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コロナ禍の中、会員の皆さまには如何お過ごし

でしょうか。4月7日の「緊急事態宣言」発令以来、

感染リスクを避けるため「外出自粛生活」を長期間

続けざるを得ない状況で、この間に7月の豪雨、

8月の猛暑・酷暑もあり、体調管理・健康維持に

は大変ご苦労されたことと存じます。

近畿長野県人会の活動は、5月の副会長会議・

7月の役員会が中止になり、同好会も3月のカラ

オケ・大相撲愛好会(大阪場所は無観客)、4月の

上方演芸・マージャン・ゴルフ会など全てが中止

となりました。近隣の長野県人会でも総会・懇親

会等が中止や延期になっています。

長野県関係では4月の「長野の酒メッセ大阪」、

7月の「6県合同桃販売」等が中止、全国高校野

球も春の選抜大会・夏の大会がともに中止となり、

盛り上がるものが何もありません。この様なこと

は県人会58年の歴史の中でも初めての経験です。

コロナ感染予防と経済活動のバランス

コロナウイルス感染拡大が減少傾向になってき

た中、経済の活性化策として7月に「GoToトラ

ベル」が開始、10月に「GoToイート」等々が追

加実施され、また大規模イベントの人数規制も順

次緩和されるなど感染防止を徹底しながら少し

ずつ「コロナと共に」生活する「新しい生活様

式」での活動が進んできております。

県人会活動では感染防止対策の徹底を

このような状況で、中断している県人会活動が

密閉・密集・密接の3密対策をしながら再開でき

ないかと、一部の同好会で模索しています。

未だ大勢での交流が難しい中、会報で’誌上交流’’

を行おうと「特集」を組みましたところ14名の

方から寄稿いただきました。コロナ禍の中での

過ごし方、健康維持方法、趣味・同好の仲間、

ふるさと信州への思い、等々、11ページに亘り

掲載しております。(P.2へP.12)

今後の活動計画

来年の定期総会・新年懇親会は1月31日(日)

ホテルダランヴイア大阪で開催する予定です。

ホテルからはコロナ感染防止対策として3密を

避けた具体的な運営方法を提案していただいて

おります。親睦部会を中心に新しい様式での運営

を検討いただき、会員の皆さまには12月中旬に

ご案内をお送りする予定です。

むすびに

秋・冬に向かいインフルエンザの流行期となり

ます。手洗いとマスク着席を続け、軽度な運動も

取り入れ体力を維持しましょう。その1つとして

私が普段実行している諏訪中央病院・鎌田質名誉

院長が提唱される「らくらく筋活:スクワットと

かかと落とし」をお勧めします。
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政府は「特別措置法」に基づき2020年l月に

「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、

WHOのパンデミック表明を受け「緊急事態宣言」

などの対策を強化・推進してきた。メディアも連日

感染者の状況を報じ、

有名人も亡くなるなど

して危機感が高まった。

マスクの着席やソーシ

ャルディスタンスなど

が叫ばれ、東京オリン

ピックも延期され、県

同行する皆さんの足を引っ張る有様。同僚から

「先ず歩く、毎日1万歩」のアドバイスを頂いた。

6月から挑戦を始めた。ゴルフ練習場への往復は

約10k皿、買い物にも歩く、最寄駅の3つ先の駅ま

で歩く、近郊の山を歩く等、とにかく車を使わず

に歩くことにした。スマホに記録された実績は、

入会の行事も全て中止という事態。今も世界中で

感染者の勢いは収まらず、長期の戦となっている。

私もコロナ禍で日常の生活が大きく変わった。

3月までは毎月15日程は外出していたが、4月に

入りステイホームに徹することとなった。しかし、

免疫力を高めるには体を鍛え、健康な生活を確保

しなくてはならない。一念発起し、定年前の体重

に戻す「ダイエットに挑戦」することにした。

10年前の定年時は72-3kgで、それが80kgに

までなっていて、趣味の登山ではすぐ息が切れ、

6月　40万5,200歩　268k皿

7月　46万7,600歩　272k皿

8月　53万7,200歩　355k皿　だ。

体重は6月1日の挑戦開始日は78kg、

7月には74kg前後、

8月では72kg前後　と、

効果てきめん。

9月に入り、減量のペースは

落ちているが、73kg前後を維持している。

中止していた登山も再開し、7月には涼を求め

て赤目の滝・長坂山、8月には猛暑の中、近畿

最高峰の大峰山(八経ケ岳1915m)に行って来た。

同行の皆さんのお荷物にならずに、楽しい登山が

出来た事が嬉しかった。「塞翁が馬」ではないが、

「コロナ禍を転じて、健康な体に鍛えていこう」

と思っている。

また、県人会の皆さんと元気な姿でお会いする

ことを祈念している。　　　(富士見町出身)

/‾、‾--甲へ__/

新型コロナウイルスの感染拡大で、市中での

消毒用アルコールやマスクの不足が深刻な問題

となっていました。特に一番必要とされている

医療機関でそれらの衛生用品が圧倒的に不足し

ている事態に、何か少しでも自分に出来ること

はないものかと思う日々でした。

5月の連休以降、少しずつ社会経済活動が再開

され、私の勤務先でも業務再開へ向けた準備が

始まりました。ウイズコロナの中での業務再開

には、やはりアルコール消毒液が必要だという

ことで入手先を探していたところ、NHKの関

西版のニュースで、四国の日本酒メーカーが、

消毒液に代替できる高濃度ア)レコー)レとして

「アルコール77%」を製造・販売し、医療機関等

へ寄贈されていることを知りました。
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私の頭の中に、近畿長野県人会の新年懇親会

