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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 

 

 2020 年発生の新型コロナウイルス禍は年を 

跨いでも終息せず、第 4 波まで押し寄せた上、  

感染率の高い変異種まで拡散する事態となり  

ました。医療崩壊もひっ迫する中、自由な生活・ 

行動を自粛し、我慢、我慢で過ごす暮らしはとても

辛いものです。唯一の救いが高齢者から始まった

ワクチン接種ですが、日本経済の第 1 線で   

活躍する勤労者をはじめ、若者から子供たちまで

早く接種が行き届くことを願うばかりです。    

そのような中で会員の皆様に於かれましては  

お元気にお過ごしでしょうか。新型コロナ   

ま    

 

 

 

 

 

 

ウイルス克服まであと少しと考え、引き続き体調

管理と衛生管理、三密回避にどうぞ気をつけて 

ください。 

 

①「会社の管理費60％値上げ交渉、その後の経過」 

 

蓼科観光株式会社（以下、会社）が要求した  

管理費 60％値上げ（2020年度分から）は、連絡会

（以降、会）の反対主張に対して真摯に答えない 

会社との間で、平行線のまま2年目に入りました。 

会では会社値上げを不当とする主張を継続 

していますが、法的にアドバイスをいただく  

小澤弁護士や石川弁護士からの“会が交渉進展の

ために会社に歩み寄る必要性は無い”という  

お考えを 2021 年念頭に皆様にもお知らせし、  

会方針での管理費お支払いをお願いしましたのは

ご存じの通りです。この 6 月世話人会でも引き  

続き、事態解決への動きを「静観する」考えで  

進めることを意見一致しました。 

一方、会社年頭挨拶状で松島社長が発した  

「管理費値上げ交渉に関して連絡会とは合意に 

達していないが・・」と表現したことを捉え、合意

に達していない相手に督促請求書等を送り付ける

だけでなく訴訟も辞せず等発言の非礼を指摘  

しました。また、管理規約に絡んで会が主張する 

第 7・8条文違反の他に第 28条が“改正には協議

（※）が条件”と表現していることも加え、会社 

主張がそれら条文の逸脱行為であることを重ねて

指摘し会社に返答を求めました。4月 5日（月）に

杉並本社の松島社長を小清水世話人と訪ねた際の

回答は、当方の意味合いを理解できず的外れの 

返答をするのみでした。松島社長の表情からは、 

法的対抗措置に動いたり、中間妥協案を持ち出す

考えはなく、“連絡会に会社要求通りの支払いを 

求めるには成すすべがない、現状のまま放置も 

已む無し”という諦めの印象を受けました。当面 

この状況が続き、民事請求権 5 年の時効   

（2020 年度分はあと 4 年）を迎えるかも    
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しれません。値上げ交渉が妥結・解決に至らない 

ことに、心穏やかになれない会員の方々が   

おられると思いますが、何卒現状の会の動きに 

ご理解をいただきたく思います。 

さて、会社が昨秋打ち出していた「経営合理化 

施策」で目を見張る様な動きはなく、辛うじて  

今年 3 月に本社総務・経理関連業務を美濃戸現地

で担う新入社員 1 名を増員したことと、「販売  

促進策の改善」計画では信州土地建物株式会社

（「丸山の森」別荘地の管理運営会社）を仲介業者

として外注し、美濃戸の不動産売買業務を託す 

ことをホームページに表示したのみでした。  

会社が空き区画一掃にどの程度本腰を入れている

のか、販売動向がどうなのかは今夏にリサーチを

いたします。 

 （※ 「協議」：相談したうえでの「決定」部分

に重点が置かれた用語） 

 

