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　早いもので、週末、山荘に通い始めて、３

回目の夏が終ろうとしています。親の代から

町暮らしで田舎の無かった我々夫婦にとって、

ここは自然の宝庫、別天地です。道中に出会

うシカやイノシシの親子、野ウサギ、タヌキ

達等、もう信じられない世界です。

　何よりの自慢は家の中から雲海を眺められ

ることです。夜明けの雲海はまるで自分が天

上の世界にいるかのような感動となって、

思ってもいなかった嬉しいプレゼントです。

　春、あちらこちらに咲き乱れる桜や庭の可

憐なスミレ、鶯の声、シカの“ピュ－、ピュ

－”という鳴声もよく聞こえてきます。

　息子一家も呼んで、上郡の町へ出掛け、広

くてゆったりとしたショッピングセンタ－で

買物をして、デッキで眼下に広がる上郡の集

落や田畑を眺めながら、新鮮な野菜や魚やお

肉等、お腹が一杯になるまでバ－ベキュ－を

楽しみます。

　夜、外へ出ると満天の星空で、砂を蒔いた

ようなという表現が、この年になって初めて

理解できました。ホタルも第二ゲート近くの

川沿いで、いっぱい飛び交っているのに誰ひ

とり見に来ず、我々だけの独り占め状態に驚

く感じです。

　夏のプ－ルも最高です。あの緑の中の素敵

なロケ－ションの中、孫と思いっきり遊べま

す。休憩していたら、大きなトンボが指に止

まりに来たり、考えられない楽しさです。

　夕立も町のそれとは違い、雷が地の底から

響く感じで、すごい迫力です。

　昨年は上郡の花火大会も大きな思い出とな

りました。夜店と言ってもゆったりのんびり

したもの。でも花火は圧巻。川の中州から千

五百発の打ち上げ花火。あんなに近くで、真

正面のすごい音と美しさでもう大感激でした。

Ｘ５地区　植田　直美

播磨自然高原の楽しさ播磨自然高原の楽しさ
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　夏の早朝、一斉にセミが鳴き始めて目覚めて

いたのが、ミンミン蝉やツクツクボウシに変

わって、虫が鳴きはじめ秋の訪れを感じさせる

ようになり、シカも冬の仕度か敷地の中まで

入ってきて、葉っぱを食べつくしています。

デッキでは七輪でサンマを焼くなど、ここでし

か出来ないことです。

　秋の落葉はすごいけれど、コタツの中から視

覚いっぱいに広がる青空に浮かぶ白い雲を眺め

て、何とも心がゆったり休まります。

　冬は自然の厳しさが身に凍みました。水抜き

や水道管の破裂や大変なことも色々とありまし

たが、コイルを巻いてもらったりして乗り切り

ました。でも、ツララを孫に見せてやったり、

自然が作り出した七色のキラキラの木立に感動

したり、熱いお鍋で体を暖めて零下の暮らしも

楽しんでいます。

　日常を離れ、自然の中で「人・車」と無縁の

時間を過ごせて、心が癒され、満たされた気持

ちになります。

　主人の日曜大工の楽しみと、私の自然に浸れ

る最高の山荘の暮らしがいつまでも続けられた

らと願っています。
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山荘ライフ

　第２の就職先も決まり、これからの人生の過

ごし方を考え始めた平成23年3月、初めて播磨

自然高原を訪れました。人生の後半は海に向か

ってのんびり竿でも出せたら…なんて漠然とし

た田舎暮らしのイメージしかなく妻と淡路島へ

物件を見に行ったりもしました。しかし、3月

11日の東日本大震災で「海よりも山」というこ

とで播磨自然高原をネットで見つけたのがきっ

かけでした。ちょっと贅沢かな？とも思いまし

たが、これからの半生と、これまでの自分への

ご褒美ということで背中を押してくれる人もあ

り、物件を探すことにしました。限られた予算

の中で①道路からフラットに出入りできること

②薪ストーブが置けること、が絶対に譲れない

最低条件でした。80歳を過ぎた両親もたまには

連れて来てやりたいし、自分たちがいつまでも

利用するには出入りに階段を使う物件では限界

があると思ったからです。そして、夢であった

薪ストーブも是非置きたい！こんな思いで高

原クラブさんにもお世話をかけましたが、2回

目の訪問で縁あって住商工業㈱さんに現在の

山荘をご紹介いただきました。吹き抜けの高

い天井と剥き出しの太く大きな梁、漆喰の壁

とレトロなシャンデリア、景色が一望できる

浴室等々、前の持ち主の方のこだわりが感じ

られる物件で、妻と二人即決しました。デッ

キの張替えと外壁の一部リフォームも終了し、

その年の夏から本格的な“山荘ライフ”がス

タートしました。

　心身のリフレッシュと非日常を求めて月1回

ペースでは行くようにしていますが、奈良の

自宅からは２時間30分ほどかかります。最近

は金曜日の夜に自宅を出て、途中で食事をし

ながらなんとか第1ゲートが開いている時間に

到着するようにしています。このゲートを通

ると「時間の流れの違う」そんな世界に入っ

　

K地区　大西　　眞

あるがままの山荘ライフあるがままの山荘ライフ
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ていける気がするのです。真っ暗な高原内の道

