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▌じゃおクラブ臨時総会を開催します（予告）
下記の要領で臨時総会を開催いたしますので、ご予定いただくようお願いします。
本年 1 月に実施したアンケート調査や 5 月に実施した第 30 回通常総会において、じゃおクラブ本部
（運営委員会が主に担当）の運営・活動について様々な意見を頂戴いたしました。5 月以降、今後のじ
ゃおクラブ本部の運営・活動について、運営委員会で協議し地域じゃおの意向も確認しながら検討して
まいりました。運営委員会において結論に至りましたので総会において最終決定し、来期からのじゃお
クラブの運営・活動に反映させたいと考え臨時総会を開催することにしました。

開催日時：２０２２年１月２３日（日） １３：３０～１５：００
開催方法：オンライン方式（Zoom による）
議事内容：議案の説明および質疑応答（議決権行使については別途ご案内します）
その他連絡事項：
1.

議案書は 1 月 9 日に E グループ会員には E メールで、非 E グループ会員には郵送でお送りします。

2.

議決権行使の方法等の詳細内容は別途 E メール等でご案内いたします。

▌２０２１年

１２月じゃおサロン（予定）

日

時：１２月４日（土） １６：００～１８：００

場

所：オンライン開催（Zoom によるオンライン開催です）

アフリカ

マサイの人々と暮らして
講師：永松

真紀（ながまつまき）様

講演内容
赤道直下のケニア共和国。首都ナイロビから遠く離れ、野生動物が群れをなすサ
バンナにあるマサイ村は、シャワーもトイレも電気すらもない小さな村。そこで
暮らすマサイの暮らしとは？マサイに嫁いで、彼らの生き方や文化から学んだこ
ととは？アフリカを通して、日本や世界を見つめなおしましょう。


ケニアってどんな国？



マサイの人たちはどんな生活しているの？



マサイに嫁ぐって？



伝統と時代の変化の狭間で彼らが取り組んでいること。



マサイから教えられた日本が守るべきものとは？
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講師略歴
1967 年福岡県北九州市生まれ。ケニア唯一のプロ添乗員。
世界中をくまなく回った末、1996 年より、本格的にケニアに移住。アフリカ各国でガイド、撮影コーデ
ィネーターを手掛ける。2005 年 4 月、伝統的生活を送るマサイの第二夫人となり、夫と共にコミュニ
ティサポート、マサイを良く知るためのマサイエコツアーや日本での講演会などに力を入れている。
2012 年ジャクソン教育基金（MJEF）を立ち上げ、地域の子どもの未来のための活動を始める。
著書に「私の夫はマサイ戦士」
（新潮社）、2014 年 5 月刊の同名文庫本（新潮文庫）もある。

▌２０２２年
日
場

１月じゃおサロン（予告）

時：１月２３日（日）１５：００～１７：００
所：オンライン開催（Zoom によるオンライン開催です）

「ふるさとに帰る」
不如帰（ホトトギス：帰るに如かず＝帰りなん、いざ）
講師：前田

康行さん（じゃお県央会員）

表題の解説
不如帰という言葉はホトトギスの鳴き声の当て字
だそうですが、徳富蘆花の小説のタイトルぐらいしか
知りませんでした。実は、中国の詩人陶淵明の「帰去
来の辞」に出てくる名言「帰りなん、いざ故郷へ。田
園まさにあれなんとす」を表す言葉でもあります。
ふるさと

佐 賀 平 野

-2-

▌事務局だより
１．会員動向
11 月 1 日現在会員数
入会者

別所 洋一氏（県央）

湘南

県央

ベイサイド

多摩・田園

計

37

31

32

28

128 名（E グループ会員：114 名）

２．運営委員会報告
11 月 21 日(日) Zoom によるオンライン形式で実施しました。
協議事項とその結果の概要は以下の通りです。
詳細は 11 月運営委員会議事録を参照してください。
なお、11 月運営委員会議事録は、担当者に急用発生のため、発行日がこの「事務局だより」の発行
日より大幅に遅れることを予めご承知置きください。
１）臨時総会の開催方法と議事内容について（大出委員）・・・・・・・・・結果⇒ 異議なし
1.

2022 年 1 月 23 日(日)13:30～15:00 にオンライン形式で開催する。
E グループ会員はアンケートフォームによる議決権行使とし、非 E グループ会員はハガキに
よる議決権行使とする。

2.

