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裏磐梯から西大巓を見る
2016.10.19
裏磐梯へは 春夏秋冬 ハイキング・スキー・ドライブと十数回訪れま
した。どの季節も素敵ですが、磐梯山登山は最短コースで一回だけしか登
れていません。別のコースからも登りたいと思います
～畑中眞澄～
会報部からのお願い
＜表紙写真＞
８月号は高木さん、9 月号は手塚さん、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 2 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。

予定表

2018年

日 曜日

７月・8月
1

水

８ 月
第一例会

月

2

木

仙丈ヶ岳（テント泊）

3
4

火
水

3
4

金
土

（7/2～7/3)

5

木

5

日

6

金

6

月

7

土

7

火

8

日

8

水

9

月

9

木

10

火

10

金

11

水

11

土

12

木

12

日

13

金

13

月

14

土

14

火

15

日

15

水

16

月

16

木

17

火

17

金

18

水

18

土

19

木

19

日

20

金

20

月

21

土

21

火

22

日

会津駒ヶ岳(7/22～7/23)

22

水

23

月

会報部編集会議

23

木

24

火

カラー印刷（加藤宅）

24

金

25

水

25

土

26

木

26

日

27

金

27

月

会報部編集会議

28

土

28

火

カラー印刷（加藤宅）

29

日

29

水

30

月

30

木

31

火

31

金

1

日

2

７ 月
森吉山（6/30～7/1)

日 曜日

第一例会

山行部会

海の日
第二例会

会報部印刷（8月号）
乗鞍岳（7/28～7/29)

山行部会

山の日

第二例会

御岳渓谷清流ウォーキング

水ノ塔山・篭ノ登山

会報部印刷（9月号）

※2018年9月の予定
★9/1(土）富士吉田口～五合目トレッキング
★9/15（16日予備日）高麗峠～天覧山ウォーキング
※県連より

★9/30（日）ふれあいハイク（大楠山）
1
1

★9/9（日）帯那山

例会報告
第一例会出席者

2018/6/6

42 名

手塚、安彦、安田、岡部、桐生、村上、八巻、伏見、高見、山岡、村田､入江,

間瀬、

鈴木か、渡邊正、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、鈴木隆、池谷､永木、石塚，嶋本、菊池､
猪狩､羽鳥、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､高木

第二例会出席者

2018/6/20

34 名

安彦、加藤、桐生、村上、高見、前田延、村田､入江,高山、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、
江崎、永木、石塚，菊池､猪狩、羽鳥、井上勝、山脇､梅田、逢地、前田節、菅谷，星田、
蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、清水、畑中､高木

2018年5月 山行報告
山

名

ジャン
ル

日

山行
区分

人数

参加者

飯士山（南魚沼市）

ハ

5

個

6

五十嵐朝、五十嵐幸、桐生、嶋本、菊池、村田

唐沢山(地図読み)

ハ

6

個

14

安彦、加藤、伏見、前田延、間瀬、江崎、永木、井上勝、
山脇、菅谷、蓮見、菅原、畑中、髙木

鹿俣山（たんばらスノーパーク）

ハ

8

個

5

安田、菅谷、嶋本、菊池、江崎

越前岳（静岡）

ハ

10

個

4

山口洋、井上順、江崎、畑中

羽賀場山

ハ

12

会

山口幸、逢地、井上勝、星田、手塚、安彦、加藤、高見、
22 前田延、村田、間瀬、鈴木か、江崎、菊池、羽鳥、
山脇、前田節、山口洋、蓮見、小林正、清水、菅谷

雲仙普賢岳（長崎の山旅）

ハ

13～16

個

6

桐生、小林和、伏見、五十嵐朝、石塚、嶋本

七面山

ハ

18～19

会

9

鈴木か、畑中、加藤、岡部、前田延、石塚、猪狩、
前田節、山口洋

野川公園～深大寺ウォーキング

ウ

20

会

9

八巻、山岡、高山、三橋、池谷、星田、手塚、髙木、小林正

玉山（台湾最高峰）

ハ

21～26

個

10

安彦、安田、間瀬、菊池、江崎、羽鳥、逢地、蓮見、
菅原、山口幸 他1名

石割山

ハ

21

個

1

入江 （ツアー参加）

四阿山

ハ

25

個

1

永木

唐倉山（南会津）

ハ

27～28

個

1

菅谷

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

2

他２名

雪…雪山、スキー

他1名

６月例会報告
第一例会
６月６日（水）
司会 会報部
井上順
☆山行報告
前頁の通り、12 件の山行報告があった。いずれも季節の花、山菜を楽しんだ
模様。12 件のうち 6 件は 6 月号に掲載済み、玉山（台湾）は 7 月号に詳報が？
高山病を心配したが、無事全員登頂できた。ガイドの日本語もよく分かり、
観光や料理も楽しんだ。参加者全員からひと言ずつ、ニイタカの由来や体験、
感想を披露してもらった。
☆山行案内
6/30 森吉山（村田） 変更無し 14 名参加
7/22-23 会津駒（清水） 11 名に減、まだ参加可能。
7/28-29 乗鞍岳（前田せ） 10 名予定 電車利用となりまだ参加歓迎
とつ程度だが、高山の装備を。
8/2-3 仙丈（江崎） 9 名予定 バス時刻未定 案内の通り

☆ひ

8/18 御岳渓谷（三橋）次回に詳細報告
8/26 水ノ塔・篭ノ登（岡部）7 月第二例会で募集 佐久平で集合解散の予定
・県連関係（羽鳥）
6/2 クリーンハイキング、7/7 第 31 回平和を願うコンサートは参加者無し
6/9 初級登山講習（小林正・連絡係）は参加者に別途メール配信、案内書コピ
ーメモを配布した。集合、装備、班分け等の連絡。
9/30 ふれあいハイク(大楠山)
13 名参加予定
11/28～12/5 チェンダオ山
参加予定者 21 名分押さえた。
☆各部からの報告
事務局（四元）：高野さん 4 月末付で退会とした。
6 月 24 日 13:30～定期総会、18:00～懇親会（♂3,000 ♀2,500）華屋与兵衛。
公民館の懇談会（5/28）で来年のふれあいまつりが 2/23-24 と発表された。
記念 T シャツ在庫あり。スポーツ保険の契約内容確認のためパンフ取寄せ
る。
会報部（梅田）：やまびこ６月号はお陰で山行原稿が集まってお手元にある通
り。リレー執筆者のリストを掲載した。ページの都合で年 2-3 回は掲載。
26 ページ「6 月号は永木さんに」⇒「7 月号は・・・」に訂正を乞う。
山行部（菅谷）
：6/13 山行部会 9 月の担当は参加のこと。また部員全員集合す
ること。会山行に加えて来年度の計画を検討する。
県連（羽鳥）：ちばニュース配信された。理事会の議事録があって良い。
課題：事務局・ニュースの業務分担は討議できたが、交流山行等はできず。
当会の意向は変わらず。東葛・羽鳥はカレンダーの集約を受け持つ。
その他（清水）
：HP に会員の部屋・専用 BOX を作成した。写真の配信に便利。
安彦：県連事務局業務一覧が配信されている。海外登山のアンケートも頼む。
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第二例会
6 月 20（水）
司会 会報部 清水
☆ 山行案内
・6/30～7/1 森吉山（山脇）
：秋田内陸縦貫鉄道切符、割引のホリデ―切符を購入下
さい（土・日発売）中止は 3 日前に知らせます。
・7/22～23 会津駒ヶ岳（清水）
：24 日（総会日）12：30～参加者の打ち合わせを
します。
・7/28～29 乗鞍岳（前田節）
：7 月第一例会〆切、切符は各自購入して下さい。
・8/2～3 仙丈ケ岳（江崎）
：船橋 6：53 あずさ 3 号で行きます。
・9 月山行 9/1（土） 富士山 1 合目～5 合目（小林正）
9/9（土） 帯那山（加藤）
9/15(土)雨天 16 日（日）ウオーキング 高麗峠～天覧山（入江）
・県連（羽鳥）
6/21 理事会 議題…ちばニュースへの要望・期待、交流山行について。
事務局業務分担…東葛山の会はカレンダー関係の仕事を引き受けた。
交流山行…東葛としての主催は辞退、他会の山行には積極的に参加の意見です。
ちばニュース発行の件…県連・全国連盟の動き等知る上でも毎月が良い。
☆ 各部報告
事務局（四元）6/24 総会 13：30～ 40 名参加 懇親会 28 名参加予定。
6/21 労山基金講習会 山口洋子さん参加している。
9/15～16 全国ハイキング交流集会 静岡県伊豆長岡温泉
（チラシ回覧）
山行部（菅谷）6/13 山行部会、役割分担・会山行担当割り当てを決めた。
（会報に
載せます）
・個人カード改定について：今年度は部分的改定（申し入れをする）
。来年度は 3
年経過の年になるので全面的改定を計画している。
・カードは、山行時だけでなくて普段も持ち歩くと良い。保存用を会長と山行部
長に提出、計画書の緊急連絡先にも保存用を渡すのが良い。後日原稿の型をメ
ール配信しますので記入をして使ってください。
・緊急事態時の対応について今年度時間をかけて検討していきたい。
・山行計画書 2 年分保管している。これからの山行に役立たせるため、皆さんの
了解が（個人情報の問題）あれば、ＨＰに載せてはどうかの提案（会員のみ）
。
・個人にメール配信する方法もある。
✱✱✱✱この件は検討事項とする。皆さん考えておいてください✱✱✱✱
・公開ハイク：何等かの方法で実施する方向性で検討している。
会報部（梅田）
：各部の役割分担表を載せたい。
会長：7/7 平和を願うコンサート：安彦参加
・ 11/28～12/5 海外登山 チェンダオ山（タイ）
；22 名参加（東葛山の会 8 名）
・ 海外登山アンケート：これからでもいいのでメールで送ってほしい。
・ 総会資料を前もって配布したのでしっかりと目を通し、疑問は質疑時に活発に
発表してほしい。
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第４２回定期総会速報
高木
日時
場所