でお世話になった南信州・飯田市の日本酒メー

カー「喜久水酒造」さんのことが浮かびました。

早速、飯田市の親戚を通じ問い合わせたところ、

5月の連休明けからまさしく「アルコール77%」

を製造・販売されるとのことで、すぐにお願い

して、勤務先の社内施設用として

購入することができました。

さらに、自身がお世話になっ

ている　かかりつけの医院等へ

寄付することが叶い、先生から

とても喜ばれました。

喜久水酒造様には大変助けて

いただき、心よ　りの感謝の

気持ちでおります。やはり

「長野は自分の拠り所だ」と、

改めて思った出来事でした。

一方で、私の故郷の下伊那郡松川町では、

それまでは大変賑わっていた「くだもの狩り」等

の農業観光産業が、コロナ禍となってからは全

く厳しい状況になりました。6月に旬を迎えた

「さくらんぼ」の時期には苦肉の策として、観光

農園から通信販売への切替えを行いました。

喜久水酒造の加藤社長と「喜久水77」

その後は、長雨に続く異常を

暑さという気候の状態で、桃

や梨の出来が芳しくないとも

聞いております。私も微力な

がら知人への紹介等で少しで

もお役に立てる事はないかと

これからも行動していくつも

りでおります。

(松川町出身)

/一〇○○、_両〇、、-一/

当店も休業すべきかと悩みましたが、完全予約制
マスク作り顛末記

佐野泰子

奈良県の香芝市に移り住み、美容室を開店して

40数年が経ちました。着付けができ、時間的に融

通が利くこと、田舎仕込みがかえって年配者には

入りやすい店として重宝がられ、今も続けさせて

頂いております。中には親・子・お孫さんと三代が

来て下さるお宅や、遠方へ引越されてもわざわざ

車で来て下さるお客様もおられ、必然的にお客と

店の関係以上のお付き合いになり、美容師冥利に

尽きる喜びを感じています。

そんなお客様方から「マスクが無い」と言われ

だしたのが今年の3月下旬頃です。

新型コロナウイルスがまん延しだ

したのです。そして全国に緊急事

態宣言が発令され、接客業の休業

が相次いだのはご存知の通りです。

にしていましたので、工夫をすれば3密が避けら

れる　と判断して営業を続けました。そして、こん

な時にお客様のお役に立ちたいと　スタッフと話

し合い、切望されているマスクを作ることにしま

した。全員が自宅や親戚から材料を集め、お客

様の顔を思い浮かべながら生地を選び、デザイン

して型紙を作り、布の裁断、ミシン掛け、ゴムの取

り付け、袋包装と、スタッフ3人で作業を分担し、

本業の空き時間を工面して作りました。そのお客

様限定品の手作りマスクはことのほか好評で、

数日後には「無料ではいただきずらい」と逆クレ

ームがつき、少額を戴くことにしました。その後、

複数枚の購入、男物・

子供用の希望など

本業に支障が出る

くらいの注文が入り

ました。
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瞬く間に生地やゴムなどが不足し、困惑してい

ると、お客様がそれぞれに「これを使って下さい」

と生地やゴムを持ってきてくれました。

やがて第一波感染が下火になり、市場に高性能

のマスクが出回るようになって、私たちのマスク

作りは終わりました。はっきりは覚えていません

が、300枚弱くらい作りました。その後も、私たち

が作ったマスクをして来店されるお客様が何人も

おられ、たった3ヶ月前のことでしたが、当時を

振り返って話に花が咲きました。お客と店双方の

関係がより深まったマスク作りの顛末です。

ふるさとを離れ50年余り、近しい親族との別れや

家族の代替わり　などによって、ふるさとはどんど

ん遠い土地になっていますが、美容室をしている

お陰で知り合いが大勢できました。私にとって

大和の国が終の棲家となりそうです。

もう現役を退く歳になりましたが、私より年配

のお客様が来店されますので、店に立たなければ

なりません。できるだけ若いスタッフに仕事を

任せながら、趣味の尺八とゴ)レフを楽しんでいる

遊び好きなオバさんです。　(佐久穂町出身)

/{、-一世、_/

PきR検査の思い出

今から17年ほど前に、私は仕事でPCR検査の

ことを調べていました。歯磨会社を早期退職して、

人材銀行からの紹介で精米工場の品質管理を担当

していました。ですから、PCR検査と言っても、

お米の品種がコシヒカリ、ササニシキ、ヒトメボレ、

アキタコマチなどの内のどれなのか、別の品種が

混ざっていないかということを検査するためで、

その頃は「DNA鑑定」と呼ばれていました。

関西にも、このお米のDNA鑑定をする検査業者

はあったのですが、検査室を見学したり、検査方法

の詳しい説明をしてもらえる所が見つからなかっ

たので、わざわざ東京まで行って、見学と勉強をし

て来ました。

お米のDNA鑑定には「粒法」と「粉砕法」の2つ

の方法があります。「粒法」では20-25粒のお米

をl粒ずつ別々に検査するので1粒ごとの品種が

何か判りますが、手間とコストがかかります。

「粉砕法」では25-50粒のお米をまとめて粉砕し

1つの検査サンプルにするのでコストが安くて

済みますが、混ざっている品種が何かまでは判り

ません。再度「粒法」の検査が必要です。

当時は、コシヒが)のような値段の高いコメに

他の安いコメを混ぜて消費者をだます悪質な業者

がおり、新聞・テレビのニュースになっていました。

原料で仕入れた玄米で混ざっていたり、精米工程

のミスで混ざってしまった場合でも、大きな事件

になる心配がありました。精米工場としては、日常

的にDNA鑑定を行って、異常を早期に発見する

必要があると考えられました。それには、自社で検

査をするのがベストです。

検査機器もそれほど高額ではなく、検査手法も

講習を受ければ難しくないと考えられましたので、

自社でDNA鑑定をしようという話になりました。

ところが、学校給食用のお米も扱っていて、納入先

からDNA鑑定の証明書を求められることがあり、

自社の検査結果では役に立ちません。社内と社外

で二重の検査をするのでは、経費がかかり過ぎる

ということで、PCR検査機器の導入は見送りに

なったのです。

今回のコロナ禍で、毎日PCR検査の話が出て

きて、なにか新しい、難しい検査だと思う方も多い

でしょうが、事件物のテレビドラマでお馴染みの

DNA鑑定と基本的には同じものだということ

を知っていただきたく、昔の事を思い出しながら

筆を執りました。　　　　　　　(長野市出身)
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平成31年3月16日に県人会の皆さまを長年

