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どうですか？「天空の城ラピュタ」からの眺めのようです。
新宿からひとり、夜行日帰りバスでの尾瀬。至仏山から小至仏への途中。
流れる雲と青空がとてもきれいだったので、立ち止まって見下ろしました。
遠くに見える山塊は何―んだ？
～髙木たもつ～

会報部からのお願い
＜表紙写真＞
9 月号は手塚さん、10 月号は安彦さん、よろしくお願いします。
その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月第二例会までに、会報部（鈴木
さん）へ提出してくださるようお願いします。
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（7/2～7/3)

山行部会

第二例会

御岳渓谷清流ウォーキング

水ノ塔山・篭ノ登山
会報部編集会議
カラー印刷（加藤宅）

第一例会

山行部会

第二例会

会報部印刷（10月号）

会報部印刷（9月号）

※2018年10月の予定
★10/14-15（日-月）皇海山

★忘年山行

12/15～16（土-日）

★10/20（土）秩父御岳山

赤城山周辺の山
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例会報告
2018/7/4

第一例会出席者

38 名

安彦､加藤、桐生､村上､八巻､伏見､高見、前田延、山岡､村田、入江、高山､間瀬、
鈴木か、渡邊正､五十嵐朝､四元､江崎､三橋、永木、石塚､嶋本、菊池、羽鳥、
井上勝、山脇、梅田、逢地､前田節、菅谷､星田、山口洋､蓮見､小林正、井上順､
山口幸、清水、畑中

2018/7/18

第二例会出席者

37 名

安彦､安田、松本､加藤、桐生､高見、前田延、山岡､村田、入江、鈴木か、
渡邊正､五十嵐朝､四元､江崎､三橋、永木、石塚､嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、
井上勝、山脇、梅田、逢地､前田節、菅谷､星田、山口洋､蓮見､菅原､小林正、
井上順、山口幸、清水、畑中
2018年6月 山行報告
山

名

ジャ
ンル

日

山行
人数
区分

参加者

鶴寝山（松姫峠から小菅の湯へ） ハ

2

会

10

松本、高見、村上、菅原、八巻、渡邉正、三橋 ､
前田節、小林正、池谷

高山（日光）

ハ

2

個

6

岡部、桐生、伏見、菊池、山口洋、山口幸

幕山(湯河原)

ハ

2

個

4

江崎、嶋本、安田、菅谷

高妻山

ハ

3～4

個

2

永木、猪狩

茂来山・御座山

ハ

4～5

個

5

岡部、井上順、山口幸、山口洋、鈴木か

高峰山

ハ

5

個

3

伏見、小林和、池谷

県連初級登山講習（鹿沼岩山）

他

9

県

8

江崎、井上順、鈴木か、山脇、前田節、菅原、間瀬、
小林正

笹目倉山（栃木の山150）

ハ

9

個

1

安彦

黒檜山

ハ

9

個

4

山口幸、山口洋、岡部、菅谷

月山・八甲田山・八幡平

ハ

13～16

個

1

安彦

大菩薩嶺

ハ

14

個

4

五十嵐朝、蓮見、鈴木か、前田節

栗駒山・泉ヶ岳

ハ

16～18

県・個

1

羽鳥

五色山（日光）

ハ

18

個

4

山口洋、蓮見、井上順、山口幸

月山・杢蔵山

ハ

25～28

個

5

安田、桐生、江崎、菊池、菅谷

森吉山

ハ

6/30～7/1

会

10

山脇、石塚、鈴木か、前田節、前田悟、小林正、
畑中、加藤、前田延、 蓮見

秋田駒ヶ岳

ハ

7/2

個

6

山脇、加藤、前田延、前田節、前田悟､蓮見

秋田駒ヶ岳・乳頭山

ハ

7/2～3

個

3

鈴木か、石塚､畑中

泉ヶ岳・秋田駒ケ岳・森吉山

ハ

6/30～7/3

個

5

山口洋、山口幸、五十嵐朝、五十嵐幸、岡部

古…古道 ハ…ハイキング ウ…ウオーキング 沢…沢登り
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県連栗駒集会

縦…縦走

岩…岩登り

雪…雪山、スキー

７月例会報告
第一例会
7 月 4 日（水）
司会 事務局
四元
☆山行報告
前頁の通り、16 件の山行報告があった。NO15 行き先変更、姫神山→乳頭山
NO16 姫神山追加。NO15 の会山行は、梅雨のさなか雨続きの予報で中止する
かどうか憂慮したが、当日は晴れ間が見え予定通りの山行ができた。大人の休
日切符利用の山行多し。いずれも季節の花、山菜を楽しんだ模様。12 件のう
ち 2 件は 7 月号に掲載済み
☆山行案内
7/22-23 会津駒ヶ岳（清水） 予定通り。
7/28-29 乗鞍岳（加藤） 13 名予定 行きのあずさ 3 号はすでに指定席売り
切れ。帰りのあずさ 26 号とあずさ 56 号は新宿止まりなので、1 本あとのあ
ずさ 30 号が船橋まで帰れて便利。早めの切符購入をお勧めします。行きの
自由席は千葉から乗ると座れるかも。
8/2-3 仙丈ヶ岳（江崎）参加者 9 名。平日なのであずさ 3 号は座れるのでは。
1 日目、テント張るだけ。2 日目、仙丈ヶ岳に登る。帰りの入浴場所は調査
中。会所有のテントを試しに張ってみたら、ポールが折れて使用不可。備品
の劣化のため。新しく購入した方がいいのでは。今回は会員の個人用テント
を調達して使用する。
8/18 御岳渓谷（高山）予定通り。澤乃井で利き酒ができる。
8/26 水ノ塔・篭ノ登（井上順）7 月第二例会で募集
9/1 富士吉田口登山道～五合目トレッキング（小林正）高尾で集合。
下見に行くので、変更事項があれば後日連絡する。
9/9 帯那山（前田え）少しコースを変えたい。下見してから 8 月号に掲載。
9/15 高麗峠から天覧山ウォーキング（山岡） 雨天順延 16 日も雨なら中
止。往路は池袋から、復路は 2 通り。
10/14･15（四元）皇海山 宿泊料 13800 円（1 泊 3 食･ガイド･送迎・温泉付）
・県連関係（羽鳥）
9/30 ふれあいハイク(大楠山)
☆各部からの報告

第二例会で参加最終確認。

事務局（四元）：総会 40 名出席。懇親会 30 名参加。協力に感謝。
公民館まつりの会合（7/9）四元出席予定。事務局会議を第二例会の前 6：30
より第 2 会議室にて行う。
会報部（梅田）：やまびこ 7 月号「総会速報」・山行部の依頼で「山行部の仕事
と年間計画」を掲載した。最終ページの原稿作成要領で原稿受付の担当者 桐
生→山脇に変更。P26・27 の短歌と俳句、今後も続くとよい。原稿の締め切
りは第二例会。皆さんの原稿をお待ちします。
山行部（菅谷）
：山行部の仕事（ｐ6・7）で司会の 4 人、よろしくお願いします。
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山行検討者の名前を載せたので、必ず出席のこと。出席率を高めるために、
メールする。
県連（羽鳥）：ちばニュース 7 月号が配信された。理事会報告が載っている。
遭難救助委員会…事故報告 3 件（安達太良山・高水三山・川乗山 いずれも骨折）
ハイキング委員会…ロングハイク 2019 1/26・27 七里川温泉 清澄寺～東大
演習林（昨年行けなかった所）
自然保護委員会…6/2 クリーンハイキング In 鴨川 金山ダム周辺
メガソーラーパネル建設現場見学
千葉ニュースについて…現在会長 1 人で発行している。今後も継続して発行
して欲しいとの声有り。発行に関して意見交換したい。
意見交換会…8/30 県連事務所にて 各会機関誌関係 1 名の出席を。
交流山行について…参加したい会は、主催する会に連絡し集合場所に合流の
方向で検討していく。主催する会の負担を減らすため。
「福島の子ども達と夏休み」には 5000 円カンパする。（昨年の半分）
会長より：海外登山のアンケートも頼む。平和を願うコンサートは会長が参加
その他：スポーツ安全保険と労山山岳事故対策基金（労山基金）について
（入江・山口洋）総会でパンフレットを配布済み
・いずれも会員は入るよう決められている。（規約・規定集による…HP 参照）
・スポーツ安全保険には賠償責任保険がついている。他社のものでも可。
・団体行動に適用されるので、会山行が適用される。個人山行でも 2 人以上で
会長が認めたものは OK 無届け山行はダメ。
・労山基金は、個人山行も適用される。
・労山基金は、山スキーの事故には当てはまるが、ゲレンデスキーでの事故は
基本的に対象外（詳しくは総会示時に配られた資料参照）
・スポーツ安全保険と労山山岳事故対策基金は同時に申請できる。
第二例会
☆山行案内

