
 
 

２０１３年度 岳文ＯＢ会 行事計画 

実施日 行事内容 集合場所・時間 担当者 申込締切 

8 月 24・25 日 

（土・日） 
現役夏合宿 

上高地 小梨平キャンプ場 

午後 3時より 
- - 

9 月 22 日 

（日） 

文学散歩 

桜新町から三軒茶屋へ 

田園都市線桜新町駅西口 

午後 1時 

岩本 

（48 期） 

9 月 19 日 

（木） 

10 月 27 日 

（日） 

文学散歩 

千駄木から本郷まで 

千代田線千駄木駅改札 

午後 1時 

轡田 

（12 期） 

10 月 24 日 

（木） 

※10 月 27 日 

（日） 

早稲田スポーツ観戦 

東京六大学野球「早慶戦」 

ＪＲ信濃町駅 

午後 0時 

高橋 

（44 期） 

10 月 25 日 

（金） 

11 月 10 日 

（日） 

ハイキング 

鳥沢から高畑山、倉岳山へ 

中央本線鳥沢駅改札 

午前 9時 

田村 

（14 期） 

11 月 5 日 

（火） 

11 月 23 日 

（土・予定） 
総会 詳細は次回の広報に記載 

12 月 1 日 

（日） 

早稲田スポーツ観戦 

関東大学対抗戦「早明戦」 

ＪＲ千駄ヶ谷駅 

午後 1時 

高橋 

（44 期） 

11 月 29 日 

（金） 

共通ルール 

 ①ハイキングは、昼食（お弁当）、行動食、装備など各自準備ください。 

 ②日程は、変更、中止があります。参加の場合は、事前に必ず連絡願います。 

 ③ご家族、友人、現役の方の参加も大歓迎です。 

    

    文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩        

◇◇◇◇長谷川町子の愛した世田谷長谷川町子の愛した世田谷長谷川町子の愛した世田谷長谷川町子の愛した世田谷    

                        ―桜新町から三軒茶屋へ――桜新町から三軒茶屋へ――桜新町から三軒茶屋へ――桜新町から三軒茶屋へ―    

1. 開催日 9月 22日（日）＊小雨決行、大雨・強風中止 

2. 集合場所 田園都市線 桜新町駅（西口） 午後 1時 

3. コース 桜新町駅→桜新町商店街（サザエさん通り）→

 長谷川町子美術館→バイオリウム→宮の坂勝

 光院→豪徳寺→世田谷城阯公園（世田谷城跡）

 →松陰神社→三軒茶屋駅 

4. 費用 美術館入館料 600円 懇親会費 4,000円程度 

5. 申込 9月 19日（木）までに、48期岩本まで 

 ・メール：  

  ・携 帯： 

6. 参考文献 長谷川町子「サザエさん」 

 遠藤周作「世田谷区・経堂（世田谷城）」 

 今回は、長谷川町子が晩年を過ごした桜新町から少し足を

運んで、世田谷区の史跡や名所を訪れてみたい。まずは、桜

新町駅からサザエさん通りと呼ばれる桜新町商店街を通って、

長谷川町子美術館へ。美術館では、「サザエさん」「いじわる

ばあさん」の原画をはじめ、長谷川町子本人が収集しインス

ピレーションを得た絵画などの収蔵コレクションを楽しむこ

とができる。つぎに訪れるバイオリウムは、東京農大が運営

する展示温室で、動植物を実際に見て触れ合える空間があり、

ここでちょっと一息。 

 宮の坂勝光院は、世田谷城主吉良家の菩提寺。江戸期には

家康から御朱印寺領３０石を与えられた格式の高い寺で、境

内には風格のある庭木も見られるという。なかでも有名なの

は立派な竹林で、落ち着いた佇まいで迎えてくれる。豪徳寺

は、江戸開府のころ「オイデオイデ」の手招きで井伊直孝を

危険から救ったというまねきねこ伝説の残る寺で、招福堂や

鐘楼、本堂が立っている。桜田門外の変で暗殺された大老井

伊直弼もここに眠る。 

 豪徳寺から少し歩を進めると、世田谷城址公園がある。現

在では空堀と土塁の痕跡が残るだけとなってしまった世田谷

城であるが、もともとは源義家の流れをくむ吉良家が、室町

時代初期に鎌倉府の支えとして築いたのが始まりとされる城

である。またここは、作家遠藤周作の縁の地でもあり、その

著作では「それは今、バスが通り、アパートが建っている場

所に埋もれて往時を偲（しの）ぶ何ものもないかも知れぬが、

しかしそこにはやはり歴史が生きているのである」と語って

いる。松陰神社は、安政の大獄で没した吉田松陰を、門下生

であった高杉晋作や伊藤博文が改葬した地にある神社で、学

問の神として鎮座する。 

 最後は、三軒茶屋駅周辺で懇親会を予定。幅広い世代の方

からのご参加を歓迎します。 
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◇◇◇◇千駄木から本郷まで千駄木から本郷まで千駄木から本郷まで千駄木から本郷まで    