現状、議案は以下の通りとするが、12 月末を目処に最終化する。
１号議案 じゃおクラブ本部の運営・活動の見直しについて
① 本部主催の活動の縮小について


じゃおサロン（付随する健康体操、懇親会含む）、及び総会後の特別公演は実施しな
い。

② 通常総会の開催方法・議案書について


通常総会は原則オルタ館で開催し、総会終了後に参加費実費で懇親会を行う。



議案書の印刷・製本は行わず、
E グループ会員には PDF ファイルを E メールで送付、
非 E グループ会員には地域じゃおにてコピー等を配布して情報提供を行う。

③ オルタ館の執務スペースの廃止


オルタ館にある執務スペースを 2022 年 3 月末で返却する。

④ 本部から地域じゃおへの移管する業務


じゃおニュース・予定表の非 E グループ会員への配布と総会議案書の印刷廃止に伴
い、非 E グループ会員へのコピーの配布等の業務は地域じゃおに移管する。

２号議案 会費の改定および会計規約の改定
この内容は、次の２）で石井委員からご提案される内容と同じ。２）の内容に変更が生じた
場合は修正する。


年会費を 6,000 円（月 500 円）から 4,000 円（月 300 円）にする。



地域じゃおへの活動費への配分は 3,000 円のまま据え置く。



上記に伴い、会計規約の年会費に関する第 1 条を改定する。
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２）来年度からの会費削減案について（石井委員）
・・・・・・・・・・・・結果⇒ 賛成多数
9 月 26 日（日）の運営委員会での協議に基づき、上記の臨時総会１号議案に示す本部運営・活動の
見直しなどを前提として、来年度からの年会費の削減案を作成した。
① 年会費 4,000 円、月 300 円とする。
② 会計規約第 1 条を改定する。
島村監事から総則第 2 条（事務所の所在地）の改訂が必要との意見があった。
③ 繰越金は、地域じゃおへの分配などの対応は行わない。
この結論に至る過程で出された意見とそれに対する採決結果は以下の通り。
①

竹内委員から将来の会員数の減少等を考慮すると会費は 4,500 円が妥当との意見があったが
4,000 円に賛成の委員数を確認 ⇒賛成 7 名、反対 1 名で 4,000 円に決定。

②

竹内委員から繰越金は適正範囲が必要であるので上下限値を設定すべきとの提案があったが
石井委員の案（上下限は設定しない）に賛成の委員数を確認 ⇒賛成 6 名、反対 3 名で設定し
ないに決定。

③

大出委員から途中入会の会費を月 300 円ではなく、4 半期単位 1,000 円とする方法もあるとの
提案があったが月 300 円に賛成の委員数を確認 ⇒賛成 8 名、反対 1 名で月 300 円に決定

３）再入会者に対する初年度会費の取り扱いについて（石井委員）・・・・・結果⇒ 賛成多数
じゃおクラブのホームページで「会費無料キャンペーンは 2021 年 6 月から 2022 年 3 月に新規入
会される方が対象です」と明記されているので、今回再入会された方には初年度会費をお願いする。
４）歴史年表の整備について（竹内委員）・・・・・・・・・・・・・・・・結果⇒ 再提案する


歴史年表を会員向け情報として HP に掲載する前提で、メンバーや情報の選択方法などを決め
る必要がある。



2010 年以降の情報の有無を調査する必要もあるので、再度提案する。



今年度中に実施する。

５）オルタ館の事務所スペースの返却に関して（大出委員）
・・・・・・・・結果⇒ 異議なし


事前調査担当は、大澤委員、村尾委員、
（率川会員には大澤委員から声掛けする）
、



大澤委員がリーダーとなって進める。今後のスケジュールも含め。

３．次回の運営委員会
日時：2022 年 1 月 23 日（日）10:00～12:00（オンライン開催）
議長：村尾委員、書記：横山委員
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▌会員だより
近況報告
湘南 山岡 義典
湘南の「会員だより」担当の方から、近況報告の投稿依頼を受けた時は故郷高知への帰省を予定して
いたので、その際の奈良・岡山への旅行記を書こうと気楽に OK したが、コロナ禍で行事が全て中止と
なり何処へも行かないことになってしまってハタと困った。変化の少ない日常生活でのエッセイとなる
と文才の無い身には厳しいので近況を報告します。
自分が長いこと楽しんできているのは「古代史とその旅」である。その古代史は「日本書紀」
「藤氏家
伝」-----「続日本紀」等を読む事であるが、自分の能力だけでは簡単に読めたものじゃない。
その解決のために記紀と続日本紀の講座を十数年も受講してきている。一向に自分の能力は伸びて来
ていないのは明白であるがそれなりの努力は続けている。また理解している範囲の解釈で気ままな一人
旅にも出ているが、それなりに楽しい。古都を歩きまわってから飲む酒は又格別である。
山登りも楽しかったが、歴史をある程度学んでからの歴史旅としての街なかのそぞろ歩きは中々楽し
い。
これからもこの楽しみを続けて行きたいと思っている今日この頃である。

落語と川柳
湘南 村田 和彦
落語では、噺のまくらや（本題に入る前の冒頭
部）、噺の途中に川柳がよく使われているという
か、さりげなく挿入されています。これは噺家が、
川柳を噺の背景の説明に使ったり、噺の転換のき
っかけとして、上手に活用しているからです。
落語の大立者と言えば横丁の御隠居さんに、八
っつあん、熊さんです。八っつあん、熊さんとい
えば、いわゆる江戸っ子です。江戸っ子を読んだ
川柳は多々ありますが、そんななかでも江戸っ子
の出てくる噺によく使われる川柳が
噺家の「三種の神器」かぜ、まんだら、般若湯