7 月 18 日（水）

司会

事務局

四元

7/22-23 会津駒ヶ岳（清水） 予定通り。春日部 7：03 発特急件購入のこと
登山時、宿に不要の荷物を預ける。帰りの特急券は当日購入する。
7/28-29 乗鞍岳（加藤）13 名参加 ２日目弁当注文可 600 円 パンフ配布
8/2-3 仙丈ヶ岳（江崎） 参加者 9 名。CL 変更（羽鳥→永木）
8/18 御岳渓谷（三橋）参加者最終確認は８月第一例会にて
8/26 水ノ塔・篭ノ登（井上順）出席表を回覧中
9/1 富士吉田口登山道～五合目トレッキング（小林正）高尾駅で集合。
下見に行くので、変更事項があれば後日連絡する。出席表を回覧中
9/9 帯那山（加藤）実施日と山を変更→9/23 三頭山
理由：下見の結果、時期的に花が期待できず交通費もかかるので、帯那山
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に行くなら他の時期にした方が良い。笹尾根も考えたが山行部会で三頭
山に変更 コースは上野原駅―鶴峠―三頭山―大滝―都民の森―を検
討中。詳しくは やまびこ８月号に
9/15 高麗峠から天覧山ウォーキング（山岡）やまびこ７月号に記載の通り
10/14-15（四元）皇海山 宿泊料 13800 円（1 泊 3 食・ガイド・送迎・温泉
付）宿の都合で１０人前後の募集 本日希望が１３名なので〆切
10/20 秩父御岳山の予定 詳しくは やまびこ８月号に
11 月の山行予定の雨巻山は交通の便が悪いので、希望者が多ければバスの手
配。→希望者少なし 他の山に変更。11/10 か 11 に日帰りで行う予定。
12 月忘年山行 12/15～16 赤城山周辺の山 20000 円～25000 円
雪は少ないのでスキーは無理
・県連関係（羽鳥）
9/30 ふれあいハイク(大楠山) 参加者 21 名。7：00 鎌ケ谷市役所発
参加費 4500 円 車いす 7 台 詳しくは やまびこ８月号に
・海外登山(安彦)チェンダオ山(タイ)23 名 今後の参加希望者はメールで
☆各部からの報告
会報部（梅田）…編集会議は 7/23 原稿募集中
山行部（菅谷・清水）…山行計画表（2016･2017）を HP の会員の部屋に UP
した。 山行計画を立てるときの参考に。ただし計画通りに実施してい
ないことも有り。担当者に確認を。
事務局（四元）…労山ニュース配布 ふれあいまつりは 2020/2/22・23
花の写真も展示 山行の写真は清水さんへ
例会での山行報告は予め発表者を決めてスムースに。時間短縮のため。
（猪狩）「体験から学ぶ知恵袋」8 月担当だが 9 月は？←指名して良い。
県連（羽鳥)…登山時報次号に鈴木かつ子さんの写真が掲載予定。
8/30 意見交換会には会報部から 1 名出席を。
7/31～8/1「福島の子ども達の夏休み」三浦海岸 5000 円カンパ
ロングハイク 前日コースはチバニアン見学と養老渓谷周辺
☆そのほか
(山口)…スポーツ保険の賠償責任保険は、相手が 2 人以上の場合も適用されるが、
具体的には保険会社が決める。団体保険なので、初めから 1 人の場合
には適用されない。今年から担当が伏見さんと菅原さんに替わる。
会長から…山行確認書の山の名前・日にち・担当者をもっと目立つように
名前は入会順
←近々新しく配信する（菅谷）
・海外登山アンケート、現在 16 名。まだの人は協力を
・高温続きの毎日だが、山でもかなり高温。熱中症対策を！
水だけでなく塩分･糖分の補給を！スポーツドリンクなど
（井上順）…ハイキング ABC の DVD あります。
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第４２回

定期総会議事録

日 時：２０１８年６月２４日（日）
場 所：鎌ヶ谷中央公民館 第 1 学習室
出席者：４２名

委任状１０名

１３時３０分～１７時３０分

（会員５２名）

開会挨拶 （安彦会長） （議案書２頁参照）
机上講習会で学んだことや年齢を積み重ねることで増える経験力を生かして、
ステップアップした山歩きに挑戦して下さい。常に安全を優先して。
議長、書記の選出
議長に高木保、書記に井上勝代、山口洋子を選出し、事務局より出席状況及
び本総会が成立している旨が報告された。
議事 (議案書参照)
議案 1 第４１期活動報告
事務局(四元)、山行部(菅谷)、会報部(梅田)、県連(羽鳥)の各部門より、議
案書に従い報告された。
議案２ 第４１期会計報告
会計（星田）より、２０１７年度会計収支決算が報告された。
議案３ 監査報告
監査（三橋）より、監査結果が報告された。
質疑応答（議案１、２、３）
・入会間もない会員の退会について、どのようなフォローをしてきたのか？
今後新人への援助のしかたを事務局や山行部でどうやっていくか、検討し
ていく必要があるのでは…？（入江）
→関係者から状況（例会や実際の山行時の様子等）が報告された。
・遭難対策基金は、東葛山の会の独自資金である。会創設当初は、事故が発
生した場合の一時的な貸し出しを目的に、会費の 20％を積み立てていたが、
1998 年度で目標の 100 万円を超えていたので、翌 1999 年度からは積立を止
めて今日に至っている。今後の取り扱いについては、会として改めて検討
する必要があると考えている。（安彦）
採決
以上の議案１、２、３は、満場一致で承認可決された。
―１０分間休憩―
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議案４ 第４２期活動方針（案）
事務局(四元)、山行部(菅谷)、会報部(梅田)、県連(羽鳥)の各部門より、議
案書に従い提案された。
議案５ 第４２期会計収支予算（案）
会計（蓮見）より、２０１８年度会計収支予算案が提案された。
質疑応答（議案４、５）
若い会員拡大が急務であるということで、たくさんの意見が出された（抜粋）。
・会報などのホームページでの一般公開などが考えられるが、予算、原稿の
書き方、会員の意志などクリアーしなければならない問題が多い。（安彦）
・会山行の計画を広報で知らせるのが有効ではないか…。（前田節）
・ポスターを作り、公民館、駅、スーパーなどに掲示してみたらどうだろう
か…。（鈴木か・猪狩・山岡）
・若い人はホームページを良く見ているようなので、ホームページを活用し
てみたらどうだろうか…。（四元）
・ハイキング、町巡りウォーキング、提案型山行への参加呼びかけをして市
民と結びつきのできる活動の検討をしてみてはどうだろうか…。
（小林正・松本・江崎・伏見・羽鳥）
・参加条件を決めてメールや SNS などを利用してみてはどうだろうか…。
（間瀬、山岡）
・会員拡大に成功している山の会の事例を聞いて対策を考えてみてはどうだ
ろうか…。（猪狩）
・市民との結びつきを強めることと会の力を養うことが、山の会の両軸であ
ると思う。（渡辺實）
・会員拡大については、各部会・運営委員会、又は、プロジェクトを立ち上げ
て取り組んで欲しい。（渡邉正、入江、猪狩、小林正）
採決 以上の議案４、５は、満場一致で可決された。
議案６

第４２期役員選出

立候補者がいないので、会長より役員、部局員などが提案され、一部（ウォ
ーキング担当に三橋和子を追加）が修正され、提案通り承認された。
（注）総会後、会報部で改めて打合せが行われ、本人の希望により、
鈴木かつ子が副部長から部員に変更された。

・新役員紹介・挨拶
会長及び副会長より、『新年度も宜しく…』と挨拶があった。
以上で全議案が終了した。
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山 行 案 内
8 月の山行予定
✽仙丈ケ岳（3032ｍ）

☆☆+★

日時：8 月 2 日（木）～3 日（金）１泊２日 テント山行
担当：
（CL）永木（SL）羽鳥・江崎・桐生

✽御岳渓谷の清流散策
日 時：8 月 18 日（土）
担 当：
（CL）高山、
（SL ）三橋

✽水ノ塔山（2202m）
・篭ノ登山（2227,9m）
・池の平湿原 ☆☆★
日 時：8 月 26 日（日）
担 当：
（CL）岡部、
（SL）星田・井上順
※8 月の山行予定は 7 月号を参照してください。

