷底へと導いている。
ヤマレコの投稿を読んで想像していたより、不安もなく下ることが出来た。

　下った後、沢を横切り４ｍ程の鎖が張ってあり、それを頼りに水深の浅い岩を選んで足をのせ、
対岸へと渡った。

ロープで確保の中、登攀する下谷さん  

 唐戸の滝にて 沢登りスタイルの若者 大摺鉢にて 

 屏風の滝にて 
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　その後、滝壺に向かう左岸に張られた鎖を伝いトラバースする。　
そして滝の右岩壁に設けられたハシゴと鎖を登る。落差３０ｍの滝であり緊張が続いた後、滝の
上部へと出た。
　我々は見落としたが、ここにはこの滝で亡くなられた高校生の遭難碑があることを後で知った。

　貴船の滝のあとは、最後の八つ目の七遍返しの滝へ向かう。
七遍返しの滝まで少し距離があり、その間に幾つかの小さな滝があった。

　沢沿いの樹々の中を歩いて行くと、右岸から左岸へ渡る為の束ねられた３本の少し腐ったような
丸木橋が現れた。

　下谷さんが橋に足をかけると丸木についた苔の為か
片足を滑らせた。が、コケることも落下もなくホッとした。

　一同、渡り切った後、七遍返しの滝が見えた。

　貴船の滝の後で、あまり迫力を感じない。ここも鎖や
ハシゴを頼りに滝の上部へと出た。

　AM１１：４０　七遍の滝　到着

　滝の上から流れ下流側に目をやったが、滝の名前の由来、七曲りしながら水が下る様子は確認
できなかった。ただ、岩肌が少し赤みを帯びているようで、他の滝との違いを感じた。
　この滝を上に登った平な場所で昼食にした。　　　気分が爽快で、にぎり飯がいつもよりうまい。

　昼食を摂りながら、八剣山の会としての例会を７月末に『比良　八淵の滝遡行』を計画するか、
否かを話し合った。

　私は下谷さんに、『ここを企画したら参加されますか？』と、聞いた。即座に『やめとく』との、答え
が、返って来た。　私は『ロープ持参で前の三つの滝はパスし、大摺鉢以降を登るのはどうか』と
高見さんに問いかける。
　高見さんは、『ここはある程度の登攀技術を必要とする。多くの人が高齢者となり筋力の衰え、
平衡感覚の低下、体力の低下を考えた時、中止した方が良い』と、意見を述べられた。

　私はこのコンパクトにまとめられた山域に、澄んだ水と異なる表情を持つ多くの滝。　そして
それらを取り囲む樹々と草花。私は会の仲間とこの風景と涼感を夏に味わいたいと思っていた。

　が、『参加者の安全が第一。　したがって、八淵の滝は断念する』と、結論づけをした。
安全に登れ、錦秋が美しい『紅葉の武奈ヶ岳登山』を、１０月に計画したい、と思う。

　昼食後、八雲が原から比良スキー場跡を抜け、北比良峠、カモシカ台を通り、大山口、
イン谷へ出た。　　イン谷口からは土日運行している江若バスで湖西線比良駅へ向かった。
PM３：３０イン谷口　　榛原駅にＰＭ７時過ぎに帰り着いた。

以上

 貴船の滝全景 
 貴船の滝 左岸トラバースルート 

下から見た七遍返しの滝 
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八剣山の会春秋２０１５秋季号投稿            2015年 8月林田俊彦記 

スイスアルプスハイキング８日間レポート 

今回は１９９６年８月、小生５４歳の現役時代に会社山の会の有志で行ったスイスのレポート

をする。珍しく当時の旅行記を残していなかった。 

旅行費用は 378,000円、プラス海外旅行傷害保険代 9,300円、関空、空港施設利用料 2,600円

スイスパス、スイスパス除外の登山列車代、食事代、チップ、土産等々。 

当時からお世話になっていたツアー会社のアルパインツアーにおおまかなプランと行き帰りの

航空券と宿の手配をお願いする。 

添乗員なしで我々だけの旅行だ。スイスはドイツ語圏だがさすが国際観光都市英語が通じる。

会社は輸出業務もしている関係で会社が英会話教室を従業員に開放している。何人かはそこで

勉強している。企画の言い出しっぺは小生で管理職にあり妻帯者は小生だけであとは 20代独身、

男 3人、女性 3人計 7名が参加する。盆休みをはさんで有給休暇を使い実行する。今考えると

集団で会社を休めるいい時代だったと思う。 

旅費は 2～3年前から月 1万円、ボーナス時期に 2～3万円ずつ積み立て貯金をして工面する。 

関空 12時発、シンガポール航空でシンガポール 17時 10分着、ここで乗り換える、シンガポー

ル発 23時 30分のチューリッヒ行きまで待ち時間が 6時間半ある。Free CITY TOURといって無

料で市内観光ができる。バスで 2時間の周遊ができる、ただし入国手続きをしないので外へは

出られない、バス中から見るだけだ。チャンギ国際空港はだだっ広い２Km？近く免税店が並ぶ

アジアのハブ空港だ、発展する国は先を見越しているそんな感じを受ける。 

朝 6時半にチューリッヒ着、関空から直送の荷物を受け取り、通関、スイスフランへの両替を

すませ、空港でリコンファーム、帰りの航空便の予約の確認を済ませる。空港地下からスイス

国鉄の電車が走っている、駅でトランクなどの荷物を今日泊まるグリンデルワルト駅へ送る、

チッキ（ライゼゲペック）１０Fr/1ケ、１Fr約 80円、駅で朝食のパン、チーズ、ミネラルウ

ォターやジュース類を買って列車内で食べる。切符は日本国内でスイスパス（定期券のような 1

枚のパスでスイス国内のすべての国鉄、郵便バスが有効期間内使える）と時刻表を購入済み駅

で利用開始のスタンプを押してもらう。駅には改札がなく行先と時刻、ホームを見て列車に乗

り込む。日本のように発着などのアナウンスもない。 

空港駅から列車に乗り、1時間 15分、まずはルチェルンで下車し市内観光する。ヨーロッパで

一番古い木造のカペル橋を渡る。外壁は花々で飾られ立派な屋根付きで中世の壁画が連なる。 

                  