            漱石と鴎外漱石と鴎外漱石と鴎外漱石と鴎外    －明治の青年群像―－明治の青年群像―－明治の青年群像―－明治の青年群像―    

1. 開催日 10月 27日（日） （強風・豪雨延期） 

2. 集合場所 地下鉄千代田線千駄木駅改札 午後 1時 

3. コース  

須藤公園→高村光太郎旧居跡→宮本百合子終焉の地→高

村光雲終焉の地→青鞜社発祥の地→森鴎外記念館→団子坂

→藍染川暗渠・へび道（三四郎・美禰子デートの場）→藪

下通り→根津神社→森鴎外・夏目漱石旧居跡→サトウハチ

ロ-終焉の地→三四郎池（三四郎・美禰子出会いの場）→本

郷中央教会（三四郎・美禰子別れの場）→かねやす→本郷

三丁目駅 

4. 費用 森鴎外記念館入館料 300円 

5. 申込 10月 24日（木）までに、12期轡田まで 

 ・メール：  

  ・携 帯： 

6. 参考文献 夏目漱石「三四郎」「我輩は猫である」 

 森鴎外「青年」 

 （特に読んでこなくてもいいです） 

 千駄木駅を降りてすぐに文京区立の須藤公園がある。ここ

は元加賀大聖寺藩の下屋敷跡である。大名庭園の名残がある

庭園である。近くの高村光太郎旧居跡に行く。高村光太郎は

ここで大正 3 年から智恵子と共に生活して創作にふけった。

第一詩集「道程」はここで作られた。光太郎は亡くなった、

愛する智恵子の裸形を十和田湖畔に残した。湖畔休屋御前ケ

浜に立つ「裸婦像」がそれである。 

 次に近くにある宮本百合子終焉の地に行く。百合子は若く

してプロレタリア文学の旗手となった。元共産党委員長宮本

顕治と結婚し、反戦活動のため顕治はもちろん本人も投獄さ

れたりした。戦後日本のプロレタリア文学者の第一人者とし

て活躍したが、昭和 26年敗血症のため急死した。享年 51歳

であった。 

 そのあと、高村光雲終焉の地を訪ねる。光太郎の父光雲は、

皇居前にある「楠公像」や「西郷隆盛像」の作者として知ら

れている。代表作は「老猿」であろうか。昭和９年 82歳でこ

の地で没した。 

 団子坂方面に向かう。青鞜社発祥の地へ行く。青鞜社は平

塚明（子）を中心した女性解放運動の拠点である。「元始、女

性は実に太陽であった。真正の人であった。」と創刊号「青鞜」

で明（子）（らいてう）は高らかに謳いあげた。表紙絵は智恵

子が書いた。 

 通りの向かいに昨年の11月にできた文京区立森鴎外記念館

がある。鴎外の人となりや、広範にわたる業績を伝えている。

ここは、鴎外終生の自居<観潮楼>の跡地である。彼はここで

明治 25年から亡くなる大正 11年まで過ごし、作品のほとん

どをここで書いた。三人冗語の石ほか往時の庭の一部が残っ

ている。 

 ここから数々の小説の舞台となっている団子坂を降って、

千駄木駅を過ぎて藍染川を暗渠にした通称「へび道」に行く。

廣田先生らと菊人形を見に行ったとき、美禰子と三四郎は抜

け出して二人で藍染川を歩く。二人の歩いたところがいかに

様変わりしたことか。「青年」の主人公小泉純一（「郎」はつ

かない）は、ここを二人とは反対側を歩いた。ちなみにこの

細い道が文京区と台東区の境となっている。 

 不忍通りを渡って、日本医大のほうへ行く。荷風が「東京

中の往来の中で この道ほど興味ある処はない」といった藪

下通りを往復する。小泉純一が歩いた道である。戻って解剖

坂を登って突き当たったところが、鴎外の「千朶山房」跡で

あり漱石の「猫の家」跡である。鴎外は最初の妻登志子と結

婚１年半後に別居しここに住んだ。生まれたばかりの息子於

菟は鴎外の両親が引き取った。鴎外はここで1年余を過ごし、

先に訪ねた観潮楼（森鴎外記念館）に移った。漱石は鴎外転

居 11年後に妻鏡子と共にこの家に移り住んだ。漱石はここで

「我輩は猫である」ほか「倫敦塔」「坊ちゃん」「草枕」「二百

十日」などを著し文人として不動の位置を築いた。なおこの

家は明治村に移築されている。 

 ここから戻るようにして、日本医大から根津神社に行く。

根津神社は、創建は日本武尊が東征の折創祇し、徳川綱吉が

社殿を創建した神社である。社殿は典型的な権現造の様式を

備えており重要文化財となっている。この神社は鴎外や漱石

が良く散歩したコースであり、二人が座って構想を練ったと

思われる「文豪憩いの石」がる。その近くに、「戦利砲弾奉納 

陸軍軍医監 森林太郎」と刻まれた水飲み台がある。この「戦」

とは日露戦争のことである。 

 根津神社を出て、東大農学部の裏手を回ってサトウハチロ

ー終焉の地に向かう。「リンゴの唄」「長崎の鐘」「ちいさい秋

みつけた」など数々の作品で知られている。以前ここに「サ

トウハチロー記念館」があったが、平成 8 年閉館し岩手県北

上市に移された。 

 弥生門から東大構内に入り、通称「三四郎池」と呼ばれて

いる心字池に向かう。ここで三四郎と美禰子が出会う。出会

いの時から三四郎は美禰子に翻弄されている。三四郎のモデ

ルは小宮豊隆で、美禰子のモデルは平塚らいてうと言われて

いる。二人の再会の場は、昨年行った一葉の文学散歩のとき

訪ねた西片の漱石の家である。 

 竜岡門から東大を出て春日通り沿いにある本郷中央教会を

目指す。教会から出てきた美禰子に三四郎が言う。「結婚なさ

るそうですね」。美禰子は「ご存知なの」と答えてつぶやくよ

うに言う。「われは我が愆（とが）を知る。我が罪は常に我が

前にあり」。二人の別れの場である。 

 ここから本郷三丁目の交差点に移動する。「本郷も かねや

すまでは 江戸のうち」といわれた雑貨店「かねやす」に行

く。野々宮さんはここで美禰子のためにリボンを買った。野々

宮さんもまた美禰子に翻弄された一人か。 

 さて、時間も５時を回ったので今日はここら辺で打ち上げ

をすることとしよう。 

 

    ハイキングハイキングハイキングハイキング        

◇◇◇◇鳥沢から高畑山、倉岳山へ鳥沢から高畑山、倉岳山へ鳥沢から高畑山、倉岳山へ鳥沢から高畑山、倉岳山へ    

        ―富士の眺めで知られる高畑山と―富士の眺めで知られる高畑山と―富士の眺めで知られる高畑山と―富士の眺めで知られる高畑山と    

            古い交易路である立野峠、穴路峠―古い交易路である立野峠、穴路峠―古い交易路である立野峠、穴路峠―古い交易路である立野峠、穴路峠―    

1. 開催日 11月 10日（日） 

2. 集合場所 中央本線鳥沢駅改札口 午前 9時 

3. コース  鳥沢駅（2:20）高畑山（0:35）穴路峠（0:25）

 倉岳山（0:25）立野峠（1:00）梁川駅 

 歩行 4時間 45分 

4. 持物 雨具、昼食、水筒、タオル、その他必要と思わ

 れるもの 



5. 費用 交通費 1,640円 

 （新宿起点京王、JR利用の場） 

 温泉入浴料 850円 懇親会費 3,000円程度 

6. 注意事項 現地の降雨確率が 50％を超えたときは中止と

 する 

7. 申込 11月 5日（火）までに、14期田村まで 

 ・メール： 

  ・携 帯： 

 

中央線の鳥沢駅から歩き始め、堀之内集落を抜けてから虹吹

橋で桂川を渡る。小篠集落を通り過ぎると小篠貯水池に着く。

ここから緩やかに登って行くと馬頭観音像の置かれた分岐に

出る。穴路峠に向かう道を左に見て、まずは高畑山（９８２

m）をめざしてひたすら登って行く。三等三角点のある高畑

山山頂からは、富士山の美しい姿が眺められる。ここから急

坂を下り、尾根を上下しながら天神山を越えると穴路峠であ

る。ここから急坂の登りが続くが、やがて倉岳山（９９０m）

山頂に出る。二等三角点の山頂からふたたび急坂を下って行

くと立野峠に着く。古くからの交易の道であるこの峠は、穴

路峠と同様いかにも「峠」らしい雰囲気を持っている。立野

峠からジグザグの急下降が続き、やがて沢沿いの道となる。

立野の集落を抜け桂川を渡ると梁川駅に出る。ここから藤野

まで行き、温泉とビールで疲れを癒す予定である。 

  

 

 現役の夏合宿が 8月 16日から 8月 25日の間、北アルプス

で行われます。集中式は 8 月 24 日（土）午後 3 時から上高

地の小梨平で行います。 

 Ｏ・Ｂ会としては、これに合わせて参加したいと思います。

当日の夕食は現役とともに頂きますが、翌 25日（日）の朝食

は各自ご用意願います。（キャンプ場内に食事を取れるところ

があります。） 

 梓川のせせらぎの音を聞きながら満天の星を眺めるという

別天地のようなひと時を共に過ごしてはみませんか。 

 

1. 日時 平成 24 年 8月 24 日（土）PM3：00 集中 

2. 場所 上高地 小梨平キャンプ場 

3. 交通 各人にて手配してください。 

 マイカーの場合も沢渡駐車場よりバスまたはタク

シー利用になります。 

4. 予定 現役と共にキャンプファイヤーをします。 

 夕食は現役が作ってくれます。食器類を持参して

ください。 

5. 連絡 事前にご連絡頂ければありがたいですが、当日参

加も大歓迎です。 

 轡田 (ｸﾂﾜﾀﾞ)（12 期） 

 ・メール： 

 ・携帯： 

 

※※※※    2008200820082008 年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用

が禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しました。昨年はが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しました。昨年はが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しました。昨年はが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しました。昨年は

熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。

万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし

ておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャン

プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（0263026302630263－－－－95959595－－－－2321232123212321）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ

きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。    

    

    早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦        
 スポーツ観戦を企画いたします。多くの OB、OGの皆様と

一緒に伝統の早慶戦（野球）、早明戦（ラグビー）を観戦いた

しましょう。 

 

◇◇◇◇    東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」    

1. 日時 10月 27日（日） 13時試合開始 

 ※秋季リーグ戦日程が未定のため予定です 

2. 場所 神宮球場 

3. 集合 ＪＲ信濃町駅 12時 

4. 幹事 44期 高橋力也 

 参加希望の方は 10月 25日（金）までに高橋へ

連絡をお願いします。 

 ・メール： 

  ・携帯： 

5. その他 一般席での観戦予定となります。 

 試合終了後、懇親会を予定しております。 

 