9 月の山行予定
✽富士吉田口登山道―５合目までのトレッキング

体☆☆

富士山５合目までのハイキング
日 時： 9 月１日（土） 予備日 無し
集 合 高尾駅 07：35 （高尾駅中頃）
交 通
(往路): ➀新京成新鎌ヶ谷 5:20－八柱…新八柱 5:32_ 5:46－西国分寺 6:47_6:55－
高尾 7:21
②東武鎌ケ谷 5:20－船橋 5:30_5:40－御茶ノ水 6:12_6:15－高尾 7:31
高尾 7:47―富士山駅 9:25 (河口湖行き)
富士山駅―馬返し（タクシー）
(復路)：○5 合目―河口湖駅―大月駅
解散
累計標高差又は標高差：馬返（1450m）－３合目（1840ｍ）－佐藤小屋（2230m）
５合目（2304ｍ ）
標高差：854m
コースタイム（3 時間 25 分）
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交通費概算： 6,370 円＋タクシー代
交通費詳細：休日パス 2,670 円 大月-富士山駅 1,020 円 河口湖駅―大月駅 1,140 円
5 合目―河口湖駅 1,540 円
担 当： （ＣＬ）菅原 、
（ＳＬ）山口幸・小林（正）

✽高麗峠(172m)～天覧山（197m）ウォーキング
ヒガン花の咲く巾着田から関東平野を見渡す低山へ。
日 時：９月 15（土）雨天順延 16 日(日)
交 通：
（往路）
：新鎌ヶ谷 7:26－松戸 7:45_7:52 －日暮里 8:09_8:15－池袋 8:28_8:50－飯能
9:42_9:43－高麗 9:50
（復路）①飯能－池袋－鎌ヶ谷
②飯能－秋津－八柱－鎌ヶ谷
集 合：新京成電車 前から 2 両目に乗車
コース：高麗駅･･･巾着田･･･高麗峠･･･ほほえみの丘･･･天覧山･･･能仁寺･･･飯能駅
歩行距離：約 7km
歩行時間 3 時間
備 考：天覧山下から飯能行のバスあり
交通費：約 3,000 円
担 当：(CL)山岡、(SL)入江

✽三頭山(1531m) 体力 ☆☆ （帯那山を変更しました）
静かな山道歩きと・ブナ林での森林セラピー
日 時：9 月２３（日）
交 通：
（往路）新鎌ヶ谷 5：20―八柱・新八柱 5:32_5:46―西国分寺 6：47_6：55 高尾
7：21_7：26 上野原 7：54
富士急山梨バス（小菅の湯・松姫峠行き）8:14～鶴峠 9：21 着
（復路）都民の森バス 武蔵五日市駅行き（数馬乗り換え）
14:35～14:51～15:45・15:50～16:06～17:00・16:45～16:54～17:53(急行)
武蔵五日市駅発電車→16:07・17:03・17:20 他本数多い。
※武蔵五日市駅で解散とします・・・
コース：鶴峠 9：40(60 分)…小焼山(55 分)…鶴峠分岐(30 分)…三頭山西峰
12:10_12:40(食事)(20 分)…東峰…西峰…ムシカリ峠(50 分)…三頭の大滝
(30 分)…大滝の道…都民の森 14：20
歩行時間：4 時間 （余裕の時間をとってありますのでゆっくり登ります）
標高差：登り 667ｍ
下り：577ｍ
累計標高差：登り 1025ｍ
下り：900ｍ
概算費用：5600 円（電車 3500 円、バス 2000 円）
担当者：
（CL）加藤、(SL)前田延・井上勝・石塚
9

10 月の山行予定
✽皇海山（すかいさん） 2,144ｍ

☆☆

深山の原生林と紅葉、展望が楽しみな貫禄の百名山。前泊で最短ルート。
日 時：10 月 14 日（日）～10 月 15 日（月） 集合 11：10（東武鎌ヶ谷駅）
交 通：
（往路）
：鎌ヶ谷駅 11：18－柏 11：37_11：43－大宮 12：49_12：57－高崎 14：18_14：
35－新前橋 14：45_14：47－沼田 15：23_15：30 送迎バス－16：30 宿
（復路）
：登山口（下山）14：00 送迎バス－温泉入浴－沼田 16：00_16：10－鎌ヶ谷
20：13（帰路同ルート）
コース：宿で朝食 5：00＿出発 6：00－皇海橋登山口 8：00…中間点 9：00…不動沢の
コル 10：00…皇海山頂 11：00…不動沢のコル 12：30…14：00 皇海橋登山口
歩 程：累計標高差 登り（800ｍ、3 時間）
、下り（800ｍ、2.5 時間）
エスケープルート： なし（途中で引き返す）
概算費用：￥18,000（ジパング利用・交通費 5,400 が 4,150）
交通費詳細：東武 720＋JR 普通 1,940（大宮－沼田間は往復でジパング割引適用）
※新鎌ヶ谷 11：33-新八柱 11：57-12：30 南浦和-12：48 大宮のルートも。
宿泊費：グリーンフィールド￥13,800． 1 泊 3 食付き、沼田駅と宿・登山口まで
の送迎、温泉入浴と登山ガイドも含む。
その他：登山当日の昼食付、下山後の入浴あり。バスの定員で募集１１名まで。
担 当：
（ＣＬ）四元一成 、
（ＳＬ）羽鳥健一郎・梅田尚志・間瀬芳枝（会計）

✽秩父御岳山 1080.5ｍ（ややゆるい山）

（体☆☆ 危険度★）

秋の紅葉を楽しみながらの静かな尾根歩き。
日 時：10 月 20 日（土）
交 通
（往路）
：新鎌ヶ谷発 5：20－松戸 5：38_5：44－日暮里 6：01_6：09―池袋 6：22
池袋（西武 特急レッドアロー号秩父 3 号）6：50―8：15 西武秩父駅着
西武バス 8：35_9：06 強石バス停着
(復路)：三峰口 16：25－池袋 18：33－新鎌ヶ谷 19：54
コース：
（登り）強石バス停 9：30…（90）…11：00 杉野峠（10）…（100）…12：50 御岳
山山頂（昼食 30 分）
（下り）山頂 13：20…（25）…13：45 タツミチ…（100）…15：25 登山道入り口…
…（20）…15：45 三峰口駅
＊コースタイムは昭文社地図による 30 分に付き 5 分程度の休憩を入れる。
歩行時間： 約 6 時間（休憩・昼食含む）
歩行距離 9.5 ㎞
累積標高差： 921ｍ
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山の特徴：植林の広い登山道で歩きやすいが、やせて急な細い尾根道あり。
ロープや鎖がつけられている所では、注意して慎重に歩くことが肝要。
山頂からは、両神山・浅間山・谷川連峰・雲取山などの展望あり。
エスケープルート：特になし
概算費用：交通費 4400 円位（お得切符は特になし）
行き 電車 新鎌ケ谷～西武秩父（特急利用）2055＋バス代 490……2545 円
帰り 電車 三峰口～新鎌ケ谷……1803 円
その他： 昼食：1 食
・入浴：下山後の入浴はなし
担 当：
（ＣＬ）高木、
（ＳＬ）村上・手塚・前田（節）

県連予定行事

✽ふれあいハイク （大楠山）
9 月 30（日）バス 鎌ヶ谷市役所発 7:00

✽海外登山

費用：4,500 円∕人

チェンダオ山（タイ）

11 月 28 日～12 月 5 日
詳細はちばニュース 4 月号を参照してください。

全国行事の紹介
✽第 17 回全国登山研究集会 in 愛知
11 月 23（金）～24（土）
愛知県民の森モリトピア愛知（宿泊施設） 愛知県新城市
参加費用：1 泊 2 食 8,500 円
参加申し込み締め切り 10∕25（木）
※詳細はちばニューｽ 7 月号を参照してください。
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第１７回ふれあいハイク参加者募集
神奈川県三浦半島 大楠山（241ｍ）
２０１８年度ふれあいハイクの年になりました。今回は県内を離れて、東京湾アクア
ラインを観光バスで走って、
「三浦半島 ２４１ｍの大楠山」に登ります。
県連、会員の皆様よろしくお願いします。
日 程・２０１８年９月３０日 （日曜日）
集合場所・時間・千葉駅 ＮＴＴ前 ８：００集合
東葛地区は 鎌ヶ谷市役所駐車場

