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▌事務局だより 

１．11月 1日現在会員数 

湘南 県央 ベイサイド 多摩・田園 計 

37 34 31 28 130名（Eグループ会員：116名） 

11月入会  星野 道雄氏（県央） 

２．運営委員会報告 

1) 新入会員の入会日について話し合った結果、月の途中の入会は、翌月の 1 日入会として扱うこ

とにしました。今後、事務局だよりでご紹介するのは入会月とお名前、所属です。 

2) 新規入会の経緯や実績について話し合いました。2022 年 4 月以降の新規入会は 9 人です。内

訳は、会員勧誘イベント、行政や公共団体の紹介、会員の紹介によるものに分かれます。行政

がシニア団体の育成に力を入れている地域と、そうでない地域とで差があるようです。入会者

は様々なことに意欲的に取り組む 65歳から 75歳のシニアが多いようです。 

3) 各地域じゃおでは、多くの活動において、再開の動きが続いています。活動によって、感染対

策やマスクの着脱、時間帯、会場など様々な工夫がなされています。 

4) 第八波の感染拡大が予想されます。各地域じゃお共に、国や地方公共団体のガイドラインに従

い、基本的な感染対策をしながら、徐々に活動を戻す方向です。もちろん、必要とあらば予定

変更を辞さない構えで進めています。 

5) 2023 年 1月に 2022年度の会費未納者に向けた督促状を発送しする予定です。 

6) 2011 年から 2018 年にかけ、運営委員会では、その年のトピックスを「じゃおクラブ 10 大ニ

ュース」としてまとめていました。「じゃおクラブ 10大ニュース」は、後にじゃおクラブの歴

史を振り返る資料として活用されました。 

2019 年から 2021 年は途絶えていましたが、年度ごとの主な活動を記録するため 2022 年は、

この作業を再開します。「じゃおクラブ 10 大ニュース」は、じゃおニュースで発表するほか、

歴史年表「じゃおクラブの歩み」として記録されます。詳しくは世話人会、定例会などで地域

の運営委員が説明します。 

３．次回の運営委員会 

日時：2023年 1月 22日（日）10:00～12:00 オンライン開催 

議長：福山委員、書記：安田委員  

https://jaoclub.com/


 

 

- 2 - 

▌特別寄稿 

不如帰道中記～その 7 

じゃお県央 元相模原市 前田 康行 

道の駅と車中泊 

道の駅のきれいさ加減は千差万別みたい。そんな中でトイレは大事。今回、和式便器しかないという

ところに出くわしましたが、設立が新しいところは大丈夫だと思います。私は行き当たりばったりで道

の駅を決めましたが、ネットで下調べをしてできるだけ新しいところを探すのが無難かな。ただ、少な

くとも主要国道には今やたくさんのきれいな新しい道の駅があるみたいですから、行き当たりばったり

でもはずれはないと思います。お風呂がある道の駅もあるみたいです。私は何日お風呂に入らなくても

気にならない方なので今回探しませんでしたが。気にするべきかなあ。また、道の駅ってたいてい駐車

場がとにかく広いので車中泊はおそらくどこも OKです。一般的には道の駅は寝るところではないとさ

れているようで、実際にそういった掲示も見かけましたが、それは道の駅でオートキャンプよろしく炊

事をしたり、あまつさえ洗濯なんぞをし、また長期に渡って寝泊まりして駐車場を独占するようなマナ

ーの悪い連中に対しての警告だそうです。そもそも道の駅って、仮眠などの休憩を目的として設置され

てるわけですから、堂々と安心して車中泊していいんですよ。なんといっても 24 時間トイレが使える

のはありがたい。道の駅ではたいてい地元の名物や農産物なんかが販売されていますから、できるだけ

そこで買い物をして地元に還元しましょう。どっかで食べた五平餅はおいしかったし、一緒に買った手

作りのお稲荷さんが夕方半額になってたのは嬉しかった。あ、これはそこら辺のスーパーでもよく見る

か。 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

さて、7 カ月にわたって連載した前田康行さんの冒険談、最終回は車中泊の極意でした。いかがでし

たでしょうか。道中の様々な出来事への感想が前田さんの暖かい筆致で綴られていました。これにて連

載を終了します。ご愛読ありがとうございました。  



 

 