勤務した国立民族学博物館と定年後つとめている

吹田市立博物館の見学会にお迎えしたご縁から、

令和元年に入会した中牧弘允です。きっそく今年

の新年懇親会に参加したところ、いくつか新たな

ご縁に恵まれましたので、今回はその一つを紹介

させていただきます。

新年懇親会では松本市

出身の石川元也弁護士が

著書の『創意』を贈呈品

として5冊持参され、

壇上で内容を紹介されて、

いわゆる吹田事件のこと

にふれられました。

吹田事件とは、1952(昭和27)年6月25日におこ

った朝鮮戦争反対のデモ行進と警察との衝突に

関わるものです。吹田市内と国鉄吹田操車場内で

発生し、騒擾事件として立件されました。一審の判

決は1963年にくだり、騒擾罪は無罪、操車場内の

デモ行進は業務妨害にあたらずというものでした。

そこで、降壇後にきっそくご挨拶をさせていた

だき、立ち話をしていると、この春には事務所を

たたむつもりで吹田事件の関連資料・書類も処分

したいとの意向を示されました。石川弁護士は

1958年から弁護団に加わり、控訴審(二審)では

主任弁護人を務めた方だと後で知りました。何は

ともあれ、吹田市立博物館で引き取る可能性も

考えられるので連絡を取り合うことを約しました。

その後、新型コロナウイルスによる感染症拡大

のため動きがとれず、担当の学芸員とともに石川

弁護士事務所へ伺ったのは7月となりましたが、
一括して貴重な資料を預かることになりました。

また、他所で保管されていた関連資料も吹田市立

博物館で保存することとなり、8月には暑いさなか、

石川弁護士に博物館までご足労を願い、すべての

資料を実見していただきました。

吹田事件は東京のメーデー事件の翌月におこり、

占領終了後まもなくの事件として、吹田市として

は後世に伝えるべき歴史的に重要な事柄です。

その資料を散逸させることなく、当該市の博物館

に引き継ぐことができて嬉しく思います。

今回、はからすも長野県人会のつながりの中で

貴重な資料が公的に保存・管理される道筋がつい

たことを報告させていただきます。

見学会の時は館長をしていましたが、今年の4月

から「特別館長」の肩書になりました。時間を調整

して展示品のご案内をしますので、ぜひ吹田市立

博物館へおいでください。最寄り駅はJR岸辺駅に

なります。　　　　　　　　　(小川村出身)

私が見る大坂と大阪
巣山靖司*

信州と大阪は対照的である。信州人は武士的で

あり、大阪人は利潤追求の商人を好む。江戸時代の

士農工商によれば、武士と商人は対極的な地位を

占めた。社会意識より考えると、武士は死に直面

しているゆえ死を正当化しなければならないこと

から理念・理想に走る傾向があるのに対して、商人

は現世的で実利的で有り体に言えば金儲け主義

的である。信州人は理想追求の教育が好きである

ゆえ先生を尊敬するが、大阪では金のない典型と

される先生は尊敬の対象にならない。信州の死と

結びついた理念を求める心は、善光寺に代表され

る仏教と結合する。大阪では神社や寺も多くあり

宗教は盛んであるが、人間の生死の問題に関与す

ることは少なく、商売繁盛を祈願する傾向が強い

ように思う。
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大阪では実利追求の流れが強いので、理念・理想

と結合する政治への想いは歴史的に弱い。大阪を

自画自賛する「大阪学」を提唱するグループは、

幕府との関係で重要な、直轄領だったという問題

を棚上げしたまま、「大坂は天下の台所」と大坂の

経済があたかも　日本全体の経済を自力で支配

した如く大坂を賛美する。こうした大阪万歳論を

批判する学者が現れている。薮団員『武士の町・

大坂』は、大阪学が武士の人数を500人としている

のに対して9,000から10,000人と推定し、幕府の

直轄領支配の強さを示し、大坂の独立性を否定。

高槻泰郎『大坂堂島米市場』は大坂経済の中心で

ある米取引を分析し、米取引が幕府の規制と妥協

の下でおこなわれ、大坂商人の自由な独自性には

限界があるとした。大坂の豪商は政治に余り関心

を示さないまま、幕府の庇護を求めるようになる。

大坂商人の理念のなさと政治音痴は、明治維新

での豪商の壊滅的倒産という結果を生む。40軒

あった豪商のうち30軒が壊滅した。豪商たちは

目先の利潤追求に明け暮れて、動乱時に歴史を

学ぶこともなく、幕府の庇護を求めつつ、幕府を支

えようとしだ。壊滅的倒産でどん底にたたき込ま

れた経済を再建したのは、大阪人ではなく他藩や

他県からやって来た企業家であった。薩摩の伍代・

長州の藤田・京都の金子・近江の広瀬・埼玉の渋沢、

後になると甲州の小林、いずれにせよ大阪の企業

家のほとんどは大阪以外から来たのである。

商売をするのに学問はいらぬと言う大阪商人は、

歴史的な損失をもたらした。適塾出身の福沢諭吉

は　慶応義塾を、キリスト教を重視した新島裏は

同志社を、ともに大阪の地に創設したいと考えて

いたが、支援者がおらず　実現しなかった。また、

明治19年、大阪には第三高等中学校があったが、

文部省はこれを東京の一高・仙台の二高に次ぐ

三高とすることを大阪に示したが、大阪が消極的

であったので、京都に持っていった。この教育への

関心の希薄さは、現在の全国小中学校学力テスト

での最下位クラス低迷につながっているのでは

ないかと思われる。

私は信州人の理想主義を全面的に評価して、

その立場から大阪を批判しているのではない。

現実に立脚しない単なる理想主義にも危険性は

存在する。令和の時代でも、江戸時代にその土地

が置かれた立場から来る、考え方が、底流として

流れているように思う。　　　　(池田町出身)

*大阪外国語大学　名誉教授

名古屋経済大学　名誉教授

NPO法人新いちょう大学校　理事長

二人の恩師

今春以来、コロナ禍の影響で自宅に籠った生活

を余儀なくされています。皆様は如何お過ごしで

しょうか?

