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▌２０２１年６月じゃおサロン予告
6 月 5 日（土）
、午後 3 時～5 時 ZOOM により、じゃおサロンが開催されますので奮ってご参加くだ
さい。ご講演は県央会員の戸ケ崎正次さんです。アフリカにジャズ音楽、ダンスの勉強に行くという、
貴重な体験記にご期待ください。なお、ZOOM へのアクセス方法をご案内する都合上、5 月 23 日（日）
までに参加の可否をご連絡いただけますようお願いいたします。

“アフリカにダンスと太鼓を習いに 1 か月行った話”
県央 戸ヶ崎正次
JAZZ のピアノを習っていて、先生から JAZZ はリズムを極めることが大事、一度アフリカに行って
みると良いと言われた。たまたま 1 ヶ月の アフリカンダンスとジャンベのコースに JAZZ の先生と一
緒に行くことになった。64 歳になった私は体力的に最初で最後のチャンスと考えた。
現地で体験した事、感じたことを皆さんに聞いて頂きたいと思います。
（註）ジャンべ はアフリカの太鼓の一種（写真）

•

ギニアの女性はおしゃれ好き。

•

ギニアの人の楽しみは、歌って踊ること。此
処でジャンベが大活躍。

•

喧嘩しても仲直り出来る。

•

カツラは必需品。

•

お尻が大きくなるサプリが売られていた。

•

毎週どこかで暴動が起きる。問題ない？

•

サッカー選手かジャンベの達人になるしか
ない？

•

ようやく学校が充実してきた。
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▌事務局だより
１．会員動向
4 月 1 日現在会員数
湘南

