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越中おわら宇奈月とアルペンルート 3日間の旅 

日程 行           程 

09/14 

（金） 

鴻巣駅〉〉〉＜高崎線＞〉〉〉大宮駅〉〉〉＜あさま 505 号＞〉〉〉長野駅＝＝＝長野 I/C(上信越道)＝＝＝上越 JCT(北陸道)＝＝＝黒部 I/C＝＝ 

6:57 発 7:23 着 7:48 発 8:49 着 

 
黒部アルペン村(昼食)＝＝＝＝宇奈月駅〉〉〉＜トロッコ＞〉〉〉欅平(散策) 〉〉〉＜トロッコ＞〉〉〉宇奈月駅＝＝＝＝宇奈月温泉＜泊＞ 

11:30～12:15 13:11 14:33 14:58 16:14 夕食後：越中おわら宇奈月体験 

09/15 

（土） 

宇奈月温泉＝＝＝＝黒部 I/C(北陸道)＝＝＝＝立山 I/C＝＝＝＝立山駅＝＜ケーブルカー＞＝美女平＝＜高原バス＞＝室堂(昼食・見学)  

8:00 出発 9:30 頃発 

 
＝＜トロリーバス＞＝大観峰(見学)＝＜ロープウェイ＞＝黒部平(見学)＝＜ケーブルカー＞＝黒部湖••＜徒歩＞••黒部ダム 

 

 
＝＜トロリーバス＞＝扇沢＝＝＝＝大町温泉＜泊＞ 

15:30 16:00 

09/16 

（日） 

大町温泉＝＝＝＝松本・松本城(見学)＝＝＝＝松本 I/C＝＝＝＝長野 I/C＝＝＝＝長野・善光寺(参拝・昼食) ＝＝＝＝長野駅 

9:00 出発 10:00～11:00 12:30～14:00 

 
〉〉〉＜あさま 532 号＞〉〉〉大宮駅〉〉〉＜高崎線＞〉〉〉〉〉鴻巣駅 

14:59 発 16:06 着 16:18 発 16:40 着 

宿泊 

ホテル 

9 月 14 日 宇 奈 月 温 泉 ニューオータニホテル ☎0765-62-1041 

9 月 15 日 大  町    緑 翠 亭 景 水  ☎0261-22-5501 
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親睦旅行を振り返って                                        寺澤 銀三 