②「水道施設大規模修繕工事についてのご報告 

 2017年秋に開始した水道施設大規模修繕工事は、

2021 年度分工事に入り４月から 6 月予定で A・K 

地区改修工事が順調に行われています。一方、  

会社からはこの地区工事決定前に、美濃戸で漏水

可能性が唯一残っている Y 地区工事を先行したい

意向が出されました。昨秋にもう 1 か所の漏水  

A 地区箇所の止水ができたのに続いての工事  

ということで世話人会もその報に喜んだのですが、

その工事には過去の工事には無かった「仮設工事」

という工程を含ませ、同時に別途工事費用が発生

することを打診されたため、先の 4 月本社訪問  

会議でその必要性や加算工事費の説明を聞いた上、  

その工程採用を断りました。別途の工事費用が 

積み上げされることは水道施設大規模修繕工事の

覚書に無い内容の表明であるとともに、地権者の

積立金支払い総額に直接影響を及ぼすことになり、

皆さんのご理解・承認を得ずには了承は    

できません。その結果、会社は今年度工事を当初   

スケジュールの A・K 地区に戻して着工した   

わけですが、今秋以降に今後の具体的工事提案を

出すとしています。「仮設工事」を必要とする  

要因が今一つ明確でないため、世話人会では  

会社に工事詳細を説明させる勉強会を開かせ、 

基礎知識を得たうえで会社提案に備えたいと  

考えています。 

 

③「水道施設大規模修繕工事積立金未払い者の 

回収進捗に関して」 

2018年度から開始した工事積立金で、未払い者

に対する回収促進を会社には強く要求して   

いましたが、ある程度の改善が見られました。  

昨春の会社報告では 2018・2019 年度分未納者は 

26人でしたが今春までに12人入金し、残り14人

になりました。会社が示した昨年度の回収努力は

一定の評価ができました。しかし、2020年度分の    

未納者が新たに 17 人発生しているため、未納金 

総額は 15 万円ほど増加し現在約 86 万円に   

なります。積立金未納分は工事覚書規定で会社が

立替えをしているとはいえ、会社ひいては地権者

本来の受益分喪失に繋がりますので、引き続きの

回収努力を要請していきます。 

 

④「リゾート別荘地を巡る問題と危機管理を会社

と共有し、美濃戸再興協力を訴え」 

会では会社に対し、開発以来半世紀を過ぎた 

同じ長野県内の長和町別荘地が持つ構造的問題 

への解消を纏めたマスタープランを参考に   

取り上げ、それらの多くの項目が美濃戸高原  

別荘地でも同様に検討すべき実践策だとし、  

開発業者と別荘地権者が共に積極的な行動を  

起こす必要性を訴えました。 

 この提起が意味するところは、美濃戸高原  

別荘地の改善や興隆に重い腰を上げない松島社長

に対し、連絡会の切実な意思を表明する“緊急  

事態”宣言でもあります。別途、茅野市とは   

加留部事務局長が行政の進める地域活性化や  

別荘地興隆への考えなどの質問状提示や各種  

問合わせを重ねていて、これら双方を併せた  

積極的、複合的な動きで会社が真摯に向き合う 

よう仕向けていく考えです。 
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お知らせ 

 

◆ 第25 期前期 世話人会活動報告 

 

         事務局長 加留部則彦（Y-45） 

 

                       

 4 月より第 25 期に入りました。前期（4 月～  

6月）の世話人会活動について報告します。 

 オフシーズンの 1～3 月は年初の会社請求書の

内容における疑問点の問い合わせおよび昨年から

継続中の連絡会要望事項に対する回答の要請を 

メールにて実施しましたが会社は無回答でした。 

3 月下旬に会社より 2021 年度の大規模水道   

工事の内容変更についての協議要請が入り、   

4月5日の社長面談（会長、東京在住の世話人1名

が出席）となりました。社長面談では会社提示の 

水道問題の他に懸案の管理費値上げ問題、会社の

経営合理化の進捗、別荘地の活性化について  

会社の姿勢などを討議しました。詳しくは   

会長挨拶をご覧ください。 

 

 第25期第1回世話人会（5月）は新型コロナ禍

のためネット会議となりました。 

 

1.  管理費値上げ問題 

2.  別荘地発展のため会社存続の基本である 

拡販強化と経営の合理化 

3.  別荘地の活性化について 

4.  大規模水道工事の順調な進捗のために 

 

