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新年のご挨拶
じゃおクラブ代表 大澤 輝之
新年にあたり、恒例のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、それぞれに新しい年をお迎えになったことと存じます。本年も皆様のご多幸とご健
勝を心からお祈り申し上げます。
昨年は前年から続いて「コロナ、コロナ」で一年が過ぎました。じゃおクラブにおいても万全の感染
対策を講じたうえで、野外活動や一部の屋内活動が行われましたが、多くの活動はオンラインにより実
施されるか中止が続くという状態で、総じて低調でありました。大変残念な結果であったと思います。
はじめは一過性の流行と思われたのですが、大変な強敵で、特に昨年夏からの第 5 波については一時
はどうなることかというところまで心配していたのが、日本ではどういうわけかあっという間に終息の
方向になりました。しかし「敵」もどんどん変異するようで、何とも先が読めません。この原稿を書い
ている時点では欧米に比べて二桁ぐらい低い感染者数で、やはり日本人の真面目な対応が効果的であっ
たのではないかと言われています。私の次女が英国に嫁いでいますが、最近一家 4 人が相次いで感染し
ました。幸い軽症で済んでいますが、同じ自由主義国でもいざという時の私権の制限の度合いが日本で
は厳格に憲法に則っているのに対し、英国ではかなり広義に解釈して強い措置をとっていると感じまし
た。
昨年の「今年の漢字」は「金」ということでした。何とか無事に開かれた東京オリンピックでの日本
選手の相次ぐ金メダル、米大リーグでの大谷選手の目を見張るような大活躍、10 代で４冠を達成した藤
井聡太さんなどが「金」に相応しい明るい話題とのことでした。
今年もできることなら、早くコロナ禍が撲滅されて以前の社会が取り戻され、多くの明るい話題が欲
しいところですが、見通しはあまり芳しくないようです。じゃおクラブとしては、せめてコロナ禍とう
まく付き合いながら、実施可能な活動を一つでも多くしたいと思います。非 E 会員におかれては、とも
すれば活動に参加することが難しい場合もありますが、常にそのようなことにも心配りを怠らないよう
留意します。
我々の年代においては、健康な一年一年は切実なものです。これを実のあるものとするために、活発
なじゃおクラブ活動がなされるようお願い致します。
会員の高齢化への対策は喫緊の課題です。新規会員の勧誘については、新しいホームページなども通
じて、皆様にご努力をお願いしておりますが、外部から見ても魅力のあるイベントの企画など、本年も
会員・役員各位のご尽力をよろしくお願い致します。
公私混同になり私事で恐縮ですが、今新年はお祝いの言葉を控えなくてはいけない立場になっており
ます。中途半端な御挨拶で申し訳ありませんが、本年もよろしくお願い申し上げます。
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▌じゃおクラブ臨時総会を開催します
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。
昨年 1 月に実施したアンケート調査や昨年 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。昨年 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：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。

▌２０２２年

１月じゃおサロン

日時：1 月 23 日(日)

15：00～17：00

場所：オンライン開催（Zoom によるオンライン開催）

「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）

講演概要
定年退職の結構前から、その後どうするべえと考え
てました。加藤仁さんや楠木新さんの本など、いわゆ
る定年本をたくさん読みました。でもたいてい「これ
やってま～す」だったり「～すべきである」で、先達
によるリタイア後の充実した生き方が満載。でもね
え、なんかピンとこないんですよねえ。
今思い描いているのが自給自足生活。電気の自給は
設備投資にお金がかかりそうですけど、火は炭を作る

