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﹁オ ー デ ィ オ と 人 生 ﹂
小川正義
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平成十五年度総会
兼新年会

軒昂会会員だより
新会員募集中です︑紹介お願い
します︒
軒昂会ゴルフコンペ終結にとも
ない残金千四百円会に寄付受け
ました︒

次の宿場は教来石で︑ここ
は下教来石と上教来石の二つ
の集落がある︑この地区も現
在では白州町にあり︑サント
リーの醸造所にも近く鳥原地
区にはウイスキー博物館があ
る︒
日本橋より百六十八キロメー
トル地点を通過する︑総合グ
ラウンド横を通過して松原地
区の集落に入っていく︑この
地区の家々の特徴は家の前に
掘割を設けて水を流している
ことと良く剪定された背の高
い植木が目立つことである︒

甲州街道韮崎から富士見峠へ
桜田 忠男
韮崎から下諏訪までの第一段階は韮崎から新府城を経由して富士
見峠までを歩くことにした︒
市内中心部に近い下宿を南に行くと身延経由で静岡県清水市に向
かう︑分岐点の鰍沢横丁は昔非常に賑わった場所で物資集散の荷
馬車を止めておいた名残が感じられる︒
ここから台が原宿までの区間で新府城跡だけは見ておきたかった
ので立ち寄ることにした︑新府城は武田勝頼にゆかりの城で現在
の国道二十号線とは離れて東側の高台を通っている︒
国道二十号線が地溝帯に沿って通じているのに対して我々が歩い
て行った道は東側の段丘の高台に位置しているので南アルプスの
眺望がとてもすばらしい︑特に運動公園からの眺めは抜群であっ
た︒
やがて道路前方にこんもりと緑に覆われた小山が見えてくる︑そ
こが新府城跡である︑道路が山の地形に沿って右にカーブして
上っていったところに新府城跡はある︒城跡への長い石段の下に︑
城の由来を説明する説明板があるので読んでみる︒
戦国時代末期が近いころ豊臣勢の攻撃を予想した武田勝頼が︑甲
州街道を見下ろす天然の要害七里岩の上にこの城を築いたが︑結
果としてはその優れた機能を確かめる実戦をする前にこの城から
撤退してしまったという︑概要そんなことが書かれている︒
農道の縁石に腰掛けて︑ぶどう畑の向こうに見える三千メートル
級の山々を見ながらしばし休憩した︒
ＪＲ穴山駅入り口を過ぎてから︑国道二十号線にでるために段丘
から釜無川が流れる平地に下り台が原の宿場を目指す︒三十分ほ
ど歩いて国道に合流する︑合流点の手前の道で﹁山かがし﹂が
我々の前に姿を現し妻が大声を出したので︑蛇の方も驚き身体を
くねらせて叢の中に逃げていった︒
国道の両側の水田は田植直後で早苗が風に揺らぎ田んぼの水がき
らきらと光る︒穴山橋を渡りすぐに穴山橋西詰で堤防に出る︒左
側にＪＡの建物があるが︑ここを裏手に回ると南アルプス鳳凰三
山への登山道がある︑付近に諏訪まで四十四キロ︑富士見二十七
キロメートルと書かれた距離標識がある︒
上三吹交差点を過ぎる︑国道二十号線から旧道に入り十分ほど歩
くと再び国道に合流するがその手前に一里塚跡がある︑ここには
甲府より七つ目の一里塚と説明書きされていた︒新しい東屋風の
休憩場所もあるので川の流れと対岸に広がる田園風景を見ながら
歩く︑やがて﹁台が原宿﹂の中心部に至り本陣屋敷跡を通過する︑
台が原郵便局の近くには古くからの地酒﹁七賢﹂の蔵元がある︒

