
 

  

 

 

 

 

 

２０2２ 
（令和 4 年） 

 

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 

 

 

 

 

 

▶ 

 

▶ 

▶ 

▶ 

 

７月号 

№ 536



もくじ             ２０２２年 ７月  

 

7月・8 月 予定表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １ 

6月例会報告（出席者・議事メモ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

6月運営委員会まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

5月山行実績＆コメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～６ 

山行案内(7 月・8月・9 月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～１０ 

山行報告 

・ 『小町山・宝篋山』を気ままに歩く（安彦）・・・・・・・・・１１～１２ 

・ 富山ウォーキング（伊藤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

・ 県連初級者講習会古賀志山のロープワーク（岡田）・・・・・・・・・１４ 

・ 高原山会山行バスハイク（梅田）・・・・・・・・・・・・・・１５～１６ 

・ 熱海ジャカランダウォーキング（前田節）・・・・・・・・・・・・・１７ 

短歌 「五月の山を振り返り」（羽鳥）・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

思い出の山 （笹）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９～２０ 

おすすめの宿 パノラマの湯『八ヶ岳いずみ荘』（桐生）・・・・・・・・２１ 

ちょっと一言（羽鳥・井上勝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 

 

 

 

 

 

 

会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

８月号は金子真紀さん、9月号は笹眞一郎さんです。 

その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月 20 日までに、会報部（鈴木か）へ

提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介            

2022 年 4 月 23 日撮影 

リーダーデビューの矢倉岳、下見の後日、気になる足柄古道や周辺をまた下見、

いよいよの本番は中止！個人山行で 4月後半新緑の中やっと・・・ 

ボランティアさん手作りの動かせる看板でパチリ。富士山見えるかしら？ 

                          ～畑中 眞澄～

～                             

                                                               



7　月 8　月

1 金 1 月

2 土 2 火

3 日 3 水

4 月 4 木

5 火 5 金

6 水 6 土

7 木 7 日

8 金 8 月

9 土 9 火

10 日 10 水

11 月 11 木 山の日（田中陽希氏講演会）

12 火 12 金

13 水 13 土

14 木 14 日

15 金 15 月

16 土 16 火

17 日 17 水

18 月 海の日 18 木

19 火 19 金

20 水 20 土

21 木 21 日

22 金 22 月

23 土 23 火

24 日 24 水

25 月 25 木

26 火 26 金

27 水 27 土

28 木 28 日

29 金 29 月

30 土 30 火

31 日 31 水
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予定表2022年7月・8月

例会（14：00～16：00）

山行部会（18：00～20：00）

運営委員会（19：00～Zoom）

首都圏自然歩道歩き

※2022年9月山行予定

★9/5(月）大蔵高丸

★9/10(土 )秋川渓谷ウォーキング

山行部会（18：00～20：00）

  燧ヶ岳　（8/21～8/22）

編集会議（10：00～12：00）

  天狗岳（7/19～7/20）

★9/25(日）～9/26（月）北八ヶ岳横岳・蓼科山

編集会議（10：00～12：00）

  甲武信ヶ岳（7/24～7/25）

    例会中止

運営委員会（19：00～Zoom）

       飯盛山

鎌倉アルプス（ウォーキング）
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例会報告 

6 月例会出席者            6/13（月）             38 名 

安彦、松本、加藤、桐生、小林、伏見、高見、前田延、山岡、村田、入江、 

間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、 

井上勝、山脇、梅田、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、井上順、 

山口幸、清水、畑中、金子、笹、岡登、岡田 

 

６月例会議事                              司会（会報部）井上 

冒頭で山行部からの要請あり。「山行報告の際ヒヤリハットの体験報告を加え

ていただき、今後恒例化する」ご協力を。 

１，５月山行報告  計 14 件（会山行 2 件、日帰り 11 件、1 泊 3 件） 

件数復旧、花やルートの現況報告等々多彩な山談義。 

２，山行案内 

１）6/27-28 月山（菅谷）：切符他の追加情報 

２）7/2「首都圏自然歩道を歩く」（羽鳥）：出欠確認 中止連絡は 2 日前に。 

３）7/19-20 天狗岳（清水）：あずさ 3 号で茅野まで乗車してください。 

４）7/24⁻25 甲武信岳（赤塚）：出欠確認⇒8 名 

５）8/6 鎌倉アルプス（高見）：箱根予定を変更した。募集は 7 月例会で。 

６）8/21-22 燧ケ岳（羽鳥）：参加者確認と宿確保報告 

７）8/27 飯盛山（伏見）：会報 6 月号 10 頁の通り、何名でも可。 

9 月予定：9/5 大蔵高丸 9/10 秋川渓谷ウォーキング 9/25-26 北八ッと蓼科 

３，各部報告 

  事務局（四元）公民館祭りの実行委 7/8 に。伊藤弘子退会（但し後日撤回） 

   入会問合せあり 4 件。 

  会報部（梅田）やまびこ６月号は盛沢山寄稿お礼、7 月号もよろしく。  

  山行部（菅谷）①7/6 10 月の会山行の提案と検討。出席乞う。②モロクボ 

沢事故報告について 計画を受ける側は承認ではなく、把握するため。 

③例会時のミニ講習を 10 分程度の企画を行う。 

４，県連（羽鳥）：ちばニュース、理事会（9/19）、古賀志山講習（4 名参加）の

報告。ZOOM 講習を企画、テーマ集めている。オンラインで参加が可能。 

５，その他・会長から 

  ・総会議案書は運営委でまとめ、メール配信する。各自印刷持参のこと。 

  ・8/14 予定の例会は中止とする。 

  ・規定の見直しを運営委で議論する方向で進行中。 

  ・来年の総会は 6 月の例会時に開催を考えている。 

  ・会山行時のマイカー駐車のルールが厳格化する。市としての決定事項を総 

会までに貰う予定。（使用台数と許可証コピー等）        以上 
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運営委員会まとめ （６月 15 日 Zoom にて） 

