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平成十三年度総会
兼新年会開催御案内

シルクロード ⑤
小日向

啓治

軒昂会総会件新年会開催を計画して
南ルートの国境越え
います︒皆様のご参加お待ちしてい 今日から三日かけてパキスタンの に﹁プレゼント﹂といって差し出
したその兵士他のニ人にそれを見
ます︒
イスラマバードまでの旅中国側最 せてニツコニツコ⁚ なんたるこ
場所 熱海エクシブ
…
終都市タシコルガン行きのバスに
とか︑バスが出発するとき三人は
会長挨拶
乗る︒
手を振って見送ってくれた︒
会計報告
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後でガイドに聞いたら禁酒国なの
私のその後
裾を通りパミール高原︑コンロン
で未開封のスコッチはいい金にな
桜田氏 佐藤正氏 谷田氏の方々
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を
予定︒
ラコルム山脈︑インダス川に沿っ
小銃を抱えた兵士が乗り込んでき
皆様に役立ちそうな話題の紹介︒
て
パ
キ
ス
タ
ン
入
り
す
る
コ
ー
ス
千
九
た︑あまりいい気ではない︒
百八十六年に中国が軍用道路とし
会 社 だよ り
バスはもう四時間もガタガタのカ
て整備し六〜十一月の間通行でき
ラコラム山道を下る︒桃源郷と言
埼玉工場跡地がホームセンターに る一方の北ルートは七世紀に玄築
われる気侯の穏やかな地に一泊し
十月四日︵木︶アマダメトレックス 三蔵がインドに入った道︑キリギ
てまた七曲がりの道を下る︒周囲
︵現アマダ︶椅玉工場︵熊谷市︶跡 ス︑タジギス︑アフガニスタンを
は万年雪氷河の山々︑ここでは
地にホームセンターがオープンした︒経て︵話題になった巨大仏像爆破
六千メートル以下の山は無名だそ
午前九時︑通常の開店時間を繰りあ の所︶インドに入る道︒いずれに
うだ︒
げ︑天田会長も出席しオープニング してもこのあたりイスラム︑ヒイ
セレモニーが行われた︒今回のオー ンズーのゴタゴタ地域︑バスは雪
フンザ川に沿って
プンで︑グループの有する商業施設 解川に沿って進むのだが各所で雪
ここはまだインダス川の支流三大
は︑今村工場跡地︵アマダマシニツ 解洪水のため迂回︑軽量化のため
文明の発祥の地はもっと下流にな
クス︶︑小田原工場跡地に続き︑三 乗客は歩きなど︑百九十キロメー
る︒ところによっては両岸ニ百メ
軒目︒今村工場のときと同じく︑キートルを半日かけて標高四千三百メー
ートル以上の切り立った岩壁の下
テナントを選定し︑そこの店舗とし トルのカラクリ湖に到着︑周囲は
に流れがありそうした岸壁の途中
て活用︑してもらう方法を選んだ︒ すべて七千メートル級の氷山︑万
をえぐった様な道が延々と続く︑
テナントは︑ホームセンターの︵株︶年雪の山々︒ここには去年も来た
対岸には獣道の様なまるで親不知
セキチューである︒
ので夏期だけここで暮らす現地人
小不知の様な所々を木の枝で補修
同社は︑群馬県高崎市を本拠に関 の子供の去年撮った写真を持って
した今にも足を外しそうな道が続
東北部に展開し︑これから関東南部 いってあげた︑親子で喜んで何や
く︒
への進出を狙っている勢いのある会 ら掘り出した土具のような物をく
そうした両岸の岩には沢山の岩絵
社︒熊谷市への出店は以前からの希 れた︒
が残っている人 動物 綱 斧 絵文
望で︑﹁スーパーホームセンター・
字みたいなもの崩れ落ちた川岸の
セキチユー熊谷小島店﹂は同社のな
国境警備隊
岩にもありありと書かれている
かでも大規模な店舗になる︒熊谷市 中国側の最終都市タシコルガンで
これだけあると貴重遺跡でも何で
は県北西部に位置し︑中山道の宿場 一泊してパキスタン例の国境越の
もない一〜ニ時間走るごとに流れ
町から︑商業・流通都市へ発展︒鉄 バスに乗る︒
が緩やかになる所があり二十〜三
道三線が走る県北の交通拠点および 出国手続きの直後一回目の入国検
十軒の集落がある︒
中核都市である︒人口は十五万五千 査を受ける問題は酒と武器︵パキ
聞いてみると古代の﹁いがだ﹂の
人︒近隣の市町を含む五キロメート スタンは禁酒国︶標高五千百メー
中継点であった民族が住みついて
ル商圏内には五万一千世帯︑十四万 トルの国境碑が建っているクンジ
いる︒
一千人が生活しており︑周辺はのど ラフ峠を過ぎると二回目の検問︑
今日何をして生活しているのだろ
かな田園風景が広がっている︒施設 小銃の引金に指を入れた国境警備
うか︵大きなお世話かなあ︶まだ
の敷地面積ニ万九千八七一平方メ
隊が三人乗り込んでくる︑とっさ
まだカラコラム山脈は続き見上げ
ートル建物の延べ面積は八千百六十 に﹁ヤバイ﹂私は箱入り未開封の
れば四方万年雪と氷河の山々が連
七平方メートルの平屋建て︑駐車場 スコッチを持っていたからだ
なる︒
は一万四千九百八平方メートル内外 ⁚⁚⁚間髪を入れずに年上の兵士
以下裏面
で千二百台を完備し︑近くにこのよ
うな大型スーパーがないせいか︑周
辺の住民は歓迎ムードだ︒広い店内
には日用品・家電・園芸用品から︑
プロの向けの工具・資材まで豊富に
揃えお客様をお迎えする︒セキチユー
では年間売上を二十八億円と見込ん
でいる︒