- 3 - 

▌会員だより 

今回は“この爺ちゃんの三題自慢噺”です。 

多摩・田園 佐竹 忠邦 

今回もどうでもいい与太話にお付き合いくださいまして誠に有難く厚く御礼申し上げます。 

男って年取るとやたら自慢する人がいますよね。 しかもその自慢の内容が他の人にとってあまり関

係も意味もないことが多いので、自慢されてもどう反応していいか困ってませんか？ 「あ、ほんとだ、

仰る通りですね！」とか、 「確かにそうですね。すばらしい！」とか、 「それは大変ですね。」なん

て忖度してもっともらしく返答してますが、 ここだけで言います、 夫婦 XXと同じで“犬も喰わな

い！！” 

で、 この爺ちゃんの自慢その一は二人の孫です。 高校生の男子と中学生の女子、 二人とも小顔

で足の長いイケメン&イケガールで容姿や頭脳だけでなく頭髪もじゃもじゃも隔世遺伝の為せるワザか

全てがこの爺ちゃんとそっくり？ 証拠の写真をお見せします、そのうちに。 

この爺ちゃんの二つ目の自慢は “病気”。 80 年近く生きて永らえると体の中も外も部品が耐用年数

を迎えていたり、過ぎていたりで、 血圧高め、 血糖値高め、 年齢高め、 PSAも高めで下水管目

詰まりとタンクの機能低下で排水回数高めに加えて、 頭の発毛機能低め、 腰や肩痛め、 軟骨不足

による膝痛め、 頸動脈の目詰まりで脳血管詰まりめ、 、 、まだまだありますよ。 立憲民主党の

辻元清美さんに“病気のデパート”と言われそうです。 それでもしつこく未練たらたらまだ生きてま

す。 じゃおのテニスでは皆さんに助けていただきながら勝手に楽しんでまして誠に有難いことです。 

感謝＆多謝！ 

三つめは“ペット”（最近は“動物パートナー”というんだとか）の犬。 先日お亡くなりになったエ

リザベス女王の御用達のコーギー犬（正式名称は、“ウェルシュ・コーギー・ペンブローク”という高貴

そうな犬種、我が家にピッタリ！）です。 胴長＆短足の不自然さと不格好さが何とも言えず可愛いの

です、 飼い主そっくりで！ 

最近は室温が下がってきたので腕枕で毎晩一緒に寝ています。もっとも 3分以内に腕枕から出ていき

ますが。 

スマホなどで下にある QR コードを読んで URL を開いてください。 テニスで汗臭くなったこの爺

ちゃんのオレンジシャツを体にこすりつけてる変態メス犬です。 男が好きなんです。 

ついでに二つ目の QRコードも読んでみてください。 可愛いでしょ？ 自慢してますです。 

やっぱり“犬も喰わない！！” 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwg1mWfxtI 

https://www.youtube.com/watch?v=66EHHoXjaRs 

 

※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。  

https://www.youtube.com/watch?v=FSwg1mWfxtI
https://www.youtube.com/watch?v=66EHHoXjaRs
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公 文 入 門 