我が家では「終活」の一環として、アルバムの

写真、書籍、私の小中学校時代からの大事にして

いる保管品の整理を精力的におこないました。

小学校卒業記念の作文集、中学校卒業時の寄書き

は、引き続き捨てがたいものです。その中でも、

二人の担任教師から贈られた餞けの言葉は、私の

一生の宿題としています。

小学校の小林静先生は「素直にあれ!」と記さ

れています。小林先生の言葉は、ご自身の信念と

されておられたもので、級友の中で作家として

大成した畑山博君も心に深く刻み込んでいた

ようです。戦後貧しい時代にあって、この言葉

は自分の人間形成になったと、卒業後30年目に、

当時の出版誌「PHP」の創刊30周年記念号に

「ひとことの重み」と題して、詳細に上手な内容

で寄稿している。
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私は、小学校4年生の時に終戦を迎えました。

当時、故郷小諸には町立の国民学校が2校あり、

私は浅間山の裾野が見える「坂の上」に通学しま

した。戦後、校名は小学校に戻されたが、クラス

は卒業するまで男子生徒のみで、殺伐とした環境

にあり、担当教師は読み書きを教えるより、ガキ

ども40余名のシツケには大いに苦労したと、後

の「同窓会」で語られました。

中学校は、新制小諸中学校に入学する。町全体

で1校にまとめられていて、8クラス有ったが、

3年間組変えもなく、6組に在学した。クラスの

仲間は文武両道に優れたグループで、私は誇りに

思い、指導された担任教師に感謝しています。

担任の松本弘先生は餞けの言葉に「真実一路」と

記されています。この言葉は私も成人になって、

先生が自らモットーとされている事例に接して、

感銘し、教育者として尊敬しています。

お二人とも長野県の生まれで、教育者を志し、

県内で教育を受けられ、伝統ある「信濃教育会」

の指導精神が培われていた。私達は戦後の貧しい

時代であったが、秩序正しく恵まれた教育環境に

育った。どこの家庭も子弟の教育に熱心であった

が、先生方も生徒・父兄の期待に応えて頂いた。

現在、コロナ禍が長期化し、通学も制限されて、

教師との接点が乏しい子供たちを不幸に思う。

私達は教育に恵まれ、特に少年時代の二人の恩師

に心より感謝している。　　　(小諸市出身)

一‾、、_血へ葛_/

∴関壇の仲間と信州の山々へ
、島軋宗天

暦〇〇日

仲間たちと月に一度、山歩きをしている。ふだ

んは近畿一円の山をめぐっているが、私が長野県

出身であることを言い出すと、「年に一度は信州

の山に行こう」と盛り上がり、信州の山旅の企画

を任された。同行するメンバーは、皆歩くことが

達者とはいえ、七十歳を超えている。「山行の帰り

にはぜひ温泉に入りたい」「山麓の名所にも寄り

たい」などと注文・要望も多い。

数年前に八ヶ岳連峰の「天狗岳」に登った。

茅野から小海に抜ける)レートである。束天狗と

西天狗の両峰に全員で登ることができた。本沢

温泉小屋に泊まり、小屋の近くの河原にある日本

最高所の野天風呂に入浴できて大満足であった。

稜線の砂地にコマクサの群生が見られ、ハイマツ

に覆われた頂上付近では顔を出していたキノコ

(アミタケ)揺りもした。本沢温泉小屋の夕食には

キノコ鍋が出て、皆で舌鼓を打った。

その次の年はロープウェイで千畳敷に上がり、

高山植物の美しい千畳敷カールのトレッキング

木
沢
温
泉
小
屋
で
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をした。翌日は　木曽駒ヶ岳への登山組と麓の

高原ハイキング組に分かれて、それぞれ目的地に

向かい、午後にふもとの温泉で合流した。ハイキ

ング組は途中「マルスウヰスキー」の見学・試飲や

「かんてんばばガーデン」での豊かな伊那谷の

自然体験が有意義だったようである。真田丸が

話題になった年には、上田に近い菅平高原の

四阿山・板子岳に登り、別所温泉に泊まった。

他の年には、乗鞍岳にも足を延ばした。

今年は7月に霧ヶ峰の車山(1925m)に登り、

八島高原のトレッキングをする計画にしていた。

だが、3月以降のコロナ禍の中、感染防止のため

の行動自粛で中止にせざるをえなかった。来年の

夏山シーズンまでには感染の拡大が収まり、再び

山歩きができる様になることを祈るばかりだ。

私たちの山歩きは乗り物で標高差を稼いで、

日程に余裕を持たせ、疲労の回復を図りながらの

山行を心掛けている。仲間が集まり、好きな山・

登りたい山の話題になると、関西生まれの友人に

は信州の山への憧れが大きいことがよく判る。

私にとって信州の山々に仲間を案内すること

は、わが故郷の自慢でもあり、この上なく楽しい

時間でもある。一方で、全員が無事に帰るために

は計画段階で安全・安心への配慮が欠かせをい

と肝に銘じている。　　(長野市松代町出身)

百名山を全山踏破!
太田豊和

昨年9月、北海道のトムラウシ登山で百名山を

踏破しました。トムラウシは数年前に大きな遭難

事故で話題になった山ですが、今回は穏やかな天

気で、ナキウサギが声と姿を見せてくれました。

百名山は昭和39年に作家で登山家の深田久弥

さんが実際に登って選んだそうです。選定から時

が過ぎて、今では道路やロープウェイが整備され、

美ヶ原や霧ヶ峰など簡単に登れる山がある一方、

1日10時間以上の徒歩や数日の泊りを要する

聖岳の山頂で

きつい山もあります。また、田中陽希さんのTV

番組「一筆書き登山」でもお馴染みですが、あんな

にハードな事は到底無理で、私は麓まで車を使い、

ロープウェイにも乗って、楽なルートで年相応の

山登りを続けています。

私が百名山に挑戦したきっかけは68歳の時、

最後の山登りとしてキリマンジャロを選びまし

たが、高山病で登頂を断念せざるをえなかった事

で、再び意欲が出て、国内の百名山踏破を目標に

しました。歩く速度は亀さんですが、一歩づつ

足を前に出せば必ず頂上に辿り着きます。山小屋

で夕日を見ながら飲むビールで疲れも吹っ飛び

ます。長野県のシンボルの白樺やリンドウ、雷鳥

や　カモシカにも出会えますし、コマクサなどの

高山植物も見られます。ナナカマドの紅葉は高山

ならではの鮮やかさです。

長野県には北・中央・南アルプス、八ヶ岳と

3,000mクラスの山々が聾えていますので、29座

の百名山があり、ダントツの1位です。千曲川の

源流がある甲武信岳は信州・甲州・武州にまたが

り日本海と太平洋の分水嶺で、ほんの少しの湧水

が大河の信濃川になるのには感動しました。
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県歌「信濃の国」で歌われているのは御嶽・乗鞍・

駒ヶ岳・浅間の4山ですが、浅間山は火山活動の

ため登山禁止で登れるのは外輪山の黒斑山です。

御嶽山は登山可能でも、噴火の跡が痛々しいです。

名の知れた多くの山々の中でこの4山が歌われて

いるのは、麓からよく見えること、信仰の対象に

なっていることかな?