出発８：２０
７:００出発

ファミリーマートＦＣ横須賀芦名店駐車場（大楠山登山口）
参加費

１０：００集合

４５００円

大型観光バス ３台（内、大型リフト車１台、また１台は鎌ヶ谷市役所駐車場から出ます）
【コース】
千葉駅ＮＴＴ前 8:20――松ヶ丘Ｉ――市原ＳＡ（休憩１０分）――木更津ＪＣＴ―
東京湾アクアライン―川崎浮島ＪＣＴ―横浜ベイブリッジ―並木ＩＣ――横浜・横須
賀道路――衣笠ＩＣ―横須賀ＰＡ（休憩１０分）―三浦縦貫道路―林交差点――大楠
山登山口交差点―ファミリーマートＦＣ横須賀芦名店駐車場（大楠山登山口）
10:00/10:30…1:20…ＮＴＴ無線中継所…0:10…電波搭…0:05…桜山（昼食 1:40）…
1:30…ファミリーマートＦＣ横須賀芦名店駐車場（大楠山登山口）15:00――林交差点
――横浜・横須賀道路――衣笠ＩＣ――横須賀ＰＡ――浮島ＪＣＴ――海ほたる（0:20
間休憩）―木更津ＪＣＴ――松ヶ丘ＩＣ――千葉駅ＮＴＴ前 17:30（解散）
申込締切日
申込先

８月末日

岡田正勝（千葉こまくさハイキングクラブ）
ＰＣメール

iwakagami412@jcom.zaq.ne.jp
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月山と杢蔵山⇔さくらんぼ山行
桐生

千恵子

6 月 26 日（月）～6 月 28 日(木)
メンバー：菅谷、安田、江崎、菊池、桐生
6/27(火)
26 日の宿、姥沢・月山リゾートインから徒歩で出発。15 分位でリフト駅に着
く。リフトに乗ると足の下はニッコウキスゲ等のお花畑だ。リフトを降りると
目の前は夏スキーのゲレンデ、華やいだ気分で雪を蹴って登って行く。約 1 時
間で 1670ｍの姥ケ岳山頂。『おやつ
タイム』には昨日ゲットした『さく
らんぼ』。メンバー全員が家族に宅
急便で送ったので、
「食べて下さい」
と沢山頂いたのだ。
ここからは雪渓が終わるとお花
畑、山頂が早く登っておいでと言う
ように見えているが、足元のお花に
見惚れてダラダラ歩き、ちょうどお
昼に山頂にタッチ。7 月 1 日が山開
きなので、まだ月山神社は閉まっていた。
下山は、雄大な雪渓を「あそこを目指して」とリーダーの指示で先頭を安田
隊長が雪渓を下るが、私、足がもつれて尻で滑り降りる。お尻にシート等を敷
くとスピードが出て怖いので、「下着まで濡れてもいいや」と尻で滑って行く。
オモシロイ！楽しい！…キャーキャー言いながら気分は乙女？
楽しんで、楽しんで又リフトに乗り月山と別れ、寒河江の宿に入った。
6/28(水)
窓の外は雨。朝食時にリーダーから「雨の山に行きたくないの？」女性陣は
「行きたくない」男性 2 人は苦笑いし、
「どこで何をする」…・。車で日本海沿
いにある『クラゲで有名な水族館』に行く事に決定。
夕方、山形駅にレンタカーを返し、新幹線で新庄に移動する。交渉人（ぐり
こ）が間を置かずに宿と連絡、瀬見温泉の宿に入る。
山形では今の時期、食事のデザートに必ず『さくらんぼ』が付いている。部
屋の冷蔵庫には 2 度目にゲットした『さくらんぼ』が入っている。女性 3 名は
それも嬉しくて「ウッフフ」と幸せな顔だ。
明日は小雨位なら山に登るぞと布団に入った。
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6/29（木）
雨は止んでいたが蒸し暑い。宿の車で新庄駅に行き、ロッカーに荷物を入れ
て登山口まで送ってもらう。『杢蔵山』初めて聞く山です。[新庄市民に愛され
てやまない神室連峰の最南の頂]とパンフレットに記されている。登山口に赤い
車が 1 台停まっていたが、山中で会うこともなかったので、私達 5 名の貸切山
歩きになった。
湿った樹林帯の山道は、途中で滝を望めたり、水場もあったり飽きなく歩け
たが汗はたっぷりかいた。樹林帯を抜けると草原に杢蔵山荘が建っている。手
造りの小屋で中には何でも揃っている。近かったら是非とも泊まってみたいと
思った。トイレを使わせてもらう。ありがたい。
小屋から 40 分で山頂に到着。神室山まで続いているのかしら？縦走路が尾根
に伸びている。途中で摘んできた数種の山菜入りの味噌汁が菅谷店から配給、
食後には安田コーヒー店が開店、贅沢なランチタイムとなった。
下山は、テレビ塔方面から 2 時間の林道歩きが待っていた。15 時頃に出発点
の登山口に到着。タクシー2 台で駅を回って日帰りの湯で汗を流した。
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中央アルプス

越百山(2613ｍ)300 名山・南駒ケ岳(2841m)200 名山

日 程：2018 年 7 月 1 日(日)～2 日（月）
参加者：桐生・江崎
49000 円

費 用：まいたびツアー参加

江崎

昌子

７/1(日)
20 歳の頃、空木岳から南駒ケ岳までは縦走していましたが、越百山までは行
けませんでした。70 歳、もうこれが最後のチャンス、まいたびツアーに申し込
みました。心強い仲間桐生さんも“行く～”と。
新宿発 7:00 あずさ 1 号に乗車、茅野駅より専用バスにて木曽の伊那川ダム登
山口へ。天気は晴れ、越百小屋まで 6 時間近くの登り、考えただけでもウーン
ザリ。
登山口を 12:00 出発、長丁場なので水（お湯も合わせて）2 リットル以上を持
ち、大汗をかきながら、ひたすら樹林帯を登る。参加者のほとんどが 200 名山
300 名山を目指す人ばかり、私達 2 人も頑張らなきゃね。長く続く樹林帯、展
望もなくひたすら登る。足元の根っこや石につまずかないよう気をつけて。マ
イズルソウ、ゴゼンタチバナの白い花が一面、
心が和みます。ペースもゆっくりで何とか付
いて行けそう、3 時間程登った辺りで絶滅危惧
種のイチヨウランがひっそりと咲いていまし
た。午後 4:00 頃上の水場に着き、明日の行程
の水を充分に補給（明日は歩程 10 時間水場な
し）
。ザックがズーンと重くなる。早く小屋が
見えないかな～。午後 5:15 ようやく赤い屋根