江戸っ子の生まれ損ない金を貯め
ここでいう江戸っ子とは、お金に細かい商人や店の手代ではありません。
「金を溜めるな、腕を磨け」
、
「金は腕の中に入っている」という職人さんの世界です。江戸っ子は宵越しの銭を持たないというか、
持てないというか「その日に稼いだものは、その日に使っちまう」
、
「明日は明日の風が吹く」という江
戸っ子の暮らしぶりと、お調子者で、見栄坊だが、裏表のない、江戸っ子の了見が良く出ています。
噺家がまくらで、噺の背景の一環として江戸っ子の了見についてだらだらと語るよりも、このお馴染
みの川柳を入れることで、江戸っ子の了見が噺の聞き手の耳の中に一気に入ってきます。
川柳に注目して、噺を聞くのも一興かと思いますが・・・。
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じゃお農園：チャレンジ農園に初めて挑戦して
湘南

安田 賢二

じゃおクラブ湘南には、2019 年 9 月に入会しました。入会の経緯は、
「タウンニュース藤沢版」に「第
10 回地域活動見本市」が藤沢市役所本庁舎で開催されるとの記事を読んだからです。記事のタイトルが
『定年迎えたシニアを応援』とあり、目的は「地元で充実した生活を送り、新しい仲間づくりにつなげ
てもらうこと」とありました。実際にじゃおの農園活動は、
「キョウイク」＝（今日行く所）、
「キョウヨ
ウ」＝（今日の用事）
、「チョキン」＝（貯筋：健康）を達成するのに最適です。
今までじゃお湘南で参加した活動は、ほとんどが農園活動です。それ以外では、
「男の料理と CSS 講
演会」に参加しました。農園活動は、約 1 千坪の畑で色々な種類の野菜づくりと援農です。毎週１～2
回の農園活動を通じて野菜づくりの基本的な事柄を学んだり、会員の方々との会話を楽しんでいます。
そこで、農園活動の中で行われている「チャレンジ農園」に 2021 年 4 月から初めて挑戦した成果等を
報告させていただきます。現在借りている畑の広さは、18m2 (W=3m × L=6m)程度です。
農園活動に参加するまでは、野菜の栽培をした経験が全くなく「チャレンジ農園」を自分で行うこと
は、入会した時点では無理ではと思っていました。しかし、今回農園活動に参加して 1 年半が経ち、世
話役の方から「チャレンジ農園」を行う話をいただき、自ら栽培してみることにしました。普段の農園
活動で世話役の方や会員の方々から色々とご指導いただき、自分でも何とかやれそうな気がしたからで
す。
春からの夏野菜は【写真 1】の(6＋α)種類を栽培し
てみました。主な野菜は 6 種類でその収穫個数と株
数は、次のとおりです。①中玉トマト：251 ケ/6 株,
②キュウリ：231 ケ/7 株, ③つるありインゲン：1055
ケ/8 株, ④ナス：83 ケ/3 株, ⑤ピーマン：80 ケ/3 株,
⑥ズッキーニ：59 ケ/3 株でした。日々のチャレンジ
農園の状況は、別記載の【菜園ダイヤリー】に記録し
ています。上記の収穫は、6 月から 8 月に行ったも
のです。

【写真１】夏野菜：7 月上旬

【菜園ダイヤリー】の記載例
年月日

2021 年

8月3日

火曜日

天気：

晴れ

気温：

―

℃

・チャレンジ農園：キュウリ 5 ケ、インゲン 32 ケ、トマト 17 ケ、ナス 2 ケ、ピーマン 3 ケ収穫。
・チャレンジ農園の更地を耕す。苦土石灰をまく。トマトからナス等の畝に化成肥料を追肥する。
栽培の課題としては、キュウリなどの株を多く作りすぎて日々の収穫と消費が大変でした。トマトな
どの脇芽かきの方法が不適切で、枝の誘引などが中途半端な状態となってしまった。そこで、会員の方
に指導して頂いたり、雑誌「やさい畑」や野菜の教科書を読みながら野菜づくりに取り組んでいます。
現在、秋冬野菜は【写真 2】の(10＋β)種類を栽培しています。主な野菜の種類は次のとおりです。
①リーフレタス, ②チンゲンサイ, ③サンチュ, ④茎ブロッコリー, ⑤ブロッコリー, ⑥紫キャベツ, ⑦
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玉ネギ（シャルム）, ⑧ワケギ, ⑨大根, ⑩カブ＋赤
カブです。秋冬野菜には、害虫がよく見られ食害され
ています。その対応の仕方が未熟で野菜の成長がうま
くいかない状況があり、日々の管理と適切な対策が必
要であると感じています。失敗を糧に少しでもおいし
い野菜づくりをしていけたらと思っているところで
す。