このあと列車に乗り、今日泊まるグリンデルワルト（１０３４ｍ）駅へ行き、午後 3時過ぎ 

Mtフィルスト（２１６８ｍ）へケーブルカーで登る。そこからはベルナーオーバラント山群の
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アイガーなどが見渡せる。下にはグリンデルワルトの村が一望できる。山上の岩陰にはエーデ

ルワイスが咲いている。 

   

駅に戻り荷物を受け取り、こんなに有名な観光地だがタクシーがない、スーツケースをゴロゴ

ロ押して宿まで 1５分歩ほど歩く。 

EIGERBLICK HOTELはスイス独特の急傾斜屋根の典型的な３階建、冬は雪に覆われるためか日本

のような四角いコンクリートの大型ホテルは見かけない。レストランからはまじかに Mtアイガ

ーが見える。玄関には日の丸の国旗があげられ歓迎してくれる。 

次の日はグリンデルワルト駅まで 40分近く歩く、途中生協で昼食用のパンやスイスチーズ、ハ

ム、果物類を買い込み登山列車のユングフラウ駅へ向かう、途中クライネシャイデックで乗り

換える。ここの駅広場にはたくさんテーブルが置いてありテーブルクロスもしいてあり皆休憩

できる。こんな心使いはスイスならではでうれしい。ここでの山々に囲まれての屋外での昼食

も最高にうまかった。特にチーズの旨さは忘れられない。 

アイガーグレッチャ駅から途中岩壁全長 7122mをくりぬいたトンネルを通る。途中 2つの駅が

ありトイレ休憩などで 10分くらい停車する。トンネル内の小さな窓からアレッチ氷河の大きい

氷の塊が荒々しく積み重なるのが見る。ここで一人列車に乗り遅れるハプニングがある。 

ユングフラウ・ヨッホ駅は観光客でにぎわう。スイスの観光の一番人気の所だ。氷のトンネル・

アイスパレスには所どころペンギンなどの氷の彫刻があり記念撮影を忘れない、冷気がただよ

う、そこを抜けると雪景色が広がる３４５４ｍの雪上スフィンクスピークに出る。こんな高所

に一般の観光客が行けるのも驚きだ、アイガー、メンヒ、ユングフラウの雪山が望まれる、す

ぐ手が伸びそうな距離からの眺めは皆感動する。下にはアレッチ氷河が一望できる。 

エレベーターでプラトー展望台へ、展望台からの雪山に囲まれた眺めもテンションが上がる。

TOP OF EUROPE 3571mnのボードの前で記念撮影する。思い出にヨーロッパ最高所から絵ハガキ

を家族や友人に送る。                        メンヒ 4099m 
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ユングフラウ 4158m    アレッチ氷河 

帰りはアイガーグレッチャー駅 2320mで途中下車してハイキングを楽しむ、この種のハイキン

グコースが整備されている、雪山に囲まれた花々が広がる草原を歩くのも幸せのひと時を感じ

る、放牧されている牛には大きなカウベルがつけられゆったり草を食む姿は平和そのものだ。

アルピグレンの無人駅までハイキングを楽しむ。 

       

夜はグリンデルワルト駅前のレストランでスイス料理を食べ従業員のお姉さんたちと記念撮影。 

４日目はカンデルシュテークへ、スイスの家々の窓には花々が飾られ街並みを作っている。 

ロープウエイの駅から 2人乗りリフトで山上の湖が広がるオェシネン湖へ、適当な距離をハイ

キング、碧い湖上の目前は雪山が広がり絵になる。 

湖畔のレストランで搾りたての牛乳を飲む。これも旨い。フランスの若者達と会話する。 

    
この後、マッターホルンの麓チェルマットへ列車移動、メインストリートはスイス一のリゾー

ト地、両側にホテル、レストラン、土産物屋が並ぶ。国際色あふれいろんな国の人々が集う。

今日は駅近くの Alex Hotel泊。夕食は街中を歩きレストランでスイスビールで乾杯、夕食。

団体ツアーでないので自分らでメニューを想像しながらオーダーするのも楽しみだ。 

5日目 ツェルマットから電車でゴルナグラート駅３４０５ｍへ、ここは眼前にモンテローザ４

６３４ｍからリスカム、ブライトホルン、マッターホルン４４７８ｍ、クラインマッターホル

ンまで横一直線に雪山が展望できる。我々はここからロープウエイでシュトックホルン駅へ貸

し切りで登る、太った老人の運転手に帰りの時間に来てくれるよう予約してハイキング開始、



4 

 

広がる尾根の雪道を歩き Mtシュトックホルン３５３３ｍへ、登頂。ここからは真正面にマッタ

ーホルンが眺められる、マッーホルンを我々で独占しバックに写真を撮る。最高だ。

 

ゴルナグラートに帰り逆さマッターホルンが湖面に浮かぶリッフェルーゼへ下りそこで昼食、

あいにくマッーホルンはガスに覆われ逆さマッターホルンは見られず。 

ツェルマットへ戻るとラッキーにもスイス衣装で着飾ったパレードに出合う。 

そんな街中でも羊が群れを成して通り過ぎたりと共存している。 

左下シュトックホルン頂上からみるクラインマッターホルン 

     