路や木陰で、ヘッドライトに照らされた鹿やイ

ノシシの出迎えに最初はびっくりしました。聞

いたことのない鳥の鳴き声や星の輝きなど忘れ

かけていた新鮮な驚きがありました。

 これまでの２年間は薪ストーブの薪作りのた

めに山荘に行く日が続きました。自宅でなら休

日を利用して１ヶ月程でできる作業が月１回山

荘に行くだけでは半年以上はかかってしまいま

す。それでも薪割り機のおかげで、向う10年

分くらいの薪が積みあがりました。薪ストーブ

で揺れる炎を思いながら流す汗は格別なものが

あります。

　そして、山荘を持って何よりも良かったと思

えるのは、前の会社の同僚や後輩達が気楽に訪

れてくれることです。２年余りで延べ50人

弱、なかには４回も遊びに来てくれたグループ

もあります。高原内の船坂ゴルフ倶楽部でゴル

フを楽しんだ後は山荘でＢＢＱや鍋料理です。

各自飲みたいお酒だけを持参し、みんなの注文

も聞きながらビールと食材は私達が用意しま

す。決して贅沢なもてなしはできませんが、妻

も一緒に時間を忘れ語り合うのは最高です。

　会社を離れれば疎遠になりがちな関係を“山

荘”は繋ぎ止めるだけでなく、より絆を深めて

くれるそんな気がしています。ここ播磨自然高

原での“山荘ライフ”はまだスタートしたばか

りですが、ここでの過ごし方でできるだけ心掛

けていることは「何事も時間を気にしないで

…」ということです。自然の流れの中で起きた

り寝たり、そして食事をする、そんな暮らしが

できればと思っています。

　「ボールはあるがまま…」というゴルフの精

神ではありませんが、妻と二人、元気な限り自

然体で“あるがままの山荘ライフ”を楽しんで

行けたらと思っています。
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山荘ライフ

　早いもので山荘滞在は15年になる。播磨にはツ

イナー（推掌）による治療をして頂いた故二道泰

宏先生から「気の養生に来ませんか」のお誘いが

あり、初めて訪れた。山陽高速道路が開通する前

の頃である。広大な高原と整備された自然環境に

魅了され、直ぐにＺ地区の今の山荘を購入。車道

から山荘入り口までの急勾配の坂、壊れかかった

階段などは目にも入らず、ただベランダからの眺

望に惹かれその場で即断した。

　丁度新緑の季節で、下界にはコナラの海が広が

り、高原の山々のパノラマに圧倒された。秋は視

界一面が紅葉に染まり、晩秋からは壮大な白い帯

状の雲海が山々を縫う。そして、朝夕には、可愛

い訪問者ヤマガラとの語らいがある。「ジー、ジ

ー」と声をかけると、近くの枝で「ジーージー」

と応えてくれる。とても人懐こい鳥である。

　右下の絵は、元同僚の天羽均先生による「ベラ

ンダを訪れるヤマガラ」である。2009年11月、

天羽先生が主催する関西パステル画等による秋の

合同写生会を播磨自然高原で開催した。20数

名のメンバーが結集し、「山の家」を中心に黄

金色がなびく高原の息づきがキャンパスに切り

取られた。絵はその時の作品である。

　高原でのスケッチは二日にわたり、終了後は

山荘でメンバーによる熱気に充ちた寸評会が

延々と続いた。絵画の評価など、私にとっては

初めての経験であったが、秋の夜長を満喫した。

　週末の山荘滞在は殆ど「力仕事」に終始する。

階段や林の間を縫う小道づくり、枯れ木等の伐

採、畑の耕し、腐葉土づくり、シャクナゲ等へ

の施肥など、季節ごとの作業は待ったなしであ

る。山荘に到着するとすぐに野良着に着替え、

チェンソー、ノコギリ、スコップ、鋏等を持っ

て屋敷の中を登り降りする。これまでいろいろ

な花木を育ててみたが、新芽の段階で先住の生

き物達に食され、なかなか育たない。しかし、

大好きなシャクナゲ、これは育ちがいい。亡き

父が送ってくれた矢部（福岡県八女市）のツク

Ｚ地区　佐藤　優子

四季折々の播磨自然高原四季折々の播磨自然高原

（紅葉の秋、ベランダに訪れるヤマガラ）
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シシャクナゲをはじめ、洋シャクナゲが、現在