を議題とし世話人さんから多くの建設的ご意見を

頂き、今後の会の基本的方針を改めて確認する 

ことができました。 

今後の活動は残念ながら新型コロナ禍のため  

第 2 回世話人会（6 月）、第 3 回世話人会（7 月）

はネット会議、総会（8 月）は文書審議、     

枯れ木感謝祭（8 月）は中止とさせていただきま

す。なお、ワクチン接種が徐々に進み 8 月末には  

感染がピークアウトする情報もありますので  

9月、10月の世話人会は八ヶ岳自然文化園会議室

で実施の予定です。 

 

 

 
 

会員投稿 

 

◆ 孤高の天然石薪ストーブ 

 

NK-66福井 篤 

Keywords 

マンスフィールド8012，ソープストーン，長時間燃焼，

Tバーン着火，カラマツ，ヒートライフ, 年間薪量の 

試算，安全対策 

 

未明に薪を補充しなくても，厳寒の朝を暖かく

快適に迎えられるようになりました。昨年 6 月に

入れ替えた薪ストーブのお陰です。ほぼ 1 年が 

経過し，思うように操ることができるようになり

ました。燃焼データを整理したものに加筆して， 

会員投稿いたします。針葉樹を用いた薪ストーブ

の燃焼データは少ないので，データはすべて   

輸入元の長野総商（株）に提供しました。 

 

1. マンスフィールド8012とそれに至るまで 

ハースストーン社（アメリカ）のマンス    

フィールド 8012 は山小屋の三代目の薪ストーブ

です（図 1）。ハースストーン社は，ソープ    

ストーンという蓄熱性が高い天然石を使って， 

ストーブを手造りしています。今でこそソープ 

ストーンを使ったストーブは複数のメーカーから

販売されていますが，長い間唯一無二，その   

草分け的存在です。ソープストーンの厚さは

32mm，それをへルゴン社（スペイン）の鋳物  

フレームに組み込んでいます。 
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マンスフィールド 8012 は同社の最大モデル 

です。サイズは幅686×奥行608×高さ716mmで，

重量は 249kg，熱量は 20,160kcal/h に達します。 

炉室は幅 550×奥行 470×高さ 300–320mm で， 

炉室容量は 3 立法フィートです。薪は横方向では

53cm，縦方向では 45cm まではいります。    

二次燃焼はクリーンバーン方式です。 

 

初代のストーブ（1975 年/11 月–2013 年/3 月）

は開放型の暖炉でした（図 2）。炉室は広く   

（最大直径 800mm），ダイレクトに見える炎は，

—家の中で焚火をしているわけですから—，  

迫力に満ち溢れるものでした。しかし，燃焼を  

維持するのが大変で，長時間燃焼は不可能でした。  

小型の FF 灯油 ストーブと併用して，今よりも

厳しい冬

を楽しん

でいまし

た。 

           

 

 

 

 

 

薪ストーブの技術革新が起こったのが，1975年

です。バーモンドキャスティングス社（以降，VC； 

アメリカ）から，垂直・水平燃焼を備え，気密性が

高く燃焼効率が良い初代デファイアントが発表 

されました。 

2 代目は VC のレゾリュート・アクレイム   

でした(2013/03–2020/05）（図 3）。一世を風靡  

したアンコールの弟分のモデルです。これで熱量

は十分になりましたので（10,000kcal/h），   

灯油ストーブを撤去しました。しかし，炉室の  

奥行が浅いことが難点で，針葉樹薪による長時間

燃焼は困難でした，数時間おきに薪をくべなけれ

ばなりません。蓄熱を高めるために耐火煉瓦が 

装備されていましたが，その効果も疑問でした。 

 

                                    

 

気がつくと，最小の努力で暖房効果が継続する

ストーブを夢見ていました。アクレイムに入れ 

替える際，複数の方がマンスフィールドを推薦 

してくれました。しかし，あの立方体のような形状

の意図を，—奥行きのある炉室をもったストーブ

を焚いていたにもかかわらず—，当時の私には 

理解できませんでした。その後，アクレイムの  

限界が気になり始めると，「マンスフィールド  

こそが私にとって最高のストーブではないか？」

と考えるようになりました。山小屋の容積を  

考えると，それより小さなソープストーンモデル

で十分で，容易に設置できました。しかし，   

より深い奥行きにこだわりましたので，候補には

図１. マンスフィールド8012    

Tバーン着火後35分経過，一次空気レバーの位
置 2/5，ストーブトップ温度200℃； 炉台は13 

mm厚の御影石 

 