次のステップで三百名山を目指していますが、

今年は三密を避けて山小屋は使わずに、近畿周辺

の山に登っています。百名山は私のような素人で

も踏破出来ましたが、三百名山はテント泊や積雪

期の登山、薮漕ぎと言って道の見えない薮を掻き

分けて進むという体力・経験が必要な山があり、

全山踏破は困難ですが、無理をせずマイペースで

楽しみながら長く続けたいと思っています。

(千田市出身)

いや-驚きました。会社OB会の囲碁部長から

初段認定との突然の連絡を受けた時は、まさかの

思いでした。私は会社員時代さほど囲碁に熱心で

はありませんでした。退職後、一日中女房と一緒

は嫌だからOB会の囲碁同好会に集中して出席

しようと思い立ちました。出席して見ると皆さん

強く、てんで歯が立たず、5戦全敗で反省会に

出ても苦い酒で、面白くも何ともありませんでした。

定石の本を読みましたが、全く勝てません。私は

能力が無いので止めようと思いました。

丁度その時です。Aさんから戦いのコツとして

「極地だけでなく全体を見よ。強い相手に戦いを

しかけるな。自分の弱い所を把握しておけ」等と

対局を振り返りながら教えて戴きました。それか

らです、少しずつ勝てるようになったのは。勝て

るようになると意欲もわき、勉強にも熱が入り、

グングン上達し、持ち点も上がってきました。

そして、この一番に勝てば初段の点数になると

いう大一番を迎えました。対戦相手はBさんで、

今までの対戦成績もよく、自信を持って戦いに

臨みましたが、ポロクソに負けてしまいました。

悔しくてその夜は眠れませんでした。大一番に

弱いのは囲碁だけでなく、今迄の私の人生と同じ

だと、自省の思いの繰返しでした。後日、Bさん

から「日置さんの大事な一番とは知らず、申し訳

なかった」との謝りの言葉を貰いましたが、私は

「自分の実力がなかっただけです」と一応大人

の対応をしておきました。

その後は、今迄の快調さが嘘の様に負けが込み

出し、持ち点も減少の一途でした。結局あれは
一時のツキだけのバブルだったのだと、しっかり

気付かされました。こちらが強くなれば、相手も

本気で対応して来て、強気に出れば殺されるし、

慎重になれば地で負けるし、八方塞がりでした。

以前の私に戻り、全く面白くない状態でした。

その時、再びAさんからの指摘を受けました。

相手がハネたので、私は当然の様にツギましたが、

Aさんは「あれは二段バネの一手だ」と言います。

私が「切られてしまう」と言うと、「切られるマイ

ナスより　反撃の方が大きい」とのこと。目から

鱗で、囲碁の奥深さを感じ、この様な引出しを

多く持っている人が強いのだと実感しました。

それから徐々に持ち直しましたが、何せどん底

の点数からのスタートですし、獲得点数もわずか

ですので、点数の増減に関心はありませんでした。

そんな時、予想もしなかった嬉しい連絡を受け、

ラッキーと思うと同時に、以前のチャレンジ失敗

を思い出しました。思えば長い道のりでした。

囲碁を続けてきてよかったと思います。何度も

指導して戴いたAさんには感謝で一杯です。

(岡山市出身)
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与

私が育った北信濃では、お盆の8月14日の

朝は、おやさをたくさん作り、仏前に供えてか

らお下がりを大家族でいただいた。

おやぎといえば、具はナスでなければならな

い。毎朝採れる丸ナスを輪切りにし、みそと

砂糖と油を練ったものを皮に包んで蒸す。

40代のころ、病院の職場での友だちと6大で、

信州大旅行をした。善光寺前の店で皆はつとに

有名な信州おやきを買って自宅へ送っていた。

冷凍ものだったが--。

21年前に亡くなった次兄は、当時5年生の孫

に、「Hや、俺が死んだらおやきを仏さんに供え

てくれや。もしナスがない時期だったら紙に
’`ナスあん’’と書いて供えてくれや」と頼んで

いた。

この夏、わがふるさと中野市にもコロナ患者

が出たと報せがあり、34回目のきょうだい会へ

の出席を断念した。ならばと、ネットで検索し

て〈安曇野風おやき〉に挑戦し、試行錯誤の末

に8回目にしてようやく会心の思い出の味に

たどりつけた。

職場で唯一無二の親友となった松代町出身

の尾崎和子さん宅に、材料一式を持参し、一緒

に作り、亡きご主人の仏前に供えることにした。

8月29日に70ケほど作り、冷凍して、お彼岸

のお客さんに渡すことになった。

ついでに、二人で俳句もひねりました。

初嘆や　亡き夫(つま)植えし　沙羅双樹

3年前に植えた樹が今年の夏に初めて咲いた

そうです　　　　　　　　(中野市出身)