県央 嶋本 邦司 

久しく会っていない友人に「最近どうしてる？」と聞かれて、「公文に入門したよ」と答えると必ず

「え！なにそれ？」と驚かれます。 

この歳になって「公文入門」とは何事かと思われるかも知れませんが、車を手放し、免許も返上して

「運転経歴証明書」を取得したもののコロナ渦の中、外出の機会が減り行動範囲が制限されて近所の散

歩や妻のスーパーへの買い物に一緒についていく程度で、毎日が手持無沙汰の生活に何か刺激が欲しい

と少し鬱屈していた時に、新聞チラシ見ていた妻が「こんなのどう？」と声をかけたのがきっかけでし

た。 

それは我が家からも近い場所の「公文教室」での体験募集でした。私の拙い知識では「公文」は幼稚

園児や小学生から高校生くらいまでが算数・数学・国語・英語等学校教科を補助的に利用する場所とい

う認識でしたが、この体験募集はこれ等とは異なり、鉛筆・ボールペン書き、ペン習字、毛筆習字（小

筆・普通筆等）でしたので少し興味を覚え、これなら大人でも大丈夫かなと思い、小学校に近い教室に

妻と一緒に、どんなものかと出掛けてみることにしました 

1時間程の体験で参加者は私たち夫婦を含め 6 名でした。毛筆を選択していた人が多くいましたが、

普段から悪筆に悩んでいて何か書面に署名等をするのが苦手でしたので、少し迷いましたがペン習字を

選びやってみることにしました。ペン習字は万年筆が使えるようになるということでしたので、少し興

味が持てました。体験の結果、妻は気乗りがしないとのことで、私だけが正式に入学を申し込みました。 

学生時代から字が下手でいろんな書類に書いた字を人にあまり見せたくないなという思いがあり、な

んとかしてきれいな字を書きたいと思っていましたので、「一念発起」してペン習字をやってみようと

思い立ったわけです。 

最初は大分軽い気持ちでいたのですが、始めてみると予想とは大違いで結構ハードなことが分かって

きました。週 1回の勉強で時間の制限はないのですがこれが結構な負担なのです。 

最初はペンの持ち方、姿勢から始まり、基礎的な直線（縦線、横線、斜線）曲線、波線、渦巻き線、

逆渦巻き線、点線、折れ線、等の繰返し練習でした。大の大人がこんな事をとは思いましたが、書くと

いうことの基本を身に着けるんだということで、自分を納得させました。 

時間制限はないのですが、1 回あたり 10 枚の教材をもらい、裏表書いていくのにじっくりと取り組

むと 1時間くらいいつの間にか経っていることが多いのです。これらの基礎的なことを習った次にやっ

と「ひらがな」、「かたかな」48文字の 1字ずつ文字の練習（1文字の中の空間の取り方や、文字の形の

取り方等）に進み、これが終わると文章としての文字の書き方に続き、この間で併せて約 4カ月経過し

ていました。 

次は漢字へと進み、漢字の基礎となる横画、縦画、折れ、払い、曲がり、点等を練習し、漢字の要素

としてのそり、はね、払い、等を勉強しこれらも右払い、左払い、両方向払いの書き方等を覚え、更に

このあと漢字を組立てている大事な要素の部首別の練習へと進みました。これまでは楷書の縦書きばか

りでしたが、この後は横書きも練習し、漢字かな交じり文章の練習、文字の大小の使い方、文章が中心

からズレない書き方、字と字の間隔の取り方等を学んできました。 

現時点ではここまでで、「ひらがな」・「漢字」の基本的なことを中心に約 10カ月を経過しました。 

指導方法は教材を手本に書いたものに対し、添削を受けるという流れでしたが、この間に私の字の癖

を指摘し修正法を教えたり、特に漢字については、きれいな字に見せる書き方のポイントを指導してく
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れたりで、参考になるところが非常に多くありました。 