県央

ベイサイド

多摩・田園

計

37

33

32

26

128（E グループ会員：114 名）

２．運営委員会報告
4 月は運営委員会がありませんでした。
次回の運営委員会は 5 月 23 日（日）10 時～12 時、オンライン形式で開催する予定です。
なお、当分の間、健康体操とじゃおサロン後の懇親会は行いません。
３．第 30 回通常総会について
コロナ禍のため、昨年に続き本年もオルタ館での開
催を断念し、議案書等を郵送後、E グループ会員に
対しては、5 月 5 日（水）に Web.アンケートを E
メールで送付し、9 日（日）にオンライン方式で議
案の説明と質疑応答を実施し、12 日（水）までにア
ンケートを返信して頂き、19 日（水）に議決権行使
結果を E メールで送付いたします。
また、非 E グループ会員については同封した議決権
行使葉書を 10 日（月）までに投函して頂き、議決
権行使結果は 6 月上旬に郵送いたします。
なお、議案書等の発送作業は、4 月 25 日（日）オルタ館に 8 名の役員が集合し実施しました。
（写真）
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▌特別寄稿
胃癌切除体験記
湘南 山本 健介
2021 年 2 月下旬、18 年前の心筋梗塞手術以降飲み続けている血をサラサラにする等の数種の丸薬が
時々喉につかえ、間もなく 90 歳を迎えるので老化のせいではないかと思ったが、念のために茅ヶ崎市
立病院の耳鼻咽喉科で鼻からスコープを入れ喉を覗いて貰ったところ、見れる範囲内では何もないが奥
の方は内視鏡でないと分からないと言われ、3 月初旬内視鏡検査を受けた。
喉・食道の内視鏡検査は特に事前準備をする必要は無く、検査室で喉に軽く麻酔後喉からスコープを
差し込んで食道から胃の入り口まで覗いてもらった。声は良く聞えるので、医師よりは、覗いたところ
食道に異常は見つからないが、スコープは胃も覗けるのでついでに胃も見てあげますと言われ、頷くと
胃を眺め始めたが、
「オヤッ」と言って胃内のあちこちを眺めてから内視鏡を抜き取り、内視鏡で撮った
腫瘍写真を見せながら「胃の上部に小さな腫瘍が見つかったので、癌化していないか念のため組織検査
をします」と言われ、数日後に腸の内視鏡検査を受けた後再来するよう告げられた。
指定再来日に内科担当医より家族同伴で検査結果を聞きに来いと言われ、愚妻を連れて行ったところ、
「組織検査の結果胃の上部の腫瘍は初期の癌と判明した。癌はまだ小さく内視鏡下摘出可能だが、高齢
者は癌の進行も遅く、内視鏡下手術でも身体への負担は大きいので私のように間もなく 90 歳を迎える
ような高齢者の手術例は極めて少ないことでもあり、家族で相談の上現状のまま放置するか手術するか
決めて貰いたい。腸の内視鏡検査の結果は問題なかった」と言われた。癌を気にしながら生きてゆく人
生は意味が無いし、同伴の家内も異議が無かったので入院して内視鏡下手術（正式には「胃の内視鏡的
粘膜下層剥離術」
）を受けることとした。
3 月 24 日に入院（数日前より血をサラサラにする薬ワーファリンを一時休止）して、25 日に手術を
受けた。内科の担当医が立ち会い、ベッドに寝かされ、男性医と女性医が内視鏡を喉から差し込んで、
男性医の指導の下、女性医が癌摘出作業をしていたようだった。術後寝たまま入院室に運ばれ、翌日又
内視鏡を胃に入れて手術跡を点検したが、癌が小さかったせいか、摘出跡は出血も殆ど無く綺麗になっ
ていたようだった。
その後手術日を入れて 4 日間は点滴のみで飲食は不可、5 日目の昼食からお粥が出て来て次第に常食
に近くなり、治療後 11 日目に常食となり、12 日目の 4 月 6 日に退院の運びとなったが、この間胃薬は
与えられたが、長期の点滴で排便が無かったことから極度の便秘となり、現在も後遺症に悩まされてい
る。体重も 3 ㎏ほど減少して未だ戻っていない。
私は体質的に胃腸にポリープが出来易いようで、60 歳台で神奈川県立癌センターの所長をしていた
学友から胃腸の定期的内視鏡検査を勧められて、大腸のポリープが見つかり摘出し、その後摘出を担当
した医師が独立開業したので、毎年 10 月に胃と腸の内視鏡検査を受けていた（この間 1 回腸にポリー
プが見つかり、摘出した）
。1 昨年 10 月の検査では胃・腸共綺麗だったが、昨年 10 月はコロナ禍で検
査を受けなかったので、此の 1 年半位の間にポリープが出来て癌化したと思われるが、癌も未だ小さか
ったようである。
皆様も定期的に胃と腸の内視鏡検査を受けていれば、癌が見つかっても内視鏡で切除出来る位の大き
さなので、是非共年に 1 回定期的に胃と腸の内視鏡検査を受けられることをお勧めします。
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▌会員だより
国内エネルギー事情
湘南 知久 明
我が国のエネルギー自給率は 1 割と脆弱なエネルギー構造となっております。石油・石炭をはじめと