軒昂会会員だより
軒昂会員数
八十ニ 名
平成十三年度新会員 ニ 名
平成十四年度新会員募集中
平成十四年度ゴルフ開催日
第五十三回 未定
第五十四回
第五十五回
お願い
◎平成十三年度軒昂会年会 費二千円会
計までお振り込み下さい︒
第一勧業銀行 厚木支店
店番号
三七一
口座番号 ニ一三六九００
軒昂会 代表者 小泉 岩根

軒昂会のホームページ活用
軒昂会ではホームページを開設しています︑
また掲示板を開設しましたがまだ投稿が少
ないようです︒
皆様の近況情報をお寄せ下さい︑それに対
し軒昂会のメンバーが返事を書いたり意見
を述べたり等のやりとりがリアルタイムで
行えます︑また第三者がそれを見て参画も
出来ます︒
先日兼岩会員から次のような投稿がありま
した︒
現在 大山豆腐 株( 伊)勢原工場に勤めてい
ます︒納豆は体に良い事は皆さん御存じと
思います︒どんどん大山納豆を食べて健康
を維持して下さい︒
六月二十九日 金( 日)本テレビの﹁粗食﹂シ
リ
ーズで当社の様子が放映されます︒
体造りに参考になればとお知らせ致します
第三十一回ゴルフコンペ
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ゴルフ場 小田原ゴルフクラブ
日時
十月廿ニ日曇り
参加者
九名
優勝
木村耕冶
準優勝 土谷隆之
三位
遠藤 茂
最近のゴルフは参加者が前回十一名今回は
九名と非常に低迷しております︒今後の軒
昂会を存続するにどうするかを総会時に検
討すべきであると思います︒
本間

