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会長あいさつ 

美濃戸高原別荘地 連絡会 
会長 中村敏昭 

 
連絡会会員の皆様に於かれましては、6 月の梅雨空

の下でひたすら澄んだ青空と清々しい風、青緑に囲ま

れる初夏の訪れを待ち望んでいることと思います。 
美濃戸のこの冬は例年より降雪が少なく、また気温

が異常に下がる年だったようですが、一方、春の訪れ

は早く、木々の芽吹きが 4 月中旬から見られました。

自然現象とはいえ、毎年の気候変動は計り知れないも

のです。 
さて、水道施設大規模修繕工事が一足早く昨秋から

着手（試験的工事開始）され、いよいよ美濃戸高原別

荘地（以降「別荘地」）で懸案でしたインフラ修繕が始

まりました。約 15 年に亘る工事ですが、他の多くの

別荘地のインフラ修繕に先駆けて工事がスタートでき

たことは、地権者にとって何物にも代えがたい安心を

享受させてくれます。 
 蓼科観光株式会社（以降「会社」）から昨秋と今年の 

 

 

 

 

 

 

 

工事報告が3月にありましたが、工事過程では既設水

道配管の図面違いや、凍結深度下への掘削に難渋する 
などの障害を克服し、今春までの工事は無事終了いた

しました。今後も作業の習熟と改善、効率化で一時で

も早い工事完了を願うばかりです。 
次に解決しなければならないのが、会社から提案さ

れている管理費値上げの問題です。対象区画数は建物

有り区画数が335、更地区画数が104、合計439区画

です。会社は安定的経営に根ざした別荘地の管理・運

営の充実を謳い、道路とU字溝の整備、役員報酬や管

理人補充を含めた諸経費で1,000万円の上積みを要求

しています。 
当初説明会時の 1 区画当たり一律 20,000 円値上げ

内容を翻し、更地地権者、建物有り地権者共に6割の

値上げです。前者は現在の 20,000 円が 32,000 円に、

後者は現在の 40,000 円が 64,000 円の額となります。

昨年妥結した水道施設大規模修繕工事費積立金の年額

25,000円の支払いに、会社の管理費値上げ要求額が単

純に加算されるのは、どう見ても地権者にとって大変

厳しいのが現状です。 
連絡会では会社への回答を絞り込むうえで、今年 3

月に本社訪問した初交渉で、2 つの観点に集約した質

問状を出し、「会社が美濃戸高原別荘地に描く将来ビジ

ョン」、「水道整備に続くインフラ整備の道路整備に対

して考えること」を聞き出しました。 
 残念ながら、その回答は別荘地の管理運営に特化し

た抽象的な表現ばかりで具体性に乏しく、また、別荘

地の総合的な将来展望を描くまでは至らないものでし

た。 
 連絡会世話人会では会社回答を含む管理費値上げ問

題の協議を5月5日に行い、値上げ額として許容でき

る額を 10,000 円とし、その他の条件を加えたうえで

値上げ開始時期は2019（平成31）年4月とする内容

で会社に返答いたしました。まだ2度3度の交渉が続

くかもしれませんが、早期に会社と基本合意をし、会

員の皆様に諮りたく考えております。ご理解とご協力

をどうぞよろしくお願いいたします。  
 

会報第40号 2018（平成30）年6月発行 
編集・発行 美濃戸高原別荘地連絡会 

編集委員会 
ホームページ http://www.minoto.jp/ 
事務局連絡先    加留部(Y-45)0266-74-1380 
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お知らせ 

 

◆ 第22 期 世話人会活動報告 

 
            事務局長  加留部則彦 (Y-45)  