 

1）定期総会議案書最終確認 

主な修正点 

① 新年度の役員や各部門の担当などは、全員が再任で提案する。 

② 2021 年度山行報告一覧表の整形 

③ 新年度の山行・ウォーキング年間予定・担当者（案）は、『横』位置のまま。 

④ 議案書を遅くとも 6 月 19 日（日）正午までに、全会員に配信する。 

 但し、印刷できない会員に対しては別途対応する。 

2）東葛山の会の『規約・規程』の見直し 

昨年度の総会で、規約・規程の見直しをすることになっていたが、1 年遅れではあ

るが、見直し担当部署を振り分け、以下のスケジュールで見直しを進める。年内の

2022 年末までには改正案を提案したい。 

＜見直しをする主な部署の分担＞ 

事務局からの提案通りで見直しをする。 

山行部：［3］山行規程  

   追加：ウォーキング運用実態を、ウォーキング担当者を交えて、 

      『内規』から『規程』にするための見直しをする。           

会報部：［4］山行時の自家用車に関する規程  

   ：［7］山行時のバス利用に関する規程  

会計 ：［1］規約 第六章 財政  

   ：［2］会費規程  

事務局：［1］規約 第六章財政を除く部分 

   ：［5］遭難対策貸付金規程 

   ：［6］慶弔規程 

〇10 月 12 日（水）までに、運営委員会メンバーに、各担当部門から、改正案をメー

ル配信する。 その場合、次の文字処理を行うこと。 

 削除・修正部分→赤字（取り消し線付与）   上記の修正→緑字    追加→青字 

〇12月 11日（日）の例会を『臨時総会』に変更し、改正案を討議できるように作業

を進める。 

3）来年 2023 年総会日程 

4月年度末の後、6月例会（第 2日曜日）に総会を開催できるか検討を進める。 

4）遭難対策基金（積立金）の取り扱い 

『［5］遭難対策貸付金規程』の見直し（廃止も選択肢）を進める。 

 

※詳細は 6月 17日の安彦メール参照のこと。  

以上 



   2022年5月 山行実績 ＆ コメント 

No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

1 御前山(ごぜんやま) ハ 5/4 個 2 蓮見、金子

　奥多摩湖バス停9:00ー登山口9:10＜ずっと急登＞ー指沢山(さすさわやま)10:10＜いつ咲くのか
分からないコバイケイソウの大群落＞ー惣岳山11:30ー御前山12:20＜まだ咲いててくれたカタクリ
たくさん＞ー御前山避難小屋12:40＜ハシリドコロ？大群落＞ー＜ずっと舗装路＞ー境橋バス停
15:30　　　新緑のベストシーズンだったと思う。　気持ち良かった。　（金子）

2 鳴神山（なるかみやま） ハ 5/7 会 12
前田延、間瀬、鈴木か、羽鳥、井上勝、山脇、

梅田、前田節、蓮見、菅原、畑中、加藤

本誌　6月号掲載（前田延）

3 西穂丸山（にしほまるやま） 雪
5/7
～8

個 6 猪狩、山口洋、山口幸、柳、岡田、清水

本誌　6月号掲載（柳、岡田）

4 平標山（たいらっぴょうやま） ハ 5/11 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

　参考タイム 　越後湯沢駅(8:20)―平標登山口(9:16-9:30)…松手山(11:30-11:50)…平標山山頂
(14:05-14:45)…平標山の家(15:30-15:50)…平元新道登山口(16:50) …平標登山口(17:50-
18:28)―越後湯沢駅  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３月会山行で中止になった山に出かけた。　松手山を越えたあたりから残雪があらわれ、後ろに苗
場をはじめ、雪の残る山が迫力をもって広がっている。　天気が良過ぎて暑い。　しばらくぶりの山
歩きに、攣ったり、ひざ痛が出たりと上りに時間がかかった。　仙の倉、谷川など綺麗どころに囲ま
れて山頂でお昼。　雪を蹴りながら山の家に。　連休後からは小屋番が入っているらしい。　冷たい
湧水がうまい。　下りは長いが安心な林道歩き。　予定をだいぶ遅くなったため、楽しみにしていた
温泉も蕎麦も楽しめなかった。　＊注意。　久しぶりの山登りには、十分な準備を。　湯沢と平標登
山口間のバスはパスモが使えない。　（菅谷）  

5
鷹ノ巣山(たかのすやま）・浅間
山（せんげんやま）・湯坂道（ゆ
さかみち）ウォーキング(下見）

ウ 5/15 個 5 山岡、高見、八巻、三橋、前田節

　千条ノ滝から鷹巣山の登りは、けっこう続くが、ゆっくり歩き鷹ノ巣山山頂・浅間山へと進んだ。　
湯坂道は、樹林帯で展望がなく急な下りが続き、滑らないように用心しながら下り、時間がかかった
。　結果として、このコースはウォーキングには無理だということでコースを、鎌倉アルプスに変更し
た。（山岡）

本誌　6月号掲載　（前田節）

6
南高尾山稜（みなみたかおさ

んりょう）
ハ 5/15 個 5 岡部、伏見、江崎、嶋本、菅原

　南高尾の縦走路も、コロナで様変わりしていました。　相模湖駅からバスが増便し、山行きの人々
が一杯でした。　コロナ前は静かな山歩きが出来たのに、考えられない現象です。それにベンチの
あるお休み所が結構増えました。ランの人々の姿も見られるようになりました。　又、ツツジの季節は
終わっていましたが、楽しく歩くのにシニアには持って来いの山です。 （伏見）
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No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

7 小丸山(こまるやま) ハ
5/19
～20

個 5 鈴木か、江崎、井上勝、山口洋、岡登

本誌　6月号掲載（井上勝）

8 高原山（たかはらやま）（下見） ハ 5/20 個 3 笹、山口幸、梅田

本誌　6月号掲載（梅田）

9
宝篋山（ほうきょうさん）・

小町山（こまちやま）
ハ 5/20 個 1 安彦

　暫くぶりに歩き、新しい道が網目状にできていることを知り、『近いうちにまた来なくては…』という
衝動にかられました。（やまびこ7月号掲載）　（安彦）

10
飯盛山（めしもりやま）・
天女山(てんにょさん)