﹁ 平甲州街道歩行小仏峠越え﹂

桜田 忠男

前号では甲州街道横山宿までの紀行文を紹介しましたが今回は小仏峠越えを紹
介します︑甲州街道には昔と変わらない二つの峠道の難所があり︑その一つが
小仏峠でありもう一つが笹子峠です︑車社会の現在では旧街道の殆どが車で通
行でますが小仏峠だけは昔と同じように歩いて越えなければならないので昔の
難所は今でも難所です︒
八王子から小原︵相模湖町︶までのコースは︑パートナーの妻が足のトラブル
で同行できなかった区間です︑回復してからこの区間をスキップして先へ進み
ましたので︑気にかけていた妻が下諏訪に到達しない内にどうしても八王子︑
小原区間を歩いてしまはないと﹁ゴールで甲州街道完歩の感激が味わえないか
ら﹂というので翌年の早春にまた二人で歩きました︒
これと同様なことは東海道でもあって︑保土谷・平塚の区間を私は二度歩きま
した︒
駒木野・小原宿間平成八年九月十八日十ニ時五十五分：小仏の関 跡に着くこの
小仏の関は箱根︑碓井峠とともに特に重要視された峠で出女入鉄砲の取り調べ
が厳重であったと伝えられています︑関所跡には小仏関跡の石碑と︑そこから
二十メートル位西側の同じ公園内に駒木野宿石碑も建っているし︑すぐ先の左
側には甲州街道念珠坂の石碑も見ることが出来ます︒
十四時十分：京王バス小仏停留所を通過ここが小仏集落のバスの終点である︑
もう人家も少ないので小仏峠へのハイカーがここで下りて峠へと上っていくし︑
峠から下ってきたハイカーはここでバスに乗り最寄りの駅である高尾や八王子
へと向かうのだろうと思いました︒
道が急な登りになると体中が汗ばんで蒸暑い︑森林帯の山道を登って行くと峠
から下ってきたハイカーとすれ違いお互いに挨拶を交わしました︒
数台の車の留まれる駐車スペースがありここが峠への最後の駐車スペースであ
る︑ここを過ぎると道幅も狭くなり木々の茂みが深くなり︑日の光が遮られる
ので暗く感じるようになる︒
しばらく登って行くと水場があるので喉の渇きと癒すには都合がいい︑ここか
らは峠の茶屋まではもう水はない︒間もなく道幅がすれ違うにやっとの︑狭い
つずら折れの急な山道になる︑こんな所を参勤交代の大名はどうやって登って
いったのであろうかと考えました︒
十五時００分：小仏峠到着この峠は標高五百九十メートル︑地形上は高尾山と
景信山との鞍部にあたるため︑この峠がある嶺線は江戸時代には江戸の山岳防
衛線をなしていました︒徳川幕府にとって東海道五十三次の箱根峠︑中山道の
碓氷峠とともに西からの敵の侵入を防ぐ重要な防御拠点であったのです︒左手
に行くと高尾山︑右手の小道をたどると景信山に至る︑峠の茶屋の素朴な竹製
のベンチに腰掛けて妻が持たせてくれた魔法瓶から熱いお茶をいれて飲む︑目
の前の梢越しに今登ってきた駒木野方面の麓の景色が見え︑涼しい風が吹き抜
けていき汗ばんだ肌に心地よく感じます︒
十六時００分：国道二十号線美女谷温泉入口に出る小仏峠から山道を一気に下
って国道二十号線に出た︑国道との出合いはちょうど国道の湾曲しているとこ
ろにあたるので見通しが悪く十分に注意して道路の左側の歩道に出ました︒十
五分ほど歩くとまもなく道路の右側に黒い門構えの小原宿本陣が見えてくる︑
昔本陣であった建物に代理人が住んでいたのを相模湖町が買い取って管理して
いるので︑記帳をして建物の中に入ると昔の生活に使った道具や養蚕の道具ど
が保管されているのを見ることができます︒
十六時五十三分：ＪＲ相模湖駅到着この日の歩行時間は約七時間︑三十分を昼
食と休憩に充てたので正味六時間三十分の行程でした︒これで日本橋から始ま
った甲州街道の内︑武蔵の国の歩行は完了し次回からは相模の国そして笹子峠
の難所がある甲斐の国に入って行きます︒

C.Ta mura

I T無料相談室開設
今年は を
I T広めるために︑各市町
村では無料の講習会が実施されてい
ます︒会員の皆様の中で講習を受け
られた方もおられるのではないかと
を 購入して
思います︒また更に PC
インターネットやメールをやりたい
とお考えの方の相談室です︒ご一報
下さい︒
相談室担当 田村