  
4 月より第 22 期に入りました。21 期までは水道問

題があり 4 月から 11 月迄世話人会が開催されました

が、今期より通常の開催期に戻り 5 月から 10 月の世

話人会開催となります。 
 
１．2018（平成30）年5月5日（土）11:00～12:00  

第1回管理事務所との情報交換会実施 
別荘地発展のため管理人/世話人会の意思の疎通を

図るべく情報交換会を開催しました。 
 
議題  
①春を迎えて別荘地の道路状況や環境の変化（不審

事象を含む）について 
②緊急事態発生時（断水や停電）に一斉メールなど

の連絡方法の検討依頼 
③水道供給システムについて説明会開催を要望 
④今年度水道大規模修繕工事の進捗状況について 
⑤焚き火に関連して枯れ枝の処理について 

  
各議題とも現地管理人さんの丁寧な対応により

前向きの回答を頂きました。特に②項の一斉メール

連絡については早速準備に入って頂けるとの快諾を

得ました。但し、停電は中部電力の問題で対応しか

ねるということでした。 
  
２．2018（平成30）年5月5日（土）13:30~16:30   

第1回世話人会実施 
 
議題  
①管理費値上げ要請に関する件 
②会則細則事務局案の検討結果報告  
③会報初夏号発行スケジュール及び内容の確認 
④枯れ木感謝祭運営方針の見直しについて 
議題①については今期の最大テーマで 3 月 24 日

に会長、副会長が本社を訪問し社長面談を実施しま

した。管理費値上げの会社の基本姿勢を伺い、連絡

会としては今後別荘地をどのようにしていくのかの

ビジョンと別荘地の価値を上げる手段の一つとして 

道路整備についての考え方を質問し、その回答をベー

スに討議しその結果を会社に申し入れしました。 
議題②についてはいくつかの修正の後世話人会とし

て了承を受け、8 月の総会で承認を頂くことになりま

した。 
議題③については 6 月 20 日発送までのスケジュー

ルと内容の確認をしました。 
議題④については感謝祭の参加者が減少傾向にある

ことから原因と思われる要因を分析し、開催時間変更

など会社に協力を要請することにしました。 
 
 5 月 5 日会社との情報交換会、第１回世話人会及び

3 月 24 日の社長面談についての詳細はホームページ

に議事録を掲載してありますのでご覧ください。 
 

 

 

同好会活動報告 

 

◆ 美濃戸囲碁会 
 

今年も囲碁の会を行なっています。美濃戸で囲碁を楽

しみませんか？ 

 

期間      5〜9 月     

日時     毎週 土曜日 

             13:00〜16:00 

場所     檜山（A-53） 

会費     なし   

 

☆時間内、都合の良い時間で、 お気軽にお出かけくだ

さい。 

☆今年は 8 月4 日、11 日は休みます。 

                          

代表      佐藤（A-85） 

                         書記      檜山（A-53） 

 

              （連絡先：佐藤 A-85  ）  
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会員投稿 

 
◇ご好評をいただいております田山さんと福井さんの連

載も、いよいよ最終回。興味の尽きない話題を、最後まで

存分にお楽しみください。 

 
◆ 美濃戸回想 No.4 

田山穂積(K-62)  