ハ
5/20
～21

個 8
岡部、桐生、小林、伏見、五十嵐朝、

五十嵐幸、嶋本、菊池　　他1名

　今回は甲斐大泉に有ります「日帰りの湯　パノラマの湯」に泊まりたくて計画しました。　それに宿
泊者だけの内湯が有りまして、最高のお湯でした。　それと何時ものコースではなく、10年前に歩い
たコースに挑戦の意味も有りました。　シャトレーゼスキー場に下るコースです。　何とか下ることが
出来ましたが、台風の影響なのか道路は崩壊していました。　念願かなってちょっぴり「こごみ」の
お土産も頂きました。　翌日は大雨で早々に鎌ヶ谷に帰りました。　（伏見）

11 札幌　藻岩山（もいわやま） ハ 5/22 個 1 羽鳥

　三年振りにかつて勤務した北海道の旧友会の連絡がありました。　ついでに札幌市内にある円山
(225m）、藻岩山(531m）の登りました。　エゾハルゼミの大合唱を聞きながらの新緑の「藻岩原始林」
歩きは爽快でした。　また北大の構内や、植物園は市内のど真ん中にある大自然で穴場ですね。　
「サッポロ割」と格安航空を利用しコスパの良い三泊四日でした。　（羽鳥）

12 富山ウォーキング ウ 5/24 会 8
高見、山岡、加藤、間瀬、四元、井上勝、

前田節、伊藤

本誌　7月号　P13　　掲載　（伊藤）
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No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

13
宝篋山（ほうきょうさん）・

小町山（こまちやま）
ハ 5/25 個 1 安彦

　『仲良し小道』が宝篋山近くまで延びており、再訪しました。　下山後の『山の神』で、小町山周辺
の登山道を整備している地元の人たちと遇い、見どころなどを教えてもらいました。　『宝篋山も含
んだ新しいコース地図をもらえませんか…』　とお願いしたところ、『宝篋山周辺に地図を張ったとこ
ろ、直ぐ取り外されたので、現在、関係方面と調整をしているので未だ公開できない…』　ということ
でした。ということで、報告文に掲載した地図は、ビニール袋に入れた地図を太い木に張ってあっ
たものを写真に撮りましたので、若干左右がゆがんでいます。（やまびこ7月号掲載）　（安彦）

14 青梅丘陵（おうめきゅうりょう） ハ 5/28 個 4 安田、小林、伏見、江崎　　他1名

　駅からハイキングにぴったりと下見をかねて出かけた。　トレランの大会があり、多くのランナーが
走っていたので爽やかな風に吹かれながら山コースを探しながら歩いた。　日向和田駅への下山
路を通り越し、さらに先へと進み三方山454ｍ、雷電山494ｍへと向かう。　次第に登山の道になり、
雷電山の登り口で若い2人に「ここからは急な山道ですよ。下りも急ですよ。」　と言われ（メンバーを
見て高齢者には大変だよ～と言いたかったのでは…）皆、笑顔で登り始めた。　のんびりコースから
一転山登りルートになる。　下山路も急でハードになり、皆慎重に下る。下山口から軍畑駅までは
車道歩き。 全ルート15㌔ 約25000歩　（江崎）

・５月に予定していた会山行「宝篋山・小町山」は悪天候のために中止しました。
・古…古道　ハ…ハイキング　ウ…ウオーキング　沢…沢登り　　縦…縦走　　岩…岩登り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
雪…雪山、スキー

日光・千住ケ浜のクリンソウ
2022年6月17日
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山 行 案 内                      

7月の山行予定 

✽首都圏自然歩道を歩く 千葉 NO15 JR東浪見～JR長者町  ☆ 

日 時 7月 2日(土)  雨天中止   

担 当 （CL）羽鳥、（SL）山岡  

 

✽天狗岳（八ヶ岳）  普通  （体☆☆＋体危険★） 

日 時： 2022年 7月 19日（火）～20日（水）小雨決行 

担 当：（CL）清水、（SL）江崎・鈴木か・桐生 

 

✽甲武信ヶ岳 2475m（こぶしがだけ） きつい山 （体☆☆☆＋危技★） 

日 時: 7月 24日（日）～25日（月） 

担  当 :（CL）赤塚、（SL）猪狩・菅原 

 

8月の山行予定 

 

✽鎌倉アルプス ウォーキング 

鎌倉市街をのぞむ里山をミニ縦走 

日 時： 8月 6日（土） 雨天中止 

集 合：JR船橋・さざんかさっちゃん像前に 7：35 

（往 路）：新鎌ヶ谷 7：21―船橋 7：34_7：44（快速・逗子行）―北鎌倉 9：05 

（復 路）：往路を戻る 鎌倉駅 14：46（君津行）・14：59（一宮行）・15：16 

（千葉行）・15：26（千葉行）・15：42（成田空港行）―船橋 

コース：北鎌倉駅…建長寺…勝上献展望台…大平山…天園…天台山…瑞泉寺…鎌倉宮…鶴岡八幡

宮…鎌倉駅   歩行時間約 3時間   ※バス 鎌倉宮（大塔宮）～鎌倉駅（15分） 

    建長寺の拝観料…500円 鎌倉宮の土牢拝観料…300円 

交通費：約 3,000円 

担 当：（CL）山岡、（SL）高見 
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✽燧ヶ岳（ひうちがだけ）2,356ｍ  （体☆☆ 危★） 