ふるさと

佐 賀 平 野

とか、水は井戸を掘るなどで自給できるかなあと。米
作りは難しそうだけど野菜は自分で作れそう、湘南の農園で野菜作りを学んでるし。考えるに、自給自
足生活で生きていこうとすると、やらざるをえないことがたくさんあるわけで、視点を変えれば日々や
ることがあるということ、そこが肝なんじゃなかろうか。
我が祖先はおそらくずーっと佐賀で百姓やってたはずです。
ということで、自分の人生をどこで終えるかを考える時に佐賀が出てきたのは、どうも祖先が呼んでい
るではないか、血が呼ぶというか。
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不如帰（帰るに如かず＝帰りなん、いざ）という言葉は、中国の詩人、陶淵明の詩の中に出てくるの
ですが、中央に出てきた陶淵明が志ならず故郷へ帰るときの想いを詠んだ詩です。まあ今の私の心境に
もっとも近い言葉かなあと解釈して使いました。

▌２０２１年１２月じゃおサロン報告
12 月 4 日（土）16：00 から永松真紀（ながまつ
まき）さんをお招きして「アフリカ マサイの人々と
暮らして」というテーマで、講演いただきました。オ
ンライン開催で 21 名の方が参加しました。
永松さんご自身は二つの顔があり、一つは 20 歳こ
ろから始めた添乗員およびその延長線上で行ってい
る日本人旅行客を対象にしたアフリカ（幼いころか
ら憧れていたケニアが中心）のツアーガイド。
もう一つはマサイ族の男性の第二夫人(2005 年結婚)です。この特異な経験からケニア・マサイについて
興味あるお話をしていただきました。以下私がメモした内容をご報告いたします。
■ケニアってどんな国？
人口約 5,000 万人、首都ナイロビ 500 万人。40 余りの民族で構成する多民族国家。周囲はソマリア、
エチオピア、南スーダン、ウガンダ等の紛争国に囲まれているがアフリカの中では比較的安定している
国。赤道直下ではあるが、国土の大半が高地の乾燥地帯であるため 1 年を通じて寒暖差はあまりなく年
間平均気温 21℃で非常に暮らしやすい。観光業（国立公園のサファリツアー等）がメインの産業。その
他、紅茶の輸出世界第 1 位。花卉（バラ・カーネション等）は日本にも輸出されている。
■マサイの人たちはどんな生活しているの？
マサイ族の特徴は「牛とともに生きている民族」
・
「儀式を大切にしている民族」。伝統的な食生活はで
は、食事は動物（牛・ヤギ・羊）の「ミルク、肉、血」のみで、特に牛を飼って放牧して育てることが
生活そのものとなっている。一生は 4 区分されていて、少年/青年/大人/長老の 4 区分。少年が割礼の儀
式を経て青年になる。青年は“戦士”と呼ばれ森での集団生活を行いマサイの伝統を年長者から受け継
ぐ。この訓練期間が終わると成人式の儀式が行われる。長老はかなり年配の方となる。実年齢という概
念はあまりない。
■マサイに嫁ぐって？
2003 年の成人式を見学した際に夫に初めて会い、翌年マサイの村に招かれた時に夫側では第二夫人
として受け入れることが決定済。決断を迫られたときに第一夫人のアドバイス（できることをすればよ
い）で結婚を決意。一夫多妻の下では、第一夫人、第二夫人はともに家族を支え合う同志的な存在。そ
の後も自分の仕事をつづけながらマサイ族のためになりそうな活動をできる範囲で実施。通常年は日本
とケニアの滞在期間は半々。
■伝統と時代の変化の狭間で彼らが取り組んでいること。
都市化と温暖化でマサイ族の放牧エリアが縮小して、飼える牛の数は少なくなり、伝統的な食生活の
維持が難しくなってきている。そのため、今まで食べたてなかった穀物類を食べるようになったが、野
菜を食べる習慣がないため糖分の摂取過多となり、糖尿病を患う人が増えている。国の施策とし義務教
-3-

育 8 年が必須となり、高等教育 4 年の一般化してきているので、マサイ族の生活・儀式をどう継続する
かを模索している。
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。
(じゃお湘南 大出 佳和 記)

▌事務局だより
１．会員動向
12 月 1 日現在会員数
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）