イチヨウラン

の越百小屋に到着。長かった。
小屋のステキな奥様が「ウエルカムフルーツでーす」。…とスイカをいっぱい
出してくださり皆大感激。

美味しかったです。

7/2(月)
午前 4：30 に朝食を出して下さり、今日も元気で頑張ろう…と。午前 5:15 越
百小屋を出発、天気晴れ、ゆっくり歩き始める。熱中症にならないように水分
補給を十分に取りながら予定通り 6:15 越百山に着く。目の前に大きな南駒ケ岳
がデーンと。さあ～これからはハイマツと花崗岩の岩稜帯、足元に注意しなが
ら仙涯嶺へ向かう、岩場、クサリ場、ハイマツ気が抜けない。全員声も出さず
に慎重に歩く。
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仙涯嶺 8:00 着ホッとして水分補給。まだまだ続く岩場、南駒ケ岳が大きく聳
えてる。怖がってる場合じゃない、行くきゃない。9:50 南駒ケ岳山頂やった
ね！！次々と記念写真を撮り、さあ～今度は下山。大きな岩場、背丈もあるハ
イマツの難ルートは下りだからと…と安心できない。今まで以上に慎重に、岩
場の 3 点確保、ハイマツ漕ぎ。心配していた残雪のトラバース地点も溶けてい
てよかった。雪解け直後の山の美しさは素晴らしいキバナシャクナゲ、チング
ルマ、ハクサンイチゲ、ミヤマキンバイ花々が心和ませてくれました。2 等三角
点 2411ｍまで来るとようやく樹林帯となりひと安心、気をつけて下りましょう。
下山路の北沢尾根にもイチヨウランを見つけ写真をパチリ。
登山口へ下りてから、林道歩き 1 時間午後 3:45 駐車場着。よく頑張りました。
歩行時間 10 時間半。何と 2 日間とも 2 リットル近くの水を飲みました。汗もい
っぱいかいたので、少しはスリムになったかと思いきや、休むたびにパンやお
菓子を口にしていたので体重増加になっていることでしょう。
一緒に歩いてくれた桐生さんありがとう。山仲間って素晴らしいですね。
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森 吉 山
報告：加藤延子
日 程：2018 年 6 月 30 日(土)～7 月 2 日（月）
参加者：山脇、石塚、鈴木か、前田節・前田悟、小林正、畑中、加藤、前田延、蓮見
登山口：阿仁スキー場ゴンドラ 8:40～ゴンドラ山頂駅 9:18～森吉山頂 10:40～
山人平 11:45～森吉山 12:15～ゴンドラ 14:35…阿仁合 15:20…松葉…宿
下山口：ゴンドラ乗り場
天気：晴れ
費 用：約 39000 円（大人の休日クラブパス 15000、宿 2 泊 17300 円、ゴンドラ
1800 円、秋田内陸鉄道 2110 円、バス 1800 円）
6/30 東京 7:40（こまち 49 号）で角館…秋田内陸縦貫鉄道…阿仁合に下車。
第三セクターのこの鉄道が面白い。地域一丸となり頑張っている！を感じる。
一両編成の車輛いっぱいに「秋田犬」の写真が貼られていて気持ちをホコッとさ
せてくれる。各駅には駅名の他にその時の観光目玉の宣伝看板があり、田んぼアー
トも観る事ができた。もう一度ゆっくり乘りた～～～い鉄道である。
宿は山行部長さん懇意の『ホテル・フッシュ』12 月を待たずして、クリスマスをた
っぷり味わえる豪華飾りと、一品一品に味わいのある夕食で（みず・じゅんさい・
きりたんぽ他）盛り上がった。
森吉山：幹事さんの熱意が実り天気は晴れ！ゴンドラ乗り場には、≪秋田犬北斗≫
がやさしい目で迎えてくれた。
山頂駅へ到着。涼しい!! 歩き始めより花の道で眼が忙しい。
「ゆっくり♪のん
びり」と足を進める。オノエラン（白く小さい）が可愛い。阿仁避難小屋付近ではイ
ワイチョウが咲き始め、水芭蕉も残っていた。ヒナザクラも目線いっぱいに咲いて
いました。≪初夏の妖精≫と言
うそうです。
キスゲも上にいくほど群生が
広がり、陽ざしをあびた花色が
眩しいほどでした。
森吉山から山人平に向かう道
が雪渓に隠れていて少々迷うが、
スマホの案内で雪渓をヘッピリ
腰？で下って山人平に着いた。
湿原はチングルマ・イワカガミ
山人平⇔森吉山雪渓
の群落、コントラストの見事さ
に歓声が上がりました。
帰路、雪渓の端を慎重に登り、来た道を戻りました。期待通りの花畑に大満足。
幹事さん・参加者の皆さんありがとうございました。
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秋田駒ヶ岳
前田 節子
日 程：２０１８年 7 月 2 日（月）
参加者：山脇・加藤・前田（え）
・蓮見・前田（節）
・前田（悟）
6 月 30 日から 7 月 1 日の会山行「森吉山」を終え、水沢温泉「ロッジ山の詩」に
もう一泊し、秋田駒ヶ岳を目指しました。いい宿でした。
二手に分かれ、乳頭温泉をめざす縦走組 3 人は早めに出発。我々6 人は少しゆっ
くり。青空は見えるものの山の頂上は雲に隠れて見えず。朝食後宿のご主人にアル
パこまくさバス停まで送ってもらい、バスで 8 合目に着。登山届けを出し、軽くス
トレッチをして登山開始。新道の片倉コースを歩き始めてまもなく裸地化した硫黄
採掘跡にちょっと寄り道。登山道の足下には可憐な花が顔を出し、きれい！かわい
い！と歓声を上げながら登っていくと、片倉岳展望台に着きました。東側には岩手
の山々、烏帽子岳（乳頭山、
）田沢湖もよく見えました。アカモノやミヤマダイコン
などが咲き乱れ、ニッコウキスゲやコバイケイソウもありました。秋田駒ヶ岳名物
のタカネスミレも鮮やかな黄色でした。
木道を進むと阿弥陀が池の手前のお花畑では、花びらの散った後のチングルマが
風車のよう…男岳の岩をよじ登り 1623ｍの頂上で記念撮影。若者グループが結構い
ました。男岳を下る途中、先発の 3 人グループに出会いました。急な岩肌を下ると、
斜面一面にシラネアオイが優雅に咲き、こんなにたくさんあるなんて！びっくりで
した。ムーミン谷とも呼ばれる馬場の小路コースは雪渓が残っていて、雪解けした
ばかりのところには、チングルマとヒナザクラが満開でした。
横岳までは緩い上り、斜面にはコマクサがあちこちに咲いていました。大焼砂は
20 分ぐらいですが、足下がざらざらして 1 番きつく感じました。焼森からの下りは
シャクナゲのトンネル。白やピンクの花をかき分け一気に下山しました。
アルパこまくさでバスを途中下車し温泉で汗を流しました。
田沢湖駅に着いたら、予定
より早めの新幹線に乗れまし
た。
まだ梅雨の中、天気予報は
ずっと雨で、一度はキャンセ
ルしようかと思ったくらいで
したが、奇跡のように晴天に
なり、お花も綺麗で、あきら
めずに来て良かったです。お
当番さん、お世話になりまし
た。
ありがとうございました。
男岳山頂にて
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秋田駒ケ岳＆乳頭山
参加者：石塚、畑中、鈴木か(記)
7 月 2 日(月)秋田駒ケ岳 1637ｍ
駒ケ岳という山は全国にたくさんあるが、最も高山植物が多いといわれてい
るのが秋田駒ケ岳で、男女岳（おなめだけ・1637m）、男岳（おだけ・1623m）、
女岳(めだけ・1512m)の総称です。昔は女人禁制の信仰の山でした。
八合目小屋を 7:50 にスタート、曇っているが雨が降らないだけ良しとする。
男女岳頂上へはジグザグのきつい階段を登る。誰もいない頂上はガスがかかっ
て展望はない。
男岳へはゴツゴツした岩を登っていく。途中コバイケイソウの群落に癒され
る。こちらの頂上もガスが
かかって展望はない。
男岳から五百羅漢への急
な下りは岩がゴロゴロして
歩きにくい。途中青空が見
えて五百羅漢の岩峰と女岳
が姿を現した。
1970 年 9 月 17 日女岳が
噴火。秋田駒ケ岳の最高峰
は男女岳(女目岳)だが、オ
ナメとは古語で妾のことで、
中央部にある男岳が妾を持っているので、本妻の女岳が時々怒って噴火すると
言われている。女岳はご機嫌斜めなのだろう。今日も噴気が上がっていた。50
年近くたった今も黒い砂礫に植物は生えていない。
五百羅漢分岐で食事を摂り、足もとが見えないくらいの藪漕ぎを下っていく
とシラネアオイの大群落！森吉山では 5～6 株のシラネアオイではしゃいでいた
が、ここは斜面いっぱいに咲いている。あ～ここに来てよかった。
ムーミン谷と言われるところは木道の両側にチングルマやらイワカガミ、ヒ
ナザクラなどが咲き誇りルンルン。
大焼砂(おおやけすな)のコマクサは見ごろを過ぎて元気がないが、宿「ロッジ
山の詩」のオーナーによると咲くのはこれからだそうだ。
強風の中、横岳へのザラザラした道を登り、焼森山を経てシャクナゲコースを
下る。シャクナゲは見ごろでした。八合目小屋 14:40 ゴール。
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7 月３日(火)乳頭山 1478m
秋田駒ケ岳八合目小屋 スタート 7:35
秋田県側から見ると乳房を伏せた形に見えるので「乳頭山」、岩手県側からは烏
帽子のように見えるので、「烏帽子岳」や「烏帽子山」と呼ばれている。
森吉山と秋田駒ケ岳で写真はたくさん撮ったし、デジカメのバッテリーも切れ
たので、今日はせっせと歩こうと出発。ところがニッコウキスゲの群落が現れ
てそうはいかない！森吉山、秋田駒では見かけなかった(気が付かなかった？)
ヨツバシオガマは登山道の両側に咲いていて、シオガマ街道を歩いている気分
だ。
熊見平にはワタスゲ、コバイケイソウ、ニッコウキスゲが風に揺れている。
宿岩は上部がせり出して雨宿りできそうだ。
笊森山からの下りは「ロッジ山の詩」オーナーお勧めの千沼ケ原(せんしょう
がはら)湿原を歩く。池塘の数が多いので千沼ケ原と名付けられたこの湿原は所
在が確認されて
からまだ日が浅
い。写真右側に
ちょこっと見え
るのは岩手山。
大きな雪渓を渡
るときは緊張し
たが、傍らに沢
山のかわいいミ
ズバショウが咲き始めていて、ずっとここにいたいと思った。
乳頭山頂上でランチタイム。遠くの山々が霞んで見える。下りは「ロッジ山の
詩」オーナーお勧めの孫六温泉コースだが、ひどく荒れていて、風は通らず、
やぶ蚊に食われた。乳頭温泉ゴール 15:00。