今年の旅は私が新潟県の生まれということもあって、佐渡方面と考えていたのですがまだ「とき」は

見られないということがあって、それなら意味がないと思い黒部方面に決めさせて頂きました。もっと

も「とき」という鳥は私に似て温和で神経質だそうです。 

さて、いつもの通り新幹線に乗るなり、ビールで乾杯、男性も女性も喜びの顔と騒いでいるうち長

野駅に着きました。また、バスで乾杯、妙高山の雄大なる景色、緑の谷と思っているうち宇奈月温泉

に到着。食事を終え、トロッコ電車の谷間を右左、断崖絶壁の岩に大樹が根を張り、生命を育んで

いるのですね。それから見ると人間はなんて弱いものですね。それにしても行き帰り三時間余りは疲

れましたね。 

その後は祭りシリーズとはちょっと違うかもしれませんが、越中おはら節ということです。何年か前

に女房とおはら節を見たときはただの盆踊りぐらいにしか思いませんでした。今回は年のせいか何だ

か知りませんが力強さといえ、優雅さといえ何だか物語になっているようで感動致しました。また何回

見ても飽きません。 

さて、今回のメインイベント黒部ダムです。この山奥にこんな大きいダムを造るというのは大変な仕

事だと思います。またその割には、ダムに流れる川の全体の降雨面積が少ないように思われました。

明日は善光寺さんということですが、その夜は皆でカラオケで夜中中騒いでいました。 

善光寺の宿坊の主人の商売上手には関心しました。昼ご飯を食べている最中に善光寺の話を聞

き、その中で寄付金二千円ということでほとんどの人が封筒の中に入れました。とたん席を立ちまし

た。ちょっとおかしいな、もしかすると隣のお土産屋さんも経営しているのではないかと思いましたが、

やっぱりそうでした。この主人もロータリーアンの方だそうです。なかなかのしっかり者ですね。この街

の繁栄とロータリーの発展の為にご尽力下さい。 

次に松本城の見学です。この日は日曜日ということもあって大勢の観光客が城の入口に並んでお

りました。その為私どもは中に入るのをあきらめました。堀の周りには大きなコイがたくさんいましたが、

水は浅くヘドロが積もって中のコイもやせ細りかわいそうに思いました。どうせ役人仕事だからでしょ

う。 
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さて、今回の旅行には何かとご不便をかけたと思いますが、これもロータリーの友愛のもとにご容

赦下さい。まことにありがとうございました。 

 

親睦旅行記                                                加藤 勉 

 昨年度、鴻巣水曜 RC が 20 周年を迎え、21 年目の

寺澤会長年度がスタートし、クラブ創立以来続けて来

た“日本の祭りを見て歩こう”、初代津田会長の提案で

始まった、親睦旅行も 21 回目を迎えました。この間、

私にとって 4回目の親睦委員長を務めてまいりました。

今回のあわら宇奈月祭りは21回中19回目の参加にな

りました。このような各地で有名なお祭りに参加できた

のは、私にとっても妻にとっても最高の思い出だと思っ

ております。 

今回も朝早い鴻巣駅 6：50分集合にもかかわらず全

員の方、遅れる人もなくスタートです。新幹線の中は飲

み物は用意して無かったにもかかわらず、各自アルコ

ールを手に旅行気分、新幹線の早さに驚きながらあっ

と言う間に長野駅に到着バスに乗り換え、私より髪の

毛の薄い運転手さん、体重しっかり重心の低い四角い

顔のガイドさんとの 3日間のお付き合い、さすがバスガ

イドさん名調子でのスタート。一杯飲んで気分よく眠り

につく人、景色を眺める人それぞれ楽しそうな光景。

昼食を食べ、前回家族で来て乗れなかった、宇奈月

から欅平までのトロッコでの緑の中の森林浴、往復 160分の間目を伏せると病院で MRI検査を受け
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ているような感覚を感じながら、宇奈月温泉に到着、それぞれの部屋に。温泉に入って、いよいよ懇

親会、会長の挨拶、津田初代会長の乾杯でスタート、朝から飲んでいたにもかかわらず大宴会、あ

っという間のひと時を楽しんだ。雨のため中止になったおわら宇奈月祭りを体験してもらうために会

館での体験おわら踊りを練習し、踊りの輪に入った何人かの会員をみて頂き、祭り会場を後にホテ

ルに帰って就寝。 

二日目は、昨日の雨もあがって行楽日和、一路立山アルペンルートへ。ケーブルカー高原バスで

室堂へ 2450M での素晴らしい景観を堪能し、昼食。大観峰より柱のない大型のロープウェイに乗り

黒部平へケーブルカーを乗り換えトンネルを出ると、そこは黒部ダム湖。今年は雨が少なく放水の量

が少なく迫力はいまいち、最後の乗り物トロリーバスにて立山の最終地点扇沢へ。半日ぶりのガイド

さんとの対面、一路二泊目の宿泊地大町温泉“景翆”に到着、欠席会員のお土産を注文し私の役

目もほぼ完了した。小林親睦委員の司会で宴会がスタート、小畑パストガバナー補佐の乾杯、昨日

に引き続き宴会も盛り上がり二次会へ、カラオケでまたまた盛り上がり楽しい時間を過ごし就寝。 

いよいよ最終日、松本城を見学し善光寺、案内の小林さんに説明を聞き奉仕料を寄付する羽目

に、ご利益が有りますよう合掌。今回も皆様の協力で無事親睦旅行が終わりました。有難うございま

した。 
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親睦旅行の思い出                                          小林 玲子 