【写真 2】秋冬野菜：10 月下旬

佐賀に帰ります
県央 前田 康行
この 9 月で 70 歳になりました。70 歳なんかになりたくなかったけど。で、これを機に、生まれ故郷
に帰ることにしました。50 歳半ばごろから心に芽生えてきた、生まれたところで死にたいという思いが
いよいよ募ってきたもので。私の故郷は、恐らく東日本のほとんどの方が、その場所さえご存じないで
あろう九州は佐賀県です。ネットのランキングでは、おそらく一生に一度も訪ねることがないであろう
と思われる県として堂々の第 1 位の栄誉に輝きました。要するに、訪ねるべきほどの名所旧跡がないと
いうことなんでしょう。佐賀県出身者としては、まあそうだろうなあと首肯するわけですが、だけど別
に開き直るわけではなくて、このご時世、そこがいいのではなかろうかと思ったりしています。注目さ
れることがないので、人目を気にする必要がない、ということは、ずーっと変わらなくても全然平気と
いうことなわけで。日々変化する、あるいは変化せざるを得ない都会。それに対して変化しない、変化
なんてする必要がない故郷、その結果ずーっと変わらない故郷、それが私に帰郷を強く志向させている
理由じゃなかろうか、今純粋にそう思っています。
有楽町駅前の交通会館 8 階に「ふるさと回帰支援センター」があります。そこに 5 年前、佐賀県のブ
ースができましたので、すぐに訪ねて、以来移住に関する相談に乗ってもらっています。今年に入って、
そのセンターから仕事の情報をいただきました。佐賀大学医学部の研究室で、動物実験の経験者を探し
ているとのこと。現役時には一貫して実験動物を用いた医薬品の研究開発を仕事としてきましたので、
佐賀に帰ってそういった経験が生かせるようなことができないかなあ、でも佐賀みたいな田舎では無理
だろうなあ、そもそも年だし、とほとんど諦めていたので、渡りに船とはこのことなりと、すぐに佐賀
大学の当の先生に会いに行ってきました。受け入れてもらえそうです。
祖父から聞いた曽祖父の話を今でもよく覚えています。曽祖父は維新の折、もう地べたを這いずり回
る百姓なんかやってられるかと家を飛び出したんだそうで。そこから言えるのは、少なくとも曽祖父が
維新まで佐賀の百姓だったということ。で、その先の祖先はおそらくずーっと佐賀の人間であったこと
は間違いないと思われるわけで。そういった祖先の血が呼ぶ我が帰郷であります。
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日本の歴史が 100 倍面白い
県央 宮松 順憲
昨年の 3 月からコロナ対応の生活になっています。それまでは中学校での学習支援、中学校の陶芸部
の指導、塾や家庭教師、じゃおのグリークラブ、オペラの稽古、ボイストレーニング、独唱の発表、俳
句の句会などと外に出歩くことの多いものでした。それが今は家族以外の接触は塾と陶芸の指導だけに
なっています。毎日家内と車で神奈川県の県立公園に出かけ、公園内やその近辺を歩きます。1 万歩は
歩きます。昼食は用意して行きます。川や池のあるところでは鷺、川鵜、セキレイ、翡翠に出会います。
日向薬師の近くで鹿に出会いました。宮ヶ瀬のビオトープでは猿の一群と鉢合わせをし、急いで遠ざか
ったことがありました。1 万歩くらい歩くと体も喜んでいるのを感じます。中学生の陶芸については、
茨城県の全国こども陶芸展 in 笠間に出品し、三名の生徒が入賞しました。また綾瀬市の陶芸展で優秀
作二名、努力賞四名が賞をもらいました。顧問は若い女子美卒の先生で、部活は生徒が自主的に運営し、
私は気が付いたところを手助けするくらいですが、週二回の部活は楽しい時間です。
在宅の時間は YouTube を見ることが多いです。東北大学名誉教授の田中英道先生が代表理事をされ
ている日本国史学会に平成二十九年から入っています。コロナ前は毎月拓殖大学で行われる学会の講演
会に参加し、その後の懇親会にも参加し、直接お話を伺っていました。コロナ以降はご自宅での講話が
YouTube で流れるのでそれを聞いています。未来ネット（旧林原チャンネル）の「日本から見たサスピ
エン全史」が面白いです。毎月更新され、＃1 から＃51 になってます。これまで三巡繰り返し見ました。
田中先生は東京大学を卒業後フランス、イタリア、ドイツに留学し、世界的にも著名な美術研究の学者
です。二十年くらい前から日本の新しい歴史の研究を始められ、国史学会誌に論文を発表すると同時に、
多くの本を出されております。