 日本百名山。尾瀬のシンボル的な山で福島以北の最高峰。山頂から尾瀬沼の眺めは素晴らしい。 

日 時 8月 21日（日）～22日(月)一泊二日 

登山概要：参加者は 9：25会津高原尾瀬口駅改札に集合願います。 

・沼山峠から大江湿原を歩き「尾瀬沼ヒュッテ」に泊まる。翌朝、登りは長英新道を歩き

山頂を目指す。下山は燧ヶ岳山頂から熊沢田代を経て御池に下る。 

(1日目) 鎌ヶ谷 5：23―春日部 6:34/7:04(ﾘﾊﾞﾃｲ会津 101号)―会津高原尾瀬口 9：23 

バス 9:40―沼山峠 11:40―大江湿原―尾瀬沼ビジターセンター  散策 

尾瀬沼ヒュッテ(泊) 

(2日目) 出発（朝食）5:30―大江湿原分岐―浅(あざ)湖(み)湿原分岐―長英新道を登る 

―ミノブチ岳 9:30―爼嵓(まないたぐら)10:00―柴安嵓―俎嵓 10:30―熊沢田代 

―広沢田代―御池下山 13:00 

バス 13:20（14:50）―会津高原尾瀬口 15:00(16:50)/15:17(ﾘﾊﾞﾃｨ会津 144号)（18:06 ﾘﾊﾞ

ﾃｨ会津 156号）―春日部 17:41/17:47―鎌ヶ谷 18:57(21:46) 

歩 程：約 7時間 30分(休憩含む) 

概算費用 

・宿代：約 9,000円(カプセルｏｒ大部屋)   宿泊先・尾瀬沼ヒュッテ 

・東武線：約 7,900円 ・会津バス：4,630円 

合 計：約 21,530円 

その他：週間天気予報で台風等の悪天候が予測される場合は中止します。 

担 当 （CL）羽鳥、（SL）四元・金子 

 

✽飯盛山（めしもりやま）1,645ｍ ゆるい山（全会員対象） （体☆） 

３６０度の展望、秋の花々を堪能。 

日 時：8月 27日（土） 雨天中止の時には 24日に連絡します。 

集 合 船橋駅 6：30分  

（往 路）：新鎌ヶ谷駅 6：32―船橋 6:44_6:53（あずさ 3号）―小淵沢 9:36_10:07―清里着10:32

（タクシー） 平沢登山口 10:50 

(復 路)：野辺山駅（下山）17:02―小淵沢 17:33_18:08（あずさ 50号）―船橋 20:38 

コース：平沢登山口…(0:45)…休憩小屋…(0:35)…山頂…(0:15)…平沢山…(0:45)…獅子岩…

(1:00)…野辺山駅 

歩 程：登り（400ｍ、1:20時間）、下り（400ｍ、2:00時間） 

・アドバイス（装備等）：通常の山支度です。  

・山の特徴： ゆっくり、のんびり歩けます。 

交通費概算：9,000円位 （大人の休日クラブ使用） 

      12,000円位 【ミドル会員】 

担 当：（CL）岡部、（SL）伏見・小林  
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✽大蔵高丸（おおくらたかまる）1,781m   （ 全会員対象 ）（ 体 ☆ ） 

 タクシーで一気に標高 1640mの峠まで登り、なだらかなアップダウンを繰り返しながらの 

尾根歩き。晩夏の花々を愛でながら、富士山、南・中央アルプスが一望出来ます。希望者には 

下山後の温泉が有ります。 

日 時： 9月 5日（月）  雨天中止 

経 路： 東武新鎌ヶ谷 5:41－（船橋経由）－甲斐大和 8:42－（タクシー）－湯の沢峠 

    湯の沢峠 10:00発…大蔵高丸 11:00発…米背負峠（昼食）13:00発…天目山温泉 

    15:30着、歩行距離 約 10Km、歩行時間（含；休憩）5:30、標高差約 800m 

    天目山温泉－（バス）－甲斐大和駅  以降往路と逆 

    そのまま帰宅の場合 新鎌ヶ谷着 20時頃 

交通費（概算） ￥5,000少  々 （JR大人の休日利用 30%割引） 

 コース、時刻等の詳細は「やまびこ 8月号」に掲載予定 

担 当 ：（CL）安田、（SL）前田延・井上順 

 

✽秋川渓谷ウォーキング   （体 ☆） 

渓谷の清流沿いをのんびり歩きながら、古社寺探訪を散策。   

日 時：2022年 9月 10日（土） 雨天中止       

（往 路）：新鎌ケ谷 6:18―八柱 6:30_6:46西国分寺 7:47_7:57立川 8:02_8:12（ホリデー快速）

武蔵五日市 8:51着 

(復 路) 十里木バス停－武蔵五日市駅―新鎌ケ谷着 

      バス：13:09・13:38・14:10・14:39・15:14他    乗車時間 15分 290円 

      電車：武蔵五日市駅 14:02・14:32・15:02・15:29 (拝島乗り換え)  

コース：武蔵五日市駅出発（9:10）…阿伎留神社…広徳寺…沢戸橋（11:20～11:50昼食予定）…

光厳寺(12:10)…落合（13:10）…秋川渓谷瀬音の湯（13:20）…十里木バス停（13:30） 

歩 程：10km 2時間 40分（休憩含まず）  

エスケープルート：檜原街道にバス停あり。 

費 用：3510円（電車 3220円バス 290円） 瀬音の湯入浴料 900円（希望者）  

担 当：（CL）加藤、（SL）前田悟   下見計画中（6/25・7/16） 

 

＊ 北八ヶ岳、横岳・蓼科山   （ややきつい山・体☆☆・危技★） 

静かな初秋の北八ヶ岳を楽しむ。 

日 時  ９月 25日（日）～９月 26日（月） 雨天中止 

交 通  集合（あずさ 1号車内） 解散 佐久平駅 

日 程  

往 路： 船橋駅(5：56)－新宿（6：45＿7：00)－あずさ１号－茅野(9：07＿9：20)－ 

アルピコ交通バス－北八ヶ岳ロープウエイ(10：05＿10：20)－山頂駅(10：27又は 10：47着) 