：
：

保

2018 年 6 月 24 日
13：30～17：30
鎌ヶ谷市中央公民館 第一会議室

総会次第 及び →以下説明
開会挨拶
→四元事務局長
会長挨拶
→安彦会長
議長、書記の選出
→指名により、議長：高木
書記：井上勝、山口洋となった。
→事務局長より会員 52 名中 40 名の出席が報告され、本総会が成立。
議事

議案 1 第 41 期活動報告
事務局、山行部、会報部、労山千葉県連 →の順に各部長発表。
議案 2 第 41 期会計報告
→星田
議案 3 監査報告
→三橋 （羽鳥）
→議案 1,2,3 について、一括に質疑があり、満場一致で採決された。
→（休憩）
議案 4 第 42 期活動方針（案）
事務局、山行部、会報部、労山千葉県連 →の順で各部長発表。
議案 5 第 42 期予算（案）
→蓮見
→議案 4,5 について一括質疑、発言があった。
特に会員数減少について、会員獲得の方法論などで意見が多出した。
第 42 期活動方針（案）、同予算（案）について満場一致で採決された。
議案 6 第 42 期役員選出（案）
→自薦、他薦の発声なかった。
安彦会長より、叩き台の案が出され、満場の拍手で採択された。
新役員紹介 →安彦会長、松本副会長より挨拶。
閉会挨拶活動報告 →高木閉会挨拶。
四元事務局長より懇親会案内。

5

山行部の仕事
1、山行部連絡調整
① 山行部の役割
（会全体の方向性と山行部の役割）

○

菅谷、手塚

② 山行部の仕事の分担
（仕事の内容の検討、役割分担）

○

菅谷、江崎

③ 各部への連絡調整
（他部への連絡、委員会への出席）

○

菅谷、江崎、手塚

①年間山行計画の立案
（会山行を中心とした山行の計画）

○

永木、岡部、猪狩、五十嵐朝、小林正、畑中

②訓練山行の立案
（講習会、実施訓練の計画）

○

菊池、赤塚、小林和、嶋本、安田、鈴木隆

２、山行管理
A

B

①会山行の具体化及び実施
○ 江崎、小林正
（会山行についての部会での司会と意見調整）
②個人山行との意見調整
○ 手塚、江崎
（個人山行計画との問題点の指摘と補足など）

C

①会山行・個人山行の把握
○ 菅谷、江崎、手塚
（山行計画書・下山報告の受理。参加者の確認と記録）
②山行記録
○ 菅谷、赤塚
（会員の山行のジャンル別整理と記録〈上記①を補足するかたちで〉
）

３、教育、研究、遭難対策
A ①教育（新入会員等の指導、講習）
B ②研究（山行、用具等の研究）
C ③遭難対策（事故防止、個人カード）

○
○
○

五十嵐、畑中、村田、入江
安田、赤塚、間瀬
岡部、小林和、菊池、鈴木隆

４、庶務
② 山行部会の会場確保

○

小林正、入江

②第一、第二例会での司会
（８月、１１月、２月、５月）

○

猪狩、嶋本、間瀬、村田

○

手塚、永木

５、装備の把握・管理

（装備の購入、廃棄などの管理）
○は主になってやっていただく方です。
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猪狩、小林正、小林和、畑中

12月12日

猪狩、安田、赤塚、小林和

4月10日

岡部、五十嵐朝、嶋本

永木、村田、小林正

3月13日

5月8日

五十嵐朝、菊池、間瀬、入江

2月13日

永木、村田、嶋本、畑中

安田、岡部、間瀬、赤塚

11月14日

1月9日

1

村田、菊池、入江、畑中

10月10日

8

7

6

5

4

3

2

嶋本、小林和、赤塚、小林正 12

9月12日

10

永木、間瀬、五十嵐朝、入江 11

菊池、安田、岡部、猪狩

7月11日

9

月

8月8日

山行部全員

検討担当者

6月13日

検討日時

安彦

目的地未定（泊）

妙高山・火打山（泊）

美ヶ原（泊）

守門岳（泊）

笠取山（泊）

三つ峠山

平標山（泊）

大山

三橋

岡部

梅田

八巻

猪狩

四元

間瀬

桐生

菊池

安田

嶋本

伏見

四元

間瀬

羽鳥

桐生 鈴木か 江崎

五十嵐 菊池

蓮見

松本 山口洋 菅原

菅谷

嶋本 五十嵐 手塚

清水

江崎

永木

永木

高見 山口洋 岡部 井上順

蓮見

北高尾

シダンゴ山

羽鳥

菅原 山口幸 小林正

提案担当者

高木

手塚

畑中

赤塚

加藤 小林和

畑中

高木

村上

一切経山（泊）
入笠山

安彦

安田

菅谷

清水

星田

山脇 小林正

星田 前田節

高見 小林和

村田

梅田

逢地 井上勝

赤塚

猪狩 渡邉正 伏見

池谷

石塚

山脇 前田延 松本

渡邉正 池谷 山口幸 逢地

村田 鈴木か 井上順

前田節 村上

石塚 井上勝 加藤 前田延

提案担当者

伊豆ヶ岳

古峰ヶ原

仙人ヶ岳

飯盛山

スキー

三浦アルプス

スイセンロード

陣馬山

雨巻山

秩父御岳山

帯那山

山 名

会山行年間計画表・検討担当者

皇海山（泊）

富士山
（須山口登山歩道）

山 名

２０１8年度

塩原自然研究路

箱根旧街道

小倉山（山梨）

「和紙の里小川町」
東武健康ハイキング

芦ヶ久保

吾妻山

佐倉城址

三浦富士

高麗丘陵

場所

小林正

小林正

松本

入江

松本

羽鳥

松本

八巻

山岡

高山

山岡

八巻

三橋

羽鳥

小林正

山岡

高山

入江

担当

2018.6.24

２０１8 年度会報部役割分担表
部員

Ａ班（偶数月号） 梅田 山岡 加藤 八巻 前田せ 清水 前田悟 山脇
Ｂ班（奇数月号） 桐生 鈴木か 高山 前田え 渡辺實 井上順 高木
※公民館印刷日の担当（編集会議の週の金曜日１０時〜） 各自の都合次第で応援を！