図2. 初代の開放型暖炉    

煙突径7インチ， 

1977年1月1日撮影 

図3. 二代目のレゾリュート・アクレイム  

煙突径6インチ，炉台はレンガで築当初から
45年間使用，2018年3月13日撮影 
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しませんでした。とはいえ，現状の煙突にマンス 

フィールドを接続すると，ストーブは前方へ  

飛び出してしまいます。ならば，「部屋を少し  

改造し，室内の煙突を後方に移せば，現状並みに 

収まるのでは？」と思い，数年が経過しました。 

昨年 2 月，「数回しか焚いていないマンス    

フィールドの中古がある」との朗報が入りました。

御代田まで見に行くと，新品同様でリーズナブル

な価格，そもそもマンスフィールドの中古が  

出回ることはまずないので，即決しました。 

ソープストーンストーブは分解できないので，

設置作業が大変です。道路から部屋までの僅かな

距離を Grow thick の方々に 2 時間近くかけて  

搬入してもらいました。15°エルボーによって  

外側へ 37cm 移動した煙突に接続すると，計画  

通りアクレイムの前縁より後方に収まりました。

慣れてくると，使い勝手の良い炉室やソープ  

ストーンの蓄熱性はもとより，予想し得なかった

素晴らしい性能に驚かされました。カラマツ薪を

用いて，これらの特徴を活かす燃焼法とその結果

を紹介します。 

 

2. 私のマンスフィールド8012の燃焼法 

【薪の配置】 T バーン着火のための配置を紹介 

します。薪は前後方向に配置します。中央に隙間を

設け，その左右に薪を積み上げます（図 4A）。  

カラマツでは 16  kg 少々で，ほぼ満杯に    

なります。  

 

ポイント 

1. 中央の隙間は下方では 2–5cm，上方では 

逆「ハ」字形で，最上部でやや開くように  

する。隙間の間隔が広過ぎると，垂直面の  

燃焼が始まるまで時間がかかる。 

2. 最下列の薪は，中央部では大きめ，左右端 

には小さめ。 

3. 最上列の薪は，ほぼ水平に（できれば   

樹皮のない切断面を上側にする）。                                      

4. 薪の量が少なく，セラミックバッフルから 

最上列の薪までの距離があると，水平面の  

燃焼が始まるまで時間がかかる。少なくとも

12kg 以上の薪を入れることが必要。  

 

 

 

【Tバーン着火】 この名称は，着火後「T」字状

に燃焼することに，因んでいるようです（南阿蘇の

「（株）くぬぎの森」さんによって命名されました）。                                                   

① 中央の隙間に，細かくしたカラマツの小枝 

ひとつかみ分ぐらいを前後方向に均等におき， 

その上に着火剤（1個）をおく（図4A）。 

→上方へ向かう炎は左右の垂直面に広がり，「T」

の「I」に相当する燃焼が始まる（図4A・B）。 

② 一次空気レバーを最大（最左）にして，    

ドアーを閉める。 

→二次燃焼のエアーチューブ上にあるセラミック

バッフルに達した炎は左右に広がり，「¯」に相当 

図4. Tバーン着火による燃焼 

A 着火2分後，B 着火15分後，C着火17分後； 

 燃焼の方向．薪量は13.7kg．ドアーを開け
て撮影 
 

A 
 

B 

 

C 
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する燃焼が始まる（図4B・C）。暫くすると，垂直・

水平面にある隙間から内部へ燃焼が広がり  

（図4C），炉内は炎の繚乱状態になります（図1）。 

  