蔦木宿本陣跡にて

お願い
◎平成十六年度軒昂会年会 費二
千円会計までお振り込み下さい︒

会報20号、編集作業の関係でお届けが遅れたことをお詫び
します。

上空から見たフォーラム

編集担当

株式会社みずほ銀行 厚木北口支店
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

編集後記

軒昂会総会は例年通りの順でとり行
なわれました︒
場所 ホテルリゾートピア熱海
月日
一月十七日
出席者 二十三名
会長挨拶
会計報告
前年度繰越金 四十一万三九五六円
会費・入会金
七万二０００円
支出
十万七三六二円
次年度繰越金 三十八万四五九四円
十五年度支出内訳
総会補填費
六六八０円
会議費
五六七０円
ＩＴ接続費
ニ万 二五０円
原 稿謝 礼
二万四０００円
通信費事務費
二万六二八六円
バス旅行計画費 一万三九三０円
久富氏香料
一万０五一０円
計
十万七三六二円
尚︑監査は野呂監査役にお願いし︑
総会で承認されました︒

実川会員

の三球︶の裸のマグネチックス
ピーカーを睨みつけながら無我
夢中で聞いたのである︒
最近復刻版﹁音楽の泉﹂が皆
川達雄さんの解説で NHK
・ AM
第一放送で放送されており︑日
曜日の朝風呂で時々聞いている︒
隔世の感を強くすると共に︑
当時を懐かしく思い出している︒
一言余計なことかも知れない
が︑この番組が昨今の音楽ソー
スや音楽情報の溢れ返る時代に
復活したことの意義については︑
正直にいって今一つ分からない︒
︽オーディオ好きの原点︾
当時私は︑鉱石ラジオのレ
シーバーから蚊の鳴くような音
を聴いたときの非常な感激が忘
れられず︑ラジオ作りに興味を
もつようになっていた︒
何もない時代の一種の流行で
あったかも知れない︒
ラジオ作りのことが︑いつも
頭から離れず熱中していた︒
﹁初歩のラジオ﹂創刊号から愛
読し毎月の発刊を待ちわびる状
態であった︒
田舎の近所の農家のラジオは︑
ほとんどが並四︵
A/ A/
A/ の
F四球︶と呼ばれるもの
であった︒
それらのラジオの故障修理は︑
私が一手に引き受けるようにな
り︑そのお礼に鶏卵やら野菜の
現物を頂戴し︑食糧難時代のわ
が家に貢献したのである︒
︽オーディオマニアの
病状悪化︾
その後中学から高校に長ずる
に応じて︑良い音楽を良い装置
で聴きたいという欲求は益々高
じて止みがたくなっていった︒
小遣いを少しずつ貯めて機器
の部品購入にあてていたが︑世
の高級志向とデジタル化の波に
追従出来なくなり︑自作アンプ
は高校生の頃の
を
A PP
以って一時休戦となった︒
その後は︑物が色々の面で豊
富となり益々高級志向が強くな
り︑経済面からも太刀打ち出来
ない無力感から休眠状態となっ
た︒
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以下次号ご期待

小川正義さま投稿の「オーディオと人生」を編集しながら、
私もはるか昔やっていたことを思い出しました。小川様と
同じ少年の頃、始めて鉱石ラジオを手にし鳴った時の感激
は今も強烈に脳裏に焼き付いています。更に並四→五球
スーパー→オーディオの世界へとどんどん深みにはまって
いきました。
現在は5.1ChのDVDで楽しんでいます。

議題﹁私のその後﹂について次の
方々に興味あるお話を頂きました︒
このテーマは好評ですので当分続け
たいと思います︒
私のその後
小林会員
︵ 原稿頂きましたので載せました︶
私のその後