まだまだ先は長く、これからのカリキュラムでは実用的な封筒・手紙・はがきの書式、宛名、住所の

書き方、年賀状、慶弔等暮らしの中のさまざまな書式を習得する予定です。 

これらを終えると、行書へと進むことになります。 

来年には間に合いそうもありませんが、手書きの年賀状を交わす人も少なくなってきているので、い

ずれ年賀の挨拶文や宛名等をパソコンに頼ることなく自筆で書いてみたいと夢見ています。 

奈良県は大阪府の一部だった 

 湘南 新藤 正則 

私は、奈良県大和郡山市の出身です。兄弟が地元に住んでいることもあって、年に数度は旅行を兼ね

て帰省していましたが、COVID-19が流行り出した 2020 年春以来帰省していません。先日 男性の平

均寿命を越える歳まで来ることが出来ました。元気な内に出来るだけ帰省したいと思っているところで

す。ところで、我が故郷・古の大和の国は、明治 4年（1871）11 月の廃藩置県によって「奈良県」とな

りました。同時期に現在の大阪府地域の河内・和泉地域が「堺県」に、摂津地域の東半分が「大阪府」

となりました。 

その後の明治 9年 4月に「奈良県」は「堺県」に合

併されて「奈良県」は無くなってしまいました。 

更にその後の明治 14 年（1881）2 月に奈良県を合

併した「堺県」も「大阪府」に合併されてしまいまし

た（図を参照下さい）。 

江戸時代には、全国の大名家の米蔵や商家で栄えた

大阪府が明治に入って衰退し始めたことを救済するた

めです。旧奈良県で徴収した税金を大阪救済に廻すた

めです。それでなくても、明治元年の廃仏毀釈で荒れ

果てた奈良の町は更に荒れることとなりました。奈良

県人の粘り強い運動によって、明治 20年 11月に再び

「奈良県」として独立して現在に至っています。奈良

県には古くからの名所旧跡は沢山ありますが、新しい

施設はあまり有りません。県内に総合大学が無い数少

ない県の一つです。従って、著名な政治家や経済人が

育たないとも言われています。幸か不幸かは分かりませんが、自衛隊の基地も有りません。大災害が出

た時には他県の自衛隊に要請するしかありません。地面の下を掘ったら何某かの遺跡が出て来る可能性

があるので大きな建物や工場も有りません。就業者の約 30%が大阪府や京都府に働きに出て行きますの

で「奈良府民」と言う言葉まであります。県外消費率も全国で一番です。「ふるさとは遠きにありて思ふ

もの」。135年前までは「大阪府民」であったと言う哀しい歴史を知る人は殆ど居ないようですが、奈良

は余り発展しないで今のままで有って欲しいと願う次第です。 

脚注：地図は奈良県発行「青山四方にめぐれる国」掲載の図を元に著者が手を加え作成した。 
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山に親しむ 