高低差：764m

累積標高上り/下り：643m/1168m
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美ヶ原と焼岳
蓮見久美子
日 程

7 月 8 日（日）、9 日（月）

参加者

菅谷、安田、江崎、蓮見

費 用

JR、ﾀｸｼｰ約 16,000 円 ﾚﾝﾀｶｰ約 5,000 円

天 候

1 日目

曇りのち晴れ

2 日目

宿泊費約 4,000 円

晴れ

○７月８日（日）
船橋 6：53（あずさ）―松本 10：23―（ﾚﾝﾀｶｰ）美ヶ原自然保護センター12：30･･･
王ケ頭ホテル･･･美しの塔･･･ 塩くれ場･･･王ケ頭･･･自然保護センター15：
30･･･浅間温泉入浴･･･松本駅前ホテル飯田屋
保護センターから歩きはじめた頃には青空が見え始めました。全体は広い高原
という感じでしたが、塩くれ場から王ケ頭への道は切り立った断崖に沿ってい
て、風が強くレインは手放せませんでした。
○７月９日（月）
松本駅 5：00―（ﾀｸｼｰ）帝国ホテル前 6：30･･･焼岳登山口 7：00･･･焼岳小屋
9：30･･･中尾峠･･･焼岳･･･焼岳小屋･･･焼岳登山口 14：00･･･帝国ホテル前（ﾀｸ
ｼｰ）―湯の華銭湯―松本駅 17：18（あずさ）―船橋 20：37
朝から高く澄んだ青空でした。樹林帯を抜けると噴煙が出ている山頂が見えて
きました。短いハシゴが数か所と垂直の長いハシゴが 1 か所ありビビりました
が、先輩３人が一緒で心強かった。頂上直下から見渡すと近くに穂高や笠ヶ岳
があり、かっこいい槍ヶ岳が
遠くに見え壮大だな～と感
じた。下山は予定していた中
の湯ルートが通行止めにな
っていたので、ピストンで帝
国ホテル前に戻りました。暑
くて汗だくの厳しい山歩き
でしたが終わってみれば楽
しい２日間でした。
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女峰山

山 行 報 告
(

日

菊池光子)

時 平成 30 年 7 月 8 日（日）～9 日（月）

参

加

者 桐生・菊池

登

山

口 霧降高原

下

山

口 二荒山神社

費

報告者：

用 6,000 円

利用交通

往：新鎌ヶ谷→春日部→南栗橋→東武日光（ﾊﾞｽ）→霧降高原
復：日光東照宮前（ﾊﾞｽ）→東武日光 →柏→ 新鎌ヶ谷

※日程(天候、コースタイム)
8 日（日）6:30 H
霧降高原～小丸山～赤薙山～赤薙奥社跡～女峰山頂～唐沢避難小屋
9 日（月）4:30 H
唐沢避難小屋～黒岩～稚児の墓石像～二荒山神社
※コースの特徴(注意点・見どころ)
霧降高原から 1445 段の木造の階段。ニッコウキスゲ、シャクナゲの花
※ヒヤリハット

なし

※宿泊(料金・場所・内容)
唐沢避難小屋：何年か前に建て替えられたそうです。２階もあって大勢の
人が宿泊でき、明るい小屋です。水場あり（ちょっと遠い）
料金：なし
※感 想
霧降高原から 1445 段の木造の階段。ニッコウキスゲに癒されながら階段終了。
小丸山山頂からは、一つ一つのピークをクリアしていく。薄曇りで時々山並
みが見え、赤薙山、女峰山ピストンの人に出会う、5 時に出発したと言う。
赤薙奥社跡までが遠く、そこからはシャクナゲの花が道案内してくれ、女峰
山山頂に着くと雲が切れて山並みがきれいに見える。山頂に男性２人がいて
「たった今、晴れた」と言う。ラッキー。この 2 人も避難小屋へ。ご一緒し
てガレ場を下山し、小屋に到着。やる事ないので、水汲みに行く。水場 10 分
の標識だが、とんでもなく遠いと感じた。
翌朝、早くに皆出発して行った。私達はゆっくり出発。黒岩も登り、アカヤ
シオ等のツツジの木がいっぱいで、「咲く頃、見に来ようねえ～」
下山は、咲き終わったツツジの木に話が咲き、高度はなかなか下がらないが、
歩きやすい道でした。日光東照宮は大勢の人で賑わっていました。
やしおの湯に行くバス、タクシーが来なくて諦めて入浴なしで帰りました。
東武日光 12:30 分発のガラガラに空いた電車に乗って帰ってきました。
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十勝岳 ・富良野岳
7/12～13

前田延津子（記）
参加者：嶋本､山口洋､山口幸､井上順､他 1 名の皆様

7/12 やっと百座目の十勝岳山頂にたどり着きました。
本当に同行してくださった皆様の励ましのお陰です。感謝の言葉しかありませ
ん。実は十勝は 3 度目の挑戦でした。
1 回目はｋさん、ｙさんと、2 回目はｋさん、ｍさんと登山口まで来たのに悪天
候の為引き返したのです。
私が最初にいった山が富士山です。５０ン年前友達に「富士山に登ろう」と
誘われ無謀にも一緒に行くことに。二人共ド素人でした。
50 歳ころになってから中本さんに市民ハイクに強引に誘われて三岩岳、 扇山に
参加して山歩きの楽しさを知り東葛山の会に入りました。
「山が病院だから」と会山行にはたくさん参加しました。私のストレス解消法
だったものですから・・・・・・・。皆様にはずいぶんお世話になりました。
百名山は行けたら行こうくらいにしか考えていなかったのが正直な話。
「百名山いくつ登った？」聞かれて数えてみたら 80 を超えていたので意識する

(

ようになりました。 が、それからが大変。いろんなこと（病気、怪我）があ
りこれで山を諦めるだろうと家族は思ったようです。
でも私はたった一つの楽しみが山歩きなのでこれだけは続けたいなあと思い
ました。以前のような歩きはちょっと無理なのですが、まだ少しは歩けそうな
のでお花を眺めたりハイキングを楽しみたいと思っています。
これか
高
らもよ
嶺
ろしく
雲 草
海
お願い
は
致しま
百 る
す。
の か
峰
山
口
洋
子
作
7/13 富良野岳に
少し雨に降られたけれどたいしたこともなく無事頂上を踏むことができまし
た。噂どおり素晴らしい花の山でした。
エゾハクサンイチゲ、チシマキンバイ、エゾヒメクワガタソウ、コイワカガミ、
)