我々は時間があったのでチェルマットニに下り、クライン（小さい）マッターホルン３８２０

ｍの山上へロープウーに乗り向かう。山上は雪一色、夏スキーを楽しむ人たちもいる。こんな

高所へ簡単に観光できるのもスイスならではと思う、感激だ。 

夕食はチーズホンデュ、食パンや肉などチーズに浸して食べる、鍋に食材を落とすと夕食はそ

の人がおごるのが通例とか。私が落とすハプニングも。隣席の外人からチェリー酒の差し入れ

があったり、ここでも従業員一同と記念撮影。毎日が楽しい。 

6日目 スイスの首都、古都ベルンへ、高台のバラ公園へ、ベルン市街が一望できる。赤茶の屋

根に統一された街並みは美しい、バラ公園の一角の屋外での昼食も旨い。熊公園、中世のゴシ

ックのベルン大寺院、254段のらせん階段を上り市街を望む。ベルン市街はスイス各市の国旗が

掲げていて仕掛けのある大時計塔、噴水と、スイス時計の店々、土産物屋を散策するのも旅の

楽しみ。夜はスイスで１，２位を競う５ツ星シュバイツアホフホテルに宿泊。ここで夕食は格

式あるホテルなのでスーツ、女性はドレスアップして夕食。気の合った山仲間だけの旅は最高

に楽しかった。家族と健康に感謝、ダンケシェン。 

     



人生を丁寧に生きて行く 

2015.8.31  野田庄次 

 

  今朝も通学小学生に「おはようございます。いってらっしゃい」の挨拶を 

済ませ清々しい気持ちになりました。 

 

≪絶対安静の入院生活で記したメモより≫ 

 
 

●排便排尿にはふんどしが最適。 

 今の看護スタッフはふんどしを知らない。サムライパンツと云うとのこと。 

●一日退屈、退屈、退屈～～～ 

 天井の小さい四角い壁の数を数える。 

 まどのジャバラのカーテンの横のサンの数を数える。 

 家内に電卓を持ってきてもらう。 

●同室の病人の夜中に痰を採取する嗚咽と苦しみの格闘。 

 これはまいった。 

●いつも同じ窓の風景 

 窓の外の電柱にいつも同じ時間に一羽のカラスが止まる。しばらくしてもう

一羽のカラスが来る。そして２羽のカラスは飛び立つ。 

●私が入院している病院の前に奈良県立医大病院ともう一つ病院があり窓が見

える。昔見た映画「裏窓」を思い出した。 

●窓から耳成山が見える。さらに遠い遥か彼方にうすぼんやりした山並みが見

える。金城さんと高取にいったときに教えてもらった一句を思い出した。 

＜葛城の山懐に寝釈迦かな 阿波野青畝＞ 



 

医療過誤防止用「入院リストバンド」には 

藤棚剪定中に脚立より転落、14日間の入院生活の思い出も記録されている 

と感じている。 

退院の日お世話になった病院スタッフが鋏で切り外そうとしたが“外さないで

～”と云ってしまった。 

このリストバンドは何時か劣化して外れてしまうだろうが、 

私の心中には何時までも『残された人生を丁寧に生きて行く』と云う誓いの 

言葉だけは残ることであろう。 

 

最後に退院の翌日 8月/1日送信したメール文を貼り付けておきます。 

------------------------------------------------------------- 

件名：肋骨骨折入院退院 

八剣の皆様へ 

７月１８日１５時頃、藤棚の剪定の時、梯子を踏み外し庭石の上に転落、 

救急車で平成記念病院に運ばれる。 

左７、８、９、肋骨骨折、気胸、皮下気腫。安静治療のため入院。 

７月３１日夕刻退院、 

８月３日より宇陀市民病院で通院治療の予定。 

皆様にはほんとにご心配をかけすみませんでした。 

残された人生を丁寧に生きていきたいと思います。 

妙高登山頑張ってください。取り急ぎお知らせまで。 

------------------------------------------------------------- 

今後とも皆さんと共に生きる為、この思いを本エッセイとして記録に 

残した次第であります。                     おわり 



 

        夏の夜の夢（宇宙の不可思議）   小西益樹 

          