★会報「やまびこ」
〇表紙／お知らせ：渡辺
編集：鈴木
〇もくじ：前田せ
〇予定表：八巻
〇例会報告（出席者・山行報告）：前田え 山脇
〇例会報告（議事）：井上、前田せ、梅田、高木の４人交代で第一、第二例会を以下の通り
担当する。
７月

８月

９月

１０月 １１月 １２月 １月

２月

３月

Ⅰ前田せ 井上
Ⅱ前田せ 井上

梅田
梅田

高木
高木

高木
高木

井上
井上

井上 前田せ
井上 前田せ

梅田
梅田

４月

５月

前田せ 梅田
前田せ 梅田

６月

高木
高木

〇山行案内：山岡
〇山行報告・感想文：前田せ 山脇 鈴木 高木
〇ちょっと一言：高山
〇編集後記：編集担当・渡辺
毎月２名づつ、編集会議までに提出すること
７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

加藤 清水 山脇 桐生 梅田 井上
八巻 前田え 高山 前田悟 高木 井上
高山 前田悟 高木 鈴木 山岡 前田せ 渡辺 加藤 清水 山脇 桐生 前田せ
★「やまびこ」配布：前田え
★ 会場予約・支払い：八巻
★ 用紙購入・管理＆ホチキス管理：桐生
★ 感想文原稿まとめ：鈴木
★ レーザープリンタ印刷：桐生 加藤 (編集会議翌日ＡＭ9:00 加藤さん旧宅にて）
★ 例会司会

９月第１ 高木
第２ 高木

１２月第１ 井上
第２ 井上

３月第１ 鈴木 ６月第１ 加藤
第２ 鈴木
第２ 加藤

※原稿は DROP-BOX を活用して、できるだけ多くの部員で編集会議までに校正・編集をす
ませるようにしましょう。
※不都合な時は、連絡しあって交代するなど助け合いましょう！
※毎月「やまびこ」発行を続けましょう！
※持続可能な範囲で無理せずに、楽しみながら内容を充実させましょう！
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山 行 案 内
７月の山行予定
✽会津駒ケ岳 (2133m)

体☆☆ 危技★

日 時： 7 月 22 日（日）~23 日
担 当：
（ＣＬ）清水、
（ＳＬ）四元・山口（洋）
・高木

✱乗鞍高原散策・乗鞍岳

（体☆☆）

日 時：7 月 28（土）～29 日（日）
担 当：
（CL）加藤、
（SL）村田・前田節
※7 月の山行予定は 6 月号を参照してください。

8 月の山行予定
✽仙丈ケ岳（3032ｍ）

☆☆+★

南アルプスの女王と言われている百名山です。
日時：8 月 2 日（木）～3 日（金）１泊２日 テント山行
交通
（往路）船橋 6：53（あずさ 3 号）－甲府 9：07
バス 10：05－広河原 11：58

広河原 12：30－北沢峠 12：55

（復路）①北沢峠 13：30－広河原 13：55 広河原 14：00－芦安駐車場 14：58(入浴）
②北沢峠 06：00－広河原 06：25
概算費用：約 15,000 円
交通費：約 12000 円

電車（ジパング利用）約 6000 円+バス約 6000 円

その他費用：テント代(500 円）食材費（実費）
コース：北沢峠登山口…大滝ノ頭…馬の背ヒュッテ…仙丈ケ岳…小仙丈ケ岳…北沢峠
登山口
歩行時間と標高差：登り４時間（1000ｍ） 下り３時間（1000ｍ）
装備：テント泊装備と自炊用品+食料+入浴します
担当：
（CL）羽鳥（SL）永木、江崎、桐生
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✽御岳渓谷の清流散策
文化人ゆかりの地、清らかな多摩川の川べりをそぞろウォーキング。
日 時：8 月 18 日（土）
交 通：新鎌ヶ谷 7:06－八柱・新八柱 7:18_7:23―西国分寺 8:24_8:35―立川 8:40_
８：４７―御嶽 9:40
集 合：新京成電車 前から 2 両目
コース：御嶽駅（25 分）御岳美術館（2 分）奥多摩せせらぎの里美術館（30 分）玉堂
美術館（25 分）澤乃井櫛かんざし美術館（10 分）小澤酒造（30 分）軍畑駅
歩行距離：約 7 ㎞

歩行時間：約 2 時間

交通費：約 3200 円（往復）
入館料：御岳美術館（500 円）
玉堂美術館（500 円）

奥多摩せせらぎの里美術館（300 円）
澤乃井櫛かんざし美術館（600 円）

備 考：澤乃井酒造利き酒処
担 当：
（CL）高山、
（SL ）三橋

✽水ノ塔山（2202m）
・篭ノ登山（2227,9m）
・池の平湿原 ☆☆★
真夏、涼と展望・高層湿原・名湯を求めて。
日 時：8 月 26 日（日） 集合 8:20 北陸新幹線 佐久平駅改札
解散 17:30 同駅
交通：
（往路）
：①東武・鎌ヶ谷 5:54－JR 船橋駅 6:04_6:09 東京駅 6:33_6:52（あさま 601 号）
佐久平駅 8:18_8:35（JR バス）高峰温泉登山口 9:35
②新京成・新鎌ヶ谷 5:50－松戸 6:08_6:15 上野 6:34_6:58(あさま 601 号）
（復路）
：高峰温泉登山口 16:17－佐久平駅 17:30
佐久平駅発 17:57（はくたか 570 号）
18:05（あさま 658 号）
コース：高峰温泉登山口 9:45…水ノ塔山 10:55…篭ノ登山 11:55_12:20 …池の平口
13:00…(池の平湿原）…高峰温泉登山口 15:30
歩行時間：10Km、約 5 時間、標高差 750m
エスケープルート： 池の平湿原カット（約 1 時間）
日帰り温泉：高峰温泉 ￥500
※天気の急変で予定変更あり
概算費用：東京駅起点 約￥15,000 （ジパング利用 ￥11,100）
担 当：
（CL）岡部、
（SL）星田・井上順
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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
5:20－船橋 5:30_5:40－御茶ノ水 6:12_6:15－高尾 7:31

②東武鎌ケ谷

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 ）
コースタイム（3 時間 25 分）

標高差：854m

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）

✽帯那山（1375ｍ）

体☆ 危技★

山梨百名山 初秋の花と富士山の眺め
日 時：9 月 9 日（日） 集合：山梨市駅 9：06
交通
(往路)： 新鎌ヶ谷駅 5：20～新八柱～西国分寺～高尾～山梨市 9：06 9：10（タク
シー30 分）戸市
コース：登り 戸市 9:50･･･帯那山登山口(1 時間 25 分)帯那山山頂 11:15
(復路) ：下山 12:00 戸市バス停 13：05 市営バス 13：18（40 分）山梨市駅 14：00 解散

歩 程： 登り（1 時間 25 分）
、下り（1 時間 5 分） ゆるい山
山の特徴 ： 少し舗装道路を歩く
アドバイス：

荒れ気味

帰りのバスに間に合うように歩く 次は 17：00

エスケープルート：なし
交通費詳細 ： 電車代 新鎌ヶ谷から山梨市往復 5532 円
タクシー代

一台 4500 円

帰りバス 200 円

担 当：
（ＣＬ）加藤、
（ＳＬ）前田延、井上勝、石塚
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ジパング利用可能