コバイケイソウ、エゾコザクラ、アズマギク、ハクセンナズナ等々の花。
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志賀高原・岩菅山（2,295m）山行
7 月 15 日（日）～16 日（月・祝）
参加者：桐生（CL）五十嵐朝（SL）伏見、菊池、五十嵐幸、梅田（記）
1 日目：ほたる温泉硯川バス停…前山スキー場…志賀山分岐…志賀山…裏志賀山
…四十八池…大沼池…清水公園…大沼池入口バス停（迎車）ホテル銀嶺
2 日目：高天原ゴンドラ―東館山高山植物園…寺子屋峰…ノッキリ…岩菅山…
ノッキリ…アライタ沢…小三郎小屋跡…岩菅山登山口（迎車）
梅雨明けの天気は保証付き、今行かないでどうする？ そんな時に、レギュ
ラーがケガ、急遽補欠が参戦したようなもの。お誘いを即決した。
新幹線と長野電鉄・バスを乗り継いでサマーリフト駅を 11 時に出発した。ス
キーでおなじみの志賀高原、この季節は花が次々に咲いてくれる。下界から 10
度ほど低い、それでも 25 度は涼しいとまでは言いかねる。林の中の日陰の涼し
さはうれしい。雪の季節には見られない湿原の花と池巡りの散策コースを歩く。
ちょっとだけ頑張って志賀山に登頂して、山の会の面目を保つ。
花の多さは、書き出したらきりがない・・・というより知らないから書けな
いのだ。シロバナイチヤクソウがやたら多い。ベニバナのほうが普通なのにな
ぜかなあ？ あとでベニバナもわずかにあったのだが圧倒的にシロバナだった。
ワタスゲとキスゲがジャストのタイミング。イワスゲは翌日に登ることにして
ある。山上から見下ろした多くの池と四十八池湿原、それに大沼池のえも言わ
れぬ青さ！ セルリアン、ターコイズ、コバルト、シアンのいずれとも違い、
またそのいずれもが混じりあっているような不思議な色彩、青空にもよるのだ
ろうが、鉱物の成分に由来するらしい。その池まで下って畔でひと休み。のん
びり歩きの 4 時間だった。
迎車は 5 分と待たずに来てくれた。スキーの宿はゲレンデ前、冬場は賑わう
のだろうが、連休でも貸し切り状態。温泉はひとり占め、ビーフシチューもじ
っくり煮込んであって旨かった。
クマが出没している、それも人を恐れない親子熊とのこと。ゲレンデや道路
で寝込んだりと困りものなのだそうで、ホタル園も閉鎖したとか。
2 日目のコースはクマとの遭遇リスクを避け逆コースに変更した。時間を遅ら
せ、高天原からゴンドラで東舘山（2,000ｍ）まで上がって、そこから 300m ほ
どの登りなら楽なコースになったと喜んだのだが、案に相違してあとでえらい
苦労することになった。8 時半から夏営業のゴンドラが動き、山上の植物園は花
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盛りであった。ゴンドラから見下ろした人の手の入らない一面の黄色の世界は、
キスゲの最盛期なのだろう。あの大きな花が一点となる点描画なのだ。植物園
は栽培管理されていると解っていても、きれいな清楚な花は魅力的である。残
念なことにアブラムシに取りつかれたキスゲが多かった。ヒトの世界は害虫を
も一緒に持ち込んでしまうものだから花には気の毒している。写真や鑑賞に時
間を費やしてしまった。
ゲレンデを登って 9 時半に登山道に入る。すぐに尾根歩きになって寺子屋峰
は判らずに通り過ぎていた。遠望はできても雲がかかって、残雪の北アルプス
の山は特定できない。横手山はすぐ横手に見え続ける。そして前方に聳え立つ
鋭鋒が岩菅山、それを目指して一歩ずつ進む。直下の登山道がよく見えるが、
日当たりもよくさぞ暑かろうと思いやられる。
木陰のある山道はまだ楽だが、風が止んだ日向の坂道に出ると地獄になる。
ノッキリまでの尾根道は予想以上にアップダウンがあって苦しめられた。今回
は夏の北アルプスの訓練登山なのだといわれ、仕方なく納得した。ノッキリは
沢沿いの登山道が尾根に達した鞍部にある。木陰の快適なベンチのある休憩所
なのだ。昼食を登頂後にここで摂ることにして、いよいよ山頂への取りつき。
遠方から眺めていた太陽を背に
負うゴロタ石の急登だ。すでにペ
ットボトルは 2 本ほど消費してい
る。汗が止まらない。全身びしょ
濡れなのだ。女性軍を追いかけて、
ようやく山頂を踏んだのは 12 時
半を回っていた。山は 2 か月ほど
サボっていて日ごろの鍛錬の足り
ない身体が悲鳴をあげていたのだ。
ノッキリに戻り昼食、いただく
ものはありがたく何でもいただくのだが、宿が作ってくれた弁当はさすがに持
て余した。残した半分は宿まで持ち帰って、そっと処分した。
13 時半に出発と決めたが、予定より遅れているのに気が付いた。このままで
は入浴時間がない。ハナから出発を後らせたのでもう後がない。しかしその後
の下山スピードが「半端ない」のだ。Ⅰ旦那の機関車トーマス？トーカツ特急
か？早いこと早いこと！ 必死で追いかけ途中の沢で水補給、せせらぎ沿いの
快適な遊歩道になって瞬く間に 15 時に下山。すぐに迎えが来て、小一時間の余
裕で温泉、汗を流してすっきりできた。
志賀高原はスキーだけでなく、四季それぞれに素晴らしい山域なのだと改め
て感じた。
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体験から学ぶ山行の知恵袋（十勝岳にて）
猪狩晃一
・夏山でも下山時間 15 時は守るべし
・頂上に着いたら即、下山道を確認すべし
時、2006 年 7 月 16 日羽田発 7：30 発、千歳空港からレンタカーで登山口迄、
出発は何だかんだと 11 時過ぎ。それから歩くこと約 1 時間、7～8 人の下山グ
ループに遭遇、その中に驚くなかれ、『かつ子さんがいるではないか。』そうで
す東葛山の会のメンバーに偶然にも会ったわけです。私はその時まだ山の会に
入っていなかったので他の人は知らなかった。
この時間登山者が少なかった記憶があり、まして登りは若いカップル 1 組の
みで追い越して行ったが、間もなく下山したの
で登頂しなかったように思えた。頂上に着いた
のが１５時過ぎ、人っこ１人見当たらず、遠景
が見えないありさま。日没１９時までは余裕あ
りと踏んでいたが、アクセデントがここで起き
た。
連れが『下山はこちらよね』と言ってさっ
さと歩きだした。登る時も登山道両側にロー
プがあったことから確認を怠り、無意識にそ
うだろうと思いそのまま後を追ったのが大間
違い。
しばらく歩くと何となく景色に違和感を持
つが歩き続け、その内天候が崩れ、ヒョウが降
り始めた。結局標識のあるところまで４０分は
歩いてしまった。反対方向の美瑛岳周り４時間
半コースに向かっていたようだ。
ここから１時間で頂上に引き返し、予定のコースを２時間半かけて無事駐車
場に着いたのは８時ごろであった。（下山しても駐車場探しに手間取った）
そもそもこの時の計画は大雪山、利尻岳、礼文岳その他観光を含み１週間の計
画であったが、寸前になって健脚の山友が『もったいないから十勝岳も登れよ』
のアドバイスに乗ったのが大失敗。
下山してからのおんぶに抱っこの連れの攻めも大変であった。
引き返す難しさをしみじみ知りました。“傷は浅い内、わかってはいたが”
９月号は四元一成さんにお願いします。
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栗駒山～泉ヶ岳&青葉山を振り返る
羽鳥健一郎
常磐道七年を経て繋がるも残土載せたるトラックの多し
前夜祭宮城岩手の山仲間遠路の我らに厚きもてなし
この季節栗駒山は貸切りよ八十余名で春を満喫す
次々と足元飾る花々が栗駒山の早春を伝える
雪渓の涼しき風は心地よし栗駒山は芽吹きの季節

く り こ ま

栗駒山の雪渓残りし山道はキックも効きて気持ち晴れやか
栗駒山のサラサドウダントンネルを何度も抜ける裏掛けコース
十年の月日流れし栗駒の地震の傷は山肌に露わ
山菜の女王と言われしコシアブラここに彼処に若葉は光り
新緑の泉ヶ岳の山道をせせらぎの音聞きつつ進む
水神の碑が祭られし山道を緑に染まり泉ヶ岳へ
泉ヶ岳八合目にて振り返る雲海の先に蔵王連山
コシアブラ知人宅にて天婦羅に山振り返り杯を重ねる
空身にて杜の都を散策す地下鉄使い仙台城址へ
青葉山仙台の町見下ろしぬ泉ヶ岳は雲に包まれ
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おすすめの山の宿
羽鳥健一郎
これまで沢山の山小屋や民宿にお世話になりました。お陰で宿の基
準は「コスパ」になりました。食事の旨い「民宿」が気に入っていま
す。すでに会山行や個人山行でもお世話になっていますのでアアあの民
宿ねとお気づきの方もおられると思います。以下に「私の五つ★宿」
をご紹介します！最新情報はネットで調べてみてください。