11 月退会者

及川 最介氏（多摩・田園）

12 月入会者

落合 雅晴氏（多摩・田園）

２． 運営委員会報告
12 月は、運営委員会は開催されませんでした。
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：石井委員

主な議題は、13:30 よりオンライン形式で開催予定の臨時総会の進行、及び臨時総会に続いて実施
するじゃおサロンの進行を確認します。予定されている主な議題は、午後からオンライン形式で予
定している臨時総会の進行要領、及び、それに続いて実施するじゃおサロンに関してなどを確認し
ます。
以上
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▌会員だより
山村

聰さんの想い出
湘南 山本 健介

来年 4 月 91 歳を迎え終末は遠くないかと身の周りを整理していたら、山村聰さんから喜寿のお祝い
を差し上げた御礼の書状が出て来たので、懐かしく読み返しました。
山村聰さんとの交友は、約 50 年前『銀座へら鮒会』というへら鮒（関西原産で、色の黒い真鮒と異
なり平たく白っぽい鮒で、40cm 以上に成長する）を釣る会に入会してからでした。今は衰退しました
が、当時はへら鮒釣の愛好者が多く、全国各地の池・川にへら鮒が放流され、全国で数十の「へラ鮒釣
会」が結成され、全国トーナメントまで行われたりしていました。
私は子供の頃代々木に住んでいましたが、魚釣は大好きで、終戦後四谷・市ヶ谷駅前の外堀や、皇居
内堀で鮒釣をしたり、東京近郊の河川でヤマベ・ハヤ釣を楽しんでおりましたが、35 歳頃大手町ビルで
取引先東亜燃料工業の経理課長とへら鮒釣の話となり、課長の所属している「銀座へら鮒会」に引きず
りこまれました。毎月 1 回の例会が行われていましたが、初回誰も案内してくれず、真冬のまだ暗い早
朝横利根川の船宿から薄氷の張る川に独り放り出されてびっくりした記憶があります。
上記「銀座へら鮒会」は、釣好きの山村聰さんが銀
座に「ポイント」という釣道具店を開き、当時来店し
ていたへら鮒釣愛好者が中心となって命名したそう
で、聰さんは会長にはなりませんでしたが、釣の例会
日（月 1 回）仕事がなければ、当時 TV のコマーシャ
ルに出演していたトヨタ車に乗って奥様と参加してお
られました。
「銀座へら鮒会」はその後何代か会長が交
代し、私が会長職を承って約 5 年後へら鮒釣の人気が
衰え、新人の入会が減り会員の高齢化が進んだため平
成 18 年に解散いたしました。
聰さんはへら鮒釣も麻雀も好きで、天候が悪くて釣
辛いときなど、出舟せず、麻雀好きの仲間を集めて船
宿の 2 階で卓を囲み、私も屡々ご指名を受けて参加し
ました。又、河口湖畔に別荘を持ち、釣例会の際は釣
をサボって別荘で卓を囲んだりしました。横浜のご自
宅にも度々麻雀の招集を受け、奥様とも卓を囲みましたが、庭にへら鮒用の釣り竿用の竹材が積まれて
おり、地下にへら鮒釣の竿作りの部屋があり、へら鮒釣にのめりこんでおられました。
亡くなられる前には赤坂のマンションに移られていましたが、普段の聰さんは、東大独文科卒で映画
に出てくる連合艦隊司令長官役や「蟹工船」を監督した覇気のある姿とは違い、普通の好々爺だったの
が私の印象です。
（写真は 1960 年頃、月刊誌「へら鮒」に、筆者（後の会長）が所属していた「銀座へら鮒会」の記事を掲載
するために、山村聰さんの付き人、故・松本敏夫氏から提供されたものです。）
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皆さん、ありがとう
湘南 山本 達也
私が「じゃお」に加入したのは平成 7 年の夏である。多分、大方の人もそうだと思うが、私は、その