✽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

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

費用：4,500 円∕人

※県連理事会報告のファイルを参照してください。

✽海外登山

チェンダオ山（タイ）

11 月 28 日～12 月 5 日
詳細は千葉ニュース 4 月号を参照してください。

全国行事の紹介
✽労山自然保護講座 椹島ロッジ 7∕7（土）～7∕8（日）
✽全国ハイキング交流集会
9 月 15 日（土）～16 日(日)
静岡県伊豆長岡温泉 参加費 11,000 円
※6∕21 日送付のチラシを参照してください。
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台湾最高峰『玉山 3952ｍ』登頂と観光・グルメあれこれ秘話
安彦 秀夫
参加者：ＣＬ：安彦、 ＳＬ：羽鳥、江崎、
（男性：5 名、女性 6 名）
Ｍ：菊池、間瀬、菅原、蓮見、逢地、安田、山口（幸）、中村（茂原道標山の会）
期日：2018 年 5 月 21 日（月）～26 日（土）

＜5 泊 6 日＞

かなり以前から登ってみたいと憧れていた『台湾最高峰：玉山（ぎょくざん）』に、
会の仲間と一緒に山頂に立ち、ご来光を拝むことができ、『感激！』の一言です。

＜1＞事前調査をしてみたところ…
昨年 2017 年 10 月に、キリマンジャロ登山から帰ってきて直ぐ、台湾最高峰『玉山』登
山を県連として企画するために、インターネットやガイドブック等で調べていたところ、
次のようなことが次々と分かりました。
① 1 日当りの入山人数制限（92 名？）があること（排雲山荘収容人数の関係）
② 申請して許可が得られないと入山できないこと
③ 入山人数制限の中に、特別に『外国人優先枠 24 名』があること
④ 外国人優先枠に限り、入山 4 ヶ月前から申請受付を行っていること
⑤ 1 回の申請に付き、現地ガイド 1～2 名を含んで 1 グループ 12 名以内であること
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

申請順に許可を得ることができること
参加者 12 名以上であれば、2 回に分けて申請をしなければならないこと
2 回の申請の間に、他のグループが申請した場合、全員の許可がおりないかも…？
申請時には、パスポート・コピーが必要なこと
申請時と入山時のパスポートが異なってはいけないこと（入山時チェックあり）
同時に複数日（第 1 希望～第 3 希望のように）の申請はできないこと

以上のことを考慮して、
『2018 年 5 月後半』に、
『参加者 11 名』で、
『外国人優先枠』を
利用して申請することとし、旅行会社に、旅行代金概算や日程などを提案していただき、
それをベースに、参加者募集案内を作成することにしました。
＜2＞先ずは東葛山の会の仲間に声をかけてみたところ…
『ちばニュース 11 月号』で参加者を募集する前に、東葛山の会の例会時に参加を呼び
掛けたところ、10 名ほどが手を挙げました。
それで、県連広木会長と電話で相談し、東葛山の会のみで実施することにしました。
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折角行くのであれば、最大の『11 名』の参加者で実施したいと思い、例会などで何度も
呼び掛けをしました。しかし、11 人目の手が挙がらず、県連所属の他会の人に声を掛けた
ところ、直ぐ『喜んで参加したい』と返答があり、目標の 11 名になりホッとしました。
正式に『11 名』で旅行会社に手配を依頼しました。
＜3＞日程は…？
当初、5 月後半を考え、『飛行機』を仮予約して貰いました。
しかし、台風のことなどを考え、少しでも早い方が良いのでは…と思い、前倒しができ
るかどうか確認したところ、予約が混んでおり、変更は、ほぼ不可能…ということでした。
理由は、度重なる北朝鮮の核やミサイルの実験の影響を受け、韓国への修学旅行が台湾
に移っているためのようでした。
この時点で、日程は、先に飛行機の仮予約した『5 月 21～26 日』に確定させました。
＜4＞登山できるの…？ それとも、できないの…？
入山 4 ヶ月前の登山申請で是非とも許可を得て、今回の登山を実施できるようにするた
めには、入山日を 1 日のみに限定するのではなく、上記の決められた日程の中で、いくつ
かの希望日を旅行会社に示した方が良い…と考え、次の 3 通りの依頼をしました。
① 第 1 希望：入山日 22 日 → 22～23 日登山、24～26 日観光
② 第 2 希望：入山日 23 日 → 22 日観光、23～24 日登山、25～26 日観光
③ 第 3 希望：入山日 24 日 → 22～23 日観光、24～25 日登山、26 日観光
『登山をした後に観光ができる』という日程①が、理想です。③では、登山のことで頭
が一杯で、観光に身が入らないのでは…と心配し、私としては、
『申請が 1 番になり、第 1
希望日程で許可される』ことを祈るだけでした。
待ちに待った入山日 4 ヶ月前の『1 月 22 日（月）』
。大雪でした。旅行会社からの連絡を
今か今かと気にしながら、庭そして家の前の道路の除雪をしていました。
夕方に電話が来ました。
『1 番で申請できたので許可は間違いないだろう！
2 番目は、私達と同じように 12 名のグループでした。
その国は分かりませんが…。』という嬉しい連絡でし
た。『これで玉山登山ができる！ヤッター！』
以前は、当日に正式な許可連絡があったようです
が、
『しばらく待たなければならないが、これまでの
例から判断して間違いなく許可がおりる…』という
ことでした。
それで、第 2 希望以下の申請をしないことにし、
第 1 希望日程で実施できることを、翌々日 24 日（水）
の例会で参加者に報告しました。
これまでの申請受付開始時間『深夜 0：00』が、最近『午前 7：00』に変更なった…と
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のことでした。数日後に、正式許可の連絡がありました。
＜5＞登山中のトイレは…？
登山コースは、登山口から排雲山荘の 8.5km の間に、
『0.5km』毎に標識があり、励みに
なりました。また、途中に 2 ヶ所の休憩所と、近くにトイレもありました。しかし、この
トイレは、使用したくなるようなモノではありませんでした。
と言いますのは、2 ヶ所とも男女兼用で、狭い部屋に『日本式の和式トイレ』と『男性
の小用トイレ』が各 1 個づつあるのみで、お世辞にも綺麗・清潔と言える状態ではありま
せんでした。でも、話のタネに下山時に 1 回のみ『小用』で利用してみましたが…。
管理（掃除）をどこが担当しているのかは分かりませんが、もう少し綺麗にできないも
のなのでしょうかね。登山者のマナーに負うところが大きい…とは思うのですが…。
排雲山荘のトイレは、山荘内部と外の 2 ヶ所にあり、水洗で比較的綺麗でした。山荘内
部には『男性用』と『女性用』があり、男性用には洋式トイレが 1 ヶ所あり、何度か使用
しました。恐らく女性用は全て洋式トイレだったのでは…と推測します。
＜6＞体調は…？
玉山の標高が 3952ｍなので、『高山病の症状が現れるのでは…』という心配が、参加者
全員にあり、最大の関心事でした。
ということで、
『パルスオキシメーター（動脈血酸素飽和度 SpO2）』を持参し、初日の阿
里山のホテルや排雲山荘（3402ｍ）で、一人一人測定し、キリマンジャロ登山時に教わっ
た呼吸法を練習しました。
登山中に、頭痛や食欲不振、だるさ等を感じた人もいたようですが、大きく体調を崩す
こともなく全員が山頂に立ち、ご来光を迎えることができました。
私は、登頂日に起きた際に、なんとなく頭が痛く感じたので、『バファリン 2 錠』を飲
みました。その効果があったのか、全く問題なく登頂できました。食欲もバッチリ！
1 泊 2 日の登山なので、下痢をすることもありませんでした。ヤレヤレ…。
＜7＞食事は…？ ビールは…？
台湾での食事は、どのレストランやホテルでも、美味しく楽しむことができました。
台湾最初の食事は、空港から高速道路を南下し嘉義 IC で降りて直
ぐのレストランでの夕食でした。早速、
『台湾ビール』を頼み、先ず
は渇いた喉にグィッ！
うっ？ 何かが違う！ 美味しいと感じない。
玉山下山後、台北のホテルでの夕食で、飲み物のメニューを見た
ら、台湾ビールが 2 種類ありました。ガイドの黄さんのお薦めの『台
湾ビールの金牌』を注文しました。
一口飲んだ瞬間、『旨い！』。 初日の夕食で飲んだビールは何だったんだ…？
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このブランドで『生』もあるらしいが、レストランによっては置いていないところも…。
その後は、必ず、『金牌の生』を飲みたくて、必ず店員に聞きました。でも、置いてあ
るところが無く、なかなか飲むことができませんでした。やっと 5 日目（5/25）の台北市
内のレストラン『鼎泰豐（ディン・タイ・フォン）』で一度だけ飲むことが出来ました。
その飲んだ感想は、『旨～い！』でした。
台湾に行った場合、
『台湾ビールの金牌の生』をお奨めします。是非味わってください。
排雲山荘での 3 度（夕食、早朝食、朝食）の食事は、美味いとは言いませんが、違和感
なく食べることができました。食材を始め、燃料なども全て人間の力のみで担ぎ上げてい
るとのことで、下山時に大きな荷物を担いでいる歩荷の人に何度か逢いました。彼らのお
蔭で、私達は食事を摂ることができるのですから感謝しかないですね。
＜8＞宿泊先の部屋は…？
今回の参加者は、男性 5 名、女性 6 名でしたので、シングル（1 ベッド）1 部屋を利用
すると割高になることより、ツイン（2 ベッド）4 部屋とトリプル（3 ベッド）1 部屋にし
ました。その際のトリプルがどんな部屋になるのかが興味津々でした。
ホテルでのトリプルの部屋①③④の状況を、次のようでした。
① 阿里山のホテル
ベッドが 3 台あったものの部屋ぎっしりの感じでした。また、トイレ＆シャワー室
は非常に狭く、バスタブは無く、トイレとシャワーの部分の仕切りも無く、シャワー
を一度使用すると床は全面ビショビショでした。
因みに、ツインの部屋はゆったりとしており、バスタブもあったようです。
② 排雲山荘
上下 5 名用の 2 段蚕棚（10 名）と上下 1 名の 2 段蚕棚
（2 名）の合計『12 名』収容の部屋で、私達 11 名とガ
イド 1 名が一緒の部屋に泊まることができました。
準備された冬用の羽毛シュラフを利用しましたが、
寒くありませんでした。（山荘出発の深夜 2 時の
山荘玄関前の温度計は、
『4℃』を示していましたが…。）
③ 台北市内のホテル（2 連泊）
特に問題となるような点はありませんでした。恐らく、
3 ベッド用の大きな部屋だったのではないでしょう？
（エキストラベッドを入れておいたのかな…？）
④ 北投温泉のホテル
畳敷きの間が窓際にあり、そこに布団が準備されていました。幅は、敷き布団の幅
より若干広めでしたので、充分な広さでした。但し、旅行会社の情報から私が勝手に
判断していた『畳敷きの部屋』とは全く異なり、小さなものでした。このような畳敷
きの間は、トリプルの部屋のみかな…と思っていたら、他の部屋も全く同じだったよ
16