するエネルギー資源には限りがあり、2011.3.11 東日本大震災に伴う原発事故が引き金となり、また、
地球温暖化防止対策として、化石燃料からの脱却が最重要課題として、再生可能エネルギーが 1973 年
のオイルショックを経て、更に強く進められることとなりました。再生可能エネルギー源は皆様ご存じ
ように、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどがあげられます。
また、2013.3 に「国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)」が有する地球深部探査船「ちき
ゅう」の活用により、我が国近傍の海域には、天然ガス換算で少なくとも国内消費量の数十年分のメタ
ンハイドレードの埋蔵が確認されました。1 立方メートルのメタンハイドレードを分解すると、160 立
方メートルのメタンガスが発生する。そのガスを回収することができれば、精製する必要のないエネル
ギー資源となります。但し、
「資源として有用ではあるが、実際に使えるようになるには、数十年はかか
るだろう」とのことが研究者の見解です。
地球深部探査船「ちきゅう」と「ライザー掘削システム」については以下をご覧ください。
https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/outreach/portfolio/photos/chikyuphotos.html
https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/about/drilling/drilling.html
何れにいたしましても、我が国のエネルギー安定供給に資する重要なエネルギー資源として、2023 年
から 2027 年の間に、民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指しての
技術開発を行っております。問題は存在する場所。太平洋側・南海トラフに「砂層型」と呼ばれるメタ
ンハイドレードが存在することはわかっているが、水深 1000m の海底面より更に 300m 下にある砂層
に数 km の範囲で広がるメタンハイドレードから、どのようにガスを集めるかという大きな課題があり
ます。日本海側には「表層型」メタンハイドレードが存在します。砂層の中ではなく海底の直下から発
見され、塊状で出てきます。表層型は直径数百 m、厚さは 100m くらいの円盤状に最初から 1 箇所に集
まっています。メタンハイドレードはエネルギー資源として期待できるが、回収方法の技術開発ととも
に、メタンハイドレードが地球環境にどういう影響を及ぼすかということも大きな研究課題となります。
一方、前文いたしました再生可能エネルギーは CO2 の排出もなく、自然界のものを有効利用することで
地球環境への寄与が考えられます。1980 年に設立された「新エネルギー総合開発機構(現・新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構 NEDO」において石炭液化技術開発・大規模深部地熱開発のための探査・掘
削技術開発・太陽光発電技術開発などが重点プロジェクトとして推進されております。こうした取り組
みの結果、一次エネルギー国内供給に占める石油の割合は、1973 年度の 75.5%から、2017 年度には
39.1%まで低下いたしました。
しかし、天然ガス・石炭を含めた化石燃料全体の依存度は 1988 年度には 79.8%となったものの、東
日本大震災後の火力発電の増加により 2017 年度には 87.4%まで上昇いたしました。このような事態に
対応すべく、また、低炭素社会実現のため、2009 年 7 月、石油への依存の脱却を図るため、石油代替施
策の抜本的な見直しが行われ、結果、
「石油代替エネルギー」から再生可能エネルギーや原子力などを対
象とした「非化石エネルギー」とすることを骨子とした石油代替エネルギー法の改正が行われ、
「非化石
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エネルギー開発及び導入の促進に関する法律」に改められました。昨年、新総理に就任された菅総理大
臣の世界に発した脱炭素宣言により、2050 カーボンニュートラルの実現に向けて様々な政策がすすめ
られているものと思います。昨年発症したコロナ禍により、在宅勤務等の影響で家庭内におけるエネル
ギー使用量が増大しいたしましたが、省エネに関しては意識が高まったとの報告もあります。再生可能
エネルギーの有効活用と限りある地下資源の確保が我が国の未来をフォーカスすべき課題であると思
います。
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この木何の木、気になる木
ベイサイド 土屋 佳一
少々前の話ですが、息子夫婦が都内のマンションを引き払
い埼玉県に家を建てて引越しました。引越し先の周辺はまだ