時「じゃお」が自分に合わなければ辞めればいいという気持ちだった。だが、それから 26 年、私は、今
も「じゃお」にお世話になっている。
現役時代は辻堂から東京まで通勤し、平日は文字通り家では食べて寝るだけの感じだった。そういう
状態のうえ、東京の社宅から何の地縁・人縁もない茅ヶ崎に移住し、地元の方に触れあう機会も余りな
く、家内は私の退職後の人生をかなり心配していたようであった。
初めてお会いした「じゃお」の湘南の皆さんは、会合や二次会でも最初から先輩たちと分け隔てなく
接してくれた。会社という縦社会に長くいた私には新鮮な感じだった。
お互い直接には何の利害関係もない者同士の、所謂、横社会の中の組織の在り方かと、嬉しい思いだ
った。当時、新入会員で退会する人は殆どいなかった。未だ「じゃお」草創期と言える時期で、湘南の
会員も 10 名少々、新人にも早々と会の運営の当事者意識が生まれていたからだと思っている。長い間
「じゃお」にお世話になっているが家族も感謝している。
いま、少子高齢化の一段の進行、年金支給年齢の引き上げ、定年年齢引き上げ等々の変化にコロナ禍
が加わり、各地の同好会や趣味の会などでは、高齢退会者が増え新規入会者は極めて少なく、会の維持
に苦慮している団体が急増しているという。
新入会員を増やす方策は従来以上に重要であるが、それ以上に折角入会頂いた方々の定着はより大切
な事だと思うのである。
私自身の経験でいえば、新人の方は、先ず、新しく加入した会に馴染めるかどうか、同時に、その会
の中に居ることが楽しいかどうか、そこが定着するかどうかのキーワードのような気がしている。理性
では会がどういう理念で、どういう活動をしているかが重要なポイントのようであるが、えてして人間
は感情が優先する場合も多い生物である。
平成の初め頃、当時、老後問題評論家として著名な海江田万里氏が、テレビや雑誌で盛んに「濡れ落
葉」とか「恐怖のワシ族」とか、男性の退職後の「家に籠」問題を象徴する言葉を使っていた。
「主人在
宅症候群」という言葉もあった。企業戦士に多い退職後の孤独の悲哀と、その家族に及ぼす影響を警告
するものだった。この問題は現在も潜在化した大きな社会問題の一つである。新人の定着は、その問題
に関係する場合もあり得るわけである。
一度、皆で、新人時代を振り返り、何が嬉しく、何が楽しかったか、何が悲しく、何が嫌だったか、
それらを考えてみるのも良いのでは、と思うのである。
「じゃお」はボランティアを標榜する団体である。新人の方々の皆さんの全員が定着するよう願って
止まない。
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民生委員のこと
県央 山口 安弘
民生委員という言葉を耳にすることがありますが、健康な人にとってはあまり身近に感じないかも知
れません。私も実際に民生委員になる前は全く関心がありませんでした。しかし、これから年齢が進ん
であちこちにガタが来るのは間違いなく、いつか世話になることもあるでしょうから、簡単に紹介しよ
うと思います。
民生委員は厚生労働省の管轄で、厚生労働大臣から委嘱され、現在全国におよそ 23 万人が活動して
います。男女比はおよそ 1：2 で、圧倒的に女性が多いです。児童委員を兼務しているので、正式には
民生委員・児童委員といいます。また、民生委員の中に児童問題専任の主任児童委員が全国に約 2 万人
おります。身分は非常勤の地方公務員で、当然守秘義務が課せられます。無報酬で活動費のみが支給さ
れ、任期は 1 期が 3 年です。新任民生委員の年齢は私の時は満 65 歳未満でしたが、その後 75 歳未満に
変更されています。また、選任数は政令都市を除く人口 10 万人以上の都市では 360 世帯、町村では 200