 
美濃戸周辺のグルメ 

甲府昭和のうなぎ屋は、現役の頃から仕事仲間と何回

も食べに行った旨いうなぎ屋である。二重に重ねた｢うな

重｣は絶品だった。甲府の「奥藤本店」、信玄堤の「奥藤

別館」の蕎麦は格別旨い。天ぷら、もつ煮もいける。往復

に寄るのが楽しみであった。大泉の「藤野や」も､同系列

で旨い。蕎麦の香りを教えてくれた蕎麦屋である。白州

道の駅での一休み、季節の野菜、みやげの買い物は楽

しい。 
茅野駅前 20 号線の「丸平」の川魚、うなぎの蒲焼き、

鯉こく、あらい、わかさぎ、いなごの佃煮。岡谷水門公園

脇の数軒のうなぎ屋。岡谷の名物はうなぎである。南諏

訪インターへの途中、ペチカのガーリックハンバーグとピ

ザ、パスタ、牛の「たたき」があったが､今は販売中止とな

っている。その前の比較的新しい蕎麦屋も旨い蕎麦を食

べさせる。ここは「山の幸」の姉妹店で、美濃戸二股で山

小屋をやっていた親父はまだ健在らしい。 
 買い物は富士見・原村払沢の A コープ。生鮮品や惣

菜が揃っている。エコーラインの自由農園は信州のみや

げ物がほぼ揃う。パン屋・レストランもあり､人気がある。富

士見のカントリーキッチンも、夏季は盛況である。八ヶ岳

農場の野菜・乳製品も人気がある。上里牧場の焼き肉も、

休日は賑わう。私は泉野「川原の湯」に浸かり、特上カル

ビ－焼き肉を好んで食べる。東京より遙かに安くて旨い。

美濃戸より一本道で行ける。 
中央道が完全開通して八ヶ岳、蓼科高原、富士見に別

荘地が開発され山荘が建ち、休日･夏季を過ごす利用者

が徐々に増えてきた。小淵沢･諏訪南･諏訪インターの利

用者も増え、インター付近の街、道路整備が進み、新し

い大型店舗が進出してきた。従来の個人商店、商店街は

大型スーパー･専門店に押されシャッターを下ろし寂れ

た。買い物客は大型店舗に奪われた。大型スーパーは

別荘地近くにも進出してきた。今では、別荘住民は駅近く

の商店街に行かなくても便利に買い物ができるようにな

った。茅野の商店街も他の地方都市と同じく寂れ、対話

を楽しむ買い物はできなくなってしまった。 
 
春と秋の美濃戸の味覚 

美濃戸の楽しみに春の山菜､秋のきのこ採りがある。6
月に入ると「ふきのとう」「草ぜんまい」「わらび」「たらの

芽」「ふき」「こごみ」が採れる。天ぷら、おひたし、煮付け、

干物で食べる。そして春の香りと味を楽しむ。 
5 月桜の咲く頃、下の集落の田の畦では「せり」「のび

る」が採れる。たんぽぽの若葉はほろ苦く､天ぷら、サラ

ダで食べる。お盆過ぎには木瓜の実で「木瓜酒」を造る。

焼酎に砂糖、がまずみ、なつはぜ､ブルーベリーを加え

ると赤い色がつき、コクが出てまろやかな果実酒となる。

一年寝かせ、来年の夏の楽しみとなる。 
秋 9 月に入ると「きのこ」シーズン。「こむそう」が早く、

「じこぼう」「ちゃなめつむたけ」「くりたけ」が美濃戸地域

のカラマツ･松･雑木林に生えてくる。「じこぼう」はみそ汁、

ポン酢おろしが旨い。味の濃いきのこである。住人のロッ

ジの田中さん、囲碁 7 段の強豪である佐藤さん、長期滞

在の尾田さんの奥さんは、山菜採りの名手である。尾田

さんの奥さんは「さまつ」「ほんしめじ」「こむそう」も探して

くる。調理も絶妙に上手い。 
「まつたけ」「さまつ」の採れる場所は、その個人のみ

の知る城、秘密の場所である。赤岳鉱泉方面の山、阿弥

陀直下まで地元の人に連れられて２､３回入ったが見つ

けることはできなかった。「紫しめじ」を見つけただけだっ

た。柳の枯れ木に生える「やなぎたけ」「ならたけ」、遅く

生える｢霜降りたけ｣も旨いきのこである。帰り道、御坂道

で「たまごたけ」を買うのが楽しみであった。 
 
美濃戸の仲間たち 

飲み友だちは高城さん･高橋夫妻。連絡会元会長・高

橋宅の宴会はいつも楽しい。 
旨い吟醸酒、調理の品々、それを盛る趣味の焼き物の

器が落ち着いている。調理の上手な美女の奥さん。とき

どき高城邸、我が家でも宴会を開いた。よい別荘地とは

……、連絡会の要望事項の話題は尽きなかった。荒川さ

んもいた。高橋邸の大宴会はおお賑やか。杉田初代会

長、馬場前事務局長、平林･佐藤両女史も交え、酒も進

み、談笑はいつまでも続く。毎夏の楽しみである。 
山荘を建て、最初に言葉を交わした人は隣の柴田夫

妻とそのご両親であった。旅好き、話の面白い若夫婦、

植木の好きなご両親。先住の柴田さんには植木のこと、

山菜、わらびの食べ方といろいろ教えてもらった。6 月か

ら7月にかけて裏庭でわらびは採れた。柴田さんとしゃく

なげを山から降ろし、庭に植えた。権兵衛峠越えのコー
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スも教えてもらって出かけた。お二人とも残念なことに早