◇◇◇◇    関東大学関東大学関東大学関東大学対抗戦「早明戦」対抗戦「早明戦」対抗戦「早明戦」対抗戦「早明戦」    

1. 日時 12月 1日（日） 14時試合開始 

2. 場所 国立競技場 

3. 集合 ＪＲ千駄ヶ谷駅 13時 

4. 幹事 44期 高橋力也 

 参加希望の方は 11月 29日（金）までに高橋へ

連絡をお願いします。 

 ・メール：  

  ・携帯： 

5. その他 一般席での観戦予定となります。 

 試合終了後、懇親会を予定しております。 

 

    

55554444 期期期期    那須那須那須那須    俊彬俊彬俊彬俊彬    

 東京都心で4日連続35度を越える猛暑日を記録するなど、

各地で異様な暑さとなっておりますが、現役岳文会はこの暑

さにも負けまいと日々活動を行っております。いよいよ夏山

登山シーズンに入るということもあり、活動も活性化してま

いりました。この場をお借りして、平成 25年度現役岳文会の

活動報告および夏合宿までの主な予定を報告させていただき

ます。 

 まず新歓活動の報告からさせていただきます。今年も例年

通り、バーベキュー（高麗川巾着田）、ハイキング（鎌倉・江

の島）、キャンプ（氷川キャンプ場）、登山（陣馬山・扇山）、

早慶戦観戦企画を実施する予定でした。しかしハイキングで

江の島を訪れた数日後、サークル員の十数人が体調不良を訴

えたため、大事を取ってキャンプは中止しました。他の行事

に関しては特にアクシデントに見舞われることなく、無事企

夏夏夏夏    合合合合    宿宿宿宿    

現役岳文会より現役岳文会より現役岳文会より現役岳文会より    



画を実施することができました。その結果、岳文会の 56期生

として、新たに 26名が仲間に加わりました。 

 新歓活動後の報告としては、まず 6 月に赤城山のほうに行

ってまいりました。梅雨の時期ということもあり、悪天候に

見舞われてしまいましたが、山行の時間を大幅短縮かつ安全

なルートのみを採用し、無事遂行することができました。7

月には去年敗退せざるを得なかった蓼科山に行ってまいりま

した。天候にも恵まれ、スケジュール通り企画を実行するこ

とができました。登山の楽しさ、景観の美しさ、下山後のビ

ールの美味しさを56期生に伝えることができたと自負してお

ります。 

 これからの予定ですが、来たる夏合宿へ向けて、妙高山・

谷川岳への山行企画を立てております。そして夏合宿ですが、

今年は 16日から 25日にかけて実施し、集中式は 24日（土）

に小梨平にて執り行わせていただく予定です。OB の先輩方

のご参加を心からお待ちしております。このように現役岳文

会が日頃より活動できるのは OB の先輩方から様々な面にお

いてご助力をいただいているおかげです。この場をお借りし

て、御礼申し上げます。 

    

    

活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    
    

文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩    
「横浜開港に秘められた歴史と文学」「横浜開港に秘められた歴史と文学」「横浜開港に秘められた歴史と文学」「横浜開港に秘められた歴史と文学」    

    横浜中華街～開港の歴史ゆかりの地～野毛まで横浜中華街～開港の歴史ゆかりの地～野毛まで横浜中華街～開港の歴史ゆかりの地～野毛まで横浜中華街～開港の歴史ゆかりの地～野毛まで    

18181818 期期期期    谷口谷口谷口谷口    一哉一哉一哉一哉    

実施日 5月26日（日） 12時 ＪＲ石川町駅集合 

参加者 （5期）堤夫妻 （8期）瀬川 （12期）轡田 

 （13期）日下 （14期）田村 （18期）佐々木 

 （18期）松永 （18期）谷口 （19期）佐藤 

 以上10名（敬称略） 

 予定通り12時に石川町駅中華街口集合。ガイド役の佐藤さ

んから自ら編集の季刊誌「横濱」に掲載のマップが配布され、

中華街のシンボルともいえる「善隣門」へ向かった。佐藤さ

んから「中華街だけ斜めの方向を向いているのは何故か」な

ど中華街発祥に関しての説明を受けたあと、お薦めのお店（華

都飯店）で昼食をとる。今回の参加者は5期から19期で初対

面も多かったが、円卓を囲み和気あいあいと中華そばをすす

れば、そこは岳文仲間、すぐに打ち解けた。腹ごしらえも済

んで、関帝廟通りから歩き始める。通りの途中に日本国新聞

発祥の地の碑がある。よほど注意していないと見過ごすよう

なささやかなものだが、慶応元年（1865年）ジョセフ・ヒコ

（浜田彦蔵）が「海外新聞」をこの地から発行したことが由

縁となっている。新聞社勤務の佐々木さんが、いぶかしげに

碑に刻まれた文章を目で追っていた。 

 中華街を抜け、元町方面へと向かう。日曜日の横浜は、以

前にも増して激しい人混み。東横線～副都心線～西武有楽町

線とつながったことも影響しているのであろう。轡田さんも

練馬から乗り換えなしで来たそうだ。地下鉄の元町中華街駅

から、エスカレーターで外人墓地のすぐそば「アメリカ山公

園」まで登った。息を切らしながら坂道を登った昔のことを

思うと、何とも複雑な気持ちである。外人墓地の脇を通り、

港の見える丘公園へ。ここにある神奈川近代文学館では井上

ひさし展、そして常設の大佛次郎記念館もあり、二手に分か

れて好きな方を見学することになった。私は井上ひさし展、

ひょっこりひょうたん島など楽しいイメージの作家だが、こ

れほどまでに苦労人だったとは知らなかった。文芸春秋連載

の「青葉繁れる」を毎回楽しみに読んでいた高校時代のこと

も思い出し、やや目頭が熱くなった。また、横浜出身の大佛

次郎は、ご存じ『鞍馬天狗』の作者として有名だが、ノンフ

ィクションでも『パリ燃ゆ』などの作品があり幅広い領域で

活躍された。大佛次郎記念館を選んだ田村さん、佐々木さん

も大変興味深い展示が多かったと満足の様子だった。 

 

 
 