100本ほど育っている。

　春のシャクナゲ、秋の紅葉、冬の雲海とヤマガ

ラ訪問に加え、夏は何よりも「ヒグラシ」の声で

ある。この鳴き声

は、宝塚の自宅裏

山からも聞こえる

が、山荘では、す

ぐそばからくるよ

うに感じられる。

７月の梅雨明け早

朝5時頃のひと鳴

きを合図に一斉に

始まるヒグラシの

鳴き声は壮絶である。これを聴きながら、再び眠

りに入る至福感はたとえようもない。

　暑い中での１日の野良作業はこの声が夕方再び

ひときわ大きくなる頃終りとなる。ヒグラシの甲

高くも幾分物悲しい鳴き声はお盆の頃まで続く。

　昨年から山荘滞在の楽しみが倍増した。東京在

住の長男夫婦と孫が5月、8月と帰省の都度、山

荘に訪れるようになった。

　5月にはベランダに鯉のぼりを掲げ、8月には

高原第二ゲート側の安室川で網での魚捕りも楽し

むようになった。この辺りは6月ごろには蛍が飛

ぶなど、まだ豊かな自然が残っている。安室ダム

の上流側にも整備された公園があることに最近気

付いた。

　宝塚から高速に乗って2時間近くの道のりは遠

い。しかし、途中立ち寄る赤穂の坂越や日生「五

味の市」の海の幸には、また瀬戸内海の四季の豊

かさがある。冬のカキ、春のサワラ、夏のハモや

アナゴなど、そして五味の市では地域のコミュニ

ティとの掛け合いが楽しい。

　仕事中心の宝塚での暮らしから抜け出し、週末

を豊かな自然環境の播磨で過ごす中、何よりも大

きな変化は連れ合いとの共通の楽しみを見出した

ことである。チェンソーや斧の使い方、畑の耕し

方やコンクリートの作り方など、屋外作業のイロ

ハはすべて連れ合いの教示による。これらの作業

が楽しくてたまらない。連れ合いの退職後は、週

末だけでなくもっと時間をかけて季節折々の高原

暮らしを味わいたいと願っている。

　高原への期待が増すこの夏、水道の漏水や大風

による枯松の倒木、そして軒下の蜂の巣駆除など

トラブルが続出し、管理事務所の皆さんには極め

て迅速に対応し処置していただいた。「四季の移

り変わりと共にいろいろな表情をかもし出す情景

をバランスよく残しながら、自然との共存が出来

る環境を如何に保っていくかが、管理をする上で

もっとも注意を払うこと」は、清水代表理事の言

葉である。現在の播磨自然高原クラブが発足して

早10年、高原の環境を維持する体制は着実に整

備されてきたと実感している。一方で、2002年

のあの異常な体験は、自然環境は在るのではなく、

高原のすべての構成員が守っていくものであるこ

とを、改めて思い出させてくれる。

（山道沿いのシャクナゲ）

（安室川で遊ぶ真夏の昼下がり）
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山荘ライフ

山荘との出会い

　今から四半世紀ぐらい前のある日、夫が「ち

ょっと聞いて、すごく良い所があるんや！」と

興奮気味に帰宅しました。会社の先輩とゴルフ

をご一緒して、その方の山荘にお邪魔した際、

播磨自然高原に魅了されてしまいました。当時

夫の両親と同居するために、茨木市に転居した

ばかりで、双方から運び込んだ生活用品が悩み

の種でした。「そうね、もう一軒家があれば役

立つね！」と考えたように思います。翌週早速、

Ｍさんに案内していただきました。

　当時では珍しい立派なオーブン付きストーブ

が置かれ、デッキからの2号線鯰峠や美しい山

並みが印象的でした。

　ほとんど私も一目惚れでした。ご縁があった

のでしょうか、初代の持ち主の方も茨木の方で

した。

嬉しい山荘での日々

　それからは、週末や長期の休みが楽しみでし

た。中学生と小学生の息子達のスケジュールを

調整し、出来るだけ山荘に通いました。

　夏には、満天の星のもと、明るい窓辺に昆虫

がいっぱい群がります。カブトムシ・クワガ

タ・コガネムシetc。子供達は大喜びでした。

最近は、めっきり昆虫が減っています。「沈黙

の春」の前兆かと心配しています。

　「家を持つと転勤になる」と言われますが全

く本当でした。夫が海外勤務になり、タイ・マ

レーシアで約10年間の生活が続きました。山

荘への足が少し遠のきましたが、日本への出張

や一時帰国の際は、大好きな山荘で過ごしまし

た。私が嬉しく思っている事は、「ここではお

母さん　休んでいてよ！」と夫や子供達が率先

して食後の片付け・布団干し・帰りの際の掃除

を手伝ってくれることでした。家族の心遣いを

感じさせてくれるのも山荘のお陰だと思います。

とんぼ道とひょうたん池

　気がつけば、四半世紀の時が流れて、夫は定

年退職をしました。子供達は、それぞれの家庭

を持ち、孫もふたりになりました。パパの休日

に孫達と山荘で過ごすことが、私達の一番の楽

しみになりました。Ｚ地区の近くにある池への

散歩が、みんなのお気に入りです。何故って？

そこは、チョウやトンボの通う昆虫道だからで

す。大きな鬼ヤンマや銀ヤンマが行きつ戻りつ

悠然と飛ぶ様は圧巻で、昔なつかしい風景です。

Ｙ地区　柳川　実子

播磨山荘ライフ －四半世紀－播磨山荘ライフ －四半世紀－播磨山荘ライフ －四半世紀－
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　途中、坂を下ってゆくと雨の降った後には、