湘南 杉村 史朗 

50歳のなかばに妻の参加する同じ町の山登りのグループに私も加わった。「ゆうゆうクラブ」と言い、

40 歳代から 60 歳代にかけての 15 人のグループ。近隣の丹沢、箱根の山々を中心に平均月 1 回、陽気

のよいころは月 2、3回、ゆっくり山行を楽しむ。 

仲間と登った山々は 60 座以上。丹沢では、鍋割山、塔ヶ岳、丹沢山、檜洞丸、畦が丸など。これら

の山でとくに印象に残るのは、檜洞丸のシロヤシオツツジ。枝先に 5枚の葉が輪状につくので、別名ゴ

ヨウツツジ（五葉躑躅）。清楚な花だ。直径 10センチ以上にもなる幹の木もあり沢山の花をつける。 

箱根の周辺では、神山、駒ヶ岳、矢倉岳、明神、明星、それに金時山。金時山には「金時娘」で有名

な、小宮山妙子さんがいて、富士山、芦ノ湖などの見晴らしもよく、食事もでき、気に入って 40 回以

上登った。この山は人気があり、1000回以上登っている人もいて、100回以上登った人の名前を記した

木札が山小屋の中に吊されていた。 

ある日、友人夫妻とこの金時山に登ると、普段は混

んでいる小屋は私たちだけだった。金時娘とゆっく

り話をする時間がもてた。話上手で、山小屋で出会っ

た不思議な面白い話をいろいろ聴かせてくれ、すっ

かり打ちとけた。その後、見事な筆の字の短歌の書か

れた年賀状がとどくようになった。（写真・右） 

奥秩父の金峰山、朝日岳、甲武信が岳は秋の稔りの

時期であった。茸がいろいろと沢山採れ山小屋の主

が、新聞紙を大きく広げ、ていねいに毒茸を選別して

くれた。無口だが親切、丁寧な応対をしてくれた山小屋の主の顔が今でも思い浮かぶ。 

山梨の夜叉神峠からの鳳凰三山の縦走は、薬師、観音、地蔵への 2泊 3日の山行となった。稜線や山

頂から眺めた南アルプスの名峰や富士山の雄大な景色が忘れられない。ただ、青木鉱泉に下るドンドコ

沢コースは、急降下でしかも長く、膝にこたえる歩きにくい道だった。私は、このハードな下山で右膝

をひどく痛めてしまった。今も後遺症がある。 

標高 3,193 メートルの富士山に次ぐ北岳は、妻と二人で登った。健脚は広河原から日帰りするが、私

たちは途中の御池小屋に泊まり、ゆっくり登った。雪渓を越えて、北岳バットレスと呼ばれる岩壁を眺

め、傾斜約 40 度以上という木製の連続する梯子を越え八本歯ノコルに出る。そこの上で美しく珍しい

タカネビランジュに出あった。八十路をこえ、いまは山に登ることはないが、テレビで百名山を眺め楽

しんでいる。 
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▌じゃお県央 

祝 県央 25 周年記念 

10 月 28 日じゃお県央 25 名桜木町駅北口に全員集合しクルージングパーティーのため「みなとみら

いぷかり桟橋」迄全員で 20分位歩いた。ここより、12時全員でクルーズ船に乗ることができた。 

今村さんの司会のもと大場さんの挨拶と新会員紹介、乾杯で始まった。食事はバイキング、ビール、

ワインは飲み放題、料理は高級、なかでもロシア料理のボルシチには大きな牛肉が入っていてとても美

味で小生 2回お替りした。お互いコロナで 3年間、容易に会うことができなかった。全員は思い出話に

花が咲いてみんな大満足。県央は、みかん山、ハイキング、ピンポン、農園、ボウリング等皆羽ばたい

ている。これこそが自然に各人が懸命に生きる喜びに触れている姿ではなかろうか。 

さて船はベイブリッジの下を一周して湾岸の風景を眺めて 2 時間丁度のクルージングパーティーは

「アッ」と言う間に終った。 

最後に今回の盛大な 25 周年記念行事が開催できたのは、県央・宮松さんを通じて綾瀬市青少年課か

らじゃお県央が依頼を受けた「学童理科教室指導」に対する委託支援金を積み立てたものです。今村さ

んを中心に、お手伝い頂いた県央メンバーならびに関係者の皆様に深く感謝いたします。 

 

※ スナップ写真を YouTubeにアップしましたので下記 URLをクリックしご覧ください。 

https://youtu.be/7MhHwnH-D8E 

小生この憶を次ページの漢詩に表現しました。（県央 寺西 修） 

（寺西 修 記・大場 幸雄 写真） 

https://youtu.be/7MhHwnH-D8E
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「ハロウィーンイベント」にオリジナルお面工作で参加 

10月 30日(日)「えびなビナレッジ ハロウィーンイベント」に参加しました。このイベントは例年、

子供向けに「えびなビナレッジ」主催で行われていますが今年は海老名市で活動している団体で構成の

「生きがい発見塾」が地域交流を目的に協力して開催されたものです。 

「じゃお県央」もワークショップでの参加協力依頼があり検討の結果、ハロウィーンなので「手作り

のお面」が良いのではと今村さんから提案があり参加することに。 

概略工程は、ゴム風船に新聞紙と白紙を水のりで

貼り→乾燥→半分に割り土台完成→絵付け→ゴム付

ですが、水のりの乾燥時間がかかり当日に多数の子

供には対応が難しいので、前もって 10月の県央世話

人会後にある程度の数のお面土台を作りました。 

当日、9:00 に県央の参加メンバー8 名が集合し準

備を開始。10:00 に会場がオープンしましたが市内各

所でのハロウィーンイベントと重なったせいもあり

出足は鈍く心配したものの午後からは盛況となりま

した。（来場者 450名） 

お面つくりブースへの子供参加者も午前中 3 名でしたが午後は 9 名（計 12 名）と増えて子供が自分

で好きなようにお面を描いて大喜び。手伝いのじゃおメンバーも大忙しに。なお完成品は 9個の販売で

した。イベントに参加された皆さん、大変お疲れさまでした。 

（県央 大場 幸雄 記・写真） 



 

 