【燃焼中の操作】 操作は次の二つのみです。 

① 着火 30–70 分後には，ストーブトップ温度が

180℃まで上昇する。180℃に達したら，一次空気

レバーを最小（最右）から 2/5 の位置まで絞る。

70分要した時は到着後の最初の燃焼で，着火時の

室温は–7℃でした。 

② 着火 50–110 分後には，ストーブトップ温度

が 250℃まで上昇する。250℃に達したら，   

一次空気レバーを最小（一次空気は僅かに供給 

される）にする。怠ると過燃焼になりますので， 

必須の操作です。この条件下（大量の薪かつ燃焼

初期）の「一次空気最小」は多くのストーブでは 

禁じ手ですが，心配無用です（次ページ参照）。  

以後，二次燃焼によってヒートライフが尽きる

まで，操作は何もありません。ただし，左右の燃焼

が不均等のときや両端の薪が大きすぎて   

燃焼し難いときは，頃合いを見て，火かき棒で

薪の位置を修正します。ドアーを空けるときは，

必ず少しずつ空けます。 

着火から一次空気レバー最小までは，    

薪ストーブを監視しておくことが必要です。 

この時間を短縮するには，炉室内を早く高温に 

することが必要です。そのポイントは最上列の 

薪の太さと配置にあるようです。 

 

【燃焼中のストーブトップの温度変化】 ストーブ

トップ温度のピークは一次空気レバーを最小に 

した時かその40分後以内にあります。時間の経過

とともに温度は，—特に180℃から150℃まで—，

緩やかに低下し，ソープストーンに蓄えられた 

熱がゆっくりと放出されていきます（図5）。ソープ  

ストーンならではの特性が示されています。 

 

【ヒートライフ】 ヒートライフとは，1回の燃焼

によって，着火からストーブトップ温度 100℃ 

まで下がるのに要する時間です。カラマツ  

15–16kg によるヒートライフは最低でも    

9 時間半，最高 10 時間少々です（図 6）。     

もちろん着火後の補充は皆無，かつ一次空気  

レバー最小後の約8時間はストーブに触ることも

まずありません。薪12–16kgの範囲では，1kgの

増量によってヒートライフは平均 35 分（0.59  

時間）伸びます。因みに，カタログでは「広葉樹 

27ｋｇ (=9ｋｇ/立法フィート×3kg)でヒート 

ライフ14時間」と記載されています。 

 

室温は建物の容積，気密・断熱性能に大きく影響

を受けます。ですから，あまり参考にはなり   

ませんが，薪 15.2 kg の燃焼によって，外気温が 

平均–2.8（最低 −6.7–最高 0.1）℃のとき室内の

平均気温を29.6（23.0–32.5）℃に保てました（–

2.8℃を日平均気温としてみると，12月上旬か2月

下旬に相当します）。  

 

 

 
図5. ストーブトップ温度の変化 

図6. 薪投入量とヒートライフとの関係 
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【熾火と次の燃焼】 ヒートライフが尽きた直後 

では，熾火は十分に残っています。次の燃焼は， 

①T バーン着火，②通常の追い薪のどちらでも 

可能です。 

① T バーン着火。一次空気レバーを最大にして

熾火を減らします。適量になったら，熾火を炉室 

中央に一列に集め，その左右に薪を積み上げます

（図2A）。この作業はTバーン着火による最初の

作業より速やかにしなければいけません。時間を

かけると，燃焼が始まってしまいます。薪は凸凹 

ですので，入ると思った薪が途中で入らなくなる

こともあります。種火に触れていることがある 

ので，安易に出すこともできません。そこで，  

炉室よりわずかに小さい「炉室の模型」を合板で 

作り （図7），あらかじめ使う薪を選別し，模型に

配置して準備しています。  

② 通常の追い薪。一次空気レバーを最大にして

細薪よりやや細い薪を多めに入れ，ストーブ  

トップ温度を 180℃以上にします。その後，   

中サイズ以上の薪を数回に分けて計 6–9ｋｇを 

入れます。薪全体に燃焼が広がったら一次空気 

レバーを少しずつ絞り，250℃まで上昇したら  

最小にします。この方法による薪量 6.2–9.2kg の

ヒートライフはおよそ6時間（データ数4）です。   

 