く亡くなってしまった。展望台上の菅原さん夫妻とはテニ

スに興じ、油絵の指導を受けた。絵を描く楽しみを知った。

ご主人は会社役員、奥さんは茶道の先生である。地元に

詳しく工務店を紹介してくれ、帰路、混雑を避け走りよい

近道など教えてもらった。当初、茅野－大月間は一般道

20 号線であった。小関さんは会社の先輩。平成 27 年に

亡くなった加藤女史は、親父の友人の奥さんだった。美

濃戸ロッジの田中夫妻､高城さんとはロッジで知り合う。 
65 歳を過ぎ､美濃戸連絡会に加入して、林・樋田・大

塚・吉見・安藤さんと知り合う。連絡会活動に参加してから

は知り合う仲間がどんどん増えた。経済学者の花原さん、

初代連絡会会長の杉田さん、宇佐美女史、犬の散歩のさ

くらさんと嶋津の奥さんと華ちゃん。高橋設計士夫妻､事

務局の加留部夫妻、ペンションの進藤さん夫妻、草木の

先生の小松夫妻。知り合い、仲間も大分多くなった。疎開

先が同郷である長岡女史の話は含蓄がある。遅れて裏

に西･菅原夫妻の家が建ち、挨拶を交わす。会社の時の

勉強会講師、前川さんも近くに家を持った。 
原管理人の音頭で美濃戸囲碁会が結成される。平林・

小関・尾田・佐藤・田山が最初のメンバー。この人たちと

囲碁仲間となる。今も夏季には檜山山荘で土曜日に囲碁

会を開き、囲碁大会を毎年開催している。 
碁仲間の平林･一木･武田さんは亡くなった。知人･仲

間も増えるが、亡くなる人、去って行く人のあるのは世の

常である。平成30年、齢85歳、病気がちの身体である。

この2～3年、これが山荘生活最後の年になるかと思った

りしている。来年の夏にまた来られるのが楽しみである。 
連絡会はよい仲間づくり、美濃戸別荘地が住んで楽し

め、品格のあるよいところだといつまでも思える別荘地、

自然環境のあふれたところを目指して努力してもらいた

い。                             （完） 
 

 
 

