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「生 き 放 題 」に は 勝 て ま せ ん ！
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秋 山郷、飯 山、軽井 沢を
巡っ たこの３ 日間、車 の走
行距 離はほぼ ４００キ ロだ

鈴木牧之の生家前で

車 の運転を 始めて 年、 った 。距離と しては大 した
この 年ほど で同乗者 の年 こと はない。高速道路 なら、
齢が グンと上 がった。
１日 でそれ以 上の距離 を走
最 大の功労 者（？） は、 るこ ともある 。しかし 、今
「ほ っとけい 会」の面々 だ。 回は 大半が幅 員の狭い 曲が
いず れも共同 通信卒業 後す りく ねった山 道だ。ほ とん
でに ～ 年 が経過し てい ど直 線がなか ったと言 って
る。 ４人の年 齢を合計 する いい だろう。
と３ ０９歳、 平均年齢 はナ
以 前、民放 の女性ア ナが
ント 歳だ。
横 書 き の ニ ュ ー ス 原 稿の
歳と言え ば、厚労 省に 「旧 中山道」 を「いち にち
押さ れた「後 期高齢者 」の じゅ うやまみ ち」と読 んで
烙印 が、すっ かり板に つく 笑わ れたこと がある。 今回
ころ だ。なの に、この ４人 の旅 は、笑い 話ではな く、
とき たら…。 「後期高 齢者 まさ に「いち にちじゅ うや
の次 は末期高 齢者？」 など まみ ち」だっ た。
と、相変わら ず意気軒 昂だ。
し かも、対 向車が来 たら
秘境 「秋山郷 」を訪ね る道 アウ ト。道幅 が多少広 めの
中も パワー全 開だった 。
待避 スペース までバッ クし
◇１日中、
山道
なけ れば、す れ違うこ とす
らで きない。 少しでも ハン
ドル を切り損 ねれば、 たち
まち 崖下へ転 がり落ち て、

秋山郷特集 （平成25年7月21日～23日）
ほっとけい会会報

旧軽井沢銀座を散策

二度 と這い上 がれない よう 繁に 行きあう 。こちら も同
な難 所続きだ 。
じく「高齢者 送迎中」だ が、
「 こんなと ころで遭 難し かな り騒々し い点で、 街を
ても 、誰も気 づかない よね 走る 送迎車と は異なる 。
ぇ」 と誰かが ポツリ。
秋 山郷から 飯山、軽 井沢
す ると、す かさず「 家族 への 道中も、 戦争中の 疎開
だ っ て 、 探 そ う と し ない の話 、察回り や支社時 代の
よ！ １カ月 くらい経 って 思い 出、ＯＢ の〇×さ んが
から 、『そう いえば、 旅行 病気 だとか▼ ★さんは 亡く
に行 ったきり 帰って来 ない なっ た等々、 話は延々 と続
けど 、まっ、 いいか』 って き、 一瞬たり とも沈黙 する
…」
こと はなかっ た。沈黙 があ
「 そう、そ う。予定 どお ると すれば、 聞かなか った
り帰 ったって 、『えー 、帰 こと にしたい ほどレベ ルの
って 来たのぉ ！？』っ て迷 低い 駄じゃれ を聞かさ れた
惑が られるの が関の山 。遭 時だ けだろう 。
難 し た っ て 誰 も 探 さ ない
衰 えを知ら ず、まさ に言
よ」 と、妙に 自信あり げに いた い放題の クレー爺 フォ
言う 。その自 信は、一 体ど ー。 こうなっ たら、言 いた
こか ら来るの か？
い放 題だけで なく生き 放題
◇言いたい放題、
生き放題
であ ってほし い。こち らも
最 近、
街を 走ってい ると、 一緒 に年齢を 重ねます 。
「高 齢者送迎 中」の車 と頻
（ 久貝 真 澄）

軽井沢別荘第１号のショーハウス

▽ 写真を整 理中に思 いが の壮 年期と老 年期かな 。「 店
けな い一葉を 発見。荻 莞、 じま いが近い 人たち」 と大
富信 、原征と 八幡の４ 人が 笑い 。
スナ ックバー の座席に 並ん
▽ 生き放題 とは言い 得て
だ二 十数年前 の珍しい スナ 妙。 クレー爺 の４人を 励ま
ップ 。
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軽井 沢
か 、そ
での 朝、同じ 並びで再 現。 れと もノー天 気な変わ らな
「 白髪の目 立ち方な ど気 い様 子を諭す のか。
にな るけど、 何より元 気で
「 この調子 ならいつ まで
いた ことがう れしいね 」。 も生 き放題」 と、久貝 さん
使用 前、使用 後の比較 写真 の名（迷）言が 飛び出し た。
を見 かけるが 、これは 人生
（ 八）