沙羅双樹の花

一‾、-葛岬

ケーキとパンの教室をオープン」
小倉尚子

大阪は、ようやくコロナ禍が少し落ち着いた

ように思えますが、皆様お元気でお過ごしで

いらっしゃいますか。

世界全体を揺るがし、未だ

ワクチンが開発されていない

見えない敵二コロナウイルスで

すが、ソーシャルディスタンス

やステイホームという言葉を短

期間で、当たり前のように受け

止める世の中になったと実感

する今日この頃です。

そんな中で私事ではありますが、2年越しで

完成した自宅にて9月からケーキとパンの教室

をオープンいたしました。2018年より「鎌倉

しぶおん」の青井聡子先生に師事して学んだ

材料にこだわって、究極にシンプルで美味しい

チョークアートの看板

シフォンケーキを目標にする教室です,

また時にはパン屋さんでも売れるような

パンを目標としたレッスンも行います。

私自身健康志向があるゆえ、国内産の

材料や添加物を減らすなどできるだけ

身体に良いものを使うようにしていま一丸

赤ちゃんからお年寄りまで、安心して

楽しんでいただける　シフォンケーキや

パンです,
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そして教室の　もう一つの目玉　として、娘が

作るパスタランチがあります。ランチの内容は

自家製のソーセージをはじめ、手作りの前菜・

スープ・サラダ・パスタ・デザート付のもので、

基本はレッスンと合わせて、ランチ付コースに

なっています,

最大3名様のプライべ」ト形式の予約制で、

除菌や換気に留意し、楽しみながらレッスンを

受けていただけるよう心がけています。もし、

ご興味を持たれた方がおられましたら、下記へ

お気軽にご連絡をいただければ幸いです。場所

は大阪市城東区今福南です,(岡谷市出身)

chiffonぱすて-る

PaSte=argo@vioiet.plaIa,O「,jp

O90-9048-4801

・‾〇、_一山‾、○○_/
選挙、　　に始まります。先生は明治23年9月23日、上諏

新型コロナウイルスがここまで長引き、そして

今でも人々に脅威を与え続ける事になるとは想像

しませんでした。6月過ぎて

暑くなると自然収束するもの

だと見ていました。日常生活、

経済活動、文化活動も大きく

制限され、今後この影響が

どう出て来るか心配される

訪町北沢(現・諏訪市)に誕生され、いろんな努力を

されて詩吟学院が誕生し、今日に至りますので、

今も大阪岳風会の行事では毎年、諏訪の地蔵寺山

にある木村岳風先生の墓参や、生家と記念館への

毎日です　　　　　　　　武漢にて

私は、日本の伝統文化である詩吟を40年やって

いますので、今回は、詩吟をテーマに長野県との

接点を交えて、少し書いてみたいと思いま‾れ

詩吟とは漢詩や和歌などに独特の節回しをつけ

て吟ずる、日本の伝統芸能の一つです。下腹部に

力を入れて、腹の底から声を出すのは精神面で

も、健康面でも、大いに効果があると思います。

日本にはいくつかの詩吟の団体がありますが、

私が所属しているのは公益財団・日本詩吟学院

認可の「大阪岳風会」です。この日本詩吟学院を

作られた方は、近代吟詠の祖と言われる木村岳風

先生ですが、長野県の人でして、昭和初頭の創設

ツアーも実施されています。

私も長野県出身で、詩吟の雅号は

「木村泉岳」と申します。木村岳風

先生と直接の繋がりはありません

が、長野県人として誇りに思って

おります。いろんな教室でお稽古

をしていますが、県人会に

詩吟の同好会を作り、

頼山陽の名詩吟「川中島」

を皆で声高らかに吟じた

いと思います。

私は、詩吟は上手では

ありませんが、大好きで

すので、関心のある方は

下記へ電話かメールでご

連絡下さい。お待ちして

いますt　(松川村出身)

「lI仲島」拓本の掛軸　　090_1448_2844

marketing.kimura@docom○○ne,jp
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母の思い出
一明治生まれの芯の強い女性一