◆ 生物多様性の危機 No. 4 
福井 篤（NK-66） 

 
神秘的な生活史をもつササ類 
 

八ヶ岳西麓の日当たりの良いところでは、下草として、

イネ科タケ亜科に属するササ類が優占する。ササ類はタ

ケ類と同じタケ亜科に含まれる。しかし、ササ類とタケ類

では、種分化の過程が大きく異なる。タケ類の多くは大

陸で種分化し、人為的に日本へ持ち込まれたものが多

い（モウソウチクは 801 年という記録があるらしい）。対し

て、ササ類の多くは日本で種分化した。したがって、日本

固有の種数はササ類のほうがタケ類よりも著しく多い。 
美濃戸周辺に分布するササ類はミヤコザサ Sasa 

nipponica Makino et Shibata だと思う。本種は最深積

雪が年平均 50 cm 以下の山地に多く分布する。学名が

示すように「日本のササ」であり、我が国固有種である。

標準和名に「ミヤコ」が与えられているのは、最初の発見

地 ―比叡山― に因む。美濃戸周辺のササ類は、晩春

になると、厳しい冬季にできた葉の白い隈が薄くなるか、

消える。梅雨の合間の木漏れ日の中、既に濃緑色へ変

化した樹木の葉と雨滴に濡れた淡緑色のササ群落の組

み合わせは、とても美しい。この時期の美濃戸は、躍動

感のみに満ち溢れる新緑の頃よりも趣があって、私は好

きだ。  
ササ類は繁茂し過ぎると、森林の更新や実生を阻害す

る。とは言え、シラビソの幼木などの周囲に生じた群落密

度の低いところでは、ヤマシャクヤクやカエデ類の新芽

も出ている。ササ類の過大繁茂を防ぐ役割を担うのは、

自然界ではニホンジカ達である。ただし、彼らには「環境

が許す適正な個体数下にある」という条件がつく。 
ササ類の生活史は神秘的でかつドラスチックである。

いっせいに開花し、その後速やかに枯死する（らしい）。

その周期は 70 年あるいは 100 年とも言われている。美

濃戸のササ類にもそれが当てはまるのならば、40 数年

以上の周期だろう。我が家では、その現象を未だ確認し

ていないからだ。しかし、このような時間的スケールの生

物界の現象は、科学的にあまり理解されていない。近代

植物学の幕開けのきっかけとなったシーボルトの来日後

約 200 年、この期間で同じ場所での開花・枯死はあって

も 2 回しかないのだから。過去の近隣の記録では、昭和

20 年に、入笠山一帯でササ類の開花・枯死が記録され

ている。自分の目で、美濃戸におけるササ類の開花・枯

死、それに続く植生の変化を観察したいものである。 
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伐採・植栽への悩み 
 