先生の発見の第一は埴輪についてです。成田空港近くの芝山古墳から多くの武人埴輪が発掘されてい
ます。この埴輪は頭に三角帽子を被り、髭を付け、こめかみにみずらと呼ぶ髪をまるめたものを付けて
います。今まではこの武人がどこの人たちであるかという議論がきちんとされていませんでした。田中
先生はこの髪型、服装はユダヤ人のものであるという説を出されました。旧約にはユダヤ人はみずらを
付けることということが記されています。この点については古代研究の日本の学者も驚嘆し、認めてい
ます。次は遺伝子研究の引用です。Y 染色体の D2 という遺伝子の部分がありますが、この部分は近隣
の中国、朝鮮の人たちにはなく、さらに西方の中東の人たち、ユダヤ人にあるということが最近の研究
により明らかになっています。埴輪と遺伝子の二点から渡来人の中にユダヤ人がいたと結論づけていま
す。ユダヤ人の国がローマに滅ぼされた後、かれらは世界中に散らばって行きました。その中で太陽の
昇るところを求めて東に向かい、シルクロードに沿って国を作っています。ついに日の昇る国、日本に
来たユダヤ人がいたのです。応神天皇のころ 18,000 人の秦氏と呼ばれているユダヤ人が来たことが日
本書記に書かれています。かれらがユダヤ教を捨て、日本に同化していったということを軸にして新し
い日本の歴史を展開しています。既読の知識を失うことを恐ろしいと思わない方はどうぞ「未来ネット」
にお越し下さい。
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前立腺がんを罹患して
ベイサイド 村尾 篤彦
平成 29 年 2 月 10 日に南共済病院で前立腺の全摘出手術を受けた。約 5 年前である。前立腺がんの腫
瘍マーカーの一つである PSA は手術直前 4.68 であった。この値は平成 25 年の 1.6 から始まり毎年増
加し 28 年 10 月には 4.08 となり近所のかかりつけの医者から精密検査を受けるようにアドバイスされ
検査入院となった。17 本の針生検のうち 5 本からガンが見つかり、その度合いはグリソンスコア８と
かなり悪性のガンである。
担当医師からは結果に対して、説明が行われたが強く手術による摘出を薦められた。
理由は「ガンの顔つき」がかなり悪性であること、再発しても放射線治療やホルモン療法等など、今
後の選択肢が多いので対応しやすいとのことであった。親類の医師を含め数人の医師の意見を聴いて上
記の日に全摘手術に踏み切った。手術直後の PSA は 0.07 と若干高かったが 4 年 9 ヶ月の間、若干の上
下はあったが再発の目安である 0.2 を超えることはなく現在は 0.06 である。
先月、MRI,CT を含む検査が行われとりあえず、骨や他の臓器への転移はないと医者から告知され
PSA の検査も半年に一回と緩和された。手術後の尿漏れも、骨盤底筋の強化体操等によりほぼ 1 年で解
消した（ただし、アルコールを飲まなければの話）。残念と言えば浴びるほど飲んだアルコールと決別せ
ざるを得なかったことである。
ガン細胞が消失したわけではなく、増殖を抑えているのは体力や身体の免疫機能であろう。これから
急速に老齢化に向かい体力も低下しつつあるのは自覚している。いつ再発しないとも限らない。小生の
父親は 74 才で前立腺がんにより亡くなっており油断は禁物である。
さて、話は変わるが YouTube に「腺友会」という団体の講演会欄があり、ご存じの会員も多いと思
う。前立腺がんを罹患し手術や放射線照射、ホルモン療法等を行っている患者の方々と泌尿器科でこれ
らの患者を相手にしている医師の団体であり各種の治療法の結果の推移を患者から体験談的に報告し
たり、新しい治療法・その組み合わせや新薬等の紹介が専門医からあり、日頃は担当医に聞けない話も
質問等で話し合われるので、小生は良く閲覧している。その中で最近、非常に興味のある話があった。
香川大学の先生の講演であるが PSA が 4 以上の方々を前立腺がん患者数とすれば日本ではまもなく臓
器別ガン患者数でトップになるとのことである。
しかし、PSA が 4 以上の患者数の前立腺がんによる死亡率は 10～15％であり、胃がん、肝臓がん等
の診断を受け治療して死亡する患者が 70～80％以上に比較して著しく少ない。PSA が高くともあまり
変化しない方、転移もしない方も多く元気で生活している例が多数ある。まさに某先生が言っていた「ガ
ンもどき患者」が多数存在するという報告である。
このため、アメリカで最近 PSA の値ですぐ対処をせず、監視治療が主流になっているという話であ