畑が点在する新興住宅地域です。家では犬を二匹飼っていて
孫の面倒を見に行く時は朝夕犬達を連れて周辺の散策をしま
した。
引越し直後の冬の一日、家を出て暫くすると道路より高い
位置にある畑の片隅に小さな木が目に留まりました。葉は全
くないし幹を見ると空洞になっている箇所もあって成長感は
なく立ち枯れているように見えました。ただ何か気になる木
でした。
その後、春の一日散歩中に犬達が催してきたようで立ち止
って例の枯木を見て驚きました。濃い紫色で鱗のようなもの
で覆われた塊（蕾）が多数噴き出していました。塊はまるで爬
虫類の一部分のようで気味悪いものでした。それと同時にこ
の木は枯れていなかったんだと認識した次第です。これを撮
影したのは 4 月 12 日でしたのでまさにこの原稿を書いてい
る今はこの状態だと思われます。
その後、4 月の末に通りかかった時にまたまたビックリ、全
体がたわわに垂れ下がる花房と若葉で覆われていました。こ
の花房を見てこの木は藤の木なんだと認識しました。このよ
うな低木の藤に咲く花を見たのは初めてでしたし、枯木と思
っていた木に立派な花を咲かせているのは驚きでした。その
後、8 月の散策では既に花は散り全体が青葉ですっぽり覆われ
ていました。
この冬はコロナ禍で行く機会が少なくなりましたが、久し
ぶりに孫に会う機会があったので恒例の散歩に出てこの藤の
木をじっくり観察してみました。幹は内部まで朽ちて空洞に
なっていて枯れているように見えますが、這うように伸びた
枝先の樹皮には艶があり樹液が通う生木でした。
この木、何の木とネットや花の写真から名前を教えてくれ
るアプリなどで検索しました。それによると「ヤマフジ」或い
は「シナフジ」らしいのですが、確定するまでにはいたってい
ません。特徴的な蕾の画像を検索して見つけ出せれば種類は
確定できるのではと探しています。
普段見かける藤は頭上高い藤棚に枝を這わせ花の季節に見事な花房を垂れ下げるのが藤です。この藤
を何と表現してよいのか、畑の片隅に自生する少々大きな藤の盆栽といった感じです。今や私にとって
四季を通して気になる木となっています。
（2021 年 4 月 16 日 記）
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地域の日常生活支援の有償ボランティア立ち上げ
多摩・田園 玉木 徹
2 年半前に夫婦で癌になり、その後も女房は股関節等の手術／入院／リハビリが続き、私 1 人で数ヵ
月、日常の家事等一切をやるはめになりました。当初は息子の嫁にきてもらって助けてもらっていたの
ですが、長くはとても無理で、家事には無縁だった私には大変な苦労でした。運良く私はまだ足腰が丈
夫だったので良かったですが、不自由であったらどうなっていたか・・・と思い、これがきっかけで、
成瀬で日常生活をサポートする有償ボランティアグループを 2019 年 1 月に立ち上げました。
近所の知り合い（といってもそれほど親しくはなかったのですが）二人に構想を話したところ、賛同
を得て、高齢者支援センターの協力のもと、説明会と賛同者集めのセミナーを 2018 年 4 月に成瀬で開
催しました。既に生活支援ボランティア活動をしている 2 グループに来ていただき、内容説明をしても
らった後、成瀬での立上げを呼びかけ、なんとか 10 名程度の賛同者を集める事ができました。それか
ら毎月準備会で、設立準備をして、2019 年 1 月に「成瀬お助けたい」としてスタートにこぎ着く事が
できました。
当初、資金は無い、組織も無い、場所は無い、広報の手だても無い・・・という 無い無いずくしで、
打合せ／やる事が山積でしたが、程なく我々の方針・趣旨の声が市に届き、厚生労働省や町田市から助
成金が得られたのは、ほんとに運が良かったと思っています。おかげで工具・携帯電話・事務用品等を
揃え、また地域の店舗・企業の方々にも会の活動に理解をいただき、賛助をいただく事ができました。
会則や利用者／支援者のマニュアル類（手引き）を作成
し、チラシも作成し地域への広報に務めようとしましたが、
自治会加入率は年々減少し成瀬中央地区はわずか 32%しか
自治会に加入しておらず、機能しているとは言えない状況
だったので、準備会員で手分けして地域の約 4500 戸にポ
ストインしました。これが功を奏したようで、利用希望の
声が聞こえてくるようになり、活動開始となったわけです。
現在、立ち上げて 3 年目になりますが、会員（支援者）
43 名、昨年度の実績で、年間活動件数 451 件、月 38 件、
年間サポート総時間 561 時間、地域の賛助会員数（店舗・企業）43 社の状況まで成長してきています。
利用者に喜んでもらって、こちらも楽しくやれるのがミソですね・・・ただ助ける会員側（支援者）の
年齢もじゃおと同様、高齢化しており、今は「助ける側」健常者のメンバーも、いずれ「助けられ側」
にまわります。そんなサイクルを考え、何と言ってもご近所の困っている方を支援して、その「援」が
いつしか「縁」になる活動であればと・・・。
「成瀬お助けたい」の活動紹介