地球はよく宇宙に浮かぶ塵に例えられる。その塵の上でおよそ８００万年

前に生まれた人類。そして今までよくぞ続いてきたこと。そしてこの頭脳が

考え続けてきたことの不思議・・・ 

「私は一体何者なのか」と。 

この宇宙は一体何時何処で生まれたのか？ 旧約聖書では「神光あれと言た

まひければ光ありき」（創世記第１章３節）とあるが、地球の誕生は今から

約４６億年前とされる。一方宇宙はどうか？現在の宇宙理論「ビッグバン」

によれば１３８億年前に起きた「量子のゆらぎ」によって何故か！或る一点

に超高圧・高熱状態が生じ引き起こされた一瞬の爆発によって生まれたらし

い。その宇宙は今も猛烈な速さで（光速＝30 万キロメートル/秒で）膨張し

続けているという。我々はこの宇宙の形を知りたいのだがどうも球形ではな

いらしい。何故なら地球は宇宙空間の何処に位置するのかが不明なためであ

り、これは地球から観測できる範囲が限られているからで。我々が使う「時

空の物差し」はこの時から「現在」まで継続されているという。それならそ

の前は一体どうなっていたのか、そして宇宙は膨張し続けているならその先

はどうなるのか、ビッグバン以前には時間と空間は存在しないことになって

いるし・・・これが宇宙論である。しかしもっと最近ではビッグバン以前の

状態や、また宇宙の終焉についても様々な推論が展開されている。その一つ、

宇宙は今のエネルギーを失って収縮し最後に闇になった後再びビッグバン

を起こしこれを無限に繰り返すのだと。この他にも１０００億年先の消滅説

もあるようだ。これだと何れ空間も時間も消え去るのである。宇宙には「暗

黒物質」のように観測できないが銀河系の９０％を構成している不思議なも

のがあって、これがわが身とどういう関わりがあるのか、無いのか。銀河系

外銀河、超新星爆発、宇宙放射線、ダークエネルギー、ブラックホールなど

と聞くだけで我々の理解をはるか超えて極めてダイナミックで躍動的に見

えるこの宇宙には次々と謎が生まれている。宇宙（人）の探究心は止まると

ころを知らない。人間の脳の不思議さよ！一方人は宇宙が消滅するはるか手

前で地球環境（戦争や人口増、ウイルスの感染、天体の衝突）の行く末に「近

い将来」やがて破局を迎えるという予兆を無意識のうちに感じ始めているか



らこそ、地球外生命体やビッグバンによって宇宙にばらまかれた様々な物質

から人類の生命のルーツを探す研究や、宇宙空間での実験など遠からぬ将来、

地球を脱出して何処かの衛星に＜移住＞する足がかりを真剣に考え始めて

いる。この時には＜ノアの箱舟ならぬ宇宙船＞が必要になるのだろうか。は

たしてどのような選抜が行われるのだろうか？ 

様々な無人探査機がそうだ。将来は短期間に火星に水と大気をよみがえらせ、

この星に地球と同じ環境を作り出すプランが出来ているのに驚く。地球外生

命体では、土星の惑星の一つ「エンケラドス」(直径は地球の 1/26)である。

分厚い氷に覆われた天体で氷の下から１００ｋｍ上空に吹き上げられる水

蒸気に含まれる物質が、地球の深海にある熱水鉱床で生成されたと同じナノ

シリカを含んでいることを日本の海洋研究者が実験で確かめたそうで、この

星の氷の下には熱水鉱床が存在し微生物の生存がほぼ確実視されていると

いう。今宇宙で人が観測可能な銀河の数はなんと１７００億個！この銀河に

無数に散らばる惑星には地球と同じ条件の星が必ずあると誰しも感じる。想

像を多少膨らませると地球と同じ生命体のいる星があって・・・文明が地球

よりはるかな先を歩んでいる＜幸せな・あるいは不幸な？＞星がきっと有る

はずである。と考えるとこれは人類の最大の関心事だろう。このように解明

が進むと人間は科学技術でなんでも出来るようになるという大いなる錯覚

に落入る。しかしどんなに科学技術が進歩しても宇宙の全てを解明すること

は到底不可能であろう。疑問が後からあとから降って湧くのは英知に限度が

あるからではなく宇宙が大きすぎるのだと思う。それが不可能であると判る

時、絶望に代り「神」や「如来」の復活があるのかもしれない。他人の心は

言わずもがな自分ことさえ余りわからないのが人である。しかし宇宙に少し

目を向ければ自己や他人との関係、社会や人類の様々な問題が少しは見通せ

るように思うのだが如何。                                 

 

（夢のつづき） 

宇宙を知れば知るほど盲人が象を撫でているようにも思えてくるが、人は

その歩みを止めないであろう。 

宇宙が無機物から始まり、その後に出来た有機物が地球に漂着しそこから生

まれたとするなら我々は何の目的をもって生存を続けているのだろうか？

そこに生存する目的など何もないのではないか？ 



私たちの疑問が帰着するのは必ずそこである。人が存在しなければ＜宇宙＞

というものが存在しないのだろうか？ 人の居ない宇宙もあり得るのか？ 

人のために宇宙があるのではなくこの瞬間たまたま私が居るだけなのであ

る。茫漠たる沈黙の宇宙に漂う人類、これは単なる偶然なのか？「弥陀の誓

願不思議に・・・」と仏教は説く（歎異抄）、この言葉がこの疑問を唯一解

く鍵のようにも思われる。誓願はより仏教的な意味があるので省略するとし

て。「阿弥陀如来」は時空を超越した存在と説かれる。驚いたことに人は既

に昔から宇宙を超えた存在を感じていることの不思議さ。 

命について考えてみると、最近の再生医学の勢いからしてあらゆる組織細

胞が人工で造り出せるかのようである。 

このまま進むと１０００年も経てば死なぬ人（死ねない人）の時代が到来す

るような予感がする。 

死にたくても死ねないような時代になり、そのなかで死ぬ自由が保障される

として（この保障も確かなものではないような気がするが）・・・ 

誰でもがその何れかを選択しなければならない社会？になるかもしれない。

（現代の関心事はもっぱら金（経済）のようだが） 

不死の時代になれば文明は止まってしまうかもしれない、なぜならば 

宇宙のことを想像し現在まで進歩してきた（と思われる）原動力は、限りあ

る生命の中で精一杯生きようとする人間の欲望（あるいは欲求）に他ならな

いのだから。 

宇宙の何処かに死なない人の住む＜進化した＞星があるとすれば、その星の

文明はどうなっているのだろう。だが我々の時間は宇宙時間にくらべるとほ

とんど無に等しい、だから全く心配ご無用である。 

何者かと問われれば「酔生夢死」これが人かも知れない。 

 



私の余生は老い仕度（その 11） 

2015.8.20 須藤 和雄 

 

常々念頭から離れない願いが二つある。 

それは「ボケないこと」と「長患いしないこと」である。老いの生理と心理を

自分で意識しコントロール出来たら良いと聞くがその為には老態の自己観察と

記録をする必要があると思っている。 

(この書き出しは村山孚著「明るくボケよう」の考え方) 

 

最近の日々の暮らしの中で従来よりも強く感じ、実行しようと務めている事

がある。 

●四季の変化に敏感になり、その移ろいを嬉しく思い、明るい気持ちになる。 

また、変化の速さに驚き慌てて写真を撮ったりする。 

●ＴＶ、雑誌の嗜好が変わった。セクシーな事は面倒臭く感じられる。 

 好んで触れるのはノスタルジックな風物、物語、音楽等などである。 

●故郷、東北／山形の様子が気になり、関連メルマガ等で頻繁に接触している。 

●『気になる事』があると調べて見るが可能であれば現場現物視を実行してい

る。足腰がまだ動く事と自由時間がたっぷりあるので昔は面倒臭いと思い時

を過ごしていた事も現在は違う様である。 

 

最近の事例を紹介すると友人との談笑中に思い付いたある『気になる事』があ

る。それは「この辺の川はどこに行く？」でありその疑問を解消する為に現場

現物視を実行、そしてそれを記録して見た。小文の形で残したのが以下のエッ

セイである。 

題して≪水の旅 from 天満台≫ 

よく見聞きする「○○川紀行」と云うストーリーの主人公は有名な一級河川

である。(NHK BS プレミアム「利根川紀行」等の番組は見た記憶がある) 