 公園でベイブリッジを背景に記念写真を撮った後、旧フラ

ンス領事館跡があるフランス山を下り、歴史と文化を感じさ

せる名門「ニューグランドホテル」へと向かう。ホテルのド

アを開けると、ＴＶでは「華麗なる一族」、映画では「有頂天

ホテル」など数々の作品の撮影にも使われたエントランスロ

ビー、そして豪華な階段。華麗なる一族のごとく、われら岳

文一族もそこに並んで記念写真。かつては、チャーリーチャ

ップリンをはじめ多くの著名人が宿泊し、またマッカーサー

元帥も執務室として利用していた時期もあったという。ロビ

ー奥の写真コーナーには、歴史を物語る数々の貴重な写真が

壁面に展示されていた。さらに318号室は、前述の大佛次郎

が仕事場として長年愛用した部屋である。サザンの歌詞にも

出てくる一階のバー「シーガーディアン」で、執筆の疲れを

癒していたそうだ。 

 ニューグランドを出て、大桟橋方面へ向かう。歴史を辿る

と鴎外や漱石もここから西洋へと旅立っていった。その様子

は鴎外の短編「桟橋」にも描かれているが、当時の人々にと

って洋行は今とは全く比較にならないほど重大な出来事、こ

の桟橋で長い別れを惜しんだであろう。すぐ脇には、その名

の通り象の鼻のような突堤が残っている象の鼻パークがある。

公園から「横浜三塔物語」の都市伝説もある三塔のひとつ「ク

ィーンの塔（横浜税関）」のエキゾチックな姿を眺め、さらに

日米和親条約締結の地の記念碑なども確認し、横浜開港資料

館に立ち寄った。中庭にある「たまくすの木」（当時から残っ

ている木）の前に立ち、ペリー提督横浜上陸の歴史を辿った。

次に「キングの塔」（神奈川県庁）の雄姿をながめながら三塔

目の「ジャックの塔」横浜市開港記念館に行き、中も見学す

る。建築様式など歴史的建築物としても興味深く、特に講堂



内部は印象的だった。そのあと馬車道（ここはガス灯の発祥

の地）を通り、日本最初のトラス構造の鉄橋「吉田橋」、そし

て都橋を渡り野毛にたどり着いた。 

 さすがにこれだけ歩くとビールが恋しい。そうなると当初

予定の野毛歴史的散歩コースは、暗黙の了解で次回以降とな

る。野毛界隈は昔ながらの横浜の大衆飲み屋街で「おやじの

街」というイメージだが、最近は若い人が増えてきていると

いう。女優樹木希林さんのご実家のお店「叶家」や日本最古

のジャズ喫茶「ちぐさ」もある通りで、一軒のホルモン焼き

のお店に入った。中の席ではなくあえてビニールシートで覆

われた店頭の半戸外の席をリクエストし、暮れなずむ通りの

様子を感じつつ乾杯！先輩諸氏から岳文会創成期の話をはじ

め数々の面白い話をお聞きし、ビールやホッピーのグラスも

順調に進む。 

 解散後、私と松永さん、佐藤さんの三人は、ジャズバー「パ

パジョン」のカウンターで仕上げの一杯。ヘレンメリルの歌

声がウイスキーとともに歩き疲れた体に心地よくしみわたっ

た。 

 「次回はより文学色の強い横浜散歩を」と、先輩諸氏から

課題も頂戴した。佐藤さんにも再度ご尽力いただき、よりデ

ィープな横浜を探ってみたい。ご参加の皆様、お疲れ様でし

た。 

 

 

一葉文学散歩一葉文学散歩一葉文学散歩一葉文学散歩    ―たけくらべの世界――たけくらべの世界――たけくらべの世界――たけくらべの世界―    

12121212 期期期期    轡田轡田轡田轡田    英夫英夫英夫英夫 

実施日   7月 7日（日） 1時から 

参加者   12期 片山・ 轡田 13期 日下 14期 田村 

 地下鉄三ノ輪駅で降り、改札口に向かったら階段から熱風

が吹き降ろしてくる。改札口を出たらうだったような顔をし

た三人がいた。こんなに早く梅雨が明けるとは思わなかった。

気温はアスファルトの照り返しで 37・8度になっているであ

ろうか。早々と予定通り歩くのはやめ、一葉記念館でゆっく

りしようということにした。 

 駅から浄閑寺に向かう。安政の大地震（1855 年）のとき、

新吉原の多くの遊女が亡くなりこの寺に葬られたことから別

名「投込み寺」といわれている。その後関東大震災や東京大

空襲で焼死した遊女の数、約25000体が葬られているという。

永井荷風はたびたびここを訪れている。荷風死去四周年に谷

崎潤一郎を初めとする 42人が、荷風の「偏奇館吟草」の中の

「震災」という詩を荷風碑としてこの寺に建立した。多くの

遊女たちの遺骨をおさめた納骨堂には、「生きては苦界 死し

ては浄閑寺」と刻まれている。 

 浄閑寺を出て、すぐ近くにある江戸五色不動の一つ、目黄

不動永久寺に向かう。建物に囲まれた小さな寺である。寺の

中に入ると左手に不動堂がありお不動様が見える。ただ、目

黄不動は江戸川区平井の最勝寺にもある。どちらが本物かど

うか不明であるが、そもそも目黄と目青のお不動は江戸時代

には無かったという説もある。 

 国際通りを渡ったところに千束稲荷神社がある。入口に「た

けくらべ ゆかり 千束稲荷神社」という幟が立っていた。

この神社の夏祭りでたけくらべは始まる。境内には一葉の胸

像があり、その台座には千束稲荷夏祭りの模様を描いた一葉

の日記の一部が刻まれている。 

 国際通りを浅草方面に少し歩き、左に曲がってしばらく行

くと一葉の旧居跡がある。２軒長屋の左側の１軒である。実

際にあった位置はここから東に７ｍほど離れたところである。

5畳ほどの店と 5畳と 3畳間の家である。当初は繁盛したが、

その後近くに似たような店ができたため不振となって、わず

か 9 ヶ月で店をたたんで終焉の地西片へ引っ越した。ここで

見聞きしたことが名作「たけくらべ」となった。住居跡から

向かいの道を入った所に飛不動がある。古くから旅人の守り

本尊として信仰されてきたが、今は航空関係に携わる人が多

いとの事。現に私たちが参拝している時も、フライトアテン

ダントらしきアラサーの見目麗しき女性が参拝に来ていた。

また、「落ちない」という事から入試関係者の参拝客も多いと

の事。 

 暑いところを 1 時間近く歩いたので樋口一葉記念館に入る

ことにする。一葉の両親の生き様から始まって、一葉の自筆

原稿や書簡等が展示して一葉の生涯がわかるようになってい

る。ここで 1 時間ほどゆっくりと過ごす。館の前の一葉記念

公園には、佐々木信綱の歌と自筆の書を刻んだ石がある。近

くの、美登利親子が住んだ大黒屋寮があったとされる跡に行

く。ここは雨の中、真如が下駄の鼻緒を切らして往生してい

るところに美登利が赤い布切れを投げるという場面の舞台で

ある。 

 旧吉原の怪しげな町の中を歩き吉原神社に着く。新吉原の

総鎮守で花魁も参拝した神社である。境内に久保田万太郎の

句碑がある。近くの吉原弁財天に行く。かつて大きな池があ

り、関東大震災のときに逃れて 490 人ほどの人が溺死した。

この慰霊のための観音像が築山の上に立てられた。今や金魚

が泳いでいる小さな池のほとりに弁天様が祀られている。境

内には往時を偲ぶ「花の吉原名残の碑」や吉原大門を模した

石柱がある。 

 国際通りに出て鷲神社に行く。お酉さんのご本家である。

たけくらべはこの酉の市で終わる。境内には、一葉没後 100

年を記念して樋口一葉文学碑と樋口一葉玉梓の碑がある。玉

梓の碑は一葉が半井桃水にあてた書簡である。一葉の桃水を

思うやさしい気持ちが込められている文章である。国際通り

を渡って大音寺に向かうが、手前に西徳寺という立派な寺が

あった。昨年亡くなった第 18代中村勘三郎の墓所である。ほ

かにも 17代の勘三郎、吉右衛門も葬られている。大音寺は真

如の寺、蓮華寺のモデルとされた寺である。真如のモデルと

されたお坊さんの墓もある。由緒ある寺とのことだが今や全

く寂れている。無住の寺のような荒れ方である。 

 まだまだ巡る所は沢山あったがとにかく暑い。早く浅草に

行こうということで「めぐりんバス」で浅草に向かった。神

谷バーの電気ブランで酩酊したことは言うまでもない。 

 さて 2 回にわたった樋口一葉の旅は今回で終わる。一葉に

ついてもっと知りたい人は、瀬戸内寂聴の「炎凍る 1 樋口一

葉の恋」のご一読をお薦めする。一葉を聖処女のごとく崇め

ていた諸氏には衝撃的な事が書いてある。もちろん寂聴の私

見である。しかしある女性の作家が一葉に触れた文章で次の

ようなことをいっていた。「男の作家で、あの人は童貞だとか、

いやそうではないとか議論されないのに、なぜ女の作家は処

女だ、非処女だと議論されなければならないのか。作品の価

値には全く関係のないことだ。」ごもっともです。どうもすい

ません。 

 

 