水路（小川）が出来て、水の音の“ザァーザァ

ー”が心地よくて、「播磨の奥入瀬だね！」と

言います。さらに下るとひょうたん型の池（上

郡の農業用水）があります。池の南端から右手

を臨むと美しい小山があり、私達は勝手に「播

磨富士」と名付けています。

　土手の下には桜の木が植えられ、山の麓には、

小さな祠があり弁財天が祀られています。「こ

れぞ日本の風景だね」と妙に悦に入っています。

これからの山荘

　家族の大好きな山荘ですが、築後長い月日が

流れ、あちこちに痛みが見られます。私達も時

間に余裕が出来ましたので、少しずつ手入れし

て、次の世代に引き継ぎたいと思います。

　高原クラブの皆さんのお陰で高原が美しく維

持されています。いつも有難うございます。高

原が更に元気になるために、私が出来ることは、

友人・知人にお声掛けして、遊びに来てもらい、

人影を絶やさないことだと思います。

　そして、播磨自然高原の良さを皆さんにも満

喫して欲しいと思っています。

　この度、たくさんの方のご推薦をいただき、

代議員を務めさせていただくことになりました。

　微力ですが何卒宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　Ｙ地区　柳川　政一

ほこら
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山荘ライフ

　播磨自然高原に出会ってから、早や15年の歳

月が過ぎ去りました。1ヶ月では数日、年間で

70～80日間の山荘ライフを楽しんでいます。

　春夏秋冬それぞれの顔を見せてくれる高原。

新緑の希望の春、緑深まる山。芝生が元気にな

る夏。栗の実が落ち柿も色づく秋。夏には見え

なかった谷向かいの山荘が、すぐそこに見える

冬、同じ場所なのかと錯覚する程。

　色々魅力的な別荘地で、時には家族と、時に

は一人で戯れております。

　私の趣味は、ドライブ、ゴルフ、ガーデニン

グ、DIYと、兎に角、身体をじっとさせる事が

嫌いで…。

　そんな折、大工で友人の池田氏に「要所は教

えるから離れを建てないか」と話を頂き、これ

は願ったりだ叶ったりで、二つ返事でお願いす

ることにしました。

　さあ挑戦だ！！平地を測量して6坪で畳枚数

が10枚の部屋を設計しました。

　まずは、地面に線を引き、基礎造りの溝を何

日も掛けて掘り進めました。幅はどの位なのか、

深さはどうなのか、素人がアドバイスを受けな

がら、どうにか出来た溝に小石を敷き、メッシ

ュを埋め込む。その次の作業が、これが大変で

63才になった私には、セメントを捏ねる事が

こんなにシンドイとは！！

　やがて、大工仕事が始まり、電動ノコ、カン

ナ、ノミ、それぞれの音が耳に心地良く響き、

山にこだまする。

　感動その1、大工さんのプロ技を見せて頂く

時が来ました。それは棟上げの時でした。重機

を使わずに、柱を一本、一本、私が下から手渡

すと、それを棟に上げると、カケヤでコーン！

V地区　奥村　隆英

還暦からの挑戦還暦からの挑戦
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コーン！素人の私にはとても真似出来ません。