この拙文は主人公を「天満台の水」に設定した川紀行である。我が家から出発

した『水』はどんな経路で何処に向かうのか。雨水、水道水、下水の足取りを

追って見た。その追い方は①徒歩②自転車③自動車④ボート等など考えて見た

が我が家(天満台)から→大阪湾(淀川河口)まで距離は 129Km、1日 10Km 

歩くとしても 13日も掛かかるし、山間部も通るので現実的ではないと判断。 

別イベントでの「ついで確認取材」を主体とし、自動車取材で補足した。 

－１－ 



本来であれば「河川が通る市町村、その気候風土、そこで営まれる人の暮らし」 

等などに言及すべきと思われるが、そこまでは及べなかった。 

「天満台の水」の流れには色々あるが以下の三つの流れに限定した。 

①【雨水、水道水】天満台⇒天満川⇒室生ダム⇒室生川⇒名張川⇒木津川 

         ⇒淀川⇒大阪湾(淀川河口) 

②【下水】(台所、トイレ、風呂、洗濯などの汚水) 

         天満台マンホール→宇陀川浄化センター→室生ダム 

③【循環する水】室生ダム初瀬取水塔→(初瀬水路)→県営桜井浄水場 

→宇陀市受水槽(配水池)→水道水として各家庭へ 

※②③は殆んどが地中に埋められたパイプの中を通るので目には見え難い。 

 

上記「天満台の水」川紀行の執筆に当たり、その表現にどうしても写真も必要

であり長文を避ける為、下記タイトルの記録ムービーとして纏める事にした。 

記録内容：「水の旅 from天満台」   ←クリックで 8:43の YouTube動画が開く。 

 

 

 

－２－ 

宇陀市室生三本松 

近辺を流れる宇陀川 

奈良市月ヶ瀬 

梅渓を流れる名張川 

http://youtu.be/7-6XjYrXN88


 

 

 

 

 

 

－３－ 

京都府八幡市の三川合流点 

桂川、宇治川と合流して 

淀川となり大阪湾へ 

十三大橋近辺を 

流れる淀川 

(河口まで 7Km) 

京都府相楽郡南山城村 

高山ダムを過ぎると 

木津川に合流 



 

 

≪取材、執筆のねらい≫ 

 

最近、意識している暮らしの見方、考え方がある。 

生きる原動力(気力・体力・楽しさ)を得る為、日常から脱する時間を持つことが

肝要と思っている。だから時々、自然・歴史・人の暮らし、そしてチョットし

た冒険・発見の体験をしたい。そんな旅をしながら、自分を見つめ直す事を出

来れば最高と思った。 

 

≪結果、感じたこと≫ 

 

天満台から始まった「水の旅」それは『循環の旅』でもある。 

「水の旅」はマクロでは全地球隈なく川の水→海流として、雲→雨として 

ミクロではすべての生物の体内での『命の循環』とも考えられる。 

・・・非日常的体験から新しい認識を得られた。 

 

そして、執筆中に頭に浮かんだのが三点。 

 

  ①何故か鴨長明「方丈記」の書き出し部。 

      ゆく河の流れは絶えずして しかももとの水にあらず～ 

不平不満をタラタラ云わずにメソメソ・ジメジメ・クヨクヨすることなく 

出来れば明るくボケて「勢いよく」別の世界に入りたいものだ。 

 

  ②孫たちが大きくなって「じいちゃんの家の水は何処に行くの？」 

   と質問された時、自信を持って説明出来るし案内も出来る。 

それは偶然発見した値打ちである。 

 

③こんなエッセイを書くのは無意識のうちに「老態自己観察と記録」を実行

しているのかも知れない。あるいは、老いを見据えて開き直るための「老

態自己観察と記録」なのかも知れない。 

 

（おわり） 

 

－４－ 



「日本人の忘れもの」を読んで 

                       ２０１５.8.20  金城 清三 

  