皆様からの投稿、原稿お待ちしてい
ます、内容は何でも結構です旅行の
編集後記
こと、趣味のこと、孫のこと、云々。
寄せられた方には謝礼差し上げます。

会報は年３回を予定しています。
皆様の原稿お待ちしています。
頂いた方にはお礼を差し上げます。
原稿の送り先
秦野市渋沢 3ｰ2ｰ7 〒259ｰ1322
F A X:0463ｰ88ｰ2967
E‑ Mail：c-tamura@bd5.so-net.ne.jp
田村千秋
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夏の夜の思い出
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そびえたつ世界一のモスク

﹁３﹂

幹事一同

庄内の四季と随想︵そのニ︶

同封の葉書に出欠氏名等記入の上12月20日までに投函お願いします。

︵慰霊の月に思う事︶

日 本の
インダスの支流を下っていく途中白
い立派なコンクリート橋があった橋
幅は十メートル位︑橋の袂に﹁この
橋は日本の によって建造された﹂
日 本人としては胸の一つも張りたい
場面である︑ところが橋につながる
上の道路を見ると山から落ちた岩石
でとても人も車も通った形跡がない︑
たぶん 援助計画の時点では﹁道路
整備は現地で行うので計画の中の橋
は日本が供与﹂ということであった
事は想像できる︒
おそらくこれからも白い橋だけが日
の丸がついた碑とともに残るだけだ
ろ う︒
電気のないところに電気洗濯機を送
る日本の の実物を見せてもらった︒

市街地の日本大使館がある反対側に
キラキラと天に向かってそびえ立つ
世界最大のモスクシヤー・フアイサ
ル・モスクがある一度に十万人が礼
拝できる︒
市内には海賊船のごとく飾りたてた
トラックがこれ見よがしとクラク
ションをならして走る︒
禁酒国だというのに外国人専用ホテ
ルにはビールウイスキーがあり や
れやれ！
市内でショッピングをしていたら四
十才前後の男から声を掛けられた︒
辿々しい日本語︑聞けば七年間浜松
に出稼ぎに行って来た︑稼いだ金で
家を建てた︒
家を見に来いというので︑彼の顔を
立てて見に行った︒
建て坪八十坪ほど三階建ての御殿だっ
た︑これを見た若者は何としても日
本行きに夢を追うとするのではない
か︒
ちなみに通過一ルピーは三円物価は
日本の十五分の一︒
変遷する宗教革命の渦中から生まれ
たパキスタンという国︑カシミール
問題︑アフガンのタリバン問題︑と
ても不思議な国との印象が残る︒
上海までの帰路ヒマラヤの上空を横
断した︑眼下に広大な氷河の山々が
とても綺麗だった︒

多くの方の出席お待ち申しています。

粕谷宏夫
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中旬

追記
シルクロード編はこの後中央アジア
に向かうのですが︑現在収集中なの
で一時休みます︒
次回からニ回にわたって﹁マンダラ
の国チベットを妨ねて﹂を書きます︒
世にも不可思哉の事ばかりご期待下
さい ︒