- 9 - 

県央「てくてくウォーク」 

第 4 回 てくてく里山歩き「弘法山北麓（矢倉沢往還）を歩く」 

11月 6日（日）第 4回てくてく里山歩きを行いました。今回は定番の弘法山ハイキングコースを少し

アレンジした、弘法山の北麓を歩くコースです。秦野駅からの定番のコースは最初から浅間山・権現山

への直登となり、低山とはいえ若くない我々には少しきつ過ぎると考え北側の麓を回りゆっくりと弘法

山の手前の馬場道まで登るコースに設定しました。今回は事前の天気予報で雨の心配がなくしかも最高

気温の予想が 20℃ぐらいということで歩くには何の心配もありませんでした。 

16名（ベイサイド 2名、湘南 1名、多摩・田園 1名、エンゼルあきちゃん 1名、県央 11名）の参加

予定者が全員集合。各自食べ物・飲み物を調達、定刻の 10 時に出発となりました。秦野駅より数分歩

いたところに有名な「弘法の清水」があり立ち寄りました。秦野は地形が盆地になっているため至る所

に湧水があります。しかし飲用できるところは数少なくなっています。「弘法の清水」は全国湧水 100 選

になっており冷たくておいしい水が飲めます。ちゃんと柄杓も用意されていました。 

水無川と別れ浅間山登り口を右に見ながら 71 号線を北上、クリーンセンター入口の交差点より右折

「富士見の湯」の前を通りいよいよ山道に入る。休憩所までは舗装路なので歩きやすいが意外と車が通

る。休憩所で小休止した後山道に入る。女坂をゆっくりと上がると馬場道である。ここは権現山と弘法

山の中間点の鞍部になっているところである。数分で弘法山に到着。今日は日曜日のハイキング日和と

いうことでベンチが確保できるか心配で

あったが何とか確保し昼食をとる。ベンチ

が確保できずあきらめて出発するグルー

プが大勢いた。気温が低めの上風が出てき

て少し寒さを感じながらの昼食であった。 

弘法山からは基本的に下り坂で、乗馬ク

ラブの前を通り（今日は調教の姿は見られ

なかったが、厩舎につながれている馬は見

ることができた）善波隧道のまえで集合写

真を撮りながら 246号線に出る。2，3 分

後矢倉沢往還の道標を見つけ右折する。

246 号線にほぼ並行して山際を矢倉沢往

還が走っている。関東ふれあいの道 9番で

もあるのでこちらの道標のほうが多い。こ

の道はまさしく古道の雰囲気であるが歴史的な記念物はまるで無い。足下に少し石畳があったかなと思

われる痕跡があるだけである。愛鶏供養塚の少し手前で関東ふれあいの道が吾妻山のほうに右折する。

矢倉沢往還はこのまま直進であるが愛鶏供養塚より右折吾妻山から下ってきた道にぶつかりそのまま

峠を越える。東名高速道路の下をくぐるとすぐに鶴巻温泉の駅である。駅の手前に「弘法の里湯」があ

り、13時半足湯の前で解散。その後 9名が温泉に、そのまま反省会となった。 

歩き易い道であったが少し距離があったようで、大分疲れてしまった人も出た。もう少し距離や体力

を考える必要があった。はんせい！ 

（県央 石川 武司 記・大場 幸雄 写真） 

旧善波隧道まえ 
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11 月定例そば打ち開催報告 

日時 11月 21 日 9時 30分～12時 場所 国分コミセン多目的室 

今年 5月、7月、9月に続いて 4回目（今年最後）の定例そば打ちを 11月 21日に開催しました。  

今回も、二八そば 300g 8 セットを 3 個のこね鉢で交代しながら作りました。経験の浅い人は慣れて

いる人から指導を受け悪戦苦闘しながらそば打ちを

楽しんでいました。 

こねる・延ばす・折りたたむ・切る・ゆでる工程を

得て出来上がったそばは全員で試食、薬味（ネギ・海

苔・大根・とろろ芋・揚げカス等）を付けて完食しま

した。 

今までは粉の手配を美濃部さんに、その他の物の

準備や後始末（布巾等の洗濯等）は福山が行なってき

ていましたがこれからは皆でこれらの分担も決めて

いけたらなと思っています。 

参加者：鈴木・美濃部・児嶋・新井・川村・大場・石川・小林・大森・福山 

（県央 福山 信二 記・大場 幸雄 写真） 
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▌じゃおベイサイド 