北澤健司

今年は第二次世界大戦終戦から75年の節目の

年です。8月にはそんな背景もあり、テレビ新聞

などでいろいろな特集が組まれており、改めて

広島・長崎の原爆、戦艦大和や武蔵の最後、沖縄の

ひめゆり部隊などの悲話を再確認できました。

今更ながら戦争の悲劇や惨たらしさを思い知り、

今後再びあってはならないことを強く念じまも

きりながら、戦争を実際に戦った経験者の年齢

は90歳を超え、生存者も少なくなり、また、その

時代を生きた方々も高齢化されました。今年79歳

の私でも、幼年時代の事ですので当時の本当の姿

は余り解っていません。しかし私は戦争遺児です。

今年の映像をビデオに残し、私の育った頃の記憶

や家族の苦労をしっかり伝えるべきであると思い

立ち、今回の投稿も決意しました。知っている者

が伝えなければ戦争は単なる映像上の活劇になっ

てしまい、カッコいい時代劇になってしまいます,

私は昭和16年5月3日生れの所謂戦前派です。

母は明治41年の生れで昭和49年に66歳で死亡。

父は昭和18年に37歳という高齢での徴兵で出征。

翌年ビルマ・インパール作戦に参戦し戦死。白い

箱に入った遺骨代わりの砂が届けられました。

父が出征前の我が家は祖父母・両親・子供3人

の7大家族で父は伊那地方で有名な製糸会社に

勤務し、比較的裕福に暮らしていたと聞きます。

出征時、私は2歳、妹は母のお腹の中で二人とも

父の顔も父親のいる家庭の味も知りません。

一人息子の父が戦死してからは、老人2人・母・

子供4人の7人の生活が母一人の肩に懸ることに

なりました。収入が途絶え、母は自前の田畑二反

歩ばかりを不慣れな女手一つで耕し、お米や野菜

を作りました。当然全員の食糧には足りません。

姉は入学したばかりの女学校(現在の高校)を中退

し、勤めに出て家計を助けました。囲炉裏を囲み、

20ワット電灯の薄暗いゴザ敦の部屋で7人が固ま

って粗末な食事をしたことをよく思い出します。

板ふき屋根の古い家は　よく雨漏りがしました。

私達は幼な心にも貧しいということは解りました

のでいろいろ幸いこともありましたが、そんな生

活も苦になりませんでした。当時は概ね幼馴染の

家庭も同じような状態だった記憶があります,

母からはよく「『後家の子は三文安い』と言われな

いように頑張りなさい」と激励されました。

私は会社に入って一人で生活するようになって

から、時々経済的なピンチがありましたが、母が

当座の食べるものがない・お金がない時の切なざ

辛さをどう耐えて乗り越えたのかを考えたときに、

何とも申し訳がなくて助けてとは言い出せません

でした。ただ、母には近所に伸の良い兄姉が5人

おりましたのでその点では心強かっだと思いま〇九

その後、兄・私・妹はお陰様で、国や県の育英資金

を借りられましたので、高校までは出してもらえ

ましたが、さすがにその上までは言い出せません

でしたので就職しました。会社では当時、大卒は

一割程度でしたので、高卒でも大事な人材として

働き場所を得られたことは幸せでした。このよう

に育った環境ですから、姉・兄・妹たち(私以外は

信州在住)とは本当に伸が良く暮らしております。

祖父母を送り、子供たちの独立を確認した母は、

病気を得て、兄姉の末っ子ながら一番先に66歳で

他界しました。16歳で結婚し、37歳で夫を戦争で

亡くして、家族の生活を一人で支えた母は、自分

の人生についてどのような思いを持っていたのか

聞いてみたい気もしますが、多分、子供達がそれ

ぞれ家庭を持ち、孫達にも恵まれ、平穏に暮らし

ているので、これ以上の　嬉しくて幸せなことは

ないと言うでしょうね。

明治生まれの芯の強い女性の一生です。

感謝以外の言葉はありません。
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コロナ禍で大変な中、

この4月から長野県大阪

事務所の所長に着任した

越一雄と申します。

実は平成22年4月からの

4年間、次長として在籍

していましたので2回目

の大阪勤務となります。　　　越所長

当時お世話になった方々もおられますが、改めて

今後とも　よろしくお願い致します,

近畿長野県人会の皆様には日頃より　故郷信州

・長野県の発展の為に、当事務所の運営をはじめ

各種事業に多大なるご支援・ご助言・ご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

また、近畿長野県人会の存在は、関西における

長野県出身者の大きな拠り所となるとともに故郷

に関連した交流事業の他、全国高校野球選手権や

全国高校ラクビー選手権、京都で開催される全国

高校男女駅伝、京都・広島で行われる全国都道府

県対抗男女駅伝に出場する代表校や代表チームへ

の応援などの活動は、長野県民にとっても大変に

ありがたい「信州応援団」として、頼もしくも、

心強い存在であります。

さて、当事務所は関西及び関西以西の皆様に対

する信州・長野県への観光誘客の情報発信のほか、

企業誘致、移住促進(希望地ランキングで14年

連続1位を獲得)、全国に誇れる農畜産物の販路

拡大、そして各地域の長野県人会との交流による

情報連携の構築などに向けた取組みを行っており

ます。

将来的に関西地域はリニア中央新幹線や北陸新

幹線延伸などにより、さらに交通の重要な要とし

てクローズアップされる地域となり、大きな期待

が寄せられると考えられ、当事務所も今後益々重

要な役割を担う機関に変っていくものと思います。

現在、県職員及び観光機構、中小企業振興セン

ターの職員を合わせて9名で運営していますが、

今年度は「新型コロナ」による予想もしなかった

「感染症」が発生し、未だに収束の気配が見られ

ない厳しい状況の中で、今まで当事務所でも思い

切った行動が取れていないのが実情で、大変

悔しい思いで‾九

このような状況下ですが、今後も魅力溢れる

「爽やかな信州・長野県」を精力的に情報発信し

ていくと共に、県民がこよなく愛する県歌「信濃

の国」の魅力と、県民皆が歌える素晴らしい

県民性、そして、本県に数多くある「○○日本一」

を　色々なメディアを通じて広く告知していく

事で、これまでと違った観点からの魅力も伝えて

いきたいと考えています。

最後に、県人会の皆様には、これからも信州・

長野県の応援団としてお力添えをお願い致しま

すと共に、近畿長野県人会の今後益々のご発展と

会員の皆様のご健勝・ご活躍を心より祈念申し上

げま・丸　　　　　　　　　　　(須坂市出身)

須坂市から望む飯綱山と北アルプス
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2019年10月27日から、FDA(フジドリームエ

アラインズ)により、「神戸空港」と「信州まつも

と空港」を結ぶ便の運航が始まりました。

2020年10月25日からは発着時刻が一部変更とな

り、神戸空港を10時00分に出発し、11時00分に

信州まつもと空港に到着します。また、空港から

松本駅までは飛行機の到着時刻に合わせ、シャトル

バスや路線バスが運行されています。さらに7月から

始まりました「Go Toトラベルキャンペーン」を

利用すればお得にお出かけできま一九

飛行機に乗ってお手軽に、Go Toトラベル事業を

利用してお得に、信州へお出かけしませんか。

※　Go Tbトラベル事業の対象の確認は、

旅行会社にお問合せ願います。

平安時代には信濃の国府が置かれ、中世には信濃

の守護の館の所在地として、また江戸時代には松本

藩の城下町として栄えてきた「松本」。

2つの国宝「松本城」・「旧開智学校」などの他に

も見どころがたくさんあります。

中山道と北国街道を連絡し、松代藩、さらに善光

寺へ向かう北国西街道沿いに広がる「中町通り」。

この通りには、酒造業や呉服などの問屋が集り栄華

を誇ってきました。しかし度々大火に見舞われたこ

とから、漆喰で作られた``なまこ壁の土蔵’’を築き、

主要な施設や町家を守ってきました。今でも多くの

土蔵造りの家が残っており、白と黒の簡潔な　デザ

インはコントラストが美しく、古き松本の雰囲気を

漂わせています。

毎年恒例となりました観光物産展を下記のとおり

開催を予定しています。

日時:令和2年12月18日(金)10:00-18:00

12月19日(土)10:00-17:00

場所:せんちゅうパル(千里中央駅近く)

内容:6県(長野・栃木・群馬・新潟・山梨・静岡)

の特産品販売と観光PR

※　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

中止する場合もあります。下記ホームページ

でご確認願います,　　https:〃www.