尚︑このシリーズはホームページで
発信しています︒軒昂会会員ホーム
ページよりリンク出来ます︑ご覧下
さい ︒

お願い

春

平成十三年八月

夕食後は︑家族全員で蛍飛び交う小
川の辺で︑よく夕涼みをしたもので
ある︒外は︑闇と静寂のみ︒目に入
るのは︑美しき星空と︑時々光る稲
妻に浮かび上る出羽丘陵のシルエッ
トだけであり︑耳に入るものはと言
えば︑水の流れと︑一面の稲田を風
が渡る︑サラサラと出す葉擦れの音
だけである︒そして︑此の葉擦れの
音は︑不思議と人の心を和ませるも
のを持っている︒戦時下ではあった
が︑懐かしき平穏な一時が目に浮か
ぶ︒
併し︑一方では︑此の時節︑同じ葉
擦れでも︑砂糖きびの ザ
“ ワワ を
”基
調にした曲を思わずには居られない︒
ご存知の方も多いと思うが︑紹介し
てみたい︒それは︑昭和四十年︑四
国の新居浜で初演され︑四十四年に
の皆の歌で紹介された︑寺島尚
は
彦作詞作曲になる﹃さとうきび畑﹄
である︒
此の曲は︑沖縄戦で父を亡くした子
供の︑悲痛な叫びを主題にした反戦
の歌である︒十コーラス半もある長
い物語的曲で︑その問︑実に七十二
回もこの ザ
“ ワワ が
” 繰り返される︒
私は︑何時聞いても感動を覚える此
の名曲を︑一人でも多くの人に知っ
て貰いたいし︑又︑平和への祈りを
込めて︑歌い継がれて欲しいものと︑
心から願っている︒

﹁以下次号﹂

山岳仏教の遺跡
下ってきたフンザ川はキルギット川
と合流し一時間ほど下ると大河イン
ダスと合流する︑この地点で川巾は
千五百メートル位︑もう後数時間で
イスラマパートだ︒
市街地に入る前に幾つかの仏教遺跡
に立ち寄ったいずれも三〜五百メー
トル程の山の頭上またはその付近に
点在している︑丁度徳島県の大歩危
小歩危の両岸にある平家の落人部落
の様な形で日干煉瓦の建造物の蹟が
ある︒登りつくまで大変だ︑ニ世紀
位までは平地にも仏教寺院は有った
そうだそれから衰退の一途︵ヒンズ
ーに押され︶を辿り七〜八世紀頃ま
で仏教は山に追いやられ山岳仏教と
して存続してきた様だ︒
その後イスラムに変わり︑今は仏教
は見る影もなくこうした遺跡も日本
人だけが関心を持っているようだ︒
大きな遺跡に行くと管理人みたいな
僧侶がいる︑有るところでその僧侶
から奥まった所に呼ばれ﹁ガンダー
ラ石仏の本物がある買わないか﹂︑
どうなってるの二十センチ位の石仏
値切って五万円で買って今も家にあ
る︒
イスラマバード
パキスタンの首都 名のごとくイス
ラムを国家宗教とする国の中心都市
である︒

日時 ： 平成14年1月20日(日)〜21日(月) 1泊2食付き
場所 ： ホテルリゾート熱海 （TEL:0557‑83‑5959）
時間 ： 15.00 チェックイン
駐車場： 15台確保 （早い目にお越し下さい）
費用 ： 13,000円 飲み放題 食べ放題 カラオケ2時間

一幼き頃の追憶

夏
夏の遊び

余目町は総面積の七十％が田園で占
める稲作主体の町︒従って︑此の時
期になると︑人も町も︑勿論自然も
全てが活気づき︑躍動感に満ちてい
る︒当時は︑現代のように︑農業機
械が進んでいなかったので︑農作業
の中心は人と馬︒何故か知らないが︑
内陸部の牛に対し︑庄内は馬中心の
農耕であった︒良く言うところ猫の
手も借りたいこの時期には︑学校は
田植え休暇に入り︑農家の出でない
我々の場合は︑家族が兵役に就いて
いる農家の手伝いに駆り出されたも
のである︒辛い作業ではあったが︑
その中でも楽しい事もあり︑戦時下
と言う社会情勢も加わり︑未だに脳
裏から消え去る事はない︒
田植えのこの時期︑庄内地方の五月
晴れは︑何にも代え難い感動がある︒
未だ多くの残雪を頂く北の鳥海山︑
東の月山は白く輝き︑田園の水面は
眩しく陽光を映し︑空気迄が白く煙
いているように感ずる︒
機会があって︑五月に家族で庄内を
尋ねた折︑この五月晴れの陽光に包
まれる幸運に恵まれた︒
これこそが正に春陽の輝きと呼ぶに
相応しいと思う︒