文化勲章受章者で奈良県立万葉文化館館長も務めた中西進さんの著作を読ん

だ。氏は万葉学者にして、日本文化に関する著作も多い。私達に身近なところ

では「中西進と歩く万葉の大和路」「万葉を旅する」等がある。 

『日本人の忘れもの』この本との出会いは書店で手に取って帯封を読んだから

である。帯封には次のことが記されていた。 

『二十一世紀は心の時代・・・。かつての日本人は、心の豊かさを持っていた。 

だが物質文明の発達によって、多くの日本人が心のゆたかさをどこかに忘れて

きたのではないだろうか。人間を尊重する心の社会をつくってゆくために、私

たちが心がけるべきことは何か。古代から現代をつらぬく日本人の精神史探究

し続けてきた中西進が、すべての日本人に贈る言葉の花束。』 

氏は先ず「こころ」の問題を取り上げている。 

『今まで日本はおかしかった。とにかく日本の悪口を言っていればインテリな

のである。反対に日本に味方するとすぐ国粋主義者のレッテルをはられ、極端

になると特別な組織の人間にさえみなされてしまった。 

だから私（著者）など、むかしから日本の良さや美しさをはやし立てた人間は、

ダサイ頑固者扱いだったにちがいない。 

 ところが近ごろ、風向きがすこし変わってきた。日本はそんなに悪い国じゃ

ない。日本の良さを見直そうという声がきこえはじめた。』 

本書は、日本人がかつてもっていながら、次第に失ってしまった心の持ちよう

や身の処し方について、日本的なものの考え方が忘れられようとしている現状

にたいする警鐘でもある。 

では、具体的にどのように忘れられようとしているか。著者は語る。 

『生かされて生きる』人間が人間関係のなかで生かされて生きることは、じつ

は適切な判断をしているのだと思う。そのことは仏教でいう、「他力」を思い浮

かべればわかりやすい。 

他力とはそもそも阿弥陀さまにお願いして頂戴した力だった。それがやがて「他

力本願」といってやたらな他人だのみをすることになったから誤解されるが、

本来にもどると他人を阿弥陀さまのように尊敬し、信頼し、自分の努力をつく

したうえで、さて他人さまの力をたよるのだから、「生かされて生きる」という

場合も同じように、人間関係に自分の力をつくさなければならない。 

現代人はもっと大きな人間信頼のうえで生きる方がよい。悪人すら巻きこんで

しまうような人間信頼の覚悟のうえで。じつは柔らか構造というのも、自分へ



の信頼がなければ生まれてこないのだから。自分を信頼していれば、こまかな

勝負にこだわらなくなる。自信をもって生かされて生きればよいのである。』 

次に著者は、さまざまな「忘れもの」について、述べているが次の四つにまと

めてあります。 

            まとめ 四つの提案 

１、 帰属意識を持とう 

  今まで、学校でも社会でも、個性が大事、個性が大事いわれてきた。けれ

ども、その教育が成功して、みんな個性的にバラバラになってしまったらど

うなるのか。他の人と違うことが美徳なら、好き勝手にやっていたり、他の

人といっさい交際しないで、もっぱらオタク族でいる方がいいのだろうか。 

個性個性というかけ声ばかりで全体に帰属する気持ちがないとまとまらない。 

いやしくも集まって何かをしようとする以上、みんなで協力し合わなければ 

何もできないだろう。自らが帰属する集団は、何も祖国だけではない、家族、

学校、会社などいろいろある。それぞれに自分がその一人だといいうことを

自覚し、誇りをもって集団を愛しつつ、十分に自己の力を発揮していくこと

が、これから必要であろう。 

２、 本当の大人になろう 

 電車に乗る列に割り込む人、座席に大股を広げて座る人、荷物を膝に乗せな

い人、間を開けて座る人。どうしてこんな大人になってしまったのか。理由

は単純である。子供に必要な訓練は全く施されない。今やすべての親は物わ

かりがよく、子供を甘やかし、耳ざわりの悪いことは何も言わない。個室に

テレビまで与えられた部屋で、子供はのうのうと日々をすごす。 

 学校でも先生は子供を十分にしつけられない。体罰をあたえると、あとで大

ごとになりかねない。これではろくな子供にならない。そしてまた、子供の

まんま年をとると大人になる。 

さしあたって大人とは、立派な社会人として責任をみずから引き受ける人で

あり穏やかに物事を判断し、正義をつらぬく本当の大人が、これからの時代

に要求されるだろう。 

３、 深く命を愛そう 

 愛のもっとも根源的なものは恋愛だと思われるが、むかし日本人は恋愛のこ

とを「色恋」といった。男も女も、恋愛をすると肉体が華やぎ、つやつやか

に歓びにみちて美しい彩りを発する。それが「色恋」である。 

私は、そのことに思い到った時、じつに感動的であった。豊かな彩りを発す

る点に恋愛の特徴を認めたとは。この日本人の人間主義の、何という素晴ら

しさ。恋愛においていのちももっとも輝くのであろう。 

 男女の愛は、もっとも心が燃えるものだが、恋愛のみならず、母性愛でも家



族愛でも、愛はもっとも美しい、いのちの燃焼であり、美しく燃えるいのち

を深く愛することこそ、人間の基本の条件であろう。 

４、 自然を尊重しよう 

 近ごろ、とみに人気がある飲み物といえば、いろいろなジュースではないか。 

 たとえば白樺の樹液そのまま瓶づめにして売っている。ほの甘くてまろやか

な舌ざわりがやさしい。ロシアでは以前から売っていたが、最近では北海道

でも作るようになった。昔から山中に迷い込んだ猟師は、白樺の幹にきずを

つけて、出てくる樹液をのんだという。 

 人間がこうして自然の植物からいのちの糧をもらうことは、じつは太古から

のことだ。今は飾りになったかんざしもそうだというと、人は驚くだろうか。 

 かんざしは、そもそも植物の枝を髪に挿して、樹液を体にしみ込ませるため

のものであった。 

ところが昔の人のこんな習俗を、今までは迷信だといって馬鹿にしてきた。

しかし迷信でないことに、最近やっと気づいた現代人は樹木から受ける癒し

の効果などに熱心である。 

人間は、こうした自然の生命の一部だということを忘れてはいけない。自然

の偉大さを十分尊重し、自然の大きな生命と体を合わせて生きていくことこ

そ、自然破壊を繰り返した２０世紀への大きな反省であろう。 

２１世紀の豊かさも、そこから生まれるはずである。以上原文より 

            ～～～～～～～～～～ 

お盆に帰省した娘が、我が家の洗濯機を見て『まだ二層式の洗濯機を使ってる

の！ふる～！』と言う。まだ十分に使えるし、故障も無く重宝している品であ

る。聞くところによると、最近の全自動式は洗濯、すすぎ・脱水を一気にこな

すから非常に便利とか。『何いうてんの、むかし、川で洗濯した時代を考えたら

らそのぐらいの手間は何ともない』と切り返してやったら娘は絶句していた。 

その話から思い出したのが、数年前本薬師寺跡へ行った時、境内の無患子（む

くろじ）の木の話から、昔はその果皮を石鹸の代用として使っていたことから、

この木は川の辺に植えられていた、と小西さんから聞いて時代の知恵に感銘し

たものである。 

この無患子の話もかつて自然からいのちの糧をもらった人間と植物との関わ

りあいの一つでもあろうと蛇足ながら一筆認めた。 

 

「日本人の忘れもの」は、言わば「故（ふる）きを温（たず）ね新しきを知る」

教えでもある。                      ＜終＞ 

 

※「日本人の忘れもの」１，２，３、著者：中西進：出版社：ウェッジ文庫 



朝日大和俳壇に入選して 

  2015.08.24 木山 裕昭 

 