【ストーブ・煙突への負荷】 T バーン着火から

熾火が尽きるまで，煙突から白煙はほとんど  

あるいはまったく排出されません。窓ガラスの 

汚れも 12kg 以上の薪を入れた燃焼ではほとんど

ありません。汚れたとしても，下側の左右端のみが

ごく薄茶色になる程度です。したがって，    

「Tバーン着火による多量薪の燃焼」はストーブ・

煙突への負荷が少ないと言えます。  

 

 

【薪は年間何 t必要？】 薪量34kg/日として必要

な年間薪量を試算すると，約6.6t，体積では13.2m3 

（カラマツの気乾比重は0.50）となります（表1）。

山小屋でこの量を焚くと，厳寒期でも夜間に  

なると 30℃を超えますので，上限値と思って  

います。 

薪ストーブには適した薪量があり，それより 

少量で焚くとストーブに負担がかかります。  

狙いを春や秋におくのか厳寒期におくのか，  

ストーブを選択するうえで重要なポイントです。

許されるのならば，1家に2台が理想です。 

 

3. 薪ストーブの安全対策 

日頃の配慮が安全と長寿につながります。私が

行っていることは以下の通りです。これらを  

守れば，ストーブや煙突の負担は軽微となり，  

全面的な煙突掃除をかなり先送りすることも  

できます。 

 

必須事項 

□ 燃焼前に炉室内を指で触り，煤が黒色で乾いて

いることを確認する。 

□ 十分に乾燥した薪で焚く（含水率15％以下＊）。 

□ 炉室が広いからといって，あるいは見かけ上の

燃焼時間の延長のために，巨大薪をくべない。 

□ 一日のべ 1 時間＊かつ薪を追加したら，一次 

空気を全開にしてしばらく焚く。 

□ 温度管理を確実に行い，300℃＊以上の   

過燃焼を防ぐ。 
＊実測値は10％前後です。 

＊＊ストーブによって時間や温度が異なります。 

 

 

図7. 原寸よりわずかに小さい炉室の模型 

表1. 年間薪量の試算 

2020－2021 2007－2018 月薪量kg/月

日薪量　 日平均気温 =34kg/日*

kg/日 ℃ 推定稼働率*日数

9 ND 14.4 0.1 102

10 ND 8.8 0.4 422

11 25.0 2.8 0.8 816

12 35.1 -3.2 1.0 1,054

1 33.7 -6.2 1.0 1,054

2 37.3 -4.5 1.0 952

3 24.2 -0.8 1.0 1,054

4 27.1 4.4 0.7 714

5 18.5 10.1 0.3 316

6 ND 13.7 0.1 102

年間薪量

kg/年

ND: データ欠

月
推  定

稼働率

6,586
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おすすめ事項 

□ ガラスが汚れるような少量の薪での燃焼を 

なるべくしない。 

□ 赤外線放射温度計により室内の煙突温度を 

チェックし，正常値であることを確認する。 

□ 煙突トップの煤を除去する。 

幸運にも，屋根勾配が 3 寸 5 分と緩いことに  

加え，煙突トップが私の眼の位置の高さに   

あります。そこで，年4–5回は掃除も兼ねて屋根

に上り，煙突トップ内の煤が黒色で乾いている 

ことを確認***，（煙突トップはそのままで）煤を 

除去しています。 

 ***タール状ならば，直ちに煙突掃除必要です。 

 

理解できない現象がまだありますが，それを 

解明し，独自の工夫をすることも道楽の一つです。

マンスフィールドは最新の米国排気煙量基準を 

満たすため，2021 年，三次燃焼をもつ「8013   

ハイブリット」へ進化しました。ヒートライフは

30 時間と発表されていますので，8012 の実績に

基づけばカラマツ薪でも半日以上が期待できそう

です。 

薪ストーブには，それぞれ固有の特徴が   

あります。マンスフィールドとは真逆な性格，  

—速やかに放熱し，燃焼後の保温を住宅の気密・

断熱性能に委ねる新世代の高性能鋼板ストーブも

販売されています。自分の思想や使い方に合った

ものを選び，巧みに操ることができれば，それが 

最良のストーブです。 

 

 

 

 

 

  インフォメーション 

 