世帯に 1 名が選ばれることになっていますが、最近は民生委員になり手が少ないので、これを厳格に守
っている自治体はあまりありません。私も年齢オーバーで受け持ち世帯は約 1000 世帯を超えていまし
た。
民生委員の仕事は家庭訪問をして対象者の実情と安否を確認し、相談に乗り、自治体福祉部門との橋
渡しをするほか、主任児童委員と協力して児童問題も扱います。また、共働き家庭の実情を把握してい
るということで保育園入園の資格証明も行います。個人情報を取り扱うので、対象者との信頼関係がと
ても重要です。極端な例では玄関の鍵を預けられたことがありましたが、これには私は大変に負担を感
じました。
対象者は 65 歳以上のひとり暮らし高齢者、75 歳以上の高齢者世帯、身体障害者、知的障害者、母子・
父子家庭、児童、生活保護世帯等多岐にわたります。私の場合対象は約 90 世帯でした。
また、あまり知られていないことですが、ひとり暮らし高齢者のうちで希望者は、安価な費用で緊急
通報システムというものに契約することができます。これは専用電話を設置し、困った時に緊急センタ
ーに直接電話して助けを求められるシステムです。緊急センターは 24 時間体制で対応しますが、事務
所が東京にあるので、実際にはセンターから協力員に確認依頼が来て対応します。協力員として親族や
民生委員等が登録されますが、親族が近くに住んでいない時は、民生委員が対応することが多くなりま
す。私も 3 期 9 年の任期中に昼夜を問わず 5～6 回呼び出されたことがあります。
民生委員は身近な相談相手として、困ったときは頼りになる存在ですから、住んでいる地区の民生委
員が誰であるかを知っておくのが良いと思います。また、全国的に民生委員が不足しているので、元気
な人は民生委員として積極的に福祉に参加されたらいかがでしょうか。
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▌じゃお県央
みかん園収穫援農に行ってきました
援農先は、じゃお県央が管理している大井町高尾山山頂果樹園の麓にあり、いつもお世話になってい
る農家のみかん収穫のお手伝いです。
今年は園主である川野氏の体調が悪く息子さんと奥様が我々の面倒を見ることになり作業指示及び
コロナ感染予防を考慮し 11 月 25 日、12 月 4 日の 2 回に分け参加人数も 12 人以下と制限して行われま
した。
11 月 25 日は晴天に恵まれ、県央の 8 名が定刻 9 時半に各々が収穫専用ハサミ、収穫かごを持ってみ
かん畑に、今日は急斜面の畑ではなく斜面の緩やかな畑で一安心。収穫するみかんの樹、作業での注意
を受けて作業開始。 途中の道が不案内なため多少遅れて湘南から増田さん、永井さんが合流し 10 名
で一つ一つ丁寧に摘み取り次々と収穫コンテナが一杯に。この時期なのに南に面している畑なので、汗
を掻きながらの作業で一服時の採りたてのみかんを食べ鋭気を取り戻しながら。
残念なことに 7 月の豪雨（熱海の土砂災害の時）でみかん畑の樹も流された跡が。被害に遭われた所
の復旧に大変だったそうです。
12 月 4 日も、普段の行いの良さで？援農には最適
な晴天。
この日は県央 5 名と多摩・田園 5 名（いつものメン
バー）で 9 時半に予定通り作業予定の畑へ。
この日も、援農メンバーを考えて頂けたのか斜面の
緩やかな畑で摘み取り作業。
午後は、出荷準備が間に合わないとのことで収穫（摘
み取り）と箱詰め作業に分かれて開始。
箱詰め作業を簡単に紹介します。
（この作業もメンバ
ーは慣れたものです）
みかんの大きさ（S,M,L,LL）を選果機で振り分け⇒
傷や色合いを人の目でチェック⇒綺麗なものを箱詰