　感動その2、棟が上がると次は、ロープをウ

インチ代わりに使って20本程の縦柱を一本、

一本、垂直に修正していく作業（こりゃ楽しか

った）。これで大技は終わったようだ。

　次の工程は、屋根板張りです。その次は、床

板張り、見本を見せてもらって仕上げ、その工

程の最後まで日時を掛けて自分一人で終わらせ

る。屋根のカラーベストは大工さんに全部をお

願いする事にした（雨漏りしたら大変）。これ

さえ終われば、後は少々雨が降っても、次の来

山時まで仕事を後廻しにしたり又は、中断する

事が出来る。

　次は外壁に用意した杉板張りの工程。この作

業は私のやや得意分野で一枚、一枚を斜め釘を

使って仕上げる。一面の壁が完成すると、家ら

しくなって造り甲斐を感じた。杉板が四面張り

終わると、次はペンキ屋さん！　一層家らしく

なって来た。

　さて外壁の最後は、上半分のモルタル工程

だ！ 防水シートとラスを張り、その後下地塗り、

仕上げ塗りと、私には最大の難関が待っていま

した。この作業は本来、足場を組んでする所を

組まずに、脚立を 2 台平行に並べて踏板を渡

して作業する事にした（ちょっと無謀！？）。

　予想通り、この作業では悲鳴を上げたく成る

位、大変な労力を費やしてしまった。

　出来映えはともかく、還暦の挑戦としては満

足感でいっぱいでした。

　今年の年末で丸3年になりますが、なんとか

完成の目処が立って来た所に、高原だよりの御

依頼を頂き、投稿させて頂く事になりました。

　　　次の挑戦や如何に！！



　今回ヤマガラを書こうと思って前号を見ると、

コゲラに続いて“アオゲラ”を書く約束になっ

ていましたから、アオゲラについて書いてみま

す。

　アオゲラは、コゲラと同じくキツツキ科の仲

間ですが、コゲラより一回り大きく、後頭部は

赤色、肩から背は黄緑色のきれいな鳥です。胸

から腹にかけてはコゲラと同じく黒い横縞模様

が見られます。鳴き声は、“ピヨー”と比較的

大きなよく通る声で鳴きます。

　数年前までは時々見かけており、Ｌ地区やＺ

地区で見かけたほか、Ｔ地区の私達の家の向か

いの電線に止まっていたり電柱を“カカカカ

カ”とドラミングしている姿を見たこともあり

ます。

　私達の家といえば、板壁に、このアオゲラに

よって４つ５つ、直径５センチから10センチ

ぐらいの穴を開けられ、そのつど数万円かけて

塞いでもらいました。

　あるとき、板壁から大きな音がするので窓を

開けたところ、穴を開けていたアオゲラが一瞬

止めてこちらを見ました。その目の可愛いこと。

そのまま５秒間ほどじっとお互いを見つめて固

まったあと、そのアオゲラは飛んで行きました。

　この穴開けには困りましたが、そのうちいつ

の間にか、穴が開かなくなると共に、アオゲラ

の姿を見かけることもなくなりました。しかし、

最近でも鳴き声は聞きますので、いることは間

違いないと思います。

　知り合いに聞いても、私達のように家の壁に

穴を開けられたという人はいませんでしたが、

もしそのような被害に遭われた方がおられまし

たら、アオゲラを疑ってみて下さい。

　なお、アカゲラという腹の下が赤いキツツキ

もいますが、この高原にいるかどうかはよく分

かりません。

12

Ｔ地区　藤原　健補

　　　　　　  純子

野鳥シリーズ

アオゲラ

飛ぶ・舞う・さえずる

高原の野鳥たち高原の野鳥たち（その8）
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管理事務所より

敷地造成と別荘建築を施工される場合は、

事前に所定の用紙を管理部まで提出し、事

前協議をして下さい。

切土、盛土、及び伐採は必要最小限にして

下さい。

建築面積は敷地面積の20%（一部15%）以

下とし、原則として3階建以上は禁止します。

し尿処理は、簡易水洗又は合併処理式浄化

槽（保健所へ設置届を提出要）を設置して

下さい。

建築の際は、建築協力金300,000円（税別）

と水道負担金（13㎜）100,000円（税別）

を納めて下さい。

近隣の迷惑防止の為、原則として土・日・

祝日等の工事は禁止します。

建築その他工事に伴い、道路施設及び隣地

を破損した場合は責任をもって、現状に復

して下さい。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

敷地造成・別荘建築の注意事項

「ガス止」マークが点灯して、ガスが止まった時

給湯器を含め、すべてのガス器具を止める。

復帰ボタンを押す。（夜間は周囲が赤く光る。）

30秒間待つ。

「◯◯◯」が消えるとガスは使えます。

①

②

③

④

復帰操作方法
メーターの元栓はしめない。

●上記の操作をしてもガスが使えない時は、ガス販売店に連絡ください。

液晶表示「ガス止が消え」、「ABC」が点滅。

A B C

復帰ボタン

A B C

30

ゴミについて

ゴミは分別して、ゴミ集積場へ出して下さい。

リサイクル製品・大型ゴミはゴミ集積場へ持

ち込めません。

詳しくは管理事務所へご相談下さい。

業者からの案内について

売却、測量、広告、看板等と称した詐欺まがい

な業者もいますので、くれぐれも細心の注意を

もって対応して下さい。

不審な点は管理事務所にご相談下さい。

浄化槽設置に伴う保守点検契約

浄化槽設置者は、法律により定期的に保守点検を

行うことを義務付けられております。未だ保守点

検業者と未契約の設置者は必ず実施されますよ

うお願い致します。

冬期の来山

冬期は積雪の為、入山出来ない場合があります

ので、積雪状況は管理事務所までお問い合わせ

の上ご来山下さい。

又、チェーン等は必ずご用意下さい。

落　　雷

落雷によってブレーカーが落ちる場合がありま

す。そんな時は屋外の電気メーターボックス裏

側に主ブレーカーボックスがありますので、中

を確認して下さい。

カラオケについて

近隣のご迷惑になりますので、22時以降のカ

ラオケはご遠慮下さい。

山火事防止

山火事防止の為、高原内でのたき火・

花火・ゴミ焼き、及び煙草の投げ捨て

は、絶対なさらないで下さい。
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管理事務所より

水道止水と水抜き

冬期の場合、止水・水抜きを怠りますと水道管・

給湯器の破損を招き使用出来なくなります。来山

する機会のない方は、管理事務所まで事前にご連

絡下されば、水抜き・水出し・給湯器の点検（有料）

を行います。水抜き・水出し等がわからない方は、

ご説明を致しますのでお申し出下さい。

夏場の場合は落雷により給湯器が使用出来なる

場合がありますので、この時期はコンセントを抜

くことをお勧めします。

スズメバチは9月～11月の期間、特に攻撃的に

なっていますので巣に近よらないで下さい。

冬期になればいなくなりますが、駆除する場

合は管理事務所までご相談下さい。

スズメバチ

①1～2ℓのペットボトルを用意して、
②上部に2×2cmの穴を4箇所開け
　ていきます。
　※ここがミソ！
　　一度入ったハチ
　　が出られないよ
　　う、右図のよう
　　に底辺だけは切
　　らずに、中に折り込んで下さい。