ハイキングハイキングハイキングハイキング    
晃石山～太平山～太平山神社～アジサイ坂（栃木市）晃石山～太平山～太平山神社～アジサイ坂（栃木市）晃石山～太平山～太平山神社～アジサイ坂（栃木市）晃石山～太平山～太平山神社～アジサイ坂（栃木市）    

12121212 期期期期    轡田轡田轡田轡田    英夫英夫英夫英夫 

実施日  6月 16日（日） 

参加者  12期 轡田 14期 田村 

前日は豪雨であった。当日は朝に多少雨が残っていたが、

山行には支障が無いだろうということで予定通り10時過ぎに

は東武伊勢崎線の新大平下の駅に着いた。東武は快速が便利

だ。浅草から約 1 時間である。今回は天候不順やキャンセル

があったりして二人だけのいささか寂しい人数であった。 

新大平下から大中寺に向かうが、町中の道はわかりにくい。

JR大平下駅をすぎて林道に入ってようやくほっとした。山腹

を回り込むように歩くこと約 20分、車道を横切って約 10分

で大中寺に着いた。大中寺は創建が 1154 年という古刹であ

る。立派な山門と大きな本堂がある落ち着いた禅寺であった。

この寺は雨月物語の中で「青頭巾」という話の舞台となった

寺であり、七不思議の言い伝えのある寺でもある。またこの

寺は、1568年 9月に上杉謙信と北条氏康が和議を結んだ場所

として知られている。 

ここから車道を 30 分ほど歩いて清水寺に着いた。「せいす

いじ」と読む。山の斜面を庭園風にしつらえ、花木を植えて

いて花の寺として知られている。ここから晃石山に登る。粘

土質の地盤の急坂な登山道で、前日の雨の後なのでよくすべ

る。下山コースには使うべきではない。登ること約 40分、頂

に着き少し降ると山中にこんな神社があるのかと思うほどし

っかりした社殿のある神社に着いた。晃石山神社である。山

岳信仰の神社との事である。晃石山はここから約10分である。

山頂は見晴らしがよく、日光連山がよく見える。晃石山での

眺望を堪能し大平山に向かう。歩きやすい道である。30分程

度で分岐に出た。標識は富士浅間神社と太平山神社と二方向

出ている。方向としては富士浅間神社の方なのだが、目的地

は太平山神社なので太平山神社のほうに向かう。結果として

この道は太平山の巻道であった。太平山山頂に富士浅間神社

がある。山の案内ではなく神社の案内となっている。ここら

辺一帯は神域なのである。 

太平山奥の院を過ぎたところに見晴らしの良いところがあ

った。栃木市内から関東平野を見渡せるところである。そこ

を過ぎて数分降ると立派な社殿が突然現れた。こんな山中に

これほど立派な神社があるとは思いもかけなかった。創建は

今から約 2000年前、垂仁天皇の御宇にさかのぼり、827年慈

覚大師が開山したという「神仏」を祭る山として発展してき

たという由緒正しき神社である。私は初産が近い嫁の安産を

祈願し、安産のお守りを買って送った。１週間後 3750ｇの男

子が生まれたが、あまり安産ではなかったとの事である。 

ここからアジサイ坂を降る。なんと 1001段の石段である。

この石段の両脇に 2500 株の様々な種類のアジサイがある。

咲いていればなんとすばらしいことだろうと思ったが、あい

にくと満開には 10日ほど早く、咲いているのは下のほうのみ

であった。 

栃木市内に向かおうと思うのだが適当なバスが無い。仕方

が無いので歩くことにした。炎天下の車道を 40分ほど歩いて

市内に入った。まずは巴波川（うずまがわ）沿いを散策する。

川べりに立つ黒板塀の連なり、その後ろに白壁と黒壁の土蔵

が並ぶ。一番のビューポイントである。そこから山本有三ふ

るさと記念館に向かう。山本有三はここで生まれ育った。生

家の隣の土蔵を改修して記念館にしてある。近くにある菩提

寺の金龍寺にあるお墓にお参りしたりして、ぶらぶらと蔵の

街を散策しながら駅に向かった。蔵は街の中のあちこちに点

在している。ここらで打ち上げをしようかと思いながら駅に

向かったが、一杯やるようなところはどこにも無い。ついに

駅についてしまった。駅舎の入口になにやら看板がある。中

に入ったら高架下の駅舎の中に、チェーン店系列の大きな飲

み屋が 2 店あった。生ビール 1000 円で１時間飲み放題だっ

たので鯨飲したことは言うまでもない。 

 

山岳気象講習会山岳気象講習会山岳気象講習会山岳気象講習会    
54545454 期期期期    吉田吉田吉田吉田    大大大大    

 4月 20日（土）に開かれた山岳気象講習会に参加させてい

ただきました。 

 私たち54期は初めての夏合宿をほぼ毎日雨の中登ることと

なったので、天気に関する関心は特に高いと思われます。 

そのような中で、中央大学山岳部監督であり、かつ山岳気象

の第一人者である高名な猪熊 隆之氏をお呼びいただき、勉強

の機会を与えてくれた OB の皆様にまず感謝を述べさせてい

ただきます。 

 さて肝心の講習ですが、当日は雨の中新しく先輩になった

55期をはじめとして驚くほどの人数が集まりました。 

 講習は会場設営から始まります。机を並べながら翌日に控

えた活動について話し、声を掛け合いながら賑やかに設営を

しました。 

 しかしいざ猪熊先生のお話が始まると、皆一同に耳を傾け、

メモをとり、休憩時間にはメモを見せ合い足りない部分を補

い合うといった熱心さでした。その姿に改めてサークルの仲

間の山に対する意識の高さを感じ、良い刺激となりました。 

 子供のころは運動が苦手で運動会前日によくてるてる坊主

を逆さにしていた私ですが、大学生となりサークル活動 3 年

目を迎えた中で、まさか山に行く前にてるてる坊主を作るわ

けにはいきません。 

 そのような呪術的（？）なものに頼らずとも、どのような

メカニズムで天気が崩れ、いつ天気が悪くなる可能性がある

かとういうことを、理論的に考える方法を学ばせていただき

ました。 

 学んだことはこれからの活動に生かさせていただきます。

このような貴重な機会を与えてくださり、本当にありがとう

ございました。重ねてお礼申し上げます。 

 

早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦    
新旧岳文新旧岳文新旧岳文新旧岳文 OBOBOBOB・・・・OGOGOGOG、早慶戦を見ゆ（、早慶戦を見ゆ（、早慶戦を見ゆ（、早慶戦を見ゆ（6666 月月月月 2222 日）日）日）日）    

7777 期期期期    小田小田小田小田    毘古毘古毘古毘古    

 梅雨入りまじかの神宮は晴れ渡り、早慶戦日より。OB 会

企画の正規参加は高橋君(44期)、岩本さん(48期)、小田(７期)

の３名だけ。球場で出会った白石君(51 期)等数名のメンバー

も入れて、席は分かれての観戦となった。私は前日も外野で

見たが、応援合戦が昔と様変わりしていたのには驚いた。早

稲田の応援席へ慶応の応援団が来て“若き血”をワセダの学

生に歌わせる。最後はさすがに“陸の王者、ワセダ！”で締

める。片や慶応応援席からは“紺碧の空”、“覇者、覇者、ケ



イオー！”で締めた。合同応援の最後は、両校そろって“花

の早慶戦”(古関裕而作曲)の大合唱。こんな光景は昔はなか

った。もっと戦闘モードだった。今シーズンはブービー争い

なので、和気あいあいの早慶フェスティバルという雰囲気だ。

試合は２本のホームランも出て、９－０とワセダの一方的な

勝利に終わった。４位に終わった早稲田だが、この試合でエ

ース吉永の復調が見られたこと、１年生ピッチャーに吉野(日

本文理)という、六大学ただ一人の下手投げ投手が現れたこと

が、秋につながる収穫だった。正規メンバー３名は秋葉原の

留萌マルシェで祝杯をあげた。高橋君の父は留萌の市長さん、

その留萌のアンテナレストランがここで、ウニやカニなど直

送で送られてくる新鮮な魚介料理がすこぶるうまく、ビール

はもちろんサッポロ。楽しい早慶戦観戦だった。 

 
 