私は、黒部アルペンルートは二回目なので、「越中お

わら宇奈月の盆踊り」を一番に楽しみにしていました。 

 宇奈月温泉ニューオータニホテルに到着した頃から雨

が降り始めました。雨なので会場内の盆踊りに変更です。

夕食後、マイクロバスで会場に到着。井上夫人、馬場夫

人とのんびりとしていたので、最終のマイクロバスでした。

舞台ではモデルの方の越中おわら宇奈月の盆踊りが始

まっていました。まずは客席で踊りの説明を聞きます。ま

わりでは、温泉に入り食事をしてきたので、うとうと睡魔の

方も。説明を聞きますと、「越中おわら宇奈月の盆踊り」

では女性は指先からつま先までしなやかに女らしく、男

性は握りこぶしにして、パッと開いて男らしく。種を蒔いて

から摘んで作物が出来るまでの表現のようです。舞台で

のモデルの方を見た次は、客席から降りて輪になっての

盆踊りです。モデル

の方を見ながら精い

っぱい踊りました。静

かな踊りのなかで女

らしくしっとり、しっか

りの表現でするのは

大変と思いました。

種を蒔いてから摘ん

で作物が出来るまで

は生きていく表現のよ

うに思いました。久し

ぶりに精いっぱい楽

しく、踊りました。嬉し

かったです。素晴らしい「越中おわら宇奈月の盆踊り」を

企画して下さった寺澤会長、加藤親睦家族委員長、感謝致します。有難うございました。 
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水曜ロータリークラブ親睦旅行記だより                               宮城 仁 

 

秋だというのに朝から蒸し暑い朝、 

鴻巣駅ロビーには初老の団体客、 

どの顔もなぜかニコニコ笑顔、 

皆それぞれの衣装で着飾ってとてもお似合い、 

会話も弾む・・・ 

さあ出発だ！！ 

新幹線に乗るや否や 1 杯のビール、いや 2 杯、3 杯、旅は楽し

いね。 

車中は会話でワクワク、ガヤガヤ 

新幹線は早い、長野駅まで 1時間、もう着いたよ！ 

長野の街は静かで風景良し、 

山々に囲まれた清楚な街並み、さすが長野県の県庁所在地、 

待っていたのは、長野電鉄観光バスガイド 、ふっくらちゃん 

(*^。^*) 滑らかな声で挨拶、旅は道連れ世は情け・・・ 

旅の始まりはいいもんだね～ 

隣に座った小畑さん、 

何故か二人の会話はロータリーと仕事の話、二人の会話は過

激で鋭い、 

今の商売、これからの行方、話は尽きない、 

過ぎ去る人生と明日への希望、初老の二人、思い出話に花が

咲いた。 

着いた所は宇奈月温泉、黒部渓谷の入口だけに山々やトロ

ッコの風情がその姿を醸し出す。 

トロッコ電車と言ってもちゃんとした小型電気機関車、2両連結

のトロッコ車両 10台、 

我々は高級トロッコ車両に分乗した。 

何故か小さいのに音がうるさい、ガタンゴトン、キューガタンと黒部渓谷を探求、 

トロッコ電車が奥に進むにつれ、渓谷は深く、川幅の割に山々が高い、山肌は直角に近い 500～

1000ｍの山々、何でも一雨降ると大洪水、黒部の地方は昔も今も苦労の連続と想像出来る。この地

形ゆえに黒部ダムが生まれたんだと思う。 

何でも津田パストガバナーに依ると、大昔立山連峰は氷河期を迎えた時代、その名残が今の断崖

絶壁を造った証拠であろうと・・・ 

そんな山河も平常はすばらしい景観、秋の訪れと共に山々は紅葉で彩る、 

しかし私達は少し早く山に入った為、まだ紅葉には早く普段の山河でした。 
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平成 24年水曜ロータリークラブ親睦旅行の思い出                       井上 洋子 