③容器に日本酒180cc・酢80cc・
　砂糖80gを入れ、

④山荘周りの木の枝に吊り下げてお
　けばOK。

春は女王バチが巣を作り始める季節です。

そこで巣を作らせない為にまず女王バチの駆

除方法をご紹介します！

巣作りを始める春先に
女王蜂を駆除する方法

台風被害

台風被害のおそれがある場合は、事務所職員の

指示に従っていただけますようご協力をお願い

致します。災害時に備えて「山の家」を避難場

所にしています。自主避難する場合は、管理事

務所、又は第１ゲートへご連絡下さい。

ブロアー（送風機）の貸し出し

山荘周辺道路の落葉そうじにご協力いただける

方に限り手軽に扱えるブロアー

の貸し出しをしています。

レンタル代は１日500円です。
（燃料0.75ℓを含む）

外　灯

高原内の外灯は定期的に順次チェックしており

ますが、雷等の被害により、突然消える場合も

あります。消灯の場合は管理事務所までご連絡

下さい。早急にお取り替え致します。

鍵の貸出し

第１ゲートで保管しております山荘の鍵の貸出

しは、オーナー様ご本人より必ずご連絡下さい。

ご確認がとれない場合お渡し出来ませんので、

ご了承下さい。

交通安全・駐停車

高原内では、指定速度（30㎞）を遵守し、通行車

の迷惑となるような駐停車及びセンターライン

オーバーの危険運転は止めて下さい。

特に見通しの悪いカーブでは徐行して下さい。

火災保険

火事、台風、豪雨、雷等の万が一の被害修理費に

備えて、火災保険へのご加入をお勧めします。管

理事務所では火災保険の業務も取り扱っており

ますので、ご希望の方はご相談下さい。

ペットの持ち込み

ペットを飼われている方は無駄な鳴き声、糞の

処理等、周りのご迷惑にならないよう十分注意

して下さい。又、高原内では、朝早く探索をし

たり、夜は星の観察をされる方も

おられます。犬の放し飼いは「動

物の保護及び管理に関する条例」

で禁止されていますので絶対

になさらないで下さい。

・・・・・・ ・・

・・・
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管理事務所より

最新情報は随時ホームページのブログにて更新しています。 検 索播磨自然高原クラブ

ハワイ（予定）ご招待キャンペーン

別荘・別荘地の購入を希望さ

れている方をご紹介下さい。

その方が当クラブを通じて購

入されますとあなた様をハワ

イ（予定）旅行へご招待致し

ます。

地デジ放送について

兵庫県側では申込みをすればＢＳアンテナで、

東京の地デジ放送を平成27年迄無料で視聴で

きます。又、地デジ受信用アンテナ工事につい

ても所定の申請を行えば、国から助成金を受け

取れます。詳しくは管理事務所までお問い合せ

下さい。

第10期（平成24年度）損益計算書　(税引き前）

営　利

勘定科目

売上高合計

売上総損益金額

販売管理費合計

営業損益

経常損益

特別損益

総人件費

維持修繕費

償却・租税公課

業務・事務経費

125

125

58

17

8

28

111

14

17

17

59

16

11

7

4

4

26

－10

－9

－9

31

11

7

0

3

1

11

0

3

5

5

5

6

2

3

2

13

－8

－8

－5

95

32

24

9

10

7

50

－18

－14

－10

220

157

82

26

18

35

161

－4

2

6

高原管理
他有償サービス
部門

水道部門 不動産部門 合　計
合　計

210

161

83

28

15

35

161

0

2

2

合　計

単位 : 百万円
第10期 部門別実績と第11期計画

平成25年7月13日㈯に上郡町生涯学習支援センターで行われた社員総会において、第1号議案

（平成24年度事業報告の件）、第2号議案（平成24年度決算報告の件、監査報告の件）、第3

号議案（理事選任の件）はすべて承認されました。

社員総数　805名

出席社員数（委任状出席数、議決権行使書数を含む。）536名

また、理事会において、平成25年度代表理事  清水孝晏、副代表理事  佐津川　玄の再任が決

まりました。

第 10期 定時社員総会のご報告

非営利

第11期計画

※四捨五入のため、個別項目の合計と合計欄の金額が違う箇所があります。
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管理事務所より

予約型乗合タクシー のご案内（上郡町運営）ご利用には町民であることを問いません。　

乗車には予約が必要です。

利用の3日前から前日の17時まで

に予約センター 0791-52-7474
に電話し、予約してください。

名前は、◯◯◯です。

◯月◯日◯曜日に、◯時の乗合タク

シーに乗りたいです。

乗車地は、◯◯◯です。

目的地は、◯◯◯です。

帰りは、◯時に◯◯から乗ります。

大人◯人、こども◯人です。

偶数日　第一ゲート
奇数日　第二ゲート
から利用ができます。

ゲート発時刻
1.   8:00頃
2. 10:00頃
3. 12:00頃
4. 14:00頃

乗合タクシー
のりば

停留所

◆乗合タクシーから降りる時に
　片道料金 (300円～600円)
　を支払います。
◆町内の中心部に13ヶ所ありま
　す。

◆停留所の詳しい場所は、予約センターにお尋ね下さい。

◆予約した時間までに、タク

　シー乗降場所（停留所）へ

　行きます。

◆予約した時間を変更また

　は、キャンセルしたい場

　合、2時間前までに予約変

　更が一度だけできます。

◆予約した時間までタクシー乗
　降場所（停留所）で待ちます。

◆行き先を確認して、乗車します。

◆運転手に行き先を伝えます。

◆料金は「行き」と同様、降りると
　きにタクシー車内で支払って
　ください。

乗車した
ゲートまで
お送りします。

上郡各地区発
時　刻

1.   9:30頃
2. 11:30頃
3. 13:30頃
4. 16:00頃

停留所

お問い合わせは　0791-52-1112
上郡町役場企画財政課企画財政係

乗合タクシー
のりば

通常の一般タクシー料金

の扱いとなります。

乗合タクシー料金は適用

されません。

予約した便に乗車

できなかった場合

で、一般タクシー

を利用した場合

【日・祝日・年末年始は運休です。】

上郡方面行き 第1・第2ゲート行き

第1ゲート⇔山荘及び施設の送迎サービスを併せてご利用下さい。

（ご利用料金 15円/100ｍ）

ハワイアンな香りのする店内。室内からデッキに出ると海を眺めながら

オープンテラスでの飲食も楽しめます。おすすめは日替わりランチ。

ごはん系とパスタ系の2種類から選べます。

メイン＋サラダ＋スープ＋デザートで850円。

ケーキセットはドリンク＋280円で食べられます。

♡モーニング  9:00～11:30　♡スィーツ  9:00～

♡ラ ン チ　11:30～　　　  ♡ディナー18:00～

営業時間  9:00～19:00・定  休  日  火曜日

備前市日生町寒河282-25　TEL0869-74-0985 

近隣スポット

（要予約）

KIWI’ s cafe
（キウィズカフェ）

どちらも
リーズナブルで
 美味しいです！
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道路舗装補修工事・排水工事