うです。畳敷きの間がある同じ階の部屋にしてくれたのでは…という旅行会社の話でした。
お薦め情報として、温泉地ということもあり、日本と同じように、共同大浴場があり、
身体を充分に伸ばすことができ、浴衣もありくつろげました。台湾に行かれる場合は、台
北市内から近いので、北投温泉に宿を取った方がベター…と感じました。
＜9＞観光は…？
下山後の観光は、非常に暑く汗を拭き
拭きの 3 日間でした。
野柳で、今にも首が折れそうな奇岩
『女王頭』や『亀』、
『ソフトクリーム』、
『サンダル』…等を逞しい想像力を生か
して眺め感心したり、時には『何…？』
と首を曲げたりも…。
十分では、水量の少ない『十分瀑布』
を眺め、十分駅で『天燈揚げ』を、
4 人で 1 個に各自願い事を書き、電車を気にしながら線路上から放ちました。
九份では、先ずは『基隆山』に登り、山頂からの展望を満喫し、下山後、宮崎駿監督の
アニメーション『千と千尋の神隠し』の舞台のイメージを思い浮かべながら基山街や賢崎
路を散策し、『阿妹茶酒館』を見下ろす茶房で夕陽を眺めながら夕食を摂りました。台北
に戻り『士林夜市』も散策しました。
観光 2 日目は、台北市内を巡りました。
『龍山寺』で神妙にお祈りをした後、
『総統府』を車窓から眺め、
『中正紀念堂』へ。衛
兵の交代式を見た後、蒋介石の想い出の写真や記念品などを見学しました。
昼食後、参加者の要望で御茶屋『瑞泰茶荘』に寄り、女将の口上を聞きながらウーロン
茶 4 種類の香りと味を堪能した後、超高価なウーロン茶を土産に買ってしまいました。
『故宮博物院』では、必見の 2 台名宝彫刻の『翠玉白菜』と『肉形石』、そして、青銅
器『毛公鼎』、陶磁器『三彩文官俑』、象牙彫刻『雲龍紋套球』などに驚嘆しました。
観光 3 日目（台湾滞在最終日）は、北投温泉の『梅庭』、
『地熱谷』そして『普濟寺』に
寄りました。普濟寺は、昨年 2017 年末に、京都の『妙心寺』と『兄弟寺』を締結したよ
うで、紀念看板が本堂の柱に掲示されていました。住職夫妻（？）から頂いたウーロン茶
は、前日の御茶屋で飲んだものより数段美味しく感じられました。
＜10＞チップは…？
海外旅行をする際に頭を悩ませることの一つに、『チップ』があります。幸いにも、台
湾には、日本同様『チップ制度』はありません。従って、ホテルやレストラン等で悩むこ
とは一切ありませんでした。
但し、専用車のドライバーや、観光・登山ガイドには、旅行会社から『お礼を渡した方
が良いですよ』というアドヴァイスを頂き、私が纏めて渡しました。
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・専用バスのドライバー：300 元（約 1,200 円）/日 × 6 日間 ＝ 1,800 元(約 7,200 円)
（前半 21～23 日：丘さん、後半 24～26 日：盧さんの 2 名のドライバーで、バスも違っていました）

・観光・登山ガイド：500 元（約 2,000 円）/日 × 6 日間 ＝ 3,000 元（約 12,000 円）
（通常は、観光と登山のガイドは別々ですが、今回は基隆山ハイキングもあり、黄さん一人でした）

＜11＞無事終えて
台湾桃園国際空港に早めに着き、自動チェックイン機でチェックインした後、スーツケ
ースを預け、6 日間お世話になったガイドの黄さんと別れ、出国手続きをしました。
搭乗ゲートを確認後、一旦解散し、最後の買い物（お土産）を各々がし、大きな荷物を
持って搭乗ゲート前に再集合しました。
後は飛行機に乗るだけです。ところが、私達が乗る飛行機の到着が遅れた為、約 1 時間
程遅れてやっと搭乗できました。
2 月 7 日（水）深夜の花蓮での『M6.4』の地震災害のニュースに触れ、
『玉山登山は大丈
夫なの…？』という心配の声も参加者や他の会員からありましたが、事故も無く無事終了
し、参加者の満足感・達成感の笑顔に接することができました。
この時が、企画者冥利に浸れる瞬間で、最も嬉しい時です。この瞬間を味わうことが今
回もできました。参加者の皆さん、ご協力ありがとうございました。（2018/6/12/Tue.）