◆会費の納入についてのご報告とお願い 

会計担当 安藤晋二 

１．ご報告 

2020 年度の会費納入率は 2021 年 3 月 31 日付け

会員数 232 名中納付者 219 名、納付率 94.9％で 

前年度より大幅に改善いたしました。皆様の  

ご協力にお礼申し上げます。今後とも納付率の 

向上にご協力をお願いいたします。 

２．お願い 

①会費の納入期限 

会費の納入は例年７月に総会資料と一緒に   

支払い票をお送りし、10 月 31 日期限での   

納入をお願いしています。ぜひ期限の日までに

会費を納入ただきますようお願いいたします。 

②会費の前納と二重納付 

会費の前納と二重納付は翌年の会計処理に亘り、

会計事務の繁雑化を招き、誤りのもととなり 

ます。会費はその年度分だけを振込みし、かつ 

二重に振込まないよう留意をお願いいたします。 

③別荘地番の記入 

会費の納入にはお名前と別荘地番のご記入を  

お願いしておりますが、別荘地番をお忘れの 

方がいらっしゃいます。入金管理の都合上必ず

ご記入下さい。通帳からＡＴＭで振込む場合 

でも、名前変更を選択いただいてお名前の後に

別荘地番、例えば「アンドウシンジＮK－７１」

と入れていただければ地番がわかります。  

正確な入金の確認のためにご協力いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

◆総会開催方法変更のお知らせ 

 

今年の総会は新型コロナウイルス感染対策のため、

資料を郵送して葉書で決議いただく、文書審議と

します。詳細は後日お届けする総会資料を   

ご覧ください。 
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◆役員改選のお知らせ 

 

今年は２年に一度の役員改選の年になります。 

また定例で世話人の信認をいただきます。 

連絡会会員のみなさまのご意見により幅広く耳を  

傾けるとともに、会としての活動をより円滑に進める 

ために、会長・副会長・事務局長・会計・監査人の  

役員、また世話人を担っていただける方を募集   

します。 

応募いただける方は、総会資料の返信葉書に   

ご記入の上、お送りください。 

より多くの方の応募をお待ちしております！ 

 

◆枯れ木感謝祭中止のお知らせ 

 

今年の枯れ木感謝祭は、新型コロナウイルス感染

対策のため、残念ながら中止します。来年はまた 

みなさんで集まれることを期待しましょう！ 

 

◆「美濃戸高原別荘地」活性化案、大募集！ 

 

新型コロナウイルス流行をきっかけに、自然環境

に恵まれた地方に別荘やワーケーションで長期 

滞在したり、移住したりする方が増えています。 

この美濃戸高原別荘地でも、今後利用される方が

増えることが期待されます。 

そこで、この美濃戸の良さを伸ばすとともに  

新しい魅力を発揮できるアイディアを大募集  

します。会社にして欲しいこと、住民が協力して 

できること、ちょっとした思いつきや夢のような

話でも構いません。ホームページの「お問合せ・ 

ご意見メール」にご記入・送信してください。  

お名前を出したくないかたは、ハンドルネームで 

「掲示板こもれびの森ひろば」に投稿して   

いただいても OK です。また、手紙や葉書で   

以下の事務局宛てお送りいただいても結構です。 

 

〒391-0011 茅野市玉川11395-18 NK-70 

美濃戸高原別荘地連絡会事務局 安藤晋二 宛 

 

美濃戸ライフを、より大勢の方に、より長く、  

より楽しんでいただけるように、みなさまの  

お知恵をお貸しください！ 

 

◆移動スーパー「とくし丸」 

 

諏訪市・茅野市・原村・富士見を巡回している  

「とくし丸」という移動スーパーが、美濃戸のお隣 

「四季の森」の管理事務所前に毎週火曜日、1:45～

2:00pm 頃来ています。（15～20 分のずれが   

あります。）冷蔵庫を積んだ軽トラックに、   

いちやまマートの商品－お肉、お刺身、総菜、野菜、

果物、パン、お菓子、日用品－が写真のように  

満載され、見て、選んで、買物ができます。また、

車に積んでいない商品は注文すれば次の回に仕入

れてきてくれます。 

 