https://machida-marugoto.jp/article/1491
https://www.youtube.com/watch?v=6VgsB2TcJnA
https://machida-marugoto.jp/article/3311
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▌じゃお湘南
四木会・久しぶりの日帰り吟行句会
（～春の小田原城桜吟行を楽しむ～）
春麗らの 4 月 12 日(月)、じゃお湘南の四木会・日帰り吟行句会を楽しみました。コロナ禍が続くこの
１年は会場確保が出来ないこともままあり、月例句会もここ数回は“ネット句会“により開催してきま
した。ネット句会は選句や講評を一堂に会して行なうことが出来ず、鬱憤やストレスがたまりましたが、
それを晴らすかのような久しぶりの吟行挙行となりました。今回は常連会員のうち参加者 10 人と少し
寂しい吟行となりましたが、廣﨑宗匠の意向と二山幹事の頑張りを得ての開催でした。
四木会の句会は発足以来途切れることなく 20 年間毎月開催され、山本健介さん執筆の句会月報は、
現在 250 号を超えています。そのエネルギーたるや実に驚きの一言です。
さて、今回の日帰り吟行は桜の小田原城という設定のはずでしたが…、今年は予想以上に温暖気候は
著しく、一週間前倒し実施としたのですが、花は満開を過ぎ葉桜の状態…？
9 時 30 分に小田原駅に集合。皆さ
ん既に俳句モードに変わって俄に吟
行の始まりです。桜蘂降る城下町を
歩いてお城を目指します。お堀を跨
ぐ赤い「学橋」の袂に到着。マスクを
外して記念集合写真を撮り、橋を渡
って朝礼。宗匠から「快晴の春らし
い小田原城、残花も八重桜もある吟
行会、佳句が期待される」と早々に
プレッシャーが掛かります。ここで
ひとまず解散。出句・句会は 12 時 30 分、駅近くの「おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ」となって
おり、それまでは各自思い思いの吟行と句づくりが始まります。…人によっては多少お飲み物を付けて
の食事を挟み、句の推敲をしながらまとめて会場集合となります。
この日小田原城内は燕はじめ多くの鳥が飛び交い、お城の白壁も鯱も輝いて、幼児を連れお掘端の若
草に集うママ友や駆け回る子供達の姿、中高年女性の止めどない大きな話し声、新学期を迎えた中高校
生達の突然の笑い声、心身共に春らしい明るさと喜びを感じられ、一時コロナ禍を忘れるような貴重な
一日でした。残念なのは、皆さんマスク姿…。
句会では各自 5 句を提出、それらを無記名の点盛り表にまとめ、全員で 1 時間程の選句・点盛り作業
の後、宗匠の選句（特選 3 句、入選 5 句、佳作 12 句）と講評が続きます。
今回の特選句は次の 3 句となりましたが、やはり素晴らしい句が選ばれていますね！
•