2018 年 5 月 23 日（水）午前 4 時 45 分

台湾最高峰『玉山 3,952ｍ』11 名全員登頂！
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二度目の玉山
安田

甚二

数十年前の素晴らしい御来光が忘れられず、今回参加。
天候も快晴で、入山手続きを済ませ、塔塔加登山口迄送って頂き、記念写真
を撮って 10 時出発。今夜泊りの俳雲山荘までは、標高差約 600ｍ、時間にして
6 時間の予定。山道も水平道の様な感じで、ただ谷が多く橋の数は 80 位架かっ
ていました。標識も 500ｍごとに有り、トイレ休憩所が二か所…・（数十年前の
前回はなし）急坂もないので、のんびり景色を見ながら行くが、行程の半分過
ぎ当たりから、雨雲が出てポツリ・ポツリ、雨具を着けるか迷っている内に、
水溜りが出来る程降って、山荘まで雨の中を歩き 3 時頃着く。
二年前に二階建の立派な山荘が出来て、一階は食堂とトイレ、二階は二段式
で 7 名×2、14 名位寝られる部屋を貸切。
夕食は外国の方は、ご飯・鶏肉・野菜スープと決まっている様で早めに済ま
せ、6 時位から横になり寝付きが悪いなか、午前１時過ぎ起床。軽食におかゆ一
杯食べて満天の星空を眺めながら約３時間、頂上アタックへ。
1/3 は岩稜帯の九十九折で危険ケ所には鎖付の急登、５時過ぎ頂上へ。（数十
年前の前回は季節が 10 月で、日の出を待っている時間寒くて…寒くて…）今回
はそれがなく余裕のよっちゃん。
ちょっと太陽付近に雲が邪魔して、スカーとまではしませんが、でも美しい日
の出を拝むことが出来ました。
下山は、つつじや石楠花を見ながら 7 時山荘に着く。
朝食は台湾ラーメンを頂き、8 時山荘を出発。のんびりと観景台で大休止。
地元の人と仲良くなり（一部の人）お茶・バナナを頂く…・おこぼれが回って
くる。途中日本のパーティ 10 名とスレ違い「頑張って！！」「頑張って！！」
とエールを贈る。
2 時過ぎ、無事登山口に着き、全員登頂下山記念写真。
今回ちょっと雨に遭いましたが、思い出残る玉山山行でした。
安彦リーダー、皆様ありがとうございました。
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台湾玉山に参加して
間瀬芳枝
前半は登山、後半は観光の 6 日間でした。台
湾最高峰(3942Ｍ)の富士山より標高の高い山
へ登るので内心、高山病が心配でした。
成田を 9:25 に出発して、桃園空港に着いたの
は 12:10、ここからバスで阿里山まで移動。
日本からの飛行時間より長い約 6－７時間の
移動になります。途中、竹で有名な嘉義で夕
食をとりました。阿里山には世界 3 大山岳鉄
道があります。今回は乗らなかったけれど、
この鉄道に乗って、阿里山のご来光を見に訪
れる観光客でにぎわっています。遊歩道が整
備されていて、トレッキングコースもあり、
途中駅から歩くこともできます。高地で栽培す
る無農薬のお茶も有名です。2 日目いよいよ登山開始、バスで入山事務所まで行
き、パスポートを見せて入山手続きをすませてさらに専用車で登山口へ向かい
ます。登山口では写真が大好きな台湾人グループとぶつかって、なかなか代わ
ってくれません。彼らは集合写真を撮った後また一人ずつあるいは友達とそれ
ぞれポーズを取って、写真をいっぱい撮るのです。集合写真を撮るのにずいぶ
んと時間がかかってしまいました。
登山道はよく整備されていて歩きやすい道でした。山荘までは大きな傾斜は
なく、ガイドさんを先頭に順調に歩けました。途中トイレがある休憩所が 2 か
所あり、お昼休憩が終わって、さあ出発というときに雨が降り出しました。暑
いのでカッパを着たくなかったけれど、みんなと行動を共にしないとまた途中
で時間がかかってしまうので、全員一緒に着用しました。しかし少し歩くと雨
は小降りになり、さすがに暑くて仲間の一人が脱ぎたいとガイドさんに伝え、
立ち止まって脱ぎかけたら急に雨足が強くなって、結局脱ぐのをやめてそのま
ま歩きました。そこから山荘まで約 1 時間半、雨と暑さを我慢して歩きました。
山荘へ着くころには雨は上がったのですが、今夜山頂へ向かうときにはどうだ
ろうかと心配でした。排雲山荘は 12 名同室で 2 段ベッドが一つと部屋を上下に
仕切って上下各 5、６人が寝られるようになっていました。シュラフは貸しても
らえました。意外ときれいでしたが、みんな日本からインナーシーツを持参し
ました。食事は日本と同じで食券をもって並びましたが、席が少なく、薄暗い
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照明でした。水はなく 2 日分の水を担いだのでこれが重かったです。お湯はも
らえました。たぶん雨水を使っているのだと思います。早くに就寝して、夜中
の 1 時起床、軽く食べて、2 時出発です。外へ出てみると 0 度になるかもと言わ
れていましたが、それほど寒くはなく、満天の星がとても美しかったです。天
の川もはっきりと見えました。昼間、雨に降られたことを忘れてしまうくらい
の美しい星空でした。ここからはヘッドランプを付けて真っ暗な登山道を山頂
まで約 4 時間進みます。安彦さんの「富士山の高さを超えたぞー」の声が聞こ
えたあたりから息がだんだん苦しくなってきて、足の運びもやっとやっととい
う感じでしたが山頂直下は、岩場、鎖場と続き、つかまりながらゆっくり登っ
ていきました。脱落者もなく全員で登頂できたことは、本当に良かったと思い
ます。かの有名な「ニイタカヤマノボレ」のニイタカヤマ「新高山」とは当時
日本領であった台湾の最高峰の山（現在の玉山）です。4000Ｍ近い標高の中で
コカリナを吹きました。どんな音色がするか楽しみにしていたのですが、空気
が澄んでいるせいかとてもきれいな音色でした、さすがに息は苦しかったです。
山頂で景色を堪能し、下山開始です。明るくなって、周りが見えるとこんなす
ごいところを登ってきたのだなあとあらためて思いました。また周りにはシャ
クナゲがたくさん咲いていました。地元の人はかなりハードな日帰り登山をす
る人もいるようです。山頂から登山口までは約 9 時間かかります。私たちは山
荘で休憩をして朝食をとり、それから登山口まで下ります。朝食は台湾のラー
メンだよと聞いていたので、どんなラーメンが出るのかな？と思っていたら春
雨たっぷりのスープでした。逢地さんはここから車で帰れると思っていたらし
く、
「えーっ！まだ 5 時間も歩くの？」とがっかりしていましたが、スイスイと
歩いていました。全員怪我無く無事に登山も終わり、何よりです。あとは安心
して、グルメ旅の始まりです。
台北までまた長いバス移動です。翌日から 2 日半の観光は普通の観光の 2 倍 3
倍の濃さで、台湾へ何度か行った私はびっくりでした。十扮の大瀑布、大きな
ランタンに願いを書いて空へ飛ばす天燈上げ、九份を一望できる基隆山ハイキ
ング(往復 2 時間ほとんど階段でしたが)、九扮での夕食、士林夜市散策、野柳の
女王の首など海岸線の美しい景色を見て、宿泊学習に来ていた日本人学校の児
童たちとお話をして、世界に日本と台北しかない泉質の北投温泉へ行きました。
玉川温泉と北投温泉は同じ泉質で病の治療に来る人が多いです。またおもてな
しで有名な加賀屋ホテルもあります。故宮博物院もガイドさんの案内で効率よ
く見学できました。最終日は温泉付近を散策して、普済寺へ行きました。
京都の妙心寺と兄弟寺で日本ともゆかりの深いお寺でした。おいしいいお茶の
接待を受けてお話も弾みました。皆さま、ありがとうございました。
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鶴寝山（1368ｍ）松姫峠から小菅の湯
日程
参加者
費用