オルタ館フェスタ開催 

～11月 5日（土）新横浜オルタナティヴ生活館～ 

毎年恒例のオルタ館フェスタがコロナ禍で規模を

縮小して開催されました。ベイサイドも得意の「手づ

くりの子どもの遊び」万華鏡・紙トンボ・ＣＤこまの

制作で参加しました。 

当日お天気も良く、久し振りに「じゃおクラブ」の

のぼり旗を立て、土屋、若月、率川の 3名が子ども達

を待ち受けました。ところが他の参加団体に子ども

向けの企画がなく、地下のスペースオルタで上映予

定のアニメが中止となり、こどもの来場者がなく絶

望的となりました。 

同室の「マンドリン演奏」、「絵本の読み聞かせ」に来場者が集まりましたが、小さい子はちらほら、

終わるとみんな退場「ちょっとこっち見てよ、万華鏡奇麗だよ!!」呼びかけてもダメでした。じゃおの旗

もさびしげに揺れてます。 

ぽつりぽつりと来場者、「うまいうまい、上手だねぇ」気をそらさないようにと手に手をとって教えま

した。「うわーキレイ」この歓声を待ってました。 

来場者が少なかった分ゆっくりと丁寧に
．．．

楽しめるように教えることが出来ました。 

「お客様は神様」だもんね。 

（ベイサイド 率川 清昭 記・写真） 

11 月 10 日はベルリンの壁崩壊の日？ 

いいえ、ベイサイド“ワインの会”の日です。 

今回は前回に引き続き「日本ワイン」がテーマで

す。日本ワインとは、原料の果実として国内で収穫さ

れたブドウのみを使用した果実酒です。日本ワイン

は国内製造ワインの約 10％です。量的には、県別に

山梨県、長野県、北海道、山形県の順です。 

それでは試飲にしましょう。 

1. 商品名 安心院ワインスパークリング 

産地  大分県 収穫年 2020年 品種 シャルドネ 100％ 

蔵元  安心院（あじむ）葡萄酒工房 

安心院産のシャルドネぶどうを 100％使用し、シャンパンと同様の瓶内二次発酵で作られた本格的なス

パークリングワイン。国内外で多数の受賞歴あり。 
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2. 商品名 カーブドッチ アルバリーニョ・ルノー 

産地 山形県、新潟県 収穫年 2021年 品種 アルバリーニョ 100％ 

蔵元  カーブドッチ 

日本海から 1Kmほどに位置するカーブドッチワイナリー。豊かな果実味と酸味、わずかな渋みが特徴。

「アルバリーニョ」はスペイン原産で、魚介と相性が良い品種です。 

3. 商品名 渡邊葡萄園醸造 NasuWine マスカットベーリーA 

産地 栃木県 収穫年 2018年 品種 マスカットベーリーA 100％ 

蔵元  渡邊葡萄酒醸造 

1884 年創業。ボルドー大学へ留学し、実績を積んだ 4 代目。フレッシュな果実味ときめ細やかなタン

ニンが特徴。 

4. 商品名 高畠ワイナリーLOGRE BLEU 青おに 

産地 山形県 収穫年 2018年 品種 メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン 

蔵元 高畠ワイナリー 

小粒で熟度の高いブドウだけを集めてフレンチオークの小樽で熟成し、しっかりした味わいに仕上げた

ワイン 

以上のワインに供されたおつまみは①

釜揚げしらすピッツア（国産釜揚げしら

すとわさびマヨネーズ、ねぎ、モッツァ

レラチーズの絶妙な組み合わせ）②鶏つ

くね（国産の鶏肉・玉ねぎを使用。山形県

サカタフーズ製造）③東京ブラウンチー

ズ（乳清を長時間煮詰めて作られたチー

ズ。ミルク由来 100％の甘さとミネラル

感）です。ワイン 2．とつまみ①はぴった

り。ワイン 3．とつまみ②も絶妙なマッチング。つまみ③はワイン 1．に合うし、ワイン 3．とも GOOD

でした。今回も辻ソムリエの案内で 2時間の楽しいワインの旅を過ごしました。次回はどんな旅になる

でしょうか？ 乞うご期待。 

（ベイサイド 真島 記・諏訪 写真） 
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▌じゃお多摩・田園 