わたしが初めて、俳句を身近に感じたのは、2008年 8月船津邸でのバーベキ

ュー大会の時に行われた句会でした。金城さん司会のもと、白い短冊に、各々が

俳句を書き、それを発表するとい

うものでした。 

 バーベキューを美味しく頂き

ながら、酔ったいきおいで、いく

つかの俳句を作った記憶があり

ます。今では、何をつくったかを 

すっかり忘れてしまっています。 

 でも、金城さんがおっしゃっ

た、「歳をとって山登りに行けな

くなっても、俳句はつくれるよ」

という言葉が妙に印象に残ったことを覚えています。  （BQ大会での句会） 

 その後は、八剣山の会で山行にいった時、金城さんから渡される、短冊に思い

付いた俳句を書いて、帰り際に渡すという、淡白な句つくりをしていました。 

そうこうしているうちに、少しずつですが、俳句への興味が湧いてきました。 

 そして、金城さんに俳句を送ると、丁寧に句評をされて返信があります。 

句評の一言に、元気つけられたり、いやーもっとよく考えて俳句をつくらなけれ

ばと反省させられたりします。でも、その一言には、俳句つくりのポイントがと

ても具体的に書かれています。 

 例えば、①俳句はわずか 17文字の短詩です。不要な言葉は使わない。 

     ②言葉の安易な省略はさける。 

     ③同行していない人でも情景がわかる句に。 

     ④説明にならないように。 

     ⑤作者の気持ちが詠めていません。   等々 

こうして、教えていただいたことを意識しながら、俳句をつくってきました。 

 

 

（2012年 5月 前鬼～大日岳） 

 

万緑の奥駆け道に霊気あり 

 



 （2013年 4月 海津大崎） 

 

枝先の霞に浮かぶ竹生島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2014年 5月 御在所岳）           （2015年 5月 大普賢岳） 

あな嬉し鈴鹿の盟主登り切り          鎖場を過ぎし安らぎ岩鏡 

 

そして、今年 5月の大普賢岳登山の様子を朝日新聞の大和俳壇に.投稿しました。

7月 9日の朝です、新聞を見たら、なんと私の句が載っていました。思いもよら

ぬ入選に、びっくりです。今回は、鎖場や梯子があり、険しかった登山でしたが、

素直にその情景と気持ちを詠んだのが、選者の目に止

まったのかなと思っています。そして、タイミングよ

く、岩鏡が咲いてくれていたのもラッキーでした。 

こうして、山登りと俳句の２つが楽しめた、素晴らし

い山行となりました。 

これから、年齢を重ねるにつれ、体力が弱くなり、登

れる山も限られてくるでしょう。こうした時が来ても、

冒頭の凡生先生の「歳をとって山登りに行けなくなっ

ても、俳句はつくれるよ」という言葉を励みに、句作

りを楽しもうと思っています。 

 



特集≪ビフォー・アフター≫ 

写真が語る榛原の今昔 

2015.5.20 須藤和雄 

写真①≪ビフォー≫ 

 

旧旅籠「あぶらや」主屋に展示してある＜大正後半～昭和初頭＞の写真 

（参宮急行電鉄＝近鉄、榛原駅未建設） 

 

 

【榛原の近世史】 

・萩原(ハイバラ)は街道筋の宿場町、大和と伊勢を結ぶ交通の要衡として賑わった。 

・明治 20年(1887)榛原村発足。6年後の 1893年 榛原町となった。 

・昭和 5年<1930 年> 参宮急行電鉄が開通、榛原町は群内交通・経済の中心地となった。 

・その後、時代は流れ、榛原町は色々な歴史を刻みながら今日に至るが・・・ 

（ 詳細は宇陀市ホームページの≪旧榛原町のあゆみ≫参照 ） 

 

http://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/gaiyou/shoukai/enkaku/ayumi-haibara.html


 
 

写真②≪アフター≫ 

＜1887年＞榛原村が発足～＜1912年＞大正～＜1926年＞昭和～＜1989年＞平成 

写真①が 1920年撮影と仮定すれば 95年後の 2015 年 3月の撮影になる。 

（撮影場所：榛生昇陽高校近辺の高台） 

 

← 昭和 48年（1973年） 

天満台団地着工 

 

← 昭和 58年（1983年）  

ひのき坂団地着工 

 

 

← 昭和 49年（1975年） 

あかね台団地着工  



概ね一世紀の時を経た写真比較と思えば感慨深いものがある。 

私が榛原天満台に住み始めたのは 1978年(昭和 53年)であり僅か 37年経過したに過ぎない。 

 

この≪ビフォー・アフター≫の歴史的変遷は自然、社会経済、人の暮らしと 

興味は尽きないが今回は≪榛原の人口推移≫に限って少し調べて見た。 

色々な事が頭に浮かぶ榛原の人口推移【10月 1日現在国勢調査人口】 

・1930年(昭和 5年) 9,756 人→写真①撮影の 10年後 

・1947年(昭和 22年)13,402 人→戦後のベビーブーム、人口移動 

・1975年(昭和 50年)12,846 人→人口減少傾向 

・1980年(昭和 55年)17,210 人→天満台移住 2年目、人口増に貢献したか？ 

・1995年(平成 7年) 20,230 人→人口ピーク 

・2000年(平成 12年)19,438 人→再人口減少始まる 

・2010年(平成 22年)18,031 人→少子高齢化、移住 

・2015年(平成 27年)16,844 人（4月 1日榛原地区） 

→ 待ったなしの高齢化、天満台の商店数、路線バスの本数減 etc 

↓ 

・2020年(平成 32年) ？人→東京オリンピック、少子高齢化はどうなる？ 

【拙文を書きながら、思った事】 

この世に生をうけ旅が始まって 71年、私の旅 はまだまだ  終わらない！  

もっと自然の中に入り込み、もっと歴史に親しみ、もっと人の暮らしに触れて見たい。 

そして、もっと『未知との遭遇』を楽しみたい。 

 

＜ 完 ＞ 

（参考文献） 

・2012/3/10 宇陀市歴史文化講演会『近世宇陀の町場』配布資料 

・榛原町平成 17年 12月 25日制作冊子「榛原町ふるさとメモリー」 

・宇陀市ホーム>市政情報>市の概要>市の紹介>沿革>旧榛原町のあゆみ 

・宇陀市ホーム>市政情報>統計情報>人口・世帯数 > 



特集≪ビフォー・アフター≫ 

マイ誕生日の今昔物語 

2015.5.20 須藤和雄 

その時代の情景／空気を一番上手く切り取ってくれているのは新聞紙面だと思うので 

比較して見た。 

こんな視点を思い付かせてくれたのは会誌「八剣山の会春秋」が特集テーマとしてを定めて

くれたお蔭である。 

 