選果機での作業

め（10kg）です。
宣伝ではないですが大井町のみかんは、
「酸味が強めで、甘みとバランスが良く、昔懐かしい味」と評判
で私も毎年、田舎の北海道へ送り喜ばれております。
各々の参加者は収穫かご（約 8～10 ㎏）いっぱいに入れたみかんと大根 2 本をお土産に頂き解散です。
みかん農家の川野氏からお礼の言葉がありました。参加者の皆さん大変お疲れ様でした。
(県央 大場 幸雄 記・写真)
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丹

沢

湖

BBQ

コロナ禍以前は年に 2 回春の新緑と秋の紅葉に合わせて行っていましたが、2 年ぶりの開催になりま
した。今回の参加者は 9 名でした。
12 月 5 日 9:00 小田急新松田駅前バス乗場に集合して路線バスで玄倉（丹沢湖）まで、料金は往復で
1,640 円と少し高めだが途中には、道の駅山北、河内川ふれあいビナレッジキャンプ場等があり良い景
色の所も多いのですが、今はシーズン外れとコロナ禍の影響でバスは、貸し切り状態だったそうです。
今回は、神奈川県民限定で県内旅行の割引がある
「かながわ県民割」を利用するためにいつも BBQ で
お世話になっている玄倉ロッジに料理はお任せで準
備をお願いしました。焚き火の上に自在鉤に鍋を吊
るし、地元産の相州牛肉とキノコ 4～5 種類と白菜、
里芋等の野菜を入れて、味付けはロッジの奥さんに
して頂き美味しい鍋料理が出来ました。今回はベテ
ランの料理担当者の都合が悪く不参加となりました
ので今村さんと私で野菜等の調理をしましたが、大
部分は今村さんに任せてしまいました。
料理が出来るまでの間、玄倉川に沿って上流に散歩しました。紅葉は終わりに近いのですがその代わ
り谷川の水のブルーが見事でした。(ユーシン渓谷にちなんでユーシンブルーと言うそうです。)
鍋料理と美酒を頂きながらの話題は、じゃおに復帰し久しぶりに参加された別所さんの話等で盛り上
がりました。
暖かく風も無く穏やかないい一日が過ごせました。ロッジの方をはじめ皆さんありがとうございました。
(県央 鈴木 壽一 記・大場 幸雄 写真)
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▌じゃおベイサイド
大山街道を歩く<柏尾道>（その 3)
12 月 10 日(金)、
「大山街道〈柏尾道〉を歩く（その 3）」を実施。コロナも小康状態、久しぶりの野外
行事で参加者は 10 名で、コースは昨年 10 月の「戸塚～長後」、今年 5 月の「長後～相模川の戸田の渡
し（門沢橋）
」に続く第 3 回目の「戸田の渡し～伊勢原（産能大近辺）」でした。
相模線門沢橋駅から県道伊勢原線を西に向かい、相模川にかかる戸沢橋のたもとにある「戸田の渡し」
跡からスタート、前日の寒波で雪化粧の富士山を正面に見ながら進む。
「大山道」は伊勢原市の渋田川に出会うあたりまではほぼ県道横浜伊勢原線に沿っているが、明治時代
初期に作成された「迅速測図（2 万分の 1）
」に記載された「大山道」と比較すると、5 か所ほど外れて
いる箇所がある。なるべく旧道を忠実に辿るよう側道を探しながら進み、なぜ短い距離をわざわざ「コ
の字型」に迂回するのだろうと不思議に思っていると、そこには川があり昔からの橋がかけられていま
した。自然に逆らわずに、橋の架けやすいところや沼地を避けて道が作られていたと想像されます。渋
田川との出会いから道はやや右に曲がり大山が正面に見えてくる。
渋田川の土手に座り、大山を見ながら昼食をとった
後、小田急線の踏切を越え下糟屋の宿に入る。赤坂見附
を出発点とする矢倉沢往還（国道 256 号線の前身）との
出会いを過ぎ、太田道灌の菩提寺（大慈寺）、首塚に立
ち寄る。東海大病院の前辺りから、道幅が狭くなり、ま
た緩やかなカーブを描くようになり旧道がほぼそのま
ま残されている。道は緩やかな上り坂になり、のどかな
山道を進むと大山がぐんぐん迫ってきました。咳止め地
蔵、東名高速をくぐって、「宝井其角」や蘭学者「桂川