復 路： 蓼科牧場(15：19)－バス－蓼科町役場(15：46＿15：54)－佐久平(16：33＿ 16：47)－大宮(17：
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47＿18：05)－(柏 19：12＿19：16)－鎌ヶ谷(19：36)    

【別ルート 佐久平(16：47)－東京(18:12＿18:25)－鎌ヶ谷(19:15)】 

コース  9/25 山頂駅(10：50)…七ツ池・昼食(11：55-12：25)…亀甲池(13：35-13：50)…双子池ヒュッ

テ(15：00)                           

9/26 双子池ヒュッテ(7：00)…大河原峠(8：10-8：25)…赤谷の分岐(10：05-10：15) …蓼科

山・昼食(11：15-11：45)…将軍平…馬返し(13：15-13：25)…蓼科牧場(14：45) 

歩行時間・・・登り（3.2時間）、下り（6時間） 

注意事項：岩の大きな場所がある。9月末は夜が思ったより寒い、防寒用意。 

概算費用 JR 11,862円 アルピコ交通バス 1,300円 ロープウエイ 1,200円 

蓼科スマイル交通 500円 千曲バス 200円   （ジパング利用に注意） 

        宿泊費     9,500円   合計 24,562円 

その他： 昼食：２食（＋行動食）  

担 当 （CL）菅谷、（SL）赤塚・江崎 

 

 

 

 

県連関係予定行事   

 

☆山の日 記念講演会  田中陽希氏  

8月 11日(木)祝日（山の日） 

場 所：千葉市民会館 13：00～17：00 入場料 1,000円 

＊NHK BS3 毎週、月曜日～金曜日 田中陽希の「日本三百名山」を放映中！ 

 

 

☆11月 5日(土)事故防止・経験交流集会 場所)未定 

事故の共有化・再発防止と各会の交流 

 

      

 

 

 

 

 

 

     

  勝上献展望台からの建長寺                 鎌倉の紫陽花 

各月の山行計画が、山行部に承認されましたら山岡まで送付をお願いします。 

 



11 

 

『小町山・宝篋山』を気ままに歩く 

           安彦秀夫 

2年半前に『小町山』を知り、更に、宝篋山からの連絡ルートも知り、2020

年 2月 10日（月）に、宝篋山登山口の『小田休憩所』を起点に、2座を歩きま

した。連絡ルートには標識が殆どなく、慎重に歩いたことを覚えています。 

その後、何度も独りや会の仲間と一緒に歩きましたが、暫くぶりに歩くと、

新しい道ができており、次に行く楽しみになりました。地元の登山愛好会の皆

さんが、登山道の『整備』と『開拓（新設）』に日々努力しているようで、僅か

2年の間に、ルートも複雑に入り混じるように増えていました。ということで、

この 5月と 6月にルートを変えて 3度も歩きました。 

 

＜1＞ 5月 20日（金） 

 暫くぶりに予定がなく、天気予報も悪くないので、『小町の館』を起点に 2つ

の山を大きく周回するコースで、体調と相談しながら歩きました。 

 東城寺を過ぎ、『一の滝』の先の林道終点にある大きな木に、地図が貼ってあ

り、よーく見ると、林道の延長線上の沢筋に沿って登ると、右側に『仲良し小

道』が分岐しており、左側には、パープルラインから宝篋山へと続く作業道に

続く道が 3本もありました。『これらの道を次は歩こう！』と思い、今回は、初

めて歩いた時と逆コースで、採石池展望地を経由して『A-4（尖峠十字路 or純

愛峠）』に出て宝篋山山頂へ。平日というのに、先着のハイカーでベンチは、ほ

ぼ埋まっていました。 

霞ヶ浦を眺めながら昼食を摂り、隣のベンチで休んでいた夫妻（越谷在住）

と話をしたら、『田中陽希講演会チケット 7枚を予約した』というではありませ

んか…？！ 『講演会でお会いしましょう！』と、再会を約束して別れました。 

 パープルラインに沿った道を進み、『鬼越山』に立ち寄り小休止。周りの木が

伐採され展望を楽しむことができました。 

『小町山』山頂では、午前中に採石池展望地付近ですれ違った女性二人組に

会いました。ホームグラウンドのように頻繁に歩いている…とのことでした。 

『ハート石』まで急坂を降り、なだらかな道を登って『朝日峠展望公園』へ。

ハングライダー用の吹き流しは、だらりと垂れたままで、他のハイカーはいま

せんでした。『もみじ谷』を通って『小町の館』まで戻りました。 

 

＜2＞ 5月 25日（水） 

 『仲良し小道』が気になり再訪しました。ついでに、沢と作業道を結ぶルー

ト 3本の中の歩いたことのない道も歩きました。 

 『一の滝』の先から沢沿いに忠実に登り、『夫婦滝』を右に見て、一旦『仲良
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し小道』を右に見送り、作業道までどんどん登り、宝篋山へ。山頂まで 2～3分

という所で、前回小町山山頂であった女性とバッタリ。ホームグラウンドにし

ていると聞いてはいたものの、直ぐ再会できるとは…びっくりでした。 

 昼食後、作業道を数分戻り、巨岩・奇岩が林立する『岩尾根コース』を下り、 

『弁慶平』を経て『東城寺中道』に。一度、左に進み『ツルリンドウ急登』の

取付き点を確認して戻り、沢に降り、再び『夫婦滝』を眺め、今回の最大の目

的の『仲良し小道』に入りました。 

想像していたより歩きでのあるコースで、展望は全くと言っていいほどなく、

ベンチが数ヶ所あり、適度にアップダウンのある静かな道でした。途中のベン

チで、地元の単独女性と会い 30分ほど話し遅くなったので、展望岩から小町山

山頂に行かず、直接下りました。 

『山の神』で、地元の登山愛好会の 3名から、登山道整備や開拓などの裏話を

聞くことができ、再訪する目的ができた 45分間でした。 

＜3＞ 6月 10日（金） 

 前回、ちょっと気になることを耳にしたので、懲りずに、また出かけました。 

 『仲良し小道』を前回と逆に歩き、『ツルリンドウ』群生地（？）の急登を登

り、大汗をかきながら『天狗の庭』を経由して作業道へ。宝篋山山頂では、前

回『山の神』でお会いした一人に会い、周辺に棲んでいる動物や『動く（？）

おわん型の巨岩』のからくりを聞き、更に、東城寺でも前回お会いした仲間と

お会いでき、楽しいひと時を過ごしました。その後、『子宝の木』の直ぐ隣にも

『面白いモノがあるよ！』と言われ、それを神妙に拝んできました。 

 