★マイ誕生日の情景／空気≪ビフォー≫毎日新聞 

 

1944 年 3 月 16 日毎日新聞朝刊一面 

 

まぁ、こんな時代に私がこの世に生まれて来たのだ。祖父母、父母ともこの時代の事を話し

てくれなかったのか記憶にない。余ほど聞かせたくない色々な事があっただろう、と推測す

る。父は 82 歳で「直徳院佛性明智居士」に、母は 90 歳で「寿芳院光室喜心大姉」になっ

た。あんな時代をよく頑張って生き延びたものだと感心する。私を「和雄」と命名してくれ

た。余程「平和の英雄」になってくれ、と願ったに違いない。 

●トップ記事 

→退路遮断の危機に、英軍雪辱 

の敗走（ビルマ奪回の野望潰ゆ） 

 

●目立った見出し 

→地中海へ、伸びるソ連の手。 

南伊の赤化工作へ 

 

●気になる広告 

→勝抜く貯蓄だ。翼を船を貯蓄で 

造れ！＜大同生命＞ 

 



★マイ誕生日の情景／空気≪アフター≫ 

 

2015 年 3 月 16 日毎日新聞朝刊一面 

71 年経つとこんな時代になっていた。否、我々がこんな時代にしたのかも知れない。 

家族に恵まれ、友人との程良い付き合い、「吾唯足知」で生活苦もなく・・・。 

毎日が何となく心が落ち着かなく、閉塞間を感じるのは私だけだろうか。多分、追いかける

夢や暮らしの目標がキッチリ定まっていないせいかも知れない。時の流れに身を任せ、 

晴耕雨読の毎日とは言っても何か今一つ、自然、宗教、哲学、科学など学問の道も面白そう

だが眼・耳・鼻・舌・手足などの感覚器官も劣化しつつある様で歯が立たないと思うし、 

困ったものである。 

 

≪書きながら、思った事≫ 

終戦間もない神国日本が物的に豊か過ぎる日本になった。今暫くは続くだろうが、 

ポスト 2020 年東京オリンピックは不透明、見通しがつかない。 

この世に生を受け旅が始まって 71 年、私の旅 はまだまだ  終わらない！  

そして、もっと『未知との遭遇』を楽しみたいのだが、心が定まらない。 

＜完＞ 

（参考）過去の新聞記事入手方法は・・・ 

お誕生日新聞オンラインショップ http://shinbun20.com/index.html 

●トップ記事 

→都構想 賛否は拮抗、 

70％は説明不足 

 

●目立った見出し 

→鈴木 20 ｷﾛ競歩世界新、 

五輪種目 陸上男子 50 年ぶり 

 

●気になる広告 

→ダイヤモンド宝石買い取り 

＜しかん香＞ 

 

http://shinbun20.com/index.html


 

編集後記：ウオ－キングしていると山里ならではの季節の移ろいが楽しめる。

田んぼでは、実った黄金色の稲穂や最近では珍しい弊衣破帽の案山子にも会え

る。たわわに膨らむ栗の実を見て、散歩での栗拾いが楽しみになってきた。又 

昨日の稲刈の農夫の話では、榛原では米の品種は大方「ひとめぼれ」とのこと。

近いうちにＡコープで、新米の美味しい「ひとめぼれ」に出会いそうである。 

秋も深まり空には秋の雲、鰯雲も見られるようになった。＜鰯雲故郷（くに）

のちゅら海懐かしく 凡生＞秋季号をお届けします。▲今回のメーンイベント

は何と言っても日本百名山の一つ「妙高山登山」でしょう。案内は高見さんで、

彼ならではの気配り・目配りのお陰で、話題も豊富な楽しい二泊三日の山旅で

した。今回は又、高見さんの配慮で会員の多くにチャンスを与えようと、登山

隊とトレッキング隊合同の参加（６＋２計８人）となりました。お陰さまで私

もトレッキング隊に参加して楽しみました。この行事の詳細については高見・

真田・小西さんの寄稿や山旅俳句集で楽しめます。▲小西さんは「夏の夜の夢

（宇宙の不可思議）」も寄せてくれました。そのタイトルのとおり宇宙の夢への

誘いです。そちらの話には疎い私にも分かりやすい解説で、宇宙の夢を見てい

たら、「酔生無死」の言葉で締めて現実に引き戻されのでびっくり。ニクイ！「い

い年をしていつまでも夢を見るな！」の戒めでしょうか。有難うございました。

▲須藤さんの「私の余生は老い支度」も１１回目となりました。ご苦労さんで

ございます。今回は＜水の旅 from天満台＞の副題が付いたのは意外の感。でも 

読み応え、見応え（写真）ある紀行文。『四季の変化に敏感で気になることがあ

れば現場へ出向いて確かめる。』その実行力は、私にはとても真似できません。

天満台の水が宇陀川から名張川を経て木津川から淀川へ。文字どおり紆余曲折

を経て大阪湾へ。それを追っかけた写真も又素晴らしい。とても老いの余生と

は思えない元気印でした。▲木山さんの「朝日大和俳壇に入選して」はご本人

の喜びが伝わって、読んで楽しい文章でした。＜鎖場を過ぎし安らぎ岩鏡 裕

昭＞この句、たしかに良い句ですね。安らぎの表情が鏡に映っている姿が目に

浮かびます。念のため申し上げますがこの句に私の推敲はありません。１００％

ご本人の作品です。おめでとうございます。▲最後になりましたが、本欄でご

紹介できなかった他の皆さん、林田さん野田さん原さん寄稿有難うございまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。▲この秋季号に対する読後の感想や

忌憚の無いご意見をお寄せください。次号編集にあたっての参考にしたいと思

っております。又不明な点があれば編集委員へお訊ねください。なお、次の発

行は新年号になります。原稿締切１１月末、発行日１２月２０日です。新年へ

の期待や決意などの寄稿もお待ちしております。よろしくお願いします。金城 
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