甫周」、槍の名手「丸橋忠弥」
、将棋名人の「大橋宗桂」
などの墓のある「上行寺」に立ち寄る。元々東京の高輪にあった由緒ある寺で、昭和 38 年に伊勢原に
移転したとのことであった。この後、すぐ近くにある太田道灌の胴塚のある洞昌院に到着、約 17,000 歩
（足の長さによっては 19,000 歩の人もあり）の街道歩きを無事終えました。
今回、確認できた道標、道祖神、庚申塔、石仏は全部で 1４か所、そのうち４か所は事前調査では分
からず、今回の街道歩きで見つけることが出来ました。これらの道標類は都市計画、新道工事などで元
の場所から移動､一か所にまとめられていたり、風化が激しく破損の激しいものも多くあり、この先ど
うなるのかと心配になりました。
次回は、いよいよ「大山街道（柏尾道）を歩く」の目的地、大山阿夫利神社参拝です。
(ベイサイド 諏訪 記・写真)
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▌じゃお多摩・田園
新天地への引っ越し～楽しい農園～
多摩・田園では、2022 年 1 月より、約 8 年にわたって続いた「楽しい農園」を新天地へと引っ越し
ます。
今で呼ぶ「楽しい農園」が始まったのは 2013 年 12 月 3 日です。「燻製を作ろう」と、手作りの燻製
機材を持ち込んだのがきっかけでした。当時、仲間と共に作っていた燻製はなかなかの出来上がりでし
た。それで、
「楽しみを広げたいね」との声があがり、先輩方の奮闘努力によって、町田市三輪の土地を
借りられるようになりました。その後は、農地の栽培管理を主として「燻製研究会」
「アウトドアを楽し
む会」
「原木しいたけ栽培」
「工作教室」など多彩な活動が行われてきました。いつしか、農園メンバー
は農地管理を行う農耕班、調理を担当する調理班、機材の維持管理や修理を行う工作班など、それぞれ
の得意技を発揮するようになりました。
2021 年 6 月に地主さんの代替わりに伴って、農地の利用は 2021 年末までと決まりました。私たち
は、当初荒野だった土地を開墾し、何年もかけて作物が育つ土地に改良してきました。それだけに農地
の利用が 2021 年末限りとなったのは残念です。
その後は、メンバーが手分けして代替地を探す一方で、三輪の「楽しい農園」の撤収作業も計画する
など、数か月にわたって紆余曲折が続きました。途中、湘南のじゃお農園を見学させていただいたり、
県央の上河内ファームの事情をうかがったり、農園の資材撤収の相談に乗っていただいたり、じゃおク
ラブの仲間にはお世話になりました。ほんとうにありがとうございました。
2021 年 10 月になって、人づてに町田市本町田の地主さんをご紹介いただきました。数回にわたる交
渉の上「楽しい農園」のメンバー数名が現地へ伺ったところ、私たちの主旨に賛同していただき、農作
業や、アウトドア、原木しいたけ栽培などに土地を利用させていただけるとのこと、こうして移転が決
まりました。
12 月 16 日、この日は、いよいよ新しい土地への引
っ越し作業の開始です。約 2 か月をかけて準備を進め
てきたとは言え、倉庫や農業用資材の運び出しと運搬
は大変な作業で 12 名のメンバーが手分けして軽トラ
ックで 3 往復しました。写真は運び出しの直前に三輪
の「楽しい農園」で撮影したものです。
新天地にはこれまでのように広い耕作地があるわ
けではありません。一方で、従来よりも近く、何より
も「燻製研究所」として始まった伝統を継続でき、ア
ウトドアやバーベキューを楽しめます。新しい地主さ
んはぶどうの栽培にチャレンジされており、町田産のぶどうでワインを作る夢をお持ちです。夢の実現
に参加できる可能性もあります。今回の再出発に伴って「楽しい農園」も新しい名称を検討しています。
2022 年より始まる私たちの第二ラウンド、新たな発展が楽しみです。
(多摩・田園 竹内 純一 記・露木 茂良 写真)
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グラファーズ