傷んだ箇所の道路補修を順次おこなって

います。工事中はご迷惑をおかけ致しま

すが、ご協力の程お願い致します。

大量の雨によって道路崩壊がおこらない

よう、不備な排水箇所の整備も合わせて

おこなっています。

法面整備

中古ダンプとユンボを購入し、法面土砂整備、

側溝改修等を業者へ発注しないで従業員で行っ

ています。

草刈・伐採

高原の美化・景観保持、交通安全等のため草

刈及び道路沿いの障害となる枯松を含めた樹

木の伐採・枝切りを順次行っています。

高原管理状況

豪雨災害復旧工事

昨年7月の集中豪雨による、災害箇所の復旧

工事をおこないました。

⇩⇩
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施設ご利用案内

☆ 年中無休 （ご予約は管理事務所）

☆ 料　　金　人工芝コート1h 1,500円

　　　　　　 ハードコート1h    500円

☆ 営業時間　9:00～17:00

☆ 営業日時

　　7月19日㈯～8月31日㈰　10:00～17:00

☆ 台風等による

　 臨時休業以外は無休

テニス はりま 農

播磨文 庫

園

シイタ ケ園

コート

山の家

プール

多目的グランド

わんわんパーク

お食事処花

1区画（15～20㎡）年間使用料 5,000円

ご希望の方は管理事務所にお問い合わせ下さい。

はりま農園横のシイタ

ケ園にてシイタケ狩り

が出来ます。時期・料

金等は管理事務所にお

問い合わせ下さい。

約5,000冊の書物を

備えています。

閲覧、貸し出しが出

来ますのでご利用の

方は管理事務所にお

申し出下さい。
☆営業日時

土日祝日 10:00～15:00・17:00～20:00

4月26日～5月6日  （火・水休業予定）

7月19日～8月31日（火・水定休日）

12月中旬～3月中旬は休館致します。

・都合により、臨時休業とさせていただく日もあ

　りますのでご了承下さい。

・ご予約頂ければ、営業日、営業時間に関係なく

　ご相談させていただきます。

無料・所定の「使用申込書」をご提出下さい。

！

シイタケホダ木（1本 800円～）

乾燥シイタケ（50g 300円～）

管理事務所にて販売して

います。原木栽培ならで

はの美味しさを味わって

みて下さい。

愛犬もリフレッシュ！ 

都会では出来ない空間

を提供します。

鎖をはずして、愛犬を

自由に遊ばせませんか？
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・２泊以上は、上記料金より5,000円/泊 引きでご利用出来ます。