   
 

 

美濃戸に来ていただくことも検討中ですが、現在

訪問箇所が多く、基本的に買物に困っている人を

対象にしているため、どれくらいの利用者が  

見込めるか判らないと、なかなかお願い    

できません。 

興味がある方は、試しに四季の森でお買物して 

みてください。そしてご要望を事務局または  

お近くの世話人までお知らせください。 
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◆新ホームページ「美濃戸こもれびの森」（再掲） 

 

昨年 8 月にスタートした「美濃戸こもれびの森」

（minoto-jp.net）はすでにご覧いただいた   

でしょうか。主なページをご紹介します。 

 

トップページの「今日のお天気」 

美濃戸のお天気や気温が毎日更新されます。 

また、メニューの「美濃戸の気温」では会員の 

福井さんの気温解説を読むことができます。 

「会員専用ページ」 

管理会社との交渉の報告、世話人会や総会の    

議事録、会報、会則などが掲載されています。 

このページに入るには事前に「メンバー登録」 

してください。 

「掲示板こもれびの森ひろば」 

美濃戸高原や周辺の情報や感想など、どなた 

でも気軽に記入していただける掲示板です。 

ハンドルネームでも OK です。なお、以前の  

「会員専用 掲示板」は閲覧専用としましたので、

連絡会の運営や会社との折衝等に関するご意見

は「お問合せ・ ご意見メール」にご記入・送信

してください。 

「フォトギャラリー」 

美濃戸高原や周辺の写真を掲載しています。 

 みなさまの写真投稿をお待ちしております。 

 

新生「美濃戸こもれびの森」をこれからみなさまと

一緒に、より魅力的なホームページにして   

いきたいと思います。ぜひ、お問合せ・ご意見  

メール」からご意見やご感想をお送りください。 

                                 

◆「連絡会新規会員」をご紹介ください。（再掲） 

 

最近、新たに美濃戸高原別荘地の仲間となられた

方々をお見かけします。現・連絡会会員の皆様の 

声に加え、新たにこの自然あふれる憩いの地を  

求めて来られた方々からも貴重なご意見をいただき、

より良い別荘地の環境づくりに役立てたいと考えます。

お近くに新たな同好の志を見かけられましたら、  

是非連絡会のご紹介と入会資料お届けのお誘いを

お願いいたします。 

事務局やお近くの世話人にお声掛けいただくか、     

下記 E-mail でお知らせください。資料等を早速  

ご手配いたします。 

◆「会員名義変更・退会のご連絡」のお願い   

（再掲） 

日頃は連絡会の活動へのご理解・ご協力を賜り、  

ありがとうございます。諸般のご事情により名義変更

または退会される場合は、お手数ですがメールか 

電話で事務局宛にご連絡ください。名義変更の  

場合は「名義変更届」をメールまたは郵送させて  

いただきますので、ご返信・ご返送ください。    

連絡会を円滑に運営していくために、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

美濃戸高原別荘地 連絡会事務局 

TEL ： 080-1086-4884 （加留部） 

E-mail ： contact@minoto-jp.net 

 

 

 

編集後記 

 

コロナも変異に変異を重ね、なかなか収束の兆しが

つかめません。ワクチン接種の予約に翻弄された方

も多かったのではないでしょうか。自家用車で自宅と 

美濃戸を往復するだけなら自主隔離の延長以外の

何物でもないはずなのですが、移動制限要請の下、  

終ぞ清々しい美濃戸の新緑も見逃してしまいました。

こういった混乱の時にこそ、美濃戸の静かな自然の

中で心身のバランスを取り戻すことが大切なのです

が。どうぞ皆さまもご無事でお元気にお過ごし    

ください。「枯れ木感謝祭」も総会も集まることは   

叶いませんが、 夏木立や秋の紅葉・黄葉のひととき

お目にかかれる日を楽しみに。 

（会報内の各写真は、HP の「フォトギャラリー」に   

ご投稿いただいたものを転載させていただきました。

お礼申し上げます。） 

                      （NK-1野々村） 

mailto:admin@minoto.jp