った。すなわち、PSA が 4 を超えても直ぐに何らかの方法による治療を開始せず検査を定期的に行い経
過観察するものである。患者にとっては不安であるのはアメリカ人も同じであるとのことであり、何ら
かの治療を望む患者は多いが、結果的に患者数の減少と死亡者数が減少に転じているとのことあった。
5 年前とは随分状況が変わってきたものである。
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▌じゃお県央
第 2 回てくてく里山歩き
「矢倉沢往還・小田急渋沢駅～新松田駅」
5 月のてくてくウォークが新型コロナ蔓延のため中止になり、今回が第 2 回目の開催となりました。
5 月に予定していたコースを変更し、同じ矢倉沢往還歩きですが標記のコースに変更しました。理由は、
立冬ということで少し気温が下がり空気が澄んでくる季節、雪化粧をした富士山がきれいに見える時期
だからです。渋沢から松田へ抜ける矢倉沢往還は渋沢駅そばの曲松で二手に分かれています。今回は山
の上を歩くコースに選定しました。天気が良ければ白く化粧した富士山に対面できるはずです。参加者
の日ごろの行いに期待し…。
予定日の 1 週間前あたりから天候をチェックし始めたのですが雨のマークがついたり消えたり何度も
変わりやきもきしていました。前日 6 日（土）の時点で予報が晴れマークになり安堵、金・土と温かい
良い天気だった（これはずっと変わらなかった）ので、これは大いに期待できると確信しました。
7 日朝窓の外を見ると朝地面がだいぶ濡れている。気温は低く少し肌寒い。夜中に大分雨が降ったよ
う。昨日までの良い天気は？ 薄曇りで肌寒いがとにかく雨は降っていない、天気予報は一日曇りのよ
う。富士山とのご対面は？ 第 2 回目が開催できたことを良しとし、気持ちを切り替え 10 時集合の渋
沢駅へ。
今回は県央 7 名と湘南 2 名・ベイ 1 名・多摩田園 1 名合計 11 名の参加者であった。全員定刻までに
集合改札前のストアーで弁当と飲み物を調達 10 時 10 分出発となった。9 時半についたため、念のため
に確認をと駅北側から富士山が見えるか確認してみた。一瞬真っ白に化粧した富士山が見えたので小躍
りしたがすぐにかき消されてしまった。今日は気温も低く雲の多い 1 日であることを改めて覚悟した。
一瞬見えたのでもしかしたらとの思いもあったが皆さんには告げず出発となった。
簡単な地図の説明の後出発。駅そばに在る「国栄稲荷神社」に参拝。大きな銀杏の木があり、縁結び
のパワースポットとの案内がある。意外と有名な神社のよう。曲松に在った分岐点の表示石柱もここに
移転していた。曲松交差点より峠へ向かって約 20 分直進。渋沢中学校入り口まで多少アップダウンが
あるが入口バス停を過ぎるところから峠まで急坂となる。途中皆さん一休み、てくてくウォークの本領
発揮。急坂の途中に矢倉沢往還分岐の道標があり右折すぐに尾根道に出る。峠トンネルの上に出たため
峠の集落が一望できる。丹沢表尾根を右に見ながら気持ちの良い尾根歩き、やがて急坂を下ると篠窪の
集落が見えてくる。
篠窪は 1213 年隠岐守行村が和田義盛を討ってその功労により北条氏よりあてがわれた大井の庄での
ち二階堂氏となり篠窪を屋号としたという記録があります。周囲が山に囲まれ完全な盆地（窪地）です。
800 年前はどんなに寂しい処だったのか？中心は二階堂氏の菩提寺「地福寺」
（他所には見られない大き
めの狛犬がある）と「三島社」です。三島社は樹齢数百年を超える椎の木が繁茂している自然林で「か
ながわの美林 50 選」に選ばれています。鳥居横のスダジイの古木（樹齢 800 年）を観察後最後の登り
篠窪峠に登る。気温が低かったので体が少し温まる。峠よりさらに 30m 登ると昼食場所「富士見塚」で
ある。
12 時 10 分到着。ずっと曇り空で予想通り（少しは期待していたのだが）富士山は全く見えない。し
かし足柄平野・箱根の山々はきれいに見えました。足柄平野を眺めながら楽しい昼食。昼食後記念の集
合写真を撮ろうと整列した時、なんと！なんと！雄大な雪化粧をした富士山が顔を見せてくれました。
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すばらしいこの富士山をバックに記念写真をと
何回もシャッターを切ったのですが、残念なが
ら別々の写真となってしまいました。白いもの
を撮るのは難しいんですね。カメラは良いもの
を持参したのですが！しかし皆さんは素晴らし