12 月度横浜紅葉撮影会

12 月 10 日はじゃおグラファーズ撮影会でした。グラファーズは毎月第一火曜日を撮影会ということ
で、風景、花、町撮り、その他を撮っています。まだまだ新型コロナの感染がおさまっていませんので、
十分な感染防止対策を考慮して行っています。当日はあいにくの曇り空で青空に映えたイチョウの黄葉
は期待できませんでしたが、それなりに工夫を凝らして秋の街の風景を満喫いたしました。参加者は常
連 6 名に会員親戚の大学生のお嬢さんが特別参加され総勢 7 名となりました。
今回の撮影場所は横浜の山下公園通りのイチョウ～日本大通りのイチョウ～横浜公園の紅葉、山下公
園付近～日本大通り沿いの歴史ある建物などを対象に実施しました。さすがに 12 月初旬ということも
あり、晩秋から初冬にかけた季節らしい街のたたずまいで、山下公園に訪れる観光客もまばらでした。
日本大通りは、開港間もなく来日したスコットランド人建築家により設計された日本で初めての西洋
式街路とのことです。神奈川県庁や横浜開港資料館、横浜地方裁判所、三井物産横浜ビル、旧関東財務
局など、重厚な歴史的建造物が立ち並んでいます。横浜公園は山手公園に次いで 2 番目に古い公園。秋
のシーズンも水の広場や日本庭園“彼我庭園（ひがていえん）”の池の周辺などの木々が色づき、紅葉ス
ポットとしても人気のようです
撮影時は、撮影する対象の状況や、カメラの画面に
写る細かいところまで注意して、できるだけきれい
な写真が表現できるよう画面構成をしてみます。た
だこれがまた非常に難しい。街路樹にビルが入り込
む、仕方がないのでイチョウとビルの窓のコラボレ
ーションで撮ってみる。見上げると曇り空が入りこ
み写真の全体の雰囲気が暗くなる。ではと近寄ろう
にもイチョウの葉は数メートル上にあり届かない。
そういうわけでいろいろな角度から試行錯誤で撮っ
てみることになります。イチョウ並木全体を撮るだけでなく、視点を変えて地面すれすれの位置から撮
ってみる、そうすると普段とはちょっと違った風景になったりもします。ほかにもビルの窓に映りこん
だ黄色のイチョウの木だったり、落ちているイチョウの葉を中心にだったり、人のいる時いない時など
を見計らって遠くまで続く街路樹を絵画のように、被写体を美しく端正にイメージした作品に仕上げて
いきます。撮影隊の皆さんは今回もこのような創意工夫を凝らし、横浜の街路樹紅葉をいい写真に仕上
げようと頑張ったのです。やはり街中には、郊外の山野とは違う意味で秋の風景を形作る難しさがある
のだなぁとあらためて気づかされた次第です。
この後は当然ですが三密を避けながら近くの食堂で本日の撮影会の反省会をかねての昼食となりま
した。ソーシャルディスタンスに気を付けたのは言うまでもありません。まだまだ続くコロナ禍ですが、
でもたまには外に出て皆さんとこのように会話しながら歩くのも心の健康を取り戻すのに必要ではな
いかとあらためて感じた次第です。
グラファーズの撮影会は常にオープン参加を歓迎しています。機会ありましたら、ぜひ皆さんにもご
参加いただきたいとメンバー一同心よりお待ちしています。
(多摩・田園 千葉 敏行 記・写真)
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