 自宅から 40㎞チョットと近く、面白いネーミングの巨岩・奇岩や樹木が至る

所にあり、季節を変えて 1年中通える山域となりました。（2022/6/19/Sun.） 

小町山 

宝篋山 

小町の館 

朝日峠 

展望公園 

仲良し小道 

東城寺 

鬼越山 
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富山ウォーキング 

伊藤 弘子 

5月 24日、富山へ行って来ました。天気も良く汗ばむ陽気で登山日和でした。 

浜金谷駅の手前辺りから内房の海が見え始め、鋸山に昔登ったのを思い出し

ました。やっぱり海が見えると良いですね。岩井駅からバスで福満寺へ行き、

着いたら杖がある情報を得ていたので借りました。今回は、ネットで下調べを

しておき役立ちました。 

“上の方は階段が続いて相当バテる”と書いてあり、5合目過ぎたら借りた杖

では、思っていたより早くおぼつかなくなり、羽鳥さんから頂いたストックを

出し、段差の激しい階段を登りつめました。 

途中“ふせ姫の籠穴”があったのですが、台風被害で行くことが出来ません

でした。里見八犬伝を途中で挫折して読破してない私は、あまり興味がなかっ

たので···。 

しばらく進むと、当時皇太子ご夫妻が登られたのを記念して愛の鐘が有り、

ヒモを引っ張り“これからも愛情に恵まれますように”と高々と鳴らしました。 

遂に頂上到着。いい汗かいてお昼を食べ展望台に登ったら、大島や伊豆半島が

見え向きを変えたら幕張方面も見え真っ青な海、清々しい気持ちになりました。 

今度は下山。あの段差を降りるのは大変だぁ〰️と思いながらも皆さんとお喋

りしながらだと早かったです。 

天気にも恵まれ、いろいろな花や新緑を見て、心地好い風を感じ、やっぱり

山登りって良いなぁと思いました。今回は翌日の筋肉痛もなく、(多分階段の苦

痛情報を得ていたので心の準備が出来ていたんだと思います)無事に終えたこ

とに感謝します。少人数だと皆さんと会話してお顔と名前を少しずつですが覚

えられるようになりました。 

又私が行ける初級コースに参加させてもらいたいと思います。 
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県連初級者講習会古賀志山のロープワーク 

 

6月 4日（土）蓮見、畑中、柳、岡田（記） 

 県連初級者講習会で古賀志山へ行ってきました。 

持ち物は 7つ道具！ヘルメット、カラビナ、スリング、ロープの初めて尽くしで 

行く前からワクワクドキドキと不安がありました。 

初級者講習といいながらも何だか随分本格的だなぁと思いました。 

行く前に安彦会長から「古賀志山は結構ハードで登り甲斐あるからまぁ頑張っ

て」と言われました。 

大丈夫か、私?！不安はあるけどチャレンジしてみたい！という思いで参加させ

ていただきました。 

登りはじめてまもなくロープワークとなりました。結び方がわからない・・・。

何度見てもわからない・・・。ゆっくり何度も実演していただき、やっと結べま

したが、ほどいたらまたわからない。ダメだこりゃ。なんてこった。髪の毛の三

つ編みや編み込みはざっくり見ただけでわかるのに、これはまったくわからな

い。大変でした（泣） 

命綱となるロープワークなので何度も練習して身につけたいと思います。 

岩の垂直な壁の登り降りがありまし

た。 

スリリングでしたが楽しく貴重な体

験でした。 

岩の垂直な壁、こういうのやってみた

いと思っていたのをふと思い出しま

した。 

 危険ゾーンを過ぎてスリングを外

す許可が出ましたが、すっかり気に入

ってしまい外したくない！スリング

のかっこよさに見惚れてしまい解散

直前まで装着していました。 

この装備で山に入れる技術と体力を

つけて、あちこちの絶景を見に行きた

いと思います。 

貴重な経験をさせていただき、あらた

めて東葛山の会に入って良かったと

感謝しています。 
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高原山会山行バスハイク 

山行日：2022年 6月 4日(土) 

参加者：CL・笹、SL・山口幸、梅田(記) 

    加藤、小林、間瀬、五十嵐幸、前田せ、清水、岡部、伏見、鈴木か、 

    江崎、羽鳥、山口よ、桐生、前田え、五十嵐あ、嶋本、山脇、菅原、 

 

 前日のゲリラ豪雨から打って変わった晴天に参加者はみな大喜び。雨模様の続

く梅雨入り直前にこれほどの好天に恵まれるとは、日頃の精進の良い人ばかり

の会山行となったようだ。 

バスは、定刻に「山の駅・高原」に到着した。季節運行のシャトルバスに続い

て大間々まで行けるはずであったが、露駐車両に邪魔されて大型バスはここま

で。20 分間隔のシャトルバスに乗り換えて大間々登山口まで行くこととなり、

少し遅れての登山開始となった。 

 