箱根の紅葉を求めて～グラファーズ 11 月撮影会～ 

グラファーズ 11 月 1 日の撮影会は箱根でした。コロナ禍の感染防止対策での行動制限が影響したた

め実施できたとしても近場が多かったのですが、感染が下火になったということで、今回は久しぶりの

遠出にいたしました。いつもは 6名での撮影隊なのですが、残念なことにメンバー一人が体調を崩して

参加できなくなり、5名での撮影会となりました。 

ちょっと時期は早めでしたが狙いは紅葉ということで、箱根の名勝指定を受けた箱根美術館（神仙郷）、

ならびに強羅公園を撮影地に選びました。いつもより早めに家を出て約 2時間半で現地到着、お天気は

というと前日までは晴れ、翌日以降も晴れがつづく予報でしたのになぜかこの日だけがどんよりとした

曇り空、雨が降らなかったことがせめてもの救いでしたか。 

箱根美術館庭園（神仙郷）には 220本のモミジ、130種の苔などが

あり被写体としてはまったく申し分のないところです。でもやはり曇

り空は紅葉との組み合わせの相性があまりおすすめできません。そこ

で構図選びには工夫を凝らし（なるべく空をいれないように）、曇天

の拡散光による強い影の出ない、紅葉本来の色を引き出し、紅葉が持

つ繊細な色合い、質感を表現することに集中することを重視して撮影

に臨みました。石段を組み合わせた萩の道、有名で見事な竹庭、太鼓

橋から見た苔庭、大きな岩と渓流を中心に樹木と芝生の組み合わせの

石楽園など狭いながらも見ごたえのある庭園となっており、日本の美

を写し撮る絶好の場所でした。すばらしい苔庭の緑と紅葉の組み合わ

せにはいろいろと撮影のアイデアが湧き、いつもとは違った紅葉景色

が作品になったのではないでしょうか。箱根の山々を苔庭とともにな

がめ、茶室の真和亭で抹茶とお菓子を楽しむのが風流だったとは思い

ますが、残念ながら時間の関係もあり、今回はあきらめることにしました。 

次に向かったのは強羅公園。ここは季節を通して様々な花が咲き、噴水池の周りに植えられたモミジ

などが園内の植物とともに秋の紅葉の壮麗な景色がひろがることでも有名なところです。またローズガ

ーデンにはこの時期秋のバラが見ごろになっており、写真家たちにとっては絶好の被写体となっていま

した。秋バラは香りが強いのが特徴だそうですが、残念ながら香りは写真に写ってくれません。その見

事なバラの香りを楽しみながら秋バラの写真を撮りまくったのは言うまでもありません。いつの日か皆

様にその香りをお届けできるような作品を撮ることがグラファーズメンバーの強い思いだったらいい

なぁ、と。期待していてくださいね。 

帰りには小田原の駅前で心ゆくまで反省会を行ったのは言うまでもありません。なにせ恒例行事です

から。 

そんなグラファーズです。新メンバーを募集していますのでお気軽に声をかけてください。お待ちし

ています。 

11月撮影会の作品はホームページに掲載されています。是非ご覧ください。 

https://jaoclub.com/tama-denen/gallery/ 

（多摩・田園 千葉 敏行 記・写真） 

https://jaoclub.com/tama-denen/gallery/
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落ち葉散る中、子供たちと触れ合う～ひなた村祭に工作教室で出展～ 

11月 13日（日）、じゃお多摩・田園は「ひなた村祭」（ひなたむらさい）に出展しました。「ひなた村

祭」は、町田市子ども創造キャンパス「ひなた村」が行う子どもたちのためのお祭りで、3 年間のコロ

ナ禍によるブランクを乗り越えての開催でした。 

この日の出展は、屋内外で行われ、音楽や踊りなどを含めて 21 団体でした。11時にオープンすると、

子どもたちが続々と集まってきます。私は今回が初めての参加でしたが、メンバーによると「昔の半分

ぐらい」の人出ということでした。 

まず、行列が出来たのはバルーンアートでした。予

め、風船を膨らませておきましたが、次々と補充が必

要になりました。一番人気は「剣」で、男女を問わず

希望が多かったようです。ここにも「鬼滅の刃」の影

響があるのでしょうか。元気な男の子は剣で思う存分

戦いを楽しんでいました。戦いの結果、刃こぼれなら

ぬ破裂してしまうことも。でも、そこは優しく無料で

作り直してあげました。剣を担当した佐竹さんの話術

が「紙芝居のおっちゃん」並みにうまかったことも影

響したと思います。 

さて、万華鏡は、製作工程が多いので時間がかかり

ます。玉木さん、山本さんの二人が担当でしたが、お

客様が次々と押し寄せるので、どうしても行列がで

きてしまいます。しかし、苦労して出来上がった万華

鏡を見た時の、子供たちの嬉しそうな声に励まされ

て、お昼ごはんが遅くなるのも構わずに、万華鏡作り

を続けました。 

万華鏡待ちの、子供たちを飽きさせないようにし

たのが、「紙芝居」話術の佐竹さんと、CD コマで子

供たちの興味をつないだ山脇さんでした。 

じゃお多摩・田園の CD コマで一番人気だったの

は、白い CD版に自分で絵を描くタイプです。山脇さ

ん自作の CD を回転させる装置が大いに役立ってい

ました。CDコマもビー玉と CD版を溶着するように

工夫したので、きれいな仕上がりになっています。 

結局、終了時間前に、バルーンアートは風船一袋分

を使い切り、万華鏡も用意した材料を使い切りまし

た。CDコマも「自分で絵を描く」タイプは売り切れ

となりました。 

こうして、久しぶりの出展となった「工作教室」は、

子供たちに人気のうちに終了しました。 

（多摩・田園 竹内 純一 記・写真） 