生物多様性が高いことは、複雑かつ巧妙なシステムと、

言いかえることができる。それぞれの個体は、種の存続

のために、限られた空間で熾烈な生存競争をしている。

そのような状況で、少しでも繁殖能力の高い外来生物が

人為的に放たれれば、システムは破壊し、高い多様性は

消失する。このことは、多くの事例で証明されている。だ

から、特定外来生物法や生物多様性基本法が速やかに

制定されたのである。 
美濃戸では、植林後長い歳月が経過したことで、カラ

マツの伐採が進んでいる。我が家の伐採は、2003 年か

ら始まった。ようやくあと数年で終えるが、少なくとも15年

以上を要していることになる。これは経費の分散だけが

目的ではない。植林であろうが、人為的な環境変化を少

しでも抑えたい、という拘りからだ。1 本のカラマツに、ど

れだけの種が依存し生活しているのだろうか？？ 
「同一種でも、遺伝子集団が自生のものと異なるのなら

ば外来生物になる」ことを、前回述べた。だから、植栽に

は、注意が必要だ。数年前、カラマツの伐採後、ハウチワ

カエデを植栽した。我が家の唯一の植栽例であるが、悩

ましい問題が発覚した。春先の新芽や葉の形状が、自生

のハウチワカエデとは微妙に異なるのである。ハウチワ

カエデには、多くの園芸種がいる。恐らく、植栽したハウ

チワカエデの遺伝子組成は美濃戸の自生種のそれとは

異なるのだろう。そうであるならば、植栽したハウチワカ

エデは外来生物であり、数年前の植栽は遺伝子の多様

性を撹乱する行為になる。遺伝子組成の解析は、現在で

は容易だ。近いうちに、植栽と自生のハウチワカエデの

遺伝子組成を比較するつもりである。なお、本格的な植

林では、そこで自生している親木から次世代の幼木を得、

それを少し育てたものを植えているらしい。 
 
美濃戸での想い 
 

年ごとに、温暖化の影響が顕在化している。厳冬期で

も記録的な大雨が降る（我が家の2018年2月18日の最

低気温は－14.9℃、同年3 月4 日には最高気温13.1℃

まで上昇し数日前から大雨となる）。春の気温上昇が顕

著で、新緑の時期が大幅に早くなっている。強い勢力を

保持したまま台風が上陸する。加えて、将来には同一勢

力（気圧）でも経験値以上の強風になるシミュレーション

が提示されている。地球規模の環境変化のなか、目の前

に展開されている自然本来の仕組みを少しでも理解した

いものである。それこそが、他の別荘地に比べ人工的要

素の少ない ―美濃戸での楽しみ― である。 
約半世紀前、林業従事者、蝶研究者および登山者し

か知らなかった自然豊かな美濃戸に別荘地が造られた。

残された自然のなかで生活する機会を得た我々は、人

類史上、この地における初めての定住者である。だから、

「自然のなかで生きる（生かされている）」という想いを持

つことが必要だ。交通網やネットが発達した現代社会で、

その想いを個人が持ち続けかつ継承することは難しい。

だからこそ重要だと思う。資財を投じれば、人工施設は

初期の性能以上のシステムに生まれ変わる。しかし、いく

ら資財を投じても、失った自然を回復させることは不可能

に近い。１回目に登場したオオハンゴンソウ、明治時代

に観賞用に輸入されただけあって綺麗な花を咲かせる。

悪いのはオオハンゴンソウではなく、我々の行為であ

る。 
 
終わりに 
 

2018 年も早や 1/3 以上を経過した。美濃戸の月平均

気温は、3 月に引き続き 4 月も、過去10 年間で最も高い

記録的な高温となった（詳細は HP 参照）。「今年の冬は

非常に寒かった」と言われる方が多い。しかし、美濃戸の

月平均気温は、関東甲信越地方の広域と同様に記録的

な低さではなく、真冬日の総数も決して多くなかった。ち

なみに、1 月の月平均気温は 2011 年の－8.4℃に対し

2018 年では－5.9℃、2 月のそれは 2008 年の－7.4℃
に 対し 2018 年で は － 5.6℃、 真冬日の 日数は

2010/2011年から2013/2014年では毎シーズン51～55
日あったのに対し 2017/2018 年では 45 日に留まった。 
2017/2018 年の冬季は非常に寒い日が多かったことは

間違いないのだが、いったん寒気が抜けてしまえば急上

昇する現象が現れている。長期予報では、今後も引き続

き平年差プラスの状態が続く。2018 年の年平均気温は

どうなるのだろうか？                   （完）   
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インフォメーション 

 
◆ 焚き火の心構えについて 

 
待ちに待った新緑の季節を迎え、同時に焚き火が可

能な季節になりました。冬の間にたまった枯れ木の処理

の季節です。落ち葉が草に隠れたと言っても焚き火をす

る場合は十分な注意が必要です。焚き火の在り方ついて

は会社の「管理規約第 17 条」及び「後記 3 第 17 条焚き

火の心構え」に詳しく記載されています。 
美濃戸別荘地では過去に焚き火が原因による火事が

2 度起きています。1 度は 20 数年前（？）ですが落ち葉

に燃え移って火が走り隣家が全焼しました。焚き火をす

る準備がどの様であったか今は不明ですが準備不全が

想像されます。もう1度は4～5年前に焚き火用の炉があ

ったにも拘わらず3月の落ち葉一杯の季節であったため

火が移って周りの 3 区画の落ち葉や立木が燃え危うく隣

家に届く危機一髪の状況となりました。気がついた数人

が駆け付けたのですが消しても消しても火は燃え移り、

どうしようもありませんでした。幸いに 10 分ほどで原村の

消防が駆け付けてくれて大惨事にならずに済みました。 
焚き火をされる方はこの「規約及び心構え」を厳守に

厳守を重ねてされるようお願いいたします。 
 
焚き火の心構えで一層の留意点は 

・3 項「焚き火の場所」に関して 地面を掘り、石で炉を作

るのが望ましいとありますが現実に炉を作ることが困難

な方もいらっしゃいます。その場合、簡易的な焚き火

用炉が市販されていますのでご購入の上、焚き火され

るのも一つの方法です。ご近所に焚き火をされる方が

いらっしゃればご相談されるのも良いかと思います。 
・8項「焚き火の期間」に関して 10月～12月は厳重注意

期間と有りますがこの期間は落ち葉が大量に積もる期

間です。3 月～5 月の自粛期間と同じようにお考えくだ

さい。 
 

尚、焚き火による煙は場合によっては体調に変化をも

たらすことがあるだけでなく洗濯物などへの影響も含め

て焚き火を好まない方もいらっしゃいます。「心構え」を

守るだけでなく長時間に亘る焚き火は控えるなど近隣の

方へのご配慮をお願いいたします。 
枯れ枝をご自分で処理出来ない場合は燃えるゴミとし

て会社のゴミ置き場に出すかクリーンセンターにお出しく

ださい。 

但し、会社のゴミ置き場に出す場合は 30～50cm にカ

ットして紐で縛り、出来れば燃えるゴミ袋に入れてお出し

ください。この場合無料ですが、長物を出す場合は有料

になります。クリーンセンターに出す場合はすべて無料

です。                         事務局 
 
 
◆枯れ木感謝祭のお誘い 

 