2018 年 6 月 2 日（土）
松本、高見、渡辺正、池谷、小林正、菅原、八巻、三橋、前田節
村上（記）
休日お出かけパス 2,670 円+バス 2,590 円

東武鎌ヶ谷 5：20 発から上野原駅着、バスで 1 時間 50 分乗り松姫峠登山口へ。
上野原駅に降りてびっくり。整備されていて、この４月から南口広場に立派な
バスターミナルが出来ていました。何年か前に上野原駅に降りた時は北口でせ
まく物凄い人で混雑していたのを思い出しました。満席でバス 8：32
（１日１本）
発、松姫峠 10：19 着。ここから鶴寝山と大菩薩峠の登山口は一緒で、ゆっくり
と歩き始めました。鶴寝山頂上に 30 分で着。ここからの富士山の眺めは「関東
の富士見百景」に選定されているので楽しみにしていましたが、雲の中で残念。
ゆったりとした広い尾根を歩き、周りは多くの広葉樹林の中、ミズナラの巨
木が多く、足元は枯れ葉のじゅうたんでふわふわです。時々木漏れ日がさし神
秘的な雰囲気で、ず～っと豊かな水源林の中歩きでした。秋の紅葉時もまた歩
いてみたいと思いました。足元は枯れ葉ばかりでお花は二人静とエゴの花しか
気づきませんでした。大マテイ山近くでランチタイム、何時もの様に手作りの
おかずがとびかい、作り方を教わり、これも山の楽しみの一つです。
これから広い平坦な林道下りですが、左側は深い谷。後ろで楽しい話し声が
聞こえていましたが、何時の間にか声が聞こえなくなり、そのうち足がつりそ
うと早めに処置をしていました。その人は余り水分補給をしないそうで、今度
からはビールのつもりと言って早めに飲んでもらいましょう。桧林の中を下り、
小菅の湯 2：50 着。賑やかな道の駅で買い物をし、3：25 のバスに乗車しまし
た。
今日の山はゆったりと若葉の中、
足元は危なくないし、穏やかな気
持ちにさせてくれました。
二人静
中心から３本も４本も出ている
“三人カシマシ”や“四人ニギヤ
カ”もありました。
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山行報告

長野県 茂来山（もらいさん）・御座山（おぐらさん）

6/4（月）～ 6/5（火）
岡部・山口幸・山口洋・鈴木か・井上順（記）
小海線を挟んで八ヶ岳連峰と対峙する秩父山地。その一角にそびえる二座。
上信越道「小諸 JCT」から南に向け、工事中の「中部横断自動車道」の終点「八
千穂 IC」で降り（この間 20Km は無料）、群馬県境に向かって走る。
・茂来山（1717､8m、ｲﾅｲｲﾅｲﾊﾞｰ、信州百名山） CT；4 時間、延べ 5 時間
霧久保沢コースを往復する。有名なﾄﾁﾉｷ「ｺﾌﾞ太郎」
（森の巨人たち百選、幹周 5m、
樹齢 250 年）や、
「大王ﾄﾁﾉｷ」（コブ太郎より老木）の巨木は必見。山一面を覆う
高木の新緑が清々しい大空間を作る。大羊歯、山つつじを見ながらの快適な登
山道。山頂からの 360 度の眺めは抜群。八ヶ岳連峰、金峰・瑞牆山、浅間、妙
義、遠く北・南アルプス、眼下には佐久平。浩宮登頂記念碑、そして幕末鉄鉱
石の精錬に使われた「たたら遺跡」がある。
・御座山（2112m、日本二百名山） CT；4 時間半 延べ 5 時間
石楠花の林を縫う登山道、スリルある山頂の岩場が特徴。360 度の展望は茂来山
と同じく素晴らしい。マルチシートに覆われたレタス畑が眼下に広がる。石楠
花の満開時期にはやや遅かったが、高度を上げるに従って色とりどりの花がし
っかりと咲き誇っていた。花弁の色の微妙な違いが美しく、無意識にカメラの
シャッターを押させた。日航機墜落事故現場の第一報となった山。その後東隣
りの御巣鷹山に訂正された。
・清里「美しの森・つつじが丘」
八ヶ岳を借景に、色とりどりのレンゲツツジが咲き誇る。山頂奥で九輪草の群
生を見た。展望台の売店には、女性週刊誌で取り上げられた¥250 のソフトクリ
ームがある。下では¥350。有名な「清里ソフト」と同じ材料だと店員の言。な
るほど・・・確かにうまい。得をした感じ。久々の清涼感を味わった。
・清里「清泉寮」 宿泊
八ヶ岳をバックに、広く小高い芝生の上に建つ。初めての宿泊。新館は山行に
は勿体無い位、広い豪華な和・洋室。広くきれいな露天付温泉、高い天井の洒
落た西欧風のレストラン、実に豪華な気持ちになった。夜空の満天の星を仰ぎ
ながらの「声だし」。これから
の季節、八ヶ岳山麓は桃源郷
だ。20 代独身の頃、スバル 360
（通称・ｶﾌﾞﾄﾑｼ）にギターを
乗せ、この辺りをうろちょろ
したのを思い出した。懐かし
い「青春の１ページ」だった。

御座山山頂（2112m）にて
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大菩薩嶺 山行報告
(

日

報告者：前田節子

)

時 平成３０年 6 月 14 日（木）

参 加 者 五十嵐（朝）、蓮見、鈴木（か）、前田（せ）
登 山 口 丸川峠入り口
下 山 口 丸川峠入り口
費

用 交通費

約 6000 円（電車代＋タクシー代）

（行き）電車 新鎌ヶ谷→
利用交通
入り口）

高尾→

塩山→

タクシー（丸川峠

（帰り）往路を逆に
※日程(天候、コースタイム)
・天候 晴れ
歩行時間約 7 時間（昼食・休憩含む）
・塩山駅 タクシー（３０分）丸川峠入り口…（110 分）丸川峠…（105 分）
大菩薩嶺…雷岩（昼食）…唐松尾根…（80 分）上日川峠…（７０分）丸
川峠入り口 タクシー 塩山駅
※コースの特徴(注意点・見どころ)
・高度差（上り下りとも）1164m
晴れていたら富士山を眺望できる
・全体的によく整備されていて歩きやすいコース（丸川峠手前の急登や雷岩
からの下りのガレ場に注意）
※ヒヤリハット

