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され 児童、生 徒も通学 する
こと が可能に なった。
宿 の到着後 、さっそ く湯
量が 豊富で 時間いつ でも
入れ る露天風 呂を満喫 した
後、 本家で夕 食。さき ほど
まで 生簀（い けす）で 泳い
でい たという イワナの 刺身
と塩 焼き、豆 の香りを 残し

地酒と地産食材料理を満喫

◇信州の麺を堪能

てい る名産・ 堅豆腐の 田楽
みそ 添え、ア スパラ（ もし
かす るとタラ の芽？） の豚
肉巻 きフライ 。キビ入 りご
飯。 旬に採っ てきて冷 凍保
存し たという 「ふきの とう
みそ 」は香り が際立っ てい
た。 実は全く 匂いを感 じな
い 嗅 覚 障 害 が 続 い て いた
が、 ２カ月ほ ど前から 回復
して きた。数 年ぶりに 感じ
たふ きのとう の香りに は感
動し た。
一 日目の昼 食は新潟 県の
塩沢 宿・牧之 通りの食 事所
でそ ばを食べ ることに 。牧
之通 りは江戸 時代の宿 場を
再現 したそう で、通り に面
した 家並みの 軒先に雁 木が
連な り風情を 添えてい る。
同行 者一同の 冷たい視 線を
感じ ながら、 いつもの よう
に「 大盛り」 を注文す る。
さ すが信州 、迫力あ るボ
リュ ームだ。 我那覇さ んだ
けは 具が載っ た冷やし かけ
そば 。どんな 味だった のか
聞き そびれた 。そばは 太め
で、 江戸前の 濃いつゆ に合
う。 付き出し のそばの から
揚げ がアクセ ントにな って
いた 。
二 日目の昼 食は「富 倉そ
ば」 。予定の 「かじか 亭」
に向 かう途中 、飯山街 道沿
いに 「富倉そ ば支店」 の看
板を 見つけた 。カウン ター
５、 ６席に、 テーブル ３、
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４ 人は「冷 やしおき りこ
み」 、小生だ けが温か いの
を注 文。２セ ンチ以上 もあ
る幅 広に打っ たうどん をか
ぼち ゃやにん じん、サ トイ
モな どとみそ で煮込ん であ
る。 「うまい 」という より
なぜ か懐かし い味だ。 上州
育 ち の 亡 く な っ た 先 輩は

◇おきりこみを味わう

４席 の小ぶり の店。調 理場
◇寂しい保養所閉鎖
付近 の新聞紙 に両手い っぱ
２ 泊 目 の 軽 井 沢 保 養所
いほ どの枯葉 のような もの は、 ９月いっ ぱいで閉 鎖す
が置 いてある 。
よく見 ると、 ると いう。 数年前に 訪れ
そば 粉のつな ぎに使う 原料 たこ とがある が、これ が最
のヤ マゴボウ （オヤマ ボク 後と なるとち ょっぴり 寂し
チ） だ。
い。 夕食はフ ランス料 理。
◇ 年前のもりそば
季節 の野菜サ ラダ、エ ビの
生ハ ム巻きバ ジルソー ス添
え、 スズキの バターソ ース
焼き 、牛ヒレ ステーキ 。限
られ た予算で 精一杯工 夫し
た管 理人、料 理人の心 意気
を感 じた。
最 終日は、 来年の世 界遺
産登 録を目指 す富岡製 糸場
を見 学した後 に昼食。 突然
のし ゅう雨を やり過ご し、
製糸 場入り口 近くで「 はや
み」 というう どん店を 見つ
けた 。きょう も「そば がい
い」 と思って いたが、 長老
が小 さな声で 「おれ、 そん
なに そばが好 きじゃな いん
だよ な」とい うささや きを
聞き 逃さなか った。そ れじ
ゃ あ う ど ん で 決 ま り じゃ
ん。 「はやみ 」では「 おき
りこ み」を食 べること に。
年前、野 沢温泉に 先輩
たち とスキー に行った とき
のこ とを思い 出した。 旅館
街に あったひ なびた店 に入
りも りそばを 注文した 。細
めの そばで、 香りとい い、
食 感 と い い 申 し 分 な かっ
た。 「おやじ さん、つ なぎ
は何 を使って いるの？ 」。
訳知 り顔（訳 知りおじ さん
では ない）で 聞くと、 亭主
が得 意顔で「 これだよ 」と
奥か ら白っぽ い綿のよ うな
もの を持って きた。は じめ
て見 るものだ 。
す ると一緒 に行った Ｏさ
んが 「ヤマゴ ボウの繊 維じ
ゃな い？」。 亭主は「 お主
でき る」とい った表情 。亭
主が 説明して くれた詳 しい
繊 維 の 抽 出 方 法 は 忘 れた
が、 乾燥させ たり、水 でさ
ら し た り を 繰 り 返 す らし
い。富倉そば 支店のそ ばも、
つな ぎはヤマ ゴボウだ 。太
めで 黒っぽく 、かみ応 えが
あり 、男性的 である。 個人
的に はやや細 めでのど 越し
のよ い、
５年 前に訪れ た
「は
しば 食堂」（ 飯山市富 倉地
区） の方が好 みに合う 。
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信 州 グル メ 紀 行

◇日本有数の豪雪地帯
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「お っ切り込 み」とい う。
語感 としては こちらの ほう
がお いしそう に聞こえ る。
寒い 冬の朝、 夕食の残 りを
鍋 か ら す く っ て 食 べ ると
「冷 たくてう めえんだ 」そ
うだ 。
毎 度のこと だが、こ の珍
道中 は我那覇 さん抜き では
成り 立たない 。次回も よろ
しゅ うお頼み 申します 。
（原 征 ）

牧之の宿の本家

露天風呂から見た鳥甲山

秋 山郷の一 角にある 「の
よさ の里」を 目指し国 道４
０５ 号を進む うちに、 相当
な山 奥に入り 込んだこ とが
わか った。ド ライバー の我
那覇（久貝）さ んも時折 、ナ
ビ を し き り に 確 認 し てい
る。視界がひ らけた先 に
「の
よさ の里 牧 之の宿」 はあ
った 。栄村振 興公社が 造成
し、 平屋造り の本家と ７戸
の分 家を渡り 廊下で行 き来
でき るように なってい る。
この 地域では ほかに旅 館な
どの 施設は見 当たらな い。
眼前 には、標 高２千メ ート
ルを 超える鳥 甲山。沢 には
わず かに雪が 残る。

秋 山郷は中 津川沿い の地
域の 総称だが 、のよさ の里
は津 南から入 ると最奥 に位
置す る。平家 の落人伝 説が
あっ ても不思 議ではな い。
昭和 のはじめ に役所の 観測
隊が 訪れた際 、村人が 「源
氏は 今も栄え ているの か」
と 聞 い た と い う 逸 話 があ
る。 日本有数 の豪雪地 帯で
もあ る。栄村 役場には 昭和
年 に日本記 録「積雪 ７メ
ート ル セン チ」の碑 があ
ると いう。今 でも豪雪 に見
舞わ れるが、 道路が整 備さ
れた ため通年 、バスが 運行
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