美濃戸の夏のイベントとしてすっかりおなじみになっ

た「枯れ木感謝祭」が、今年も開催されます。 
今年は当初の目的に立ち戻り、身近な枯れ枝を持ち

寄って燃やしながら、日頃接する機会の少ない方たちや

蓼科観光の社員とざっくばらんにおしゃべりを楽しみまし

ょう。連絡会会員ではない方もお気軽にお誘いください。 
若干の飲み物とおつまみを用意しますが、持ち込みも

大歓迎です。できるだけマイカップやマイ食器をお持ち

ください。 
日 時：2018（平成30）年8 月4 日（土） 16:30～18:30 
会 場：管理事務所前  
 

 
◆総会のご案内 

 

枯れ木感謝祭の翌日は「第22 回定期総会」です。 
今年は「管理費値上げ問題」や「連絡会会則の見直し」

など重要な議題が目白押しです。 
ぜひお誘い合わせてご参加ください。なお、会場への移

動手段がない方は、事務局長・加留部（Y-45） 
0266-74-1380 までご連絡ください。 
 
日 時：2018（平成30）年8 月5 日（日） 14:00～16:30
会 場：自然文化園 大研修室  
 

また、総会案内は 7 月 20 日前後にお手元に届きます。

送付先がご自宅ではない場所をご希望の方は、7 月10
日までに送付先をメールまたは FAX で事務局宛にご連

絡ください。 
] 

    美濃戸高原別荘地 連絡会事務局 
FAX ： 0266-74-1380 
E-mail ： admin@minoto.jp 
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◆ホームページをご活用ください！ 

 
美濃戸高原別荘地のホームページ「美濃戸」内の連

絡会会員専用ページでは「世話人会議事録」や「蓼科観

光社長面談議事録」などを掲載していますので、どうぞご

覧ください。(パスワードが必要です。不明の方は事務局

にお問い合わせください) 

また、管理費値上げ問題に関するご意見、連絡会・世

話人会の活動へのご意見・ご要望があれば、ご遠慮なく

お近くの世話人か上記事務局までメールまたは FAX で

お寄せください。今後の取り組みの参考にさせていただ

きます。 

（メール、FAX ではお名前、区画番号のご記入をお願い

いたします） 
 
 

◆メール会員登録のお願い 

 

すでに多くの皆様にインターネットを利用した「メール

会員」のご登録をいただき、会報等の書類をメール配信

しておりますが、更なる経費節減と事務作業の効率化を

図るために、まだ登録されていない方はご検討をお願い

いたします。 

 

「メール会員」には、以下の書類をメールで配信しており

ます。 

1）会報(年二回) 

2）総会案内・総会出欠回答（委任状もメールにてご

回答いただきます） 

3）総会議事録 

4）会費納入案内 

5）重要報告事項 

 

ご賛同いただける方は、以下の①～③の内容をメー

ルで、admin@minoto.jp 宛に送信してください。 

 

①お名前 

②別荘地区画番号 

③メールアドレス 

  

なお、ご登録いただいた個人情報は連絡会運営上の目

的以外には使用いたしません。 

 

 

◆連絡会年会費について 

 
 年会費は1,300円です。今年も総会案内送付時にご

案内させていただきますので、お手数ですが 10 月末

日までに、以下の「連絡会のゆうちょ銀行口座」にお

振込ください。 
   記号・番号：００５１０－６－７８８０３ 
   口 座 名：美濃戸高原別荘地連絡会 
 

                                        
 

編集後記 
 

 

「そもそも美濃戸は普通に人が住む場所じゃないのだ

から、普通の快適さや便利さを求めるのはおかしい」。5

月の世話人会でのどなたかの発言に、多くの方が深く頷

いていらっしゃいました。     

ちょうど、我が山墅の掛け時計が不調で、「早く直さな

いと、なにかと不便」と考えていた矢先のこと。ここ数年の

美濃戸滞在時の自分の行動スタイルを顧み、「時計化さ

れた時間」（真木悠介『時間の比較社会学』岩波現代文

庫）という言葉まで思い出されて、ちょっと情けなく、恥ず

かしくなった次第です。 

田山さんが過ごされてきた豊かな時間に想いを馳せ、

福井さんの含蓄のあるご指摘をしっかり心に留めながら、

これからの美濃戸時間の在り方を見直していかなけれ

ばと思いました。 

それではみなさん、「枯れ木感謝祭」と「総会」で、お

会いしましょう。                 柴田（Y-41） 