 当日の様子は、ホームページに動画がアップされているので、詳しく説明す

る必要はないだろう。（https://www.youtube.com/watch?v=v0NnKMC789U） 

よく晴れた初夏、3グループに分け、芽吹きの広葉樹の森林ウォーク、花を愛

でながら、また遠方もよく見渡せて和やかなハイキングだ。耳にはハルゼミが

喧しいほど、野鳥のさえずりも心地よく、程よく汗ばむ中見晴しコースを 1時

間余りで、八海山神社に到着、ここでランチタイムとした。休憩にちょうど良

い展望の良く効いた尾根上の平坦な岩場であった。 

休憩中のひと思案、出発時のロスタイムと予定した下山ルートの長さを考慮

して、帰路のバス出発時刻に確実に間に合うよう、短縮コースに変更すること

とした。それでも、「剣ヶ峰までは行きたい」との声が多く、八海山神社から

剣ヶ峰をピストンし、林間コースを下山することとした。この日の最高地点で

もあり、遠方に残雪の山稜が望め、少ないもののシロヤシオやレンゲツツジが

https://www.youtube.com/watch?v=v0NnKMC789U
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眼を楽しませてくれた。花は予想通りハズレ年らしく、期待した真っ白に染ま

った小山のような花盛りとは巡りあえずじまいであったが、ところどころハッ

と目を見張る美観に癒してもらった。 

 剣ヶ峰は見晴らしのない林の中、新緑のきれいな広葉樹と針葉樹の混交林。

期待した峻険な山頂のイメージからほど遠い姿に不審な思い。が、謎のままに 

しておく。アップダウンを繰り返して八海山神社に戻り、集合写真撮影をした。

林間コースの下山路は、歩きやすいよく整備された道。13 時半過ぎには大間々

駐車場に着いた。シャトルバス 2便で全員が 14時半までに山の駅高原の鎌観バ

スに集合できた。ほぼ予定通りの帰路は快調に走った。歩程時間 3 時間程度で

も、好天と展望、季節の花に満足できたバス山行であった。 

 

続・ちょっとお遊び 

 今回は天気が良いので、手持ちステレオ写真のリベンジをしてみた。交差視 

（左目で右の画像、右目で左の画像を見る）に配置した。アバウトなコンデジの

手持ち撮影で 4枚連写、2枚目と 4枚目を使ったもの。寄り目にして立体交差視

でみてください。遠、中、近景が立体で見えますか？（八海山神社から釈迦ヶ岳） 

 

 

第 46回定期総会報告 

6月 28日（日）開催 会員 51名中 41名が出席、10名から委任状提出あり。 

議長（笹）・書記（山口幸、井上か）選出後、予定した全議案が可決され終了 

しました。議事録は「やまびこ 8月号」に掲載します。 
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熱海ジャカランダ ウォーキング 

 

日 程：6月 8日(水) 

参加者：加藤、八巻、間瀬、山脇、前田節（記） 

 

ジャカランダの花をはじめて知ったのは、やまびこ 2019年の 6月号の表紙の

写真（八巻さん）でした。熱海の遊歩道が有名と聞き、いつかは見たいと思って

いましたが、加藤さんや八巻さんが案内してくれることになり、念願がかないま

した。 

船橋駅の自動券売機で、ジパング割引切符を購入。（みどりの窓口や旅行会社

ではなく券売機で買うのも初めての体験！）JR横須賀線と東海道線を乗り継い

で熱海へ長い列車の旅・・・ようやく着いて駅で一休み。バスもあるけど、お店

などのぞきながら海岸への長い下り道を歩きました。 

「ATAMIジャカランダフェスティバル 2022」が 5/28から 6/12まで開催中、

コロナ禍で出店などはないけれど、夜はライトアップされるとか。日帰りなので

今回は残念！ジャカランダの木は海岸沿いの遊歩道に並木のように植えられて

いて、その下には南国情緒あふれる木や草花が咲き誇っていました。今年は花が

遅いとのことで、満開の木もあれば、まだ蕾ばかりという木もありました。 

糸魚川遊歩道では、赤や濃いピンクのブーゲンビリアが満開！鮮やかさに目

を奪われました。平日なので訪れる観光客も少なく、ゆっくり歩けたのが良かっ

たです。昼食の海鮮丼に舌鼓をうち、おまけに頼んだ素揚げした鯵の干物もおい

しく、旅の良い思い出になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャカランダ ブーゲンビリア 
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五月の山を振り返り 

羽鳥健一郎 

花の百名山「鳴神山」 

 

萌え出ずる若葉に交じり橙のヤマツツジ咲く鳴神山よ 

風薫る桐生の山は幾重にも青葉若葉の目にも優しき 

カッコソウ濃き桜色艶やかに鳴神山にひっそり咲けり 

 

札幌の円山＆藻岩山～北大キャンパス 

 

円山の山頂に立ち札幌の市内一望彼方に十勝
と か

岳
ち

 

藻岩山ニリンソウ咲く山道をエゾハルゼミの声聞き登る 

万緑のグラデーションに包まれた北大キャンパス静寂の朝 

ふわふわとハンカチノキの白き苞
ほう

手を伸べそっと触れてみるなり 

ライラック咲き誇りたる札幌の偕楽園に啄木の歌碑 
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思い出の山                        
笹 真一郎 

 

私の場合、入会後の山行回数も少なく、タイトルの“思い出の山”にふさわし

い山がなかなか思いつきませんでした。ということで昨年趣味のバイクで出か

けたワイルド山？キャンプを紹介します。 

場所は千葉県房総半島の低山ですが、写真で見る限りバイクで行くにはちょっ

とワイルド過ぎるロケーションですね。 

 

え、こんな山の中

でバイクでキャン

プ？したのと言い

たくなりません

か？写ってません

が空の先には綺麗

な太平洋が見えて

いました。 

そしてまわりは見

渡す限りの緑、み

どりの低木です。 

 

 

 

 

 

 

 

日も暮れて北斗七星が見えて来た

のでシャッターチャンス到来で

す。スマホを地面に固定して約10

秒ほどシャッターを開けっ放しで

撮りました。 

結構よく写っていますね。 
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次はキャンプでお決まりの焚火を眺めながらビールでまったりという至高の時