歌謡曲と浪花節のレコードに
混じって私には珍しい物が何枚
かあった︒
それらは今から思えば RCA
赤盤と呼ばれるもので︑クライ
スラーのバイオリンの小品で﹁
愛
の喜び﹂﹁
ウイーン協奏曲﹂
やら
ファリヤ﹁
火祭りの踊り﹂﹁スペイ
ン協奏曲﹂
などであった︒
もの珍しさに︑繰り返し聞い
たのである︒
これらが︑私に音楽をきく快
楽の芽を植え付けることになっ
たのだ思う︒
︽音楽︒渇望の時期︾
音楽を聴く楽しみを覚えた
私は︑耳にするもの片端から
手当たり次第夢中で聴き漁っ
た︒
Ｊ・
シュトラウスの円舞曲︑ロッ
シーニ︑ウエバー︑スメタナ︑ズッ
ペのオペラ序曲などなど︒
中学の授業で聞いた︑ベー
トーベン﹁
運命﹂︑シューベルト
﹁未完成﹂︑メンデルスゾーン﹁
イ
タリア﹂など
な ど︒
その頃当時唯
一のクラシッ
ク番組であっ
第一
た NHK
放送﹁音楽の
泉﹂を毎回熱
心に聞き続け
た︒
﹁音楽の泉﹂
は毎週日曜日
朝八時から
シューベルト
の﹁楽興の
時﹂をテーマ
音楽として︑
堀内敬三さん
の解説で行わ
れていた︒
私はこの放送
を自作のラジ
オ︵
C /
/ F
ZP
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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
FAX:0463ｰ88ｰ2967
E‑Mail：ctamur@ybb.ne.jp
田村千秋

第20号
日原 雄
田村千秋
平成16年６月
年３回発行
軒昂会会報
発行者
編集者
発行日
発行

（季刊）
2004年6月1日
軒昂会会報
第20号
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次は開業の準備ですが１０日
間のコーヒースクールと実際
の喫茶店２軒での数日間ずつ
の体験をしました︒道具揃え
では浅草の河童橋の道具街︑
デパート等へ何度も行きまし
た︒店は退職後新築した自宅
の１階で︑スペースは１５坪
で︑カウンター席 ︑
テーブル席が２２席のトータ
ル２７席の喫茶店としてはか
なり広いものでした︒
メニュウはコーヒーを初め
とする飲み物２０種類以上と
アイスクリーム等のデザート︒
食事メニュウがパスタ︑ピラ
フ︑カレーライス︑うどん等
１０種類以上であり今考えて
も恐ろしいと自分ながらに思
う程メニュウ沢山でした︒そ
れを家内と二人だけでやった
のですが︑２年目のピーク時
では１時間半も客待ちさせた
こともありました︒
次に経営実態ですが︑開業
後２年目︑３年目の平成９年︑
１０年が売上げ︑荒利共に
ピークでやっとパート収入ぐ
らい荒利が出てきましたが︑
世の中の景気ダウンと同様４
年目︑５年目と売上はピーク
時の半減となり開業後５年間
で残念ながら廃業しました︒
そう言うことで当初の夢も破
れ︑結果的にはもう少しアマ
ダメトレックスさんにお世話
になっていればとか︑亡く
なった新藤社長に退職を申し
でたとき会社をやって見ない
かと言われたこと等をしみじ
み思い出したりしました︒
店をやって見て確かに人との
出会いはありました︒また伊
勢原時代の人にも店まできて
︒
5

