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秋山郷特集
ほっとけい会会報
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「 ほっとけ い会」の メンバー は、東 日本大
震災 の被災地 巡り（ 年）、韓 国（ 年）に
次い で、今年 は涼風を 求めて、 深山幽 谷の北
信州 ・秋山郷 への旅に 。小回り のカー ブが延
々と 続く碓氷 峠などの 難路を往 き来し 、４０
０キ ロを走破 した。信 州の誇る 「温泉 力」を
体感 し、旬の 山菜や川 魚料理、 それに 地酒に
心地 よく酔っ た。胸に 刻んだ忘 れられ ない各
々の 思い出を 綴った。
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のよさの里・牧之の宿前で、そろい踏み

７ 月 日、 東京駅新 幹線
ホー ムに原征 、富田信 吉の
ご両 人と私（ 八幡）の 社会
部Ｏ Ｂにフリ ーライタ ー久
貝真 澄さんの ４人が集 合。
上り の長野新 幹線でや って
きた 荻原莞二 さんを加 え、
メン バー５人 が高崎駅 に集
結し た。
駅 前でレン タカーに 乗り
込む 。榛名山 や赤城山 、谷
川 岳の山脈 を臨
み ながら、 関越
自動車道を北
上、
新潟の 塩沢・
石 打ＩＣを 下り
て 県道と三 国街
道 を経て南 魚沼
市 の塩沢町 へ。
２４０年 ほど
前 の明和４ 年に
こ の地が生 んだ
文 人・俳人 鈴木
牧 之（ぼく し）
に 因んだ牧 之通
り は観光名 所の
一 つ。２０ ０メ
ー トル余に わた
る 道の両側 は雪
除け の雁木が 連なり、 牧之
の生 家跡をは じめ飲食 店や
民家 が復元さ れている 。な
かに は昔から 知られる 「塩
沢つ むぎ」の 記念館や 写真
館、 郵便局な どが明治 、大
正当 時のまま に甦り、 若者
たち の目を引 く。
終 戦前、小 学４年か ら２
年余 、
隣の六 日町に疎 開し、

北信州の秘境を行く
北信州の秘境を行く
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「ほっとけい会」道中記

塩沢 の知人宅 などへ遊 びに
来た が、商店 街や町並 みに
当時 の面影は 全くない 。町
の東 側にある 坂戸山（ ６３
４メ ートル） ＝あれっ 、ス
カイ ツリーと 同じ高さ だ＝
は、 頂上に名 将、直江 兼継
の坂 戸城跡が 。疎開時 、土
地の 悪童たち とワラビ など
の山 菜採りや 青大将を 捕ま
えに 何回も登 った懐か しい
山だ 。
◇峠の酷道越え

塩 沢 か ら 初 日 の 目 的地
「秋 山郷」へ の山道を たど
る。 十日町市 を通って 津南
町の 先が国道 ４０５号 、車
１台 が通るの がやっと の狭
さで 、砂利道 が多い。 先に
対向 車に気づ いたほう が、
山道 の所々に 設けられ た待
避所 に回避す るのが当 たり
前。 そのうえ 、日光の 「い
ろは 坂」は大 きく緩や かな
カー ブだが、 ここはコ チョ
コチ ョと曲が りくねっ た小
回り の道が続 く。「こ れは
国道 じゃなく て酷道だ ね」
の声 が。
運 転技術の 見せどこ ろ。
鮮や かなハン ドルさば きに
感嘆 ―。
４人 の男ども は
「す
っげ えー」を 連発。ド ライ
バー 兼介護士 の久貝さ んの
細ウ デに頼り っ放しだ 。３
日目 の軽井沢 から碓氷 峠を
下る 道路も、 合計１８ ４の
急カ ーブを難 なく走り 抜け
た。 東北被災 地巡りで ５０

０キ ロ、沖縄 縦断８０ ０キ 状に ４００メ ートルの 木造
ロを 一人で運 転しきっ た、 の渡 り廊下で つながっ てい
わ が グ ル ー プ の 女 神 であ る。 分家の一 つ「文五 郎」
る。
が今 夜の宿だ 。
◇イワナの刺身に地酒
格 子戸を開 けると、 ８畳
に４ 畳半の和 室に囲炉 裏付
きの 広めのフ ロア。露 天風
呂で くつろぐ 。白樺の 林を
背に 鳥甲山（ ２０３８ メー
トル ）の峡谷 が迫る。 隣の
苗場 山と並ぶ 日本二百 名山
で、 ８月末ま で雪渓が 残る
絶景 である。
本 家で供さ れた夕食 がい
い。 都会では まず口に でき
な い 刺 身 と 姿 焼 き の イワ
ナ。 はじめて 味わう山 の幸
に豚 肉のシャ ブシャブ と盛
り沢 山。加え て米と水 が醸
す地 酒がうま ーい。酷 暑を
逃れ て、はる ばるやっ て来
た 山 里 の 涼 風 が 疲 れ を癒
し、 至福の一 夜だった 。
（ 八幡 裕 隆）

難 関突破の 約２時間 後、
秋山 郷へ到着 。この山 里は
長野 県の最北 端、下水 内郡
栄村 だ。一昨 年３月、 東日
本大 震災翌日 、震度６ の強
震に 襲われ、 大きな被 害が
出た 。山奥の 秋山郷は 温泉
が止 まったり 断水、停 電が
何日 か続いた という。
秋 山郷は鈴 木牧之が 明和
年代 に訪れ、 大自然に 囲ま
れた 山里での 生活や文 化に
感動 して「秋 山紀行」 に著
し、 世間に広 めたと伝 えら
れる 。
「 よく来た のし」の 掛け
行灯 と牧之の 座像に迎 えら
れて 「のよさ の里・牧 之の
宿」 へ。本家 と７戸の 分家
（コ テージ） が、ほぼ 放射

「牧之の宿」の鈴木牧之の坐像前で