しょうげん

★「松源 」

桧枝岐村にあります。尾瀬や会津駒ヶ岳、帝釈山、田代山

など南会津を歩く場合に便利な宿です。公共の湯も目の前（泊まれば
無料）。食事は福島県の旅館顔負けです！９，０００円位。
★「みやま」 片品村にあり４０周年の時の会場にもなりました。手作り
料理には感激。おばあさん手作りの大福も旨い！７，９００円位。
スキーシーズンの滞在にはもってこい。リフト券の割引もあり。
★「ペンション つつみ・すくえあ」 玉原高原

スノーシュー、スキー、鹿

俣山や玉原湿原の基地。奥さんの作る洋食は絶品です。８，５００円
位。スノーシューはレンタル＆ガイド料と三食付で１０，０００円位。
★「ごんにむ荘」

野沢温泉村

安い旨い親切！

信越トレイル、外湯巡

り、スキーにもってこいの宿。最初に見つけた人に感謝！汗まみれの
衣類全てを翌日までに洗濯して頂き感激しました。７，８００円位。
★「Ｋ‘ｓ ｈｏｕｓｅ」

伊東市駅近くのシェアハウス（３，５００円～）で

自炊の設備が完璧。温泉付きで元は割烹旅館かな。天城山や伊豆半島
周辺を巡る際に便利。当時フロント責任者は鎌ヶ谷の人でした。

≪次号は四元さんお願いします≫
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ちょっと一言
5 月の連休は里帰り
我ら 6 人兄弟の長男は、米作りをしている。兄弟たちが応援団として駆けつ
けるのが、5 月連休の恒例行事。
満々と水を張った田んぼ うれしそうにゲロゲロ ゲロゲロ 大合唱する蛙
たち 裾野を大きく広げる筑波山 この風景の中をガタン・ゴトン・ガタン・
ゴトンと一両編成の常総線が走る。
８０歳になる兄は耕運機に乗り、泥田を苗田に変えていく。
私は泥田に入り、機械が残した隅々に苗を植えていく。
筑波山

苗田の足を

抜きにけり

（山口

洋子）

昔々、高校生だったころ私は音楽部に所属していました。音楽部はオーケス
トラ班と合唱班とがあり、私は合唱班に籍をおいていました。毎年７月に開か
れる定期演奏会に向けて練習をしていました。現役部員だけでは立派な演奏は
できません。そこで卒業した先輩方々や、その友人の方々が助っ人でやって来
てくださいました。すると立派な演奏会になるのでした。
そんな経験から、７月２２日に千葉ニュータウン・フィルハーモニー・オー
ケストラの定期演奏会と白井市音楽協会３０周年記念との合同の演奏会でベー
トーヴェンの「第九」を披露する合唱団員の募集が 1 月にあり、応募しました。
「第九」を歌うのは、白井市が印旛郡から市制になった１７年前に初めて歌い、
５年前故郷の山梨が当番になった「国民文化祭」の一環としての「第九演奏会」
に出身校の同窓会より招集がかかり、それが２回目。そして今回が３回目にな
ります。
先日オーケストラとの音合わせがありましたが、これだけ歌う感覚が離れて
いては！！！ちょっと終盤の出だしが危ない。（笑）
本番前日の本会場での音合わせが２回目。本番当日のリハーサルで３回目。本
番前にたった３回だけの音合わせ。これがかなり不安です。
もっと音合わせをしたい。でも願いはかないません。
がんばるしかありません。３回目の「第九」楽しく歌います。
オーケトラとの合唱は癖になるほど楽しいです。
（星田美恵子）
９月号の担当は、菅原恵子さんと小林正人さんです。
（８月１８日頃をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願い致します）
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山の唄考（35）「山に抱かれて」
小椋佳の歌を紹介したい。めったに流れてくることのない曲だが、1993 年 NHK の
紅白歌合戦のために制作された。番組内で出場歌手の大合唱が演出されたとのことだが、
当時のことは全く知らない。その翌年には「みんなのうた」で放送されてもいる。
山をテーマとしているが、山を登る人たちの心をうたったものではなく、山に暮らす
ひいては山国日本に住むすべての人々の人生観をうたったものと見做すことができる。
しかし、山を登る我々も自然を愛する人々も同じ心根を持って大地に生かされているこ
とを実感する。じっくりと詩を読み込んで欲しい。
「君たちはどう生きるか」という戦前発刊の児童古典が、昨年漫画化されいずれもよ
く読まれているらしい。夏休みには子供たちにさらに読まれることだろう。

『山に抱かれて』

果てしない いさかい 続く彼方に
踏み砕く 命は 数え切れない

（作詞・作曲：小椋 佳） 歌：小椋 佳

限りない 欲望 見失う夢
山に抱かれて 木々を愛し 風にとけて

消え行く 美しさ 計り知れない

生きてみよう
君は 生かされている 嬉しさを感じて
果てしない 大空 遥か彼方に

花や木々や木の実に 挨拶出来ますか

呼吸する 星達 数え切れない

君は 一緒に暮らす 仲間の優しさで

限りない 不思議さ 無口な自然

虫や鳥や魚の 命を抱けますか

命ある 営み 計り知れない
暮らしに澱む 濁り憎み 夢の陰り
君は ほんの少しの 後ろめたさも無く

追い払おう

山や川や緑と 話が出来ますか

心に潜む 愛いとしみ 自分らしさ

君は かけがえのない 友を思うように

追いかけよう

風や水や光の 話を聞けますか
山に抱かれて 木々を愛し 風にとけて
山に抱かれて 自然らしく 自分らしく

生きてみよう

生きて行こう

山に抱かれて 自然らしく 自分らしく
生きて行こう

戦争こそないものの我が生涯を顧みて、災害大国日本を思う。幸運にもよく生かされ
てきたものだ。山に登る楽しみを見出し、生涯続けて行けるのも幸運以外の何物でもな
（作詞・作曲：小椋 佳）

歌：小椋 佳

い。老境に入っても、自分の両足で歩ける限り山に踏み分けていきたいと願う。
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2018 年度事務局役割分担
★ 事務局員
四元一成（局長）逢地春雄（副）高見信明（副）村上和子
井上勝代
★

山口幸雄

山口洋子

池谷道隆 清水利夫

渡邉正夫

伏見純子

三橋和子

菅原恵子

石塚洋子

主な業務
１．ホームページ運営

担当

清水

四元

２．例会の運営

担当

四元

高見

渡邉

３．運営委員会

担当

四元

高見

逢地

４．総会と懇親会

担当

四元

村上

伏見

逢地

５．例会場所の確保

担当

菅原

山口（洋）

四元

６．会員拡大

担当

四元

三橋

伏見

池谷

７．入会・退会・労山手続

担当

四元

８．入会面接

担当

四元

村上

渡邉

９．労山特別基金手続・スポーツ安全保険

担当

管原

伏見

１０．公民館まつり

担当

村上

菅原

司会

市広報掲載、公民館掲示等

石塚

山口（洋）井上
写真収集

担当

清水

担当

渡邉

村上

１２．ロッカー管理

担当

逢地

四元

１３．全国労山との窓口、

担当

四元

１４．パソコン全般、名簿管理、連絡網管理

担当

清水

四元

１５．ちばニュース

担当

高見

三橋

担当

高見

担当

四元

１８．備品管理

担当

高見

１９．例会運営の見直し

担当

高見

１１．新入会員

フォローアップ

１６．登山時報
１７．規定類管理

配信

・

印刷製本

カレンダーの配布
改定・作成

渡邉

伏見

逢地 池谷

山口（幸）

石塚

伏見

村上

渡邉
伏見

三橋

四元
井上

逢地
菅原

伏見
石塚

2018 年度事務局検討事項の結果
１．公民館まつり
（1）写真の展示。テーマを設けて、展示します。花をテーマに写真を募集します。
展示は、パネル

1 枚から 2 枚の予定です。（通常の山行の写真も行います）

皆さんの参加をお願いします。
（2）公民館まつり用の山行写真を会山行・個人山行の終了時までに、写真の送付者を決めてください。
また、写真は清水さんに送付してください。
２． 例会の内容の改善
山行報告の改善

山行報告は約 2 分以内に発表してください。手短に要領良く行ってください。

また、山行終了時から第一例会までに発表者を決めてください。
３． 連携網の検討

連携網は必要無し。作成しない。

４． 東葛山の会のマニュアルの作成

労山特別基金の手続要領
部屋取の要領

５．新入会員のフォローアップ

山口（洋）

菅原

例会の出席の連絡、初回の山行の参加までの面倒を見る。
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