﹁1﹂
田植え︑稲刈り等の臨時休校の為︑
夏休みは少なかったようである︒始
まると︑待ち兼ねた我々子供達は
一斉に︑川での遊びになる︒町の中
を 流れる川での梯子の筏下り︑流
れの余り無い川の か
“ い掘 と
” 外を飛
び回っていた︒最も︑当時の遊びと
しては︑泥だらけになって叱られよ
う
と︑何しようと︑他に遊びの
選択肢がなかった︒
﹁2﹂ 父との夏の思いで
私の場合と言うか︑私達の世代と
言うのか︑父との触れ合いは専ら家
事に纏わる作業を通しての事が多かっ
たような気がする︒そんな中で一番
大変だつたのは︑夏休みに入ると︑
年一度の池の大掃除であった︒大き
な家で︑五〜六坪の中庭があり︑こ
こにその池があった︒具合の悪い事
に︑外との通路の無い閉鎖空間にあ
るため︑作業の制約があり︑二人で
丸一日を要し︑披露困憊するのが常︒
そんな父が︑子供達のために作って
くれる︑樹上の涼み台がある︒地上
からニ 五メートル前後あり︑梯子
で登り降りする︒風の通りが良い為︑
暑さを忘れる別天地でもあり︑兄弟︑
友達を含めた子供達の若干の秘密め
いた空間でもあった︒

総会件新年会ご案内

﹁4﹂春の小川

五月雨をあつめて早し最上川 ”

米所にとり︑水路は大事な生命線︒
先人が苦労をして町の内外に張り巡ら
した幹線涯漑水路の二︑三に就いては︑
夫々その先人の名前を付けて呼ぶ習わ
しになっていたし︑学校でも一つの郷
土史として教えられた記憶がある︒そ
して︑冬の問︑水量の少なかったこれ
ら水路や︑又︑雪の下から現われた幅
六十センチメートル前後の家の側の小
川が︑春の陽射しを映して勢い良く流
れる様子に︑心を踊らされたものであ
る︒やがて我々仲間の格好の遊び場に
なる︑未だ冷たき流れの辺に屈み込み︑
小魚を探し求める日課の始まりでもあっ
た︒
それもこれも︑元を質せば︑総延長二
千四百一キロメートル︑吾妻連峰に瀕
を発し水量豊富な最上川の恵みに外な
らない︒酒田の河口から上流三十キロ
メートル余の所に︑最上川随一の渓谷
美をみせる最上峡があり︑そのやや下
流から取水していると聞いている︒最
上峡と言えば︑かの有名な松尾芭蕉も
この時期︵千六百八十九年六月ニ日と
言われている︶に船で通り︑有名な一
句を残している︒それでは︑句の載っ
ている︑芭蕉の 奥
“ の細道升の一節を
紹介して見ることとする︒
﹃左右山覆い︑茂みの中に船を下す︒
是に稲っみたるをやいな船といふなら
し︒白糸の滝は青葉の隙々に落て︑仙
人堂岸に臨て立︑水みなぎって船あや
うし﹄

﹁５﹂春陽の輝き
自然の輝きとか︑美しく輝く季節と
か言う表現は︑耳にもし目にもし口に
もするが︑併し︑庄内地方の春を語る
時︑それでは物足りないものを感ずる
る︒
春の知らせの先達とも言える︑フキノ
トウ︑ネコヤナギの開花に誘われるよ
うに︑四月も半ばになると白梅が満開
となり︑早くもその一週問後には桜が
満開︒此の頃より農家は田植えの準備
に大忙しになる︒
所で︑話しは余談になるが︑六〜七年
前だったと思うが︑厚木市水引にある
厚木中学の側を通った折︑ 桜
‘ が丁度満
開︑実に久々振りの花の香りに︑懐か
しい小学校の校庭の桜に思いが走った
事がある︒絶えて︑昔日の桜花の匂い
に巡り合う事がなかったので︑大変嬉
しくもあり︑心が癒される思いがした
ものである︒
話しは元に戻すが︑私の育った庄内の
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