薩摩旅行薩摩旅行薩摩旅行薩摩旅行    
2222 期期期期    林田林田林田林田    邦次邦次邦次邦次    

 私達岳文会ＯＢ、昭和３０年代後半に在籍した最高齢のＯ

Ｂ達は、古希を迎えながらも、未だに毎年集まり、あちこち

の景勝地を歩きまわっています。 一昨年は、会祖初代会長

の上村氏のご厚意により、京都智積院とその所蔵される長谷

川等伯画伯の絵を鑑賞し、昨年はウェストン祭の上高地を散

策しましたが、目的地はメンバーからの自由な提案でいつの

間にか決まります。 

 今回、主要メンバーの小宮山氏ご夫妻がご主人の体調不良

のため参加されなかったことを大変残念に思います。一日も

早いご回復をお祈りいたします。 

 今年の鹿児島行きは２月に決まりましたが、大河ドラマで

今年会津びいきになった小生の頭の隅を、今薩摩か、との思

いも一瞬よぎりました。 

 ５月２８日、橋本信英氏、加藤義明氏、石塚道久氏各ご夫

妻は、東京から航空便で、幹事役の林田邦次夫婦は長崎から

九州新幹線で鹿児島入りし、城山観光ホテルに投宿しました

が、九州地方の梅雨入りと雨天の予報にも拘らず、当日は見

事に晴れ、ホテルから桜島を望むオーシャンビューには、一

同言葉もありませんでした。最初の夜は、錦江湾の夜景が一

望できるホテル最上階のレストランで gourmandコースを堪

能しながら８人は楽しく歓談しました。また高所にある露天

風呂からの星空も格別でした。 

 翌日５月２９日、１０時出発のジャンボタクシーに乗り込

み、郷土愛溢れるドライバー兼ガイドのＭさんの案内で城山

公園、西郷洞窟、南洲墓地など巡るうちに、会津を滅ぼし日

本の夜明けを確認した西郷さんは自分の死に場所探しをした

のだと私なりに納得しました。近代日本の礎を築きながら一

切の地位栄誉も求めることなく、洞窟で自害して果てた敬天

愛人の偉人西郷さんの銅像と桜島は、その日も何も語ること

なく対峙していました。 

 少し脱線しましたが、私達の市内観光はその後、仙巌園な

ど予定がありましたが、変更し桜島に向かいフェリーに乗船

しました。その日の桜島は一筋の噴煙も見られなかったのに、

大陸からの黄砂で霞んで見えました。船は１５分で到着し、

道の駅付近の蕎麦屋で昼食をとり、車は島を左回りにアコウ

の樹等が茂る丘をひたすら走り続けながらも車酔いもなく車

内の会話が弾み、或るご妻女からは「貴方たち、岳文会の岳岳岳岳

は良いとして、文文文文の方は？」との質問などもあったりして・・。

到着したのは、大正年間の大爆発で殆ど首まで埋まった鳥居。

その先からは黒光りして累々と積み重なる溶岩山を通り抜け

次に着いたのは、湯の平展望所、そこからの眺めは、桜島の

頂上から片側を削り取ったように険しく、城山からの穏やか

な展望とは対照的でした。そしてＭさんは、荒涼とした風景

とは正反対にピンクのブーゲンビリア咲き乱れる桃源郷のよ

うな庭園の前に車を止めました。そこは桜島焼、女性三人で

経営されている窯元、陳列された陶器は色彩豊富で秀麗な作

品が並んでおり、陶器好きの方は是非訪ねたい所だと思いま

すが、お値段もなかなかタフでした。 

 その日の夕食は、鹿児島に来て、ここを素通りできないと

言うことで、天文館通りに繰り出し、さつま芋館などでお土

産の調達をした後、店名が薩摩に相応しい熊襲亭熊襲亭熊襲亭熊襲亭という郷土

料理のお店に入り、今度は昨夜の優雅なシャンペンなどでな

く、地上がりの小魚の天ぷらなどで薩摩焼酎他の地酒をした

たかに飲み、最後の夜を楽しく過ごしました。 

 今回の鹿児島行きを総括しますと、日本列島の最南端に在

りながらも、他の討幕列藩と共に、我が国を開国し、世界の

一等国たらしめた薩摩の先達が眠る地を歩き、また彼らが愛

して止まなかった桜島を逍遥し、一行は夫々の感慨と再認識

があったものと思います。今も、鹿児島は数年前に新幹線の

開通が実現したこともあり、街も活気に溢れて、行き交う人

達の表情は明るく、今後とも目が離せないところと見ました。 

 なお、この旅行の二日後、橋本ご夫妻は、フランスへ旅立

ちシャモニー周辺の山をトレッキングされたとか、雪渓の写

真を受信しました。他のメンバーもいろいろと計画をお持ち

のようで、老後はもう少し先のようです。 

 末尾に、執筆者の林田から、今回の旅行記掲載の機会を頂

きましたことを心から感謝いたします。 

 小生は、長崎市に居住しながら、実家のある島原半島で晴

耕雨読の日を過ごしております。 

 



わが家の山岳犬わが家の山岳犬わが家の山岳犬わが家の山岳犬    

11116666 期期期期    新美新美新美新美    健（熊本市）健（熊本市）健（熊本市）健（熊本市）    

 わが家の飼い犬は、雑種のメスで１３歳。名前はかりん。

シバイヌとキツネを合わせたような中型犬で、山登りが大好

き。というのも「かりんの百名山」と称して、生後３カ月ぐ

らいから、飼い主が暇を見つけてはマイカーに乗せ、山登り

の友に育て上げたからだ。 

 九州にいると、日本百名山には縁遠い。年に１度は休暇を

とって、南アルプスなど中部山岳に出かけているが、普段は

もっぱら日帰りで登れる熊本県内の山が対象だ。混雑する都

会近くの山と違い、犬に目くじらを立てる人はいない。ただ、

九州は春や秋はいいが、梅雨から夏は暑くて山とは縁遠くな

る。 

 「かりんの百名山」は、手近な県内の山がほとんどだが、

２万５千分の１の地図に、三角点と山名が記されているのを

条件とした。２０００年から始め、第１座は自宅から散歩で

行く花岡山（１３３㍍）。ＪＲ熊本駅から見える仏舎利塔のあ

る山だ。 

 １年に２０座ずつほど登っていき、６年目の２００５年９

月に久住山（１７８７㍍）で百座を達成した。ご存じ九州本

土最高峰（正確には久住中岳だが）。初めのうちは楽に登れる

山がたくさんあって、順調に数をこなしていったが、だんだ

ん自宅から遠くまで出張っていくことになる。終盤は達成

速度が遅くなった。さらに、皆が登るメジャーな山は、登

山道や道標がしっかりしているが、そうでない山は道がなく

なりかけていたり、登山口さえ分からないときも。これが地

方の里山の現状と知ることになった。 

 それでも、百山ハンターでなければ立ち入らないような山

間部の町道に分け入り、見事な棚田を発見して、人々の日々

の苦労と失われゆく財産を知ったりもした。 

 百山達成後は、新たな山は５座しか増えていない。新規開

拓よりお気に入りの山に登っているからである。１３歳とい

えば、人なら還暦を過ぎている。雑種のせいか、山登りのせ

いか、まだ若々しくしている。ただ、このごろは登山後の帰

宅の車中では寝ていることが多くなった。一緒に登れる時間

も限られてきたということか。かくいう私も、還暦が近くな

り、定年退職も遠くなくなった。かりんと老い先も考えなが

ら登ることとしよう。 

 