い富士山が見られて大満足のようでした。期待
した通りの結果になり参加者の日頃の行いの良
さに感謝、源頼朝もこの景色を堪能したのだろ
うと想いをはせながら帰路につきました。
富士見塚より約 300m の下りは「古道・矢倉
沢往還」の標識があり昔の道が保存されていま
した。このコースで初めての土の道ウォークです。最近はどの里山も舗装されていて歩くのは楽なので
すが味気ない限りです。この後東名高速道の下を潜り松田の町に入る。14 時前に新松田の駅に到着。て
くてく歩きながら皆さん怪我もなくトラブルも無く、無事予定時刻に到着しました。
駅頭で解散。6 名の方が例によって反省会と称し駅前のお店へ！
次回以降に役に立つ素晴らしい反省会が行われたものと思います。歩くだけじゃないんだよ、じゃお
の仲間のつながりが大事なんだよと県央会長さんの声が聞こえたように思います。
（県央 石川 武司 記・写真）
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▌じゃおベイサイド
湘南アルプス縦断ハイク
丁度一年前の 11 月に大磯ガイド協会にお願いして伊藤博文や吉田茂ら大磯に住んだ政財界の要人を
巡る「七賢人巡り」を催行しました。その時、湘南平から見る景色は絶景だと聞きましたので春になっ
たら山側を巡るハイキングを企画しようと思っておりましたが、コロナ禍が激しくなりガイド協会の活
動も中止となり実行できませんでした。この所コロナ感染者数が激減してきましたので前回お世話にな
ったガイド協会の担当者と何度か連絡をとりあってきましたが、11 月からガイドを再開しますとのこ
とでしたので早速「湘南アルプス縦断ハイク」を企画することにしました。
11 月 16 日（火）8 名の参加者は 10 時前にガイド
協会の方二名に伴われて大磯駅を出発、鎌倉道沿い
の妙大寺から御嶽神社それに続く山裾に点在する著
名人の別荘や邸宅を巡って大鳥居を構えた白岩神社
で小休止をして登山開始となりました。登山口から
湘南平までは 40 分ほどの登りです。高低差はたっ
た百数十メートルしかないのですが、長期の巣籠り
生活の影響なのか湘南平のテレビ塔が見える頃には
大分足腰にきました。
湘南台頂上にはテレビ塔、立派な展望台や売店そ
れにレストランまでありました。コロナ禍で売店やレストランは開いているか分からないとのことでし
たが、営業を再開していました。レストランまであるのは通常は沢山の登山客で賑わっていると思われ
ますが、当日は平日でコロナ禍の影響か登山客はまばらでした。
展望台は 360 度どこを向いても絶景でした。山側右から大山山系そして雪を頂いた富士山がうっすら
と確認できました。スマホの写真性能が向上してきて高精細度な写真が撮れるようになってきましたが、
撮った画面からは富士山を確認できません。まだまだ人間の目との差があるようです。海の方に目を向
けると全体が薄い雲に覆われていて江の島あたりはくっきりと見えるのですが、残念ながら大島までは
確認できませんでした。
食事を済ませ尾根伝いに浅間山（せんげんやま）に向かいました。浅間山は標高 180.9 メートルでこ
のコースの最高峰です。最高峰を制覇して下山ルートになる高麗山（こまやま）に向いました。高来神
社（たかくじんじゃ）までの下山ルートは 150 メールほどですが、男坂と女坂があってかなりかなり傾
斜が違うとのことです。1 週間前には男坂を下りていた 70 才男性が滑落して死亡する事故があったと
のことでした。まじかで事故があったとはビックリ。事故のことや私達の体力から当然女坂を下ること
になりましたが、女坂とはいえかなり足腰にくるコースでした。事故も起こすこともなく全員無事下山、
高来神社にお礼のお参りをして写真に収めてハイク終了となりました。予定ではバスで大磯駅まで戻る
予定でしたが、国道一号線に出るとちょうど停留場からバスが出た所で一時間に一本のバスを待つより
はと最後の力を振りしぼって旧東海道を歩いて大磯駅まで戻りました。
ガイドの方から大磯にはまだ沢山の見どころがあるので皆さん宜しくとのことでした。大磯ガイド協
会のホームページは、https://www.oisoguide.com です。なお今回のガイド費用は 6000 円でした（参加
費 4000 円（500 円/名×8 名）＋ 交通費等 2000 円）。
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（ベイサイド 土屋 佳一 記・写真）