つばくろや光を引きて天守閣

高橋尤子

•

若草や天を指したる逆さ鯱

山本達也

•

囀りや一羽が鳴けば一羽鳴く

島村忠男

日頃廣﨑宗匠は「即物具象」「客観写生」に心がけるよう話されます。吟行はその季節の中で、季語
と響き合う情景に触れ、そこでの作者の気付きや発見を切り取った句とすることが肝要…と。今回は吟
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行という、同じ場で句づくりした者同士ならではの響きがあります。
そして、句会は 16 時に終了・解散となりましたが、有志で少しの時間、密にならぬよう十分にディ
スタンスがとられた席のある店を選び、少人数での会食・懇親をして無事終了となりました。
現在もコロナ禍で、外出や密な活動・会食などを制限する日々が続いていますが、今後も状況判断と
感染対策をしっかりして、じゃお活動を続けられればと願っています。
(湘南 増田 勝男 記・写真）

▌じゃおベイサイド
じゃおベイサイドの皆さん！お元気で何よりです
皆さんとお会いするのは、ほぼ一年ぶりです。マスク越しでしたが、顔を見ながら話ができるのは、
何よりでした。近状を話しながら、芝生の上で、3 時間ほど過ごしました。飲み物とおやつを食べなが
らのひと時でした。
ちょっと盛りが過ぎた桜の下です。10 名足らずのメンバーでしたが、ああでもない、
こうでもないとたわいのない話の連続です。ただその普通の会話が思うに任せない今日この頃。ちょっ
とした息抜きのひと時でした。写真を見ても皆さん、良いお顔です。次の行事で再会することを楽しみ
に、今日はお開き！

（ベイサイド 真島 記・諏訪 写真）
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▌じゃお多摩・田園
野外料理を待ちわびて～多目的窯を移設する～
多摩・田園の「楽しい農園」のお楽しみの一つは野
外料理です。献立を考え、材料を仕入れ、調理を行う
のは調理班です。野外料理ならではの、凝ったメニュ
ーも用意されます。収穫があるときは、収穫した野菜
を使います。大自然の中で味わう食事はおいしさも
格別。仲間との会話も弾みます。
「楽しい農園」の一角にある「多目的窯」はメンバ
ーが手作りしました。農園は借地なので撤収できる
ようにと分解可能です。上部には 2 段に鉄板を設置
できるようになっており、中段ではピザやナンを焼
き、上段ではパエリアや焼きそばを作ってきました。
「楽しい農園」は燻製を作ろうと仲間が集まったの
がきっかけなので、燻製づくりにも活用できます。火力は廃材や椎茸栽培用の間伐材の不要な部分を利
用します。
残念ながら、この一年はコロナ禍で使わずじまいでした。その間に、周囲に笹や雑草が蔓延ってしま
い、火を使うには危険になりましたので、コロナ禍収束に備えて、安全な場所に移設することにしまし
た。
移設は 3 月から始まりました。まず、移設先の土を掘り下げ、水平にならします。基礎としてブロッ
クをコの字型に積み上げ、水平を確認したらブロックの周囲に煉瓦を置いて、最後に強化用の鉄筋を入
れ、完成しました。
4 月 15 日の「楽しい農園」では、試しに、出来上がった多目的
窯で廃材を燃やしてみました。結果は上々。空気を吸い込むよう
にと、下側の煉瓦を積む際に作っておいた溝が空気取り入れ口の
役目を果たし、無事、用意した枝や廃材を焼却することができま
した。
「楽しい農園」のメンバーには包丁研ぎの名人もいます。包丁
も良く切れるようになり、準備万端整いました。ワクチン接種が
進み、コロナ禍が収束した暁には、皆で野外料理を楽しむことが
できるよう待つことにします。再開時の献立が楽しみです。
「大人の遊び場」として、思いついたことを形にできるのが「楽
しい農園」の真骨頂です。最近、農園にカラスが来て種をほじく
られたりすることがあったので、案山子を作ってくれたメンバー
がいました。案山子がカラスを見張ってくれるよう期待です。
（多摩・田園 竹内 純一