頂いて︑励まして頂きました︒
アマダに出入りされていた S
生命の外交の さ
Sんが亡くな
る直前に︑二度も店に来て頂
き︑商売は牛のよだれ・・で
生命保険の勧誘の努力の話も
されて励ましを頂きました︒
そして早くも店廃業後３年間
余りとなりました︒自分自身
は︑現状態はブラブラ人生と
思っていますが︵他人はもう
それでいいじゃないの︑と
言ってくれるほうが多いので
すが・・・︶この３年間余り
でやってきたことを要約しま
すと
①ウオーキングとゴルフの
打ちっぱなしで４キログラム
位減量︒
︵５０００〜１００００
歩／毎日︑ゴルフ打ちっ放し
は週１回以上で体重６７キロ
が キロに︶ゴルフはコー
スへ年４回位でメトレ時代よ
りもスコアーはアップ︒
②日曜大工・・・現実には
毎日が日曜日ですが︒
１*．５坪弱の風呂場
の完成︒ ２*坪のサンルーム
の完成︒
店*でカーペットだっ
た部分の５坪をオーク無垢材
によるフロアーの完成︒
︵総計でプロに頼むと
２００万円以上を半値程度で
完成︶
以上自分なりに退社後を振り
返っての話をさせて頂きまし
たが︑最近まだまだ︑もっと
何かやらかすことができない
ものかとも思っています︒昨
年は軒昂会の新年会には出席
できませんでしたが︑今年は
皆さんがどんな状況だろうと
楽しみにしてきました︒
以上です
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甲州街道韮崎から富士見峠へ の続き
右側の視界が開けて下の谷に釜無川が見えてくる︑対
岸の山地は小渕沢地区であろう︑河川敷の水田は殆ど
田植えが終わり︑田んぼ一面に張られた水に日の光が
反射してまぶしく見える︑一キロメートルほど歩くと
前方に国道二十号線との合流点である上教来石交差点
が見えてくる︑目の前に教慶寺と言う寺があり道路に
沿って地蔵が何体か並べられている︒
一旦国道に出たが再びすぐに旧道に入り十五分ほど歩
くと上教来石山口の関所跡に到着する信州方面から江
戸や甲府に向かう旅人を取り調べた場所であろう︑甲
斐︑信濃の境にある国見橋を渡って長野県に入る︑や
がて信州側の最初の宿場である﹁蔦木宿﹂に入る︒
今回の最終目的地は富士見峠であるが︑現在の富士見
峠に最も近い宿場はこの﹁蔦木宿﹂である︑この宿場
は街道に沿って下蔦木︑上蔦木の細長い集落となって
いるので最初は下蔦木交差点︑そして上蔦木交差点を
通過する︑蔦木宿はこの辺りが中心地であったのか︑
三叉路の交差点を過ぎた右側に本陣跡があり交差点の
手前には曹洞宗の三光寺もある︒
三叉路の交差点を右に曲がり坂道を登っていくとＪＲ
信濃境駅方面に至る︒この地区には昔の家並みも残り
日本の道百選に選ばれたことを示す石碑も建てられて
いる︑本陣跡の石碑の前で通過を記念して写真を撮っ
た︒
日本橋より百七十九キロメートル地点である瀬沢大橋
を通過してしばらく歩くと瀬沢局があり国道は大きく
湾曲して富士見町へ入っていく︑峠に近い富士見交差
点までは約二キロメートルだ︒甲州街道歩行も最後の
区間富士見峠︑下諏訪間を残すのみとなった︒
江戸日本橋からの歩行距離も百八十キロメートルを超
え甲州街道歩行の実績も次第に大きくなり自信もます
ますついてきた︒

私のその後
小林守政
早いものでアマダメトレック
ス退社後１０年になりました︒
退職後伊勢原から川崎市︵多
摩区中野島︶の方へ引っ越し
して９年程になります︒
さて︑この１０年で何をして
来たかということについてお
話したいと思いますが︑残念
ながらやって来たことに充実
感があまりありません︒
私の場合趣味とか言うことで
１つの事に突っ込む事ができ
ない︑と言うか能力が無いこ
とになります︒
一応やって来たことの羅列で
すが︑喫茶店経営の５年間と︑
日曜大工等を時々した最近の
年間余りのぶらぶらして
きた期間の つに分けてお
話をさせて頂きます︒
先ずは５年間で廃業した喫茶
店経営ですが
始めた動機は店経営でいろい
ろなお客さんとの出会いがで
き退屈せず︑そして長い
期間ぼけずにいられると言う︑
人のアドバイスもあったこと︑
又自分は︑料理とかは︑やっ
た経験はなかったが︑子供時
代母親から食事材料の買い物
に姉妹以上に行かされ︑買い
物が好きになったこと︑それ
と︑伊勢原に住んでいた後半
１０年間以上の間に喫茶店に
行く機会が多かったり︑それ
に懐石料理の店にもたくさん
行く機会があったことなどか
ら食べたりする事に興味が
あったので第２の人生として
店の開業を決意しました︒
そして５年から１０年以内に
は少なくとも から３店舗
位は持つぞという野望も持ち
ました︒
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