Pref,naganO,ig.jp/OSakajimu/index.htmi

りんごのおいしい季節となり、スイーツの店の

ショーケースにはアップ)レパイが並び始めていま

す。アップルパイといえば「紅玉」をイメージさ

れる方が多いですが、今年はクッキングアップル

と呼ばれる「グラニースミス」で作ってみませんか。

この「グラニースミス」は11月頃から　店頭に並び

始め、生で食べると酸っぱい青リンゴですが、砂糖

を加えて加熱調理すると　その酸っぱさが際立ち、

とてもおいしいアップルパイができます。

長野県北部の飯綱町や小布施町などの　りんご園や

農産物直売所では通販も行っています。

台風19号からの復興支援として、大きな被害を受

けた長野市長沼地区で「地元の味噌蔵の再生と地域

の笑顔と絆を取り戻そう!」を合言葉に「キセキの
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みそ復活プロジェクト」が今年3月に立ちあがり、

この取り組みを支援するクラウドフアンデングが

開始されています。多くの皆さまの応援、よろしく

お願いします。　　https:〃kisekinomiso,COm/

キ略言ゐ靭名義蒜蒜
日本-i3超しI方みそをもう一度、長野市長沼で!

「キセキのみそ」とは、長野市長沼の小川醸造場

で明治18年から135年間作り続けられた味噌で、

4代目の小川泰祐さんは、地元産の大豆にこだわり、

自分でも大豆畑を耕しながら仕込んで来ました。

昨年の10月7日、全国味噌鑑評会へ出品するため

19号による豪雨で千曲川が決壊し、地区一帯は水浸

しになり、醸造設備も仕込み中の味噌も壊滅してし

まいました。周囲が泥まみれで、混乱の中、30日に

は「農林水産大臣賞」受賞の知らせが届きました。

「日本一のみそ」として評価されたのですが、味の

決め手になるのは原料や仕込み方法だけではなく、

味噌蔵に住み着いた麹菌や乳酸菌の助けが必要で、

この壊滅状態では、新しい設備を作っても味の再現

は不可能です。ところが、県の工業技術総合センタ

ーが、鑑評会に出品したサンプルから麹菌や乳酸菌

などの分離・培養に成功しました。

気を取り直した小川さんは、濁流に流された大豆

畑を再生し、醸造場を再建して、地域から愛された

サンプルを発送しました。その6日後の13日、台風　「日本一のみそ」を復活させようと決心しています。
‾ヘ音へ-〇〇一二一一一°。-一、一〉、、一〇-　‾へへへ-二、、--〉’、、--〉¥、、喜一--　一、一一。-一°、一・-、、---一、、一一-一〇¥--〇〇一二、、、-一、〇一〇〇一〇、一一一一一〇、、--¥、、〇・〇一〇一一-

「島根・長野県人会」が結成 事務局だより

昨年7月に島根県在住の長野県出身者らが　秋の日帰り旅行開催一南海電車を利用

「島根・長野県人会」を結成した。　　　　　日　程　令和2年10月21日(水)

その最初の活動として「島根と長野を語る会」　行　先　錦秋の高野山めぐり

が今年9月18日(土)に松江市で開催された。

・会長　服部泰直(松本市出身)島根大学学長

・会員　20名

同好会だより

◇上方演芸の会

文楽公演が10月31日半年ぶりに再開される

・11月2日(月)午後6時　開演

会場　文楽劇場(1階ロビー5時半集合)

演目　本朝廿四孝(諏訪湖が舞台)

鶴沢清志郎(飯田市出身)が出演

会費　4,000円

◇マージャン同好会
・10月13日(火)午後1時　開催

会場　大和クラブ(大阪駅前第1ビルBl)

◇ハイキング同好会
・12月1日(火)9時30分　阪神魚崎駅

毎年恒例の「灘の酒蔵巡り」

拳記事が何もないため、発行を見合わせることも

4考えましたが、こんな時だからこそ、少しでも
∩　　　ノヽ　t一。∴一〇　一」しふ、_重_　二　〇._　し」　_　一三と-,_　し　-《　,

真田家ゆかりの蓮華走院で昼食

参加者　18名

新入会員の紹介(令和2年3月以降)

(敬称略:氏名・出身地二紹介者)

森　昭暢　(大阪府)　=事務局

青柳登志子(大阪府)=遠藤正典

五味和芳　(大阪府)二木村憲行

圏圏圏圏圏圏圏圏圏圏圏圏嗣
紡編集後語　　　　　　　　　り

第三重器聖霊罷業誓書両
∩

∂
勤
∩

絹業富津誓書荒業部
4弓、ただき11ページを埋める事ができました。　l
号)コロナにめげず、感染防止に配慮しつつ、

d
n

活動を再開していきましょう。

(安藤隆雄　記)
園園閉園雨㊦㊦㊦㊦㊦㊦畿
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危勅・長野県への移住に傍するとと存ら…

大阪梅園の

長野県大阪移住。交流サボ00トデスクに

お気軽に!

ご相談ください!

信州・長野県への移住をお考えの皆さまの身近な相談窓口として、

大阪駅前第1ビル　8階に『長野県大阪移住・交流サポートデスク』を

開設しております。たくさんの皆様のご利用をお待ちしております。

まずはお気軽にお電話をどうぞ!

☆多　「オンライン相談」も対応可能です!ご希望の方はご連絡ください

☆多　「facebook」で長野の情報を発信していますので是非ご覧ください

場　　所　〒530-0001

大阪市北区梅田1-3-1-800

大阪駅前第1ビル8階

(長野県大阪観光情報センター内)

電　　話　06-6341-7006

F A X O6-6456-2889

薬霞信州
Iむが澄む・信州に住む

楽園信州

長野県の移住ポータルサイト

E-ma=　osaka-ijudesk@pref.nagano.ig.jp

Facebook https://WWW.faceb○○k.com/○○Sakaijudesk/

相談時間　月曜一金曜　午前9時30分一午後5時

(土曜、日曜、祝日は休業)

※相談で来訪される場合は、事前のご予約をお勧めします

信州版　新たな藤のすゝめ
新型コロナウイルス感染症が終息しない中

新しい旅の仕方が求められています

訪れる方の
コロナ対策

迎える方の
コロナ対策

信州の
安全・安心
楽しい旅

お互いが感染防止に取り組むことで、信州の旅を

安全・安心で楽しい旅にしていきましょう

皆さまのお越しを心よりお待ちしております