▌じゃお多摩・田園
昭和の面影を残す佃島を歩く～仲間と街歩き～
多摩・田園では 2020 年 10 月から「仲間と街歩き」と称して、軽い日帰り旅行を楽しんでいます。3
回目の 11 月 8 日（月）は八丁堀～鉄砲洲～佃島～月島と辿り、昭和の面影を残す街を散策してきまし
た。
午前 11 時、この日の参加者 8 人は八丁堀に集合しました。今回は全行程約 3 ㎞、概ね平坦なコース
を歩きます。今回のコースは戦災を受けておらず、昭和初期の民家が残っている反面、近年の大規模タ
ワーマンション開発によって、都市景観が大きく変わった地域でもあります。
有難いことに、中央区の「佃・月島」ガイドマップを持参してくださった方がありました。忘れずに人
数分を用意してくださった心遣いに感謝です。最初は、鉄砲洲稲荷神社を目指します。鉄砲洲稲荷神社
は、歌川広重の「名所江戸百景」にも描かれている歴史ある神社です。鉄砲洲という地名の由来は土地
の形が鉄砲に似ていたからだとか、江戸時代に大砲の試射をしたからだとかの言い伝えがあります。
鉄砲洲稲荷神社を訪ねた後は、昭和初期に出来た銅板葺き建築を見学し、トラス橋の南高橋を渡り、
さらに、平成になって完成した現代の橋、中央大橋で隅田川を渡り、石川島を経て佃島へと向かいます。
今日では石川島と佃島、月島は地続きになってい
ますが、江戸時代は運河で隔てられていました。佃島
に入ると、そこは時間が止まったような昭和の街、あ
る種、懐かしい雰囲気です。しかしながら、街の向こ
うには何棟ものタワーマンションが見えます。佃島
では、佃の渡船跡、住吉神社、佃掘、佃天台地蔵尊な
どを見学しました。もちろん、お土産にと、名物の佃
煮を買いました。
さて、時間も 12 時半となり、一同は「もんじゃ」
で有名な月島へ移動します。最近は何軒もの「もんじ
ゃ」屋さんが軒を連ねており、観光地化しています。早速、
「月島もんじゃ振興会協同組合」へ立ち寄り、
もんじゃ屋さんの地図を入手、同時に 1,000 円で 1,200 円のお食事ができる「月島ブランドお食事券」
を購入しました。おトク情報は逃しませんぞ。コロナの感染状況も心配なので、空いていそうなお店を
探します。こういう時に能力を発揮する人がいて心強い限りです。一件目は満席で断られ、二件目で席
に着くことができました。実は、私は「もんじゃ」が苦手なんです。そういう人もあったと見えて数人
はお好み焼きまたは焼きそばを注文しました。
「お好み焼きでゴメンネ」と言うと「当店ではお好み焼き
にも力を入れております」という返事。さすが、商売人ですね。こうして、楽しい一日を過ごすことが
出来ました。
「仲間と街歩き」は、春と秋の気候の良い時期に年数回開催しています。
（多摩・田園 竹内 純一 記・山脇 哲郎
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真っ赤に色づいた紅葉を楽しむ～グラファーズ御岳渓谷撮影会～
グラファーズでは、11 月 16 日（火）奥多摩の御岳渓谷へ行ってきました。コロナウイルスの感染拡
大が、少し落ち着いたのを見計らっての撮影会です。当日はオープン参加を加えて 7 名で出かけました。
町田からは横浜線～八高線～青梅線と JR を乗り継いでいきます。この日は、多くの参加者が同じ列
車に乗ることを示し合わせて電車内での集合でした。紅葉シーズンとあって、奥多摩に近づくに連れて
登山姿の乗客が増えてきました。平日にも関わらず青梅からは席に座れない状態です。11 時過ぎ、我々
が乗った電車は「御嶽」駅に到着しました。ここからは川沿いに隣の「沢井」駅まで歩く予定です。
まずは、御嶽駅からほど近い「青梅市御岳交流センター」で撮影の準備です。市営の「青梅市御岳交
流センター」は無料で利用でき、観光パンフレットや地図も用意されています。撮影準備をしていると、
市の職員の方から「どうぞ奥に入って紅葉を見てください。」との声がかかりました。案内された建物の
2 階ベランダからは真っ赤に紅葉した紅葉が見えました。幸先の良いスタートです。
さて、いよいよ、多摩川左岸の遊歩道へ入っていき
ます。上流のこのあたりでは、多摩川は瀬音も豊かに
勢いよく流れています。早速目にしたのは数本の紅
葉と目にも鮮やかな黄色のイチョウでした。残念な
がら、晴れるとの天気予報ははずれ、この日は「曇」
でした。写真のためには青空が欲しいのですが、お天
気だけは思うようになりませんね。それでもグラフ
ァーズの面々は思い思いに撮影しています。前にな
り、後ろになりしながら、紅葉や渓谷の風景を撮影し
て 1 時間ちょっとで澤乃井園に到着しました。
澤乃井園は、清酒「澤乃井」の蔵元、小澤酒造が経
営する庭園で、園内には軽食、お酒の販売所、利き酒
処などがある観光地です。
庭園内では、出来立てのお酒を味わうことができま
す。お昼時でしたが、そんなに待つこともなく席につ
くことができました。最初は「元禄蔵熟成 純米ひや
おろし」で始め、紅葉したモミジを見ながら酒の違い
を楽しみます。その後は園内の「利酒処」へ移動して、
何種類かの酒を楽しみました。
長い間、近隣の公園での撮影会が多かったので遠出
したのは、ほぼ 2 年ぶりでした。久しぶりの“フルコース”撮影会は無事に幕となりました。
グラファーズの作品は、ホームページに掲載されています。下記 URL よりご覧ください。
https://jaoclub.com/tama-denen/gallery/
（多摩・田園 竹内 純一 記・山脇 哲郎

- 14 -

写真）