間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ、お見苦しいドアップ写真ですみません。 

あとビールも写ってなかったですね。 

この夜は気持ち良さ過ぎてちょっと飲みすぎてしまった様な記憶があります。

最近ふと思うことですが、いつの間にかそれなりの齢になって来てしまいまし

た。この趣味いつまで続けられるかな～、、、と思うこの頃です。 

山登りですが、危険な山は出来るだけ避けながら(笑）中～低山を中心にいろ

いろな絶景？を楽しみたいと思っています。 

 

以上 

8月号は柳さん、9月号は岡登さんです。 

前月の20日を目安に加藤までお願いします。 
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おすすめの宿 

――――甲斐大泉温泉パノラマの湯『八ヶ岳いずみ荘』――― 

桐生 千恵子 

小淵沢からトコトコと小海線に乗り、甲斐大泉で下車。徒歩 5分です。ずい

ぶん前に東葛山の会バスハイクでも立ち寄り入浴しましたよね。日帰り温泉の

裏にある宿泊棟が『いずみ荘』です。宿泊すると日帰り湯の入湯券が付いてい

ます。＜0551-38-3275＞ 

大きな露天風呂からは大パノラマが広がり、お天気がいいと富士山も見えま

す。泊まった日はあいにくの雨天で富士山は見えませんでした。又星空を見な

がらまったりと湯に入りたいとの願いも叶いませんでしたが…。 

朝食付きで 6300円とお財布に優しいお値段です。夕食はコロナ対策で付い

ていません。日帰り湯の食堂でいただけますが期待しない方がいいです。 

又、宿泊棟にも温泉があり 24時間入れます。 

宿から歩いて行けるハイキングコースいろいろありますよ。難点はランチ用に

近くにお店・コンビニがありません。 
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                 ちょっと一言                                                             

羽鳥 健一郎 

 

三月末に鎌ヶ谷市へ本籍を移しました。引っ越してから四十年になりますが 

晴れて鎌ヶ谷市民となりました。両親が他界しそれぞれ三回忌も終わり昨年、祖

父の代からの十日町市の実家を解体しました。この四月に跡地は幸いにもご近

所の方々にお譲りすることが決まりました。 

 今回初めて「マイナンバーカード」を利用して十日町市から鎌ヶ谷市への本籍

の移動を行いました。近くのコンビニを利用して十日町市からの書類を受け取

りました。初めて「マイナンバーカード」が役に立ちました。一方、お墓は十日

町市の菩提寺にあります。お盆の帰省の際に使う灯篭や線香立てはお隣の方が

保管してくれることになりちょっと安堵しました。家が無くなり今後は実家の

近くのビジネスホテルが帰省の際の宿となりますね・・・。 

（啄木の歌を二首） 

汽車の窓はるかに北にふるさとの山見え来れば襟を正すも 

ふるさとの山に向かいて言うことなしふるさとの山はありがたきかな 

 

                              井上 勝代 

 

江戸崎かぼちゃの話。筑波への道中「新鮮野菜」の看板にすいよせられて、

数年前にふと立ち寄った雑貨店。ドアーを開けたとたんにゴロゴロとかぼちゃ

のオンパレード。その中に○江とラベルのある少々値段の張るものが 2～3個あ

った。おばちゃんが“間違いなくうまいよ 日本一”とおっしゃる。かぼちゃ

に目のない私はすぐに求めて帰り、包丁を入れると硬くて入らない。この時点

できっとおいしいぞ、と。案の定ホクホク。それからはおばちゃんと仲良しに

なりいろいろな情報を得る。昨年は年末にうまくいけば手に入るということだ

ったが、、、×。今季少し早いと思いながらお店に寄ってみたら江戸崎かぼちゃ

が、あった！ うれしさにほくほく。   

 

 

 

 

 

8月号の担当は山脇さんと梅田さんです。 

（7月 20日までに柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付願います。） 

（ヤナギ ツギホ norinatsu1130@gmail.com） 

mailto:norinatsu1130@gmail.com


編 集 後 記 

 

酷い腰痛から解放され、痛みを忘れていた。ひょっとしたはずみで再々発の兆しが出た。危う

いことになる、医師と手術の相談をした日から 1年も経っていない。横着な性分は痛みがなくな

ると筋トレもストレッチも止めてしまった。道具がそこに転がっている。1日の歩数は 1,000歩

に満たない。「これではいかん」と誰しも思うだろう。去年の日課はリハビリとストレッチ、そ

してウォーキングに勤しんでいた。心を入れ替えて鍛えよう。脊柱管狭窄からの復帰には肩甲

骨・骨盤と脊柱、股関節と筋膜ケアが肝心と散々窘められたのだ。コツコツ（骨々）ケアと称し

てハンドニーとバックブリッジに始まるマイメニューをこなすのだ。1日 30分をつくりだそう。

BS「こころ旅」の正平と一緒に走るのだ。まだ 10年は山もゴルフもあきらめないと心に決めて。 

たかし  

 

  

 

モロクボ沢落石事故をきっかけに、事故に対する会員の関心が高まっています。６月の例会時、

山行部から「ヒヤリハット」を体験したら「山行報告」の時に話しをして欲しいとの提案が有り

ました。高齢化と共に間違いなく増加する事故。事故から身を守る行動は、自らの責任で有り、

自らが考え実行しなければなりません。「ヒヤリハット」情報は単に他人の体験話ではなく、自

らも事故につながりかねないという事を、我が身に置き換えて考えられる貴重な情報です。 

本誌「山行実績＆コメント」欄を大いに利用して下さい。そしてあなたの貴重な体験を、勇気

を持って多くの仲間に伝えて下さい。少しでも事故を減らすための地味な活動です。あなたの一

言をお待ちしています。                         井上順之 
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※原稿締め切り、毎月 20 日までにお願いします。 

＜担当＞鈴木か、前田せ、山岡 

手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 

東葛山の会 ホームページ  https://www.tokatsu.club 

 

https://www.tokatsu.club/