 

45454545 期期期期    田中田中田中田中    克也克也克也克也    

 パソコンの画面に向かっている今日の時点で、九州は梅雨

明けして 1 週間が経とうとしています。日本各地では、連日

の猛暑日。九州ももちろん例外ではなく、夏はまだまだこれ

からというのに、始めからこんなにとばして大丈夫ですかと、

お天道様に聴きたくなってしまいます。昨年の今頃、九州北

部豪雨でこれでもかというくらい、雨に痛めつけられたのが

嘘のよう。熊本から大分を結ぶＪＲ豊肥本線の一部区間は、

来月やっと復旧工事を終え、1 年越しの運転再開です。自然

の前では、人間はただ受け入れるしかないのだということが

改めて実感できます。 

 昨年と今年の天候の違いも極端ですが、私の業務内容の違

いもまた極端。 

 私はＪＲ九州へ入社後、駅員や車掌、指令員を経て、昨年

は営業部の駅指導という業務に携わっていました。駅の安全

面の指導、教育を行う部署であり、現場の支援も同時に行う

ため、九州北部豪雨のときは、不通区間に対するバス代行運

転の添乗員をやったり、指令に常駐して運転状況の情報収集

を行ったりしていました。 

 そして、あれから 1 年が経った現在の業務はというと、な

んと農業です。鉄道事業のど真ん中を歩んできた私が、今度

は全く畑違いの農業に挑戦しています。誤解される方がいる

かもしれませんので、敢えて申し上げておきますが、退社し

たのではなく、ＪＲ九州の事業として農業を行っています。 

 「なぜ、鉄道会社が農業なのか？」 

 よく聴かれる質問です。これは九州に限った話ではないで

すが、都市部に人口が集中し、地方の元気がなくなりつつあ

ります。各地には伝統の文化や特産品がありますが、それを

受け継ぐ担い手もいない状況です。人口減少により、定期運

賃の収入が減少傾向にある中、各地域の活気、特産品がなく

なり、観光資源までが枯渇してしまっては、鉄道事業の未来

は非常に暗いものといえるでしょう。特に農業分野ではそれ

が顕著であり、日本全国の農業就業者の平均年齢は既に６５

才を超えています。地域伝統の食文化や特産品は、その地域

の農業と密接に関わっているため、農業の衰退は鉄道会社と

しても由々しき事態なのです。なにより、列車の車窓から見

える田園風景が、荒れ果てた田んぼばかりだったら旅情も何

もあったものじゃないですよね。 

 と、私も頭では理解しているのですが、実際に農業をやる

となると大変です。私は農業推進室という部署にいますので、

現場で農業を行っているわけではないのですが、月に数回は

実際に農作業を手伝います。過酷です。現場のスタッフも契

約農家ではなく、ＪＲ九州グループの社員。みんなもとは素

人です。もちろん指導してくれる農家さんがいますが、皆も

がきながら本気で農業をやっています。敵は多く、昨年はサ

ツマイモが猪、鹿、猿に喰われました。葉の部分はイモムシ

に喰われたので、猪鹿蝶の成立でしょうか。 

 私は今のところ、規模拡大のため現地に農業会社を立ち上

げたり、生産した農産品を使った加工品を考えたりと頭を使

うことのほうが多いですが、少しでも現場の苦労が減ればと

走り回る日々を送っています。 

 まだまだ語り尽せていませんが、それだけ充実していると

いうことなのでしょう。最後に、この場を借りて宣伝を。担

当している商品に「うちのたまご」というちょっと高級なた

まごがあります。1 個６０円です。一度騙されたと思って食

べてみてください。たまごかけご飯は最高です。羽田空港第

1 ビルの京急線入口付近にも、食事ができる直売所を構えて

いますので、機会があれば是非。 

 

 

九州で一杯しませんか！？九州で一杯しませんか！？九州で一杯しませんか！？九州で一杯しませんか！？    

46464646 期期期期    土屋土屋土屋土屋    信仁信仁信仁信仁    

 私は 07 年 3月に大学卒業後、入社一年目からいきりなり縁

もゆかりもない福岡に配属となりました。月日が経つのは早

いもので、その日からあっという間に 6 年と 3 ヶ月が過ぎ、

今でも福岡で働いています。 

 

九州地方のＯＢから九州地方のＯＢから九州地方のＯＢから九州地方のＯＢから    



 今回は岳文会 OB 広報への原稿依頼を頂いたので、6年間の

九州生活の報告だけでなく、合わせて九州の魅力を皆さんへ

お伝えしようと思います。 

 皆さんは九州と言えば、何を思い浮かべますか。 

 私がお薦めしたい九州の魅力は「山(自然)」と「海の幸」

です。 

 まず始めに九州の山についてお話します。 

 岳文会を卒業してからも、山への魅力を忘れることができ

ず、九州に行っても年に一回程度は、田中先輩(45 期)を初め

岳文会の OB の方々と一緒に山を登っています。 

 今までの登った山は、08 年由布岳(大分県：1583m)、09 年

宝満山(福岡県：829m)、10 年祖母山(大分県：1756m)、11 年

屋久島(鹿児島県：1935m)、12 年九重連山(大分県：1786m)で

す。九州の山は屋久島を除くと、全てが標高 1800m 以下の低

山となっており、日帰りや一泊二日で気軽に登山を楽しむこ

とができます。 

 特に、由布岳に行った時は登山だけでなく観光も楽しむこ

とができ一番印象に残っています。 

 前日は由布院で観光をしました。移動はトロッコ列車(ゆふ

いんの森号)に乗り、道中でワイン工場に立ち寄り試飲しまし

た。由布院では美味しい地酒を飲み歩き、旅館で温泉に入り、

夜はお酒と B-speak のロールケーキとマリオカートで大盛り

上がり・・・案の定、次の日は寝不足と二日酔いでした。 

 由布岳は、別名豊後富士と称されており、その名の通り富

士山に負けず劣らず、左右対称の美しい山でした。由布岳の

頂上は東回りと西回りに分かれて一周でき、細い崖の上で逆

回りの登山客と何度もすれ違うたびに、崖から落ないかドキ

ドキしたのを覚えています。 

 次に海の幸について紹介します。 

 皆さんにお薦めしたいのが、佐賀県唐津市の呼子のイカと、

福岡県糸島市の船越の牡蠣です。 

 前者は目の前で泳いでいる新鮮なイカを、活き造りで食べ

ることができます。透き通りコリコリした食感のイカは絶品

です。また、後者は漁港近くのビニールハウスの中で、ザル

一杯の牡蠣をたった 1000 円で食べることができます。最後の

しめは、もちろん牡蠣ご飯です。よだれが出ますね。 

 九州は「山(自然)」と「海の幸」に恵まれたところです。 

 是非、九州にお越しの際は連絡を下さい。 

 美味しい海の幸を食べながら、山の思い出話をつまみに、

一杯しませんか。 

 

残雪期・南アルプス仙丈ケ岳、駒津峰残雪期・南アルプス仙丈ケ岳、駒津峰残雪期・南アルプス仙丈ケ岳、駒津峰残雪期・南アルプス仙丈ケ岳、駒津峰    

12121212 期期期期    佐藤佐藤佐藤佐藤    忠昭忠昭忠昭忠昭    

2013年 5月 3日～ 6日   佐藤忠昭(12期)、深田芳樹(13期)、

他２名 

 昨年の GW は穂高で悪天候のため消化不良気味だった。今年

こそは、晴れ渡った青空と真っ白な雪山を満喫したい、とい

うことで南アルプスの仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳を計画した。山

小屋嫌いの深田が参加するので、奴にボッカをしてもらい北

沢峠にテントを張って、そこをベースに両峰を楽しもうとい

う目論見だ。 

 

5 月 3 日（快晴のち雪） 

深田宅(03:00)==戸台仙流荘(06:00)==歌宿(09:00)---北沢峠

テント場 BC(11:20) 