- 10 -

記・露木 茂良 写真）

ゴルフ親睦会

じゃお多摩・田園

4 月 22 日じゃお多摩・田園のゴルフ親睦会が行われました。当日は気温 27 度、晴天で 6 月下旬の気
候だとのことで最高のゴルフ日和でした。参加者は総勢 8 名でほぼいつものメンバーです。場所は伊勢
原カントリークラブ。ゴルフ親睦会は年 2 回、春と秋に行っています。多摩・田園が主なメンバーです
が、他の地域じゃおからも参加されています。
伊勢原カントリークラブは神奈川県にあり、最近
開通した新東名高速道路の伊勢原大山 IC から約 3
㎞のところにあります。この開通のおかげで多摩地
区からはほぼ 40 分程度でアクセス可能です。非常に
便利になりました。コースは起伏に富み、両サイドに
は山あり、谷ありでかなりトリッキーなホールが続
きます。打ち下ろしホールは豪快で、打ち上げホール
は先が見えないというブラインドホールも多くあり
プレーヤーには飽きさせない仕掛けいっぱいです。
これを面白いと受け取るか、ひどくて厳しいと受け
取るかは参加者それぞれのようです。
コロナ禍の中、マスク、消毒はもとよりディスタンシングなどをしっかりと順守した状態でのラウン
ドでした。スタートはインコースからです。出だしは左ドッグロングホール。一打目から打ち下ろしで
左は崖、右が法面のきつい林。当然左右 OB です。私を含め同伴競技者は左の崖の OB の犠牲になり最
初から先制パンチを受けました。2 ホール目以降も右ドッグ、打ち上げと続き、なかなか攻略させても
らえません。それでもお互い軽い冗談などを交えて苦労しながら各ホールをこなしていきました。ボー
ルもたくさんなくなりました。カラスもたくさんいました。今回はカラスの被害はありませんでしたが、
油断すると荷物の中から食料を持っていってしまいます。食料がないと貴重品も持っていきますので要
注意です。無事ラウンドが終了した後、アクリル板で仕切られたレストランで軽く飲み物をとり皆さん
のスコアをお互いに確認、反省？して帰路につきました。ちょっと厳しいコースでしたがそれなりに皆
さんには楽しんでいただけたようです。
次回は秋の開催を予定しています。新しく参加いただける方をお待ちしています。
（多摩・田園 千葉 敏行 記・写真）
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グラファーズ撮影会

秦野戸川公園チューリップ

4 月 6 日はじゃおグラファーズ撮影会の日でした。グラファーズは毎月第一火曜日を撮影会というこ
とで郊外に出て花、風景、街中スナップなどを撮っています。今回はコロナ禍の中ですが、感染防止対
策を十分考慮して行うということで実施しております。当日はさわやかなお天気で春の香りを十分満喫
できる日和でした。参加者は 5 名のグラファーズメンバーに加えてオープンで 2 名のご夫婦が参加され
て総勢 7 名でした。
今回の撮影場所は神奈川県にある県立秦野戸川公
園で「チューリップフェア」はコロナの関係で中止と
なっていました。それでも 7 万本のチューリップの咲
き誇る園内は見ごたえのあるもので広い園内にはた
くさんのお客さんが見物に訪れていました。
秦野戸川公園は平成 9 年に公園のランドマークと
して完成した「風の吊り橋」が丹沢山系をバックに見
事な景観を醸し出しているところです。全長 267m 高
さ 35m の歩行者専用の吊り橋です。季節やイベント
に合わせて白、青、緑などのライトアップがなされ一見の価値があると思います。また公園内には今回
のチューリップ以外に八重桜、藤の花、アジサイ、ひまわり、コスモスなど花の公園としても見どころ
いっぱいのところです。小田急渋沢駅からバスで 15 分ほどで訪れることができます。入園料は無料と
なっています。
撮影隊としてはこの見事な 7 万本のチューリップを相手に立ち向かっていきます。その迫力、そのい
ろいろな色、雰囲気などに惑わされないようどのように表現するかが腕の見せ所となります。当日は少
し強めの風が吹くときもあり被写体もなかなかじっとはしてくれません。止まってくれと念じても聞い
てくれません。揺れるチューリップは素人写真家には少し手ごわかったようです。チューリップのほか
にも群生した菜の花、八重桜の並木などもありカラフルなチューリップとのコラボレーションもそれは
見事なものでした。約一時間強の撮影時間を終えて園内にあるオープンの休憩所で各自、持参した昼食
をとりました。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。あらためて思います
が、このコロナ禍の中思うように外出ができない生活を続けていました。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なことと感じました。
グラファーズの撮影会はオープン参加歓迎です。ぜひご参加ください。お待ちしています。
（多摩・田園 千葉 敏行
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記・写真）