こんなにいろいろな乗り物に乗ったのは初めてでした。電車、新幹線、バス、トロッコ電車、ケーブ

ルカー、トロリーバス、ロープウェイ、男の子がいたなら喜んだでしょうね。海の近くで生まれ育った私

にとって壮大な山々を間近にした感動は言葉では言い表せません。 

山の天気は移ろい易いものですがかなり恵まれていたと思います。室堂のお花畑、秋の花達が少

し寂しげに揺れていました。日本のエーデルワイスと言われる薄雪草や風に揺れる我も紅、紫色の

小さな竜胆、一面に広がる稚児車の穂、花の季節にまた来たいと思いました。 

そして黒部ダム、昭和 38 年完成のこのコンクリート製の巨大な建造物は日本人の誇りだと思いま

す。高大な山々を貫く長いトンネル、人が入り込むのを拒む渓谷や森、様々な困難を乗り越え完成

した黒部ダム、電力や水の確保だけでなく美しい自然をも身近にしてくれたのですね。ダムの放水

が風にあおられ霧か雨のように落ちて太陽が出ていたらきっと虹が見られたかも知れません。高所

恐怖症なので高い所は苦手ですがこの立山アルペンには春、お花の季節にまた行きたいです。 
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親睦旅行に参加して                                         間室 照雄 

親睦旅行の発表があったとき、私にはすでに予定が入っておりました。嫁いだ娘の義弟から結婚

式と披露宴招待状がきて、参加の意向を伝えたところでした。ところが直前になって、家内と交代す

ることになったのです。花嫁さんのブーケやその他の花の注文をいただいていたのですが、長女の

都合が悪くなり、家内が代わって飾り付けのお手伝いをすることに、そんなわけで、晴れて、旅行に

参加することができました。 

 立山連峰と黒部ダム、そして善光寺、今まで一度も行ったことがありませんでした。特に黒部ダムは、

工事の困難さが映画になったりして、大変興味を持っていました。 

 宇奈月温泉に泊まり、翌日は、工事に使ったという、トロッコ電車で、黒部峡谷を眼下に見ながら登

り、そして下る。大自然の懐に風穴を開けて、よくもこんなものを作ったものだと感心しました。 

 翌日は、立山へ、ケーブルカーで 500メートルほど登り、バスで 200メートルの高さまで行けてしまう、

目の前には 3000 メートル級の山々が連なり、冷たい風に浸りながらの散策は心地よいものでした。 

 何の準備もしないで、2000メートルへ、これが山を甘く見る温床にもなっていると思いました。しかし

これが無かったら、私などは一生この所に来ることはなかったでしょう。 

 黒部ダムの見学では、ダムに至るまでの、工事のために掘ったトンネ

ルにびっくりしました。トロリーバス・ロープウエイを乗り継ぎダムへ。付

帯工事の困難さがうかがえました。ダムの上に立った時、水位の減少も

あったと思いますが、それほど大きく感じなっかったのです。いろいろな

情報が感動を邪魔したようです。折からの小雨も影響したでしょう。しか

しながら、なんと人の多いことか。中国からの旅行者の多いのには驚き

ました。立山アルペンルート・黒部ダムは人気が高いようです。 

 再びトロリーバスで大町側へでて、2 泊目は大町温泉泊でした。昨日

の宿よりも立派でした。 

3日目、松本城の見学、連休中で入城まで

1 時間待ちの看板を見て、入らずに帰ること

に、高速で一路長野市へ、高速道路は高い

ところを走っています、眼下に谷底に散らば

る、町々がみえ、こんな山の中に、こんなにも

広いところがあったのかと思わされます。 

 善光寺では、宿坊でお昼をいただき、ロー

タリアンである宿坊の方の案内で善光寺詣り、個人で来たのではこれほどのことは知らずに通り過ぎ

るところでしたが、説明に納得、満足のいく案内の素晴らしさでした。 
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越中おわら宇奈月とアルペンルート 3日間の旅                        小畑 正勝 