 連休渋滞回避のため午前 3 時、八王子を出発。中央道、諏

訪南 IC から杖突峠を越えて高遠の街に入ると、早くも目指す

仙丈の白い山頂部が朝日を浴びて光っている。午前６時、戸

台の仙流荘にクルマをデポし、身支度を整えて、8時 10 分の

バスを待つ。連休中は戸台から歌宿までバスが運行している

ので、歌宿から約２時間の林道歩きだけで標高 2,000m の北沢

峠まで入ることができる。峠付近では斜面は雪、路面も凍結

していた。テント場で幕営。連休だけあってテント数約40張。

夕方から降雪、冷え込む。 

 夕飯まで大分時間があるので、当方は前日夜遅くまでのビ

ジネスの疲れを癒すため仮眠を試みるも眠れず、深田はとい

うとなんと推理小説を読んでいるではないか。奴の SM（サン

デー毎日＝毎日が日曜日）ぶりをあらためて羨ましく思う。 

 

5 月 4 日（快晴のち雪） 

BC(06:10)--小仙丈(10:30)--仙丈ケ岳(12:15/12:30--BC帰着

(16:10) 

 ３時起床予定が、４時まで寝過ごす。アイゼンを装着し、

６時過ぎに出発するころには、他パーティーは殆どいなくな

っていた。林道を横切り、尾根の南東側のルートに取り付く。

気温が低いので、足が雪にもぐる心配がない。アイゼンが効

き、樹林帯の急登を黙々と歩く。大滝頭付近のやせ尾根で、

先日、登山者が転落した箇所を通過したが、着雪状態も良好

で特に危険は感じなかった。2,500m 過ぎて森林限界を脱する

と、急に風が冷たくヤッケをたたく。小仙丈のピークからは

北岳と富士山の２ショットが見られる。他にも塩見岳の荒々

しい姿がすばらしい。だいぶ遅いペースで仙丈ケ岳山頂

(3,033m)に着いた。360 度の眺望で、北、中央アルプスや乗

鞍、御岳も良く見える。寒いので写真を撮って、早々にくだ

りにかかる。登りの倍以上スリップと滑落に神経を使うが、

念のため持ってきた補助ザイルを使うほどではなかった。小

仙丈付近からは横殴りの雪が降ってきた。寒さをしのぐため、

樹林帯まで大急ぎで下る。夜は天候も回復して、満天の星と

なった。 

※ 結果的に本日がハイライトになった。北岳から塩見岳以南

に続く稜線、高校以来何度も登った記憶が蘇える。しかし深

田と話すのはやはり岳文時代の南アのエピソード。山内、平

原のリーダーコンビが意中の女子部員を誘い白根三山に行き

至福そうだった。冬の池山吊尾根で、当時タフガイを誇って

いた春日が、ツエルト内での萩内の毒ガスによる酸欠で初め

てバテた。八本歯の岩場で進退窮まった稲村に対し、滑落す

るなら大樺沢へ落ちろ（雪解けの遺体発見が容易になるため）

との冷酷な励ましを与えた。さらに、当時は何かと張り合っ

ていた木下と後藤。冬の荒川岳で後藤が石油を誤飲したこと

で攻守が逆転したこと。 

 早まりと動くべきときの自制、学生時代はネガティヴな部

分の方が占めていた。今、ポジティヴなことも多くあったろ

うと眼前のジャイアンツの山々に質されている気がした。 

 

5 月 5 日（快晴） 

BC(05:00)--仙水峠(06:40)--駒津峰08:20/08:40--BC(12:00/

撤収/13:00)--歌宿(15:00) 

会員からの投稿欄会員からの投稿欄会員からの投稿欄会員からの投稿欄    



 前日の仙丈アタックで体力を使い果たした還暦超パーティ

ーは、甲斐駒ケ岳までの計画をあっさりと断念し、途中の駒

津峰までの往復に変更する。テン場から北沢沿いに雪道を登

っていくとなだらかな仙水峠に出る。振り向くと、昨日登っ

た仙丈ケ岳が真っ白な姿を見せている。よくもまぁ、あんな

長いコースを往復したものだ。仙水峠からは樹林帯の急な登

りになる。夏道はたぶんジグザグに切ってあるのだろうが、

雪上のトレースはほぼ直登のコースをとっているので、キツ

いけれどもはかどる。抜けるような青空のもと、駒津峰のピ

ークに到着。目の前の駒、摩利支天をはじめとした白い山々

の眺望をゆっくりと楽しむ。いかにも「春山」という感じの、

暖かくて明るい山頂であった。BC 帰着後、１日はやく撤収、

下山し、クルマを置いてある仙流荘に一泊しよう、と衆議一

決。その夜の風呂とビールは格別だった。 

※ 目論見違いのことが本日起こった。ボッカを期待していた

奴が膝を痛め、当方が重荷を背負って最後の林道を歩く羽目

に。申し訳なさそうな奴に対し、武士は相身互いと虚勢を張

って歩く。こちらも昔体育会で鳴らし、10 年以上ジム通い、

この時のために鍛えたはずだ、だが正直きつかった。 

 深田は 1 年後輩。現役時代初対面の時は、正直いつかは鉄

拳制裁を加えねばと思っていた。それが 40 年以上の付き合い

となり、今山行パートナーとなる縁の不思議さを感じる。 

 もうとっくに還暦は過ぎ、癌の治療を続ける今、「もう決し

て若くない、駆けるのは止めようゆっくり歩こうぜ」を自分

に課してきた。 

 何故か今、駆けてみようと思う。奴が走り続ける限り。 

 
<仙丈ケ岳頂上直下のヤセ尾根を行く> 

 
<駒津峰山頂で至福のひととき。後方は甲斐駒ケ岳> 

～事務局より～ 

 OB広報への会員からの投稿をお待ちしております。但し、紙面の関係上掲載についてご相談させていただくことがあるかも

しれませんが、その点ご容赦のほどお願いいたします。    
    

名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼    

44444444 期期期期    高橋高橋高橋高橋    力也力也力也力也    

今年度開催される OB 総会において OB 会名簿を発行、配布

をさせていただきます。（前回は 2010 年開催の 50 周年記念式

典にて発行、配布をしております。）会員の皆様におかれまし

ては、OB 会名簿へ登録する内容（現住所、勤務先等）を事務

局まで連絡願います。連絡方法としては、前回の広報に同封

の官製葉書へ記入の上郵送又は下記の事務局メールアドレス

へ送信願います。なお、現在名簿へ登録されている内容を確

認したいという方は同じく下記連絡先までご連絡願います。

名簿作成に向け、なにとぞご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

◇ 事務局連絡先 

  44 期 高橋力也 

  TEL：  

  Mail： 

 

    

    

    

    

    

年会費について年会費について年会費について年会費について    

45454545 期期期期    小西麻子小西麻子小西麻子小西麻子    

 会費の納入につきまして、今年度もご協力賜りありがとう

ございます。今回の会報では現時点で会費をまだ納入いただ

いていない方にのみ会費納入用紙を同封させていただきまし

た。確認相違、ご不明な点等がございましたら、お手数です

が事務局までご連絡をいただければと思います。なお、今年

度は 51期までが納入対象者です。（52期は対象外） 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

１）一会員につき年額 3000円 

  （夫婦会員の場合には一世帯につき年額 3000円） 

２）本年は平成 24年 11月 24日を平成 25年度開始日とする 

３）振込口座 

     〔当座〕 00230-8-30118 

  又は 〔普通〕 店番 008 口座番号 6690731  

 同封の赤い振込用紙で郵便窓口もしくはゆうちょ銀行ＡＴ

Ｍでお振込みいただくと手数料が無料です。ゆうちょ銀行備

え付けの青い振込用紙もしくは他行からのお振込は手数料が

かかりますのでご注意下さい。 

 

ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡    