・定員を超える場合は1名につき3,000円追加

　　　（3才以下の幼児の場合は1,500円）

・定員未満の場合は1棟料金より2,500円/名 引きでご利用出来ます。

　この場合の2泊以上は3000円/泊 引きでご利用出来ます。

・キャンセル料　当日… 50%・前日… 40%・2～7日前… 20%

・チェックイン　15:00  ・チェックアウト　10:00

・屋内へのペットの持ち込みは禁止です。

1棟貸切タイプで洗面用具、タオル、寝具、

食器、調理器具…を備えておりますので、

オーナー気分でご利用いただけます。

料金（1棟1泊）

6人用  21,000円 　 4人用  14,000円
　　　（8人迄可能）              （6人迄可能）

6名用タイプ

4名用タイプ

レンタル別荘

◇ 管理事務所  0791−56−0270
◇ 第 1ゲート 0791−56−0236
◇ 第 2ゲート 0791−56−0056

◇ 山の家　　　　 0791−56−0031
◇ スポーツランド 0791−56−0055

和室6帖 浴室

玄関

玄関

押入

洗面

押入 押入

押入

洗面

wc

wc

押
入

和
室
6
帖

キ
ッ
チ
ン

ベ
ッ
ド

ベ
ッ
ド

吹
抜
け

物入

TV

キッチン

1F

2F

ベランダ

相生警察上郡派出所

梨 ケ 原 駐 在 所

八 保 駐 在 所

備 前 警 察 署

Ｎ T T

上 郡 消 防 署

備 前 消 防 署

関西電力相生営業所

中国電力岡山東営業所

0791-52-0026

0791-55-0110

0791-55-1815

0869-64-3355

局番なしの116

0791-52-1350

0869-64-1119

0800-777-8083

0120-415-322

赤穂市民病院

赤穂中央病院

三浦タクシー

中村タクシー

三石タクシー

0791-43-3222

0791-45-1111

0791-52-0013

0791-52-0015

0869-62-0145

お
問
い
合
わ
せ
先

第1・第2ゲート共、23:00～翌6:00は
ゲートカードで入下山出来ます。

（夏場のみ）

TV

和室 6帖

ベ
ラ
ン
ダ 和室6帖

浴室

ベランダ

（

（
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夕べのコンサート

25年8月3日

山の家にて、会員の棚橋氏と

高橋俊男トリオを招いて、ジャズ

ナンバーの「Smoke.Gets.In.Your Eyes」

「Tennessee Waltz」などの演奏を楽しみました。

作品展
24年11月17日・18日

アート展・オープンガーデン
25年5月3日・4日

山の家にて開催しました。

絵画、陶芸、手芸、工芸

品等の多くの力作が出展

され、出来栄えの素晴ら

しさに訪れた方々が魅了されました。同時に会員の

方々の自慢の1品・宝物コ

ーナーを設け展示致しまし

た。また、庭づくり等を楽

しんでおられる方のお宅を

開放して頂きオープンガー

デンも催し、たくさんの来

訪者がありました。

イベント

親睦ゴルフコンペ 25年6月7日

年2回開催の親睦ゴルフコンペには多くの

方が参加されます。ゴルフプレーの後の表

彰式では数個の賞品が当たった方もおられ、

なごやかな雰囲気の中会話がはずみました。

次回は11月2日㈯におこないますので、多

数ご参加下さい。

山の家にて、陶芸を中心に同好会の方々

の作品を多数展示しました。

ふれあいまつり 25年5月5日

事務所付近で朝早くから始まる地元野菜

の即売やお米・農産物が当たるビンゴゲ

ームに、多くの方がお越しになりました。

餅つきの催しもあり子ども達に大人気で

した。

ふれあい販売所

毎週土曜日 
9:00～12:00

地元の無農薬・低農薬の安心・安全な新鮮野菜

や、手作りの特産品をお届けします。



22

エッセイ

　私の祖母の弟が新島家の書生をして居たの

は明治末期である。日記を残しているが、そ

れを、親戚で見て相当年月が経っているので

詳細な事は記憶していないが、会津のジャン

ヌダルクとも呼ばれ、襄と共に同志社を築き

上げた女傑の八重は、男は常在戦場の気構え

で居なければならないという考え方で生きて

いた事が日記の内容から伝わってくる。しか

し、優秀な書生には、海外留学をさせ、病気

の療養には、別荘で療養させるという優しさ

と気遣いを持ち合わせていた様である。

　国家の発展と近代化へ邁進する日本の明治

の書生が、大きな夢と志を有していた事も窺

える。そういう中で、新島家に来訪する若い

女性との間で、秘かに通い合う恋もあったら

しく、「○○嬢の吾を想うの情切なるものの

如し、我も切なり」と恋の切なさを吐露して

いる。平松斧太郎というこの青年は、情熱家

であるが心優しい性格で、休暇で帰省した際

に遊びに行くと、原語のロビンソンクルー

ソー等の物語を訳して読んでくれたと、父が

懐かしそうに話していた。そして、斧太郎の

夢と希望に満ちた運命が大きく暗転するのは、

英領加奈陀のマッギル大学への入学が決まっ

たので健康診断を受けると、病気の宣告を受

けた。転地療養の為に播州塩屋の新島家の別

荘に行く　明治38年7月27日　と言う手紙と

写真を郷里に送付した時からである。間もな

く病状が悪化、母と姉が馳せ着け、小康状態

になって郷里に連れ帰る。病床で常に讃美歌

を口ずさんで居たという。海外留学が決定し

その直後、奈落の底に突き落される運命に遭

遇したのだから、死ぬに死ねない心境だった

に違いない。八重に教導されたキリスト教に

心の安寧を求めていたのであろう。

　弟の一太郎も新島家の書生で居たが、兄の

様に心優しい性格ではなく、兄に勝るものは

健康のみであったが、同志社卒業後、新島家

で結婚式を挙げ、女学校の教師と結ばれたが、

一太郎が渡米の決意を告げると、新妻は怒っ

Ｙ地区　森下　悦夫

新島八重家の書生の記録

明治38年7月27日

斧太郎

うかが

カ  ナ  ダ

おの
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定期保守管理致します。

〒678-1232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万395-1
       (0791) 52－3711
FAX (0791) 52－2050

TEL(0791)55-0508
　　　　  55-0721
FAX　　 55-0156
携帯 090-9543-0619

わが家にぴったりの
注文家具・建具はいかが？
わが家にぴったりの
注文家具・建具はいかが？

何なりとお気軽にご用命ください

赤穂郡上郡町落地

山 本 木 工 芸 所

日曜大工さん用の木材
障子、ふすまの張替え
ガラス

スローライフをサポート

株式会社

新築・増築
リノベーション工事
コンサルタント
山荘管理

赤穂郡上郡町山野里2728-2
            0791-56-0838
FAX 0791-52-3719
携帯 090-3496-5540

カズコーポレーション

お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い

T E L
TEL

て離婚する。渡米後、貿易商をしていたが、

日米開戦で、財産を没収され、収容される。

反日、排日の国での海外雄飛は夢物語で、妻

の危惧が当たっていたのである。八重家の兄

弟書生、弟は米国に帰化、異境の土になり、

兄は夭折して、銀杏の大木のある先祖伝来の

墓で眠っている。死者の魂があるのなら、

　　還りこぬ　歳月を偲べば　甦る　

　　　　叶う事なき　若き日の夢

という心境であろう。

大
正
二
年
二
月

　

一
太
郎
の
結
婚
の
招
待
状

かえ

かな

とし しの よみがえ

か
ず

ようせつ



　散 歩 : 「気晴らしや健康のためにぶらぶら歩くこと」と、辞書に載っています。

周囲の景色をあまり見ないウォーキングやジョギングのように、心肺や筋肉の機能を高め

る効果はあまり望めませんが、散歩をする事で気持ちがリラックスさせられます。

　色彩豊かな高原をぶらぶら歩いていると、崖地を体を丸めて転がり落ちてくるヘビ。ス

ズメバチが巣作りを途中で止めて、残った逆トックリ型の巣。卵の巣穴から列をなして

次々を出てくる５㎜程のカマキリの赤ちゃん。一面濃いオレンジ色に染まった西の空。大

きい岩に咲いた１株のすみれ等々。始めて目にする光景や一瞬の出来事に喜び、また生命

力の強さに改めて感動させられます。

　四季折々に姿を変えていく自然の中で、虫や鳥たちもそれに合わせて活動しています。

勿論、あちらこちらでいたずらをする猪や鹿も。

　刻々と違う空気、景色、匂い、音で気持ちがなごみ、新鮮に感じられるのは私だけで

しょうか？

　さあ、今日も自然からの贅沢な贈り物をもらいに散歩に出かけるとしますか！  －Ｍ－

http://www.sumisyo-villa.co.jp

TEL 0791-56-0123
FAX 0791-56-0870

36年の実績

新築・リフォーム・仲介

給排水衛生設備工事
給 湯 機 設 備 工 事
水まわりリフォーム工事一式

見積無料

上郡町・播磨自然高原
上下水道工事指定

今回16号を作成するにあたり、ご寄稿を頂いた方々のおかげをもちまし
て、紙面に光彩を添えられ、無事発刊することができました。ありがとう
ございました。次回17号の原稿を下記要項で募集いたしますので、どし
どしご投稿下さい。

●随想・詩・俳句・川柳・短歌等ジャンルは問いません。

●写真・イラスト
　　ご自慢の絵や写真などに文章を添えて下さい。

●グループ活動などへの呼びかけ
　　「趣味の会を作りませんか」「サークルに参加しませんか」など、
　　情報交流の場としてもご利用下さい。

●寄稿者および記事関係の写真（2～4枚）を添付して下さい。

◎次回17号へのご投稿をお待ち致します。

〈原稿送付先〉　播磨自然高原クラブ「高原だより編集部」

～　高原での散歩　～
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