待ちに待っていた寺澤会長年度の親睦旅行です。当日朝妻に北本駅まで送ってもらい 7時 2分

発で鴻巣より乗車の皆様と合流しました、会員 12名・会員の息子さん・奥様 8名・添乗員武渕さんの

参加で 21 名です。新幹線で大宮から越後湯沢に行きバスで北陸道を利用して宇奈月へ、そこから

はトロッコ電車で黒部川に沿って 1 時間 20 分ほど勾配を登り終点の欅平に着きました、険しい山々

に加え雪深い山中を今の様な装備も無いなか命をかけたダム作りをされた先人達にただ々敬服を

致します。 

宿泊は宇奈月温泉で、夕食後に越中おわら踊りの体験ができるとの事で奥様を交えてホテルの

バスに送ってもらいました、男おどり・女おどりが有り 私などではとても多くの時間がかかり無理とお

もいました、皆様はさすがで 1～2 周位でマスターしたみたいでリズムにあわせ楽しそうに踊られてお

りました。 

2日目は立山駅からケーブルカーで美女平へ行きそこから高原バスで海抜 2450 の室堂ターミナ

ルまで一気に登ります、あこがれでもある雄大ですばらしい 9 月初秋時期の 3000ｍ 級、立山連邦・
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剱岳を目の前に出来た事です。あたり一面を緑色ベースでクリスタルブルーの空と流れる白い雲そ

して山肌がすばらしい色彩を魅せており、この刻ばかりは夢の世界にいるのではないかと思いました。

皆で記念撮影をしてから、寿命が延びる湧水を飲み 、室堂に別れを惜しみ、トロリーバス・ケーブル

カー・地下ケーブルと乗り継ぎ 1000m 余りくだり黒部湖に到着しました。ここからは徒歩で全長約

500m全高約 200mの黒部第四ダムを渡りました、歩きながら過ぎ去った昭和の時代に汗を流した仲

間を懐かしく思いださせてくれました。又記念館には黒部ダム建設時の映像が放映されており、難

工事だった事がよくわかりました、黒部からはトローリーバスで赤沢岳の真下をぶち抜いたトンネルを

抜け扇沢へ行き、そこからバスで今晩の宿泊先大町温泉郷に到着しました。 

懇親会は 18 時からで寺澤会長のご挨拶で始り、終了は次年度会長の石井副会長の締めで閉会

となりましたが、ロータリークラブの親睦旅行 15 回以上参加させてもらいましたが、ここまで皆様が盛

り上がった懇親会にでくわした事は有りませんでした、宴会場でのカラオケだけでは物足りず、2 次

会のカラオケに皆で移動し親交を楽しみました、加藤親睦委員長さんには色々お世話になります。 

 

3 日目はバスで 1 時間チョットで松本城に到着です、この城

は以前何回も来ている方がいる様なので天守閣に登らず堀周

辺の散策のみとしました、バスは長野善光寺向かいましたが、

休日でもあり大渋滞にハマリましたが運転手さんが善光寺周辺

地理に詳しかった為にかえって時間短縮で寺に到着出来まし

た、昼食は宿坊でするとの事、善光寺ガイドは小林さんという

方が来られ長野北ロ―タリークラブ会員さんと聞き親しさを持

つことができました、案内説明は一流でさすがロータリアンしっ

かり丁寧で大変に勉強をさせていただきました。 

帰路は長野駅より大宮経由の新幹線あさま 532号で 2時間
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ほどで帰宅致しました。 

今回の鴻巣水曜ロ―タリークラブ皆様との楽しい旅ありがとうございました。 
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編集後記 

 

 親睦旅行特番会報の編集は、編集途中の写真、パンフレット、投稿された記事などを何度も見る

機会があり、より思い出深いものになります。旅行好きの親睦委員長の企画、十分に楽しませていた

だき、ありがとうございました。 Y．M． 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室照雄 

委  員 山口光男 小林 功 小林玲子 田邊 聖 