なし

※宿泊（料金・場所・内容）

日帰り

※下山後の情報(風呂、食事など)
塩山駅構内にコンビニあり ホームには飲み物の自販機
※感想
塩山から大菩薩峠登山口まではバスの予定でしたが、待ち時間が長いので
タクシーを利用。平日なので登山客が少なく、渋滞せずに歩けました。
登るにつれて平地ではすでに終わったヤマツツジやサラサドウダン、ニセ
アカシアなどの花が、鮮やかに可憐に咲いていました。カラマツの中にブナ
の大木や苔むした岩などあり、森林浴を楽しみながらの山行でした。
美女４人に恥ずかしかったのか or 恐れをなしたのか、残念ながら富士山
は姿を隠したまま。昨年秋の会山行では柳沢峠から小金沢連峰に抜けるルー
トでしたが、他にもいろいろなコースがあるので、季節を変えてまた歩いて
みたいと思いました。ご同行の皆様、お世話になりました。ありがとうござ
いました。（途中クラブツーリズムのツアーの団体と出会いました。帰って
から調べたら、弁当・ガイド付で平日 12800 円の料金！でした）
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体験から学ぶ山行の知恵袋
永木十三夫
若い頃の失敗談を二つ。
その１
北アルプスの稜線で落雷を経験しました。雲の中で何も見えず稲妻（光の
柱）と雷鳴、恐怖以外の何物でもありませんでした。その時、自分が対応で
きたのはピッケルを放り投げたこと、身をかがめることぐらいでした。斜面
にくぼ地があるわけではなく、ましてや大木などありませんでした。
その時の恐怖は何年も続き、結婚して自宅にいても雷が鳴ると不安でした。妻
に気づかれないようにするのも大変でした。
知恵袋
雷に対して人は無力です。山では雷にあわないようにすることが一番です。
熱雷が予想されるときは、とにかく朝早く出発し昼頃に目的地に着くよう
心がけています。界雷が予想されるときは日程の変更を考えます。
その２
2 月に秩父を縦走中、凍傷になってしまいました。その日はかなり気温が
低く、まばたきをすると上の瞼と下の瞼が凍ってくっつく状態になりました。
登山を開始し、しばらく樹林帯を歩きました。樹林帯を抜けて稜線に出ると
右側から強烈な風が吹いてきて、あおられながら 5 分か 10 分歩きました。右
耳たぶに氷がくっついている感じがしたので取ろうとしましたがいくら引っ
張っても取れません。耳たぶをパーティーのメンバーに見てもらったら凍傷
でした。その後、夜テントで治療をしましたが改善しませんでした。
下山後、順天堂大学で診察をしてもらいました。凍傷の患者は珍しいとみえ
て診察した教授？が学生たちを集め「これが凍傷だ・・・・・・」とその場
で講義が始まりました。たいした治療もしてくれず不愉快な思いをして帰宅
しました。その後は病院に行くこともありませんでした。数週間すると凍傷
の部分が血豆のようになり、鏡を見ながらはさみで切り落としました。
不思議なことに凍傷にかかってから鋏で切り落とすまで一度も痛みを感じま
せんでした。
知恵袋
・怪我や病気の後の登山は慎重に。
この年の冬休みに右耳の下のポリープを摘出する手術をしました。
手術後、表面的には完治しているように見えてもこの部分の血流が悪
かったのだと思います。
・肌を露出しない。
目出帽をかぶっていましたが耳の下はむき出しでした。
アイゼンを履くときも素手は禁物ですよ。
・風が強いことにより低体温、凍傷などのリスクが増します。
樹林帯より稜線は風が強くなることが予想されます。
8 月号は猪狩晃一さんにお願いします。
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台湾『玉山』登山と観光をふり返り
羽鳥健一郎
あ り さ ん

阿里山の日本と同じコンビニで台湾バナナ買い求めたり
登山口旅券の提示求めらる玉山登山はルール厳しき
山荘へ整備されたる登山道八十超える橋を渡りぬ
ニイハオと行きかう人に声を掛けシニアら元気に玉山目指す
あかり

午前二時排雲山荘を出発すヘッドランプの灯り連なり
玉山の頂上に立ち日の出待つカメラ片手に期待膨らむ

にいたかやま

ガイド言う「日本時代」の一言に「新高山」の歴史かいま見る
「新高」も「ふじ」を超えよと先人が梨に付けたる名前なりしか
台湾と日本の歴史に思い馳せ中正紀念堂を一巡りする
や りゅう

潮風に奇岩奇石が此処かしこ野 柳 の岬漫ろ歩きす
き りゅうさん

きゅうぶん

「基 隆 山 」何処かで聞いた響きなり眼下に広がる 九 份 の街
し りん よ いち

台北の士林夜市は賑やかし異国の喧騒暫し楽しむ
ぺいとう

北投は日本時代の名残あり湯上りの人とすれ違いたり
ウーロン茶頂きながら北投の寺の縁起を暫し拝聴す
さんしん

ガイド弾く三線の音に振り返る共に登りし台湾の山
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ちょっと一言
山でいきものに出会うのは、中には怖いやつもいるが、楽しみである。
春光や狐の遊ぶ谷の雪
春炬燵熊が正座で痺れる夢
雪解風猪解体の人だかり
筒鳥や雨に太古の森の刻
求愛の雷鳥雪の壁登る
風溜まり雷鳥雪の色をして
重なって仔熊母追う梅雨の藪
雷鳥の雛遅れじと転げ跳ぶ
熊の糞見つけ見まわす紅葉山
道誘う冬毛のオコジョ岩襖
むささびや宿房の山深くなる
ムササビの遠音囲炉裏の粗朶はぜる
しなやかに鹿撃たれたる雪の山
雪茫々熊も兎も越える道
俳句にしておくと、感性がメモされてその姿が思い浮かんでくる。
（ 菅谷真一 ）

白内障
５～６年前眼科で白内障と言われたが、自分としてはあまり実感が無かったのでそのま
まほうっておいたが、最近なんとなく目にカスミがかかる様な、涙を流した後の様な、寝
起きで目やにが付いているような、気になるようになり、店に来るお客さんに白内障の手
術についていろいろ話を聞いてみると、よく見えるようになった人、変わらない人、前よ
り見づらくなった、など答えもいろいろ。
自分としてもここ半年ぐらいで白内障も以前より進んだような気がするので、結局６月
初めに左目を手術した。術後一週間、洗髪洗顔入浴はだめ、目は触らない、押さない、目
薬は一日四回と、なかなかうっとうしい日が続いた。
まだ２週間しかたっていないのでなんとも言えないが、何となくはっきりしない見にく
い感じなので、取りあえず右目の手術は中止し、片目だけで様子を見る事にした。白内障
の手術は手遅れと言う事はないそうで、医者に進められたからと言ってあわてて手術する
事も無いと思う。自分で不自由に感じるまで我慢してからでもいいような気がする。
（ 赤塚義政 ）
８月号の担当は、星田美恵子さんと山口洋子さんです。
(７月１８日頃をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願いいたします）
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おすすめの山の宿
桐生 千恵子
2015 年 6 月 1 日～5 日、九州の（『ミヤマツツジ』愛でる）を目的に 5 名
のメンバーでの山行でした。3 年前でしたね。
（新幹線+一泊ホテル+レンタカ
ー）のプランで、他に 3 泊しました。
由布岳を下山する頃降り出した雨が、車で移動中どんどん強くなり、九重
登山口に着いたら土砂降りの雨。予約している法華院温泉に行くには木道も
水に沈んでいると思い歩きだせない。時間も夕方になり「どうする？」
「出発
する前に見た法華院温泉のホームページに別館があったよね」早速法華院温
泉に電話したら、「九重登山口の目の前ですよ、空き室あります」。早速予約
をお願いしました。
○○鉄道の保養所だったとかで、ちょっと豪華なステキなホテルですよ。
法華院温泉から予約を入れてもらったので割引もあり、思いがけず優雅な一
夜を過ごしました。
次の日も、なかなか
雨は止んでくれない。
午後 2 時位には小降り
になり何とか出発でき
ましたが。それまで滞
在していても割増料金
を取られないのは、法
華院温泉の別館だから
でした。
又、九重に行く機会があったら泊まりたいと思います。夕方遅くに入った
ので夕食はできませんでしたが、朝食はとっても美味しかったので、今度行
く事ができたら、夕食も楽しみたいと思います。
※由布岳に登った時、泊まった『湯布院カントリーロードユースホテル』も
お勧めですよ。帰る時にご夫婦でギターと歌で見送ってくれます。歌はもち
ろん「カントリーロード」でした。

次号は羽鳥さん、お願いします。
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山の唄考（34）「岳人の歌」
「岳人の歌」は、作詞作曲者不詳なのだが、歌っている青柳常夫は歌手でありアコー
ディオン奏者なのだが、昭和 30 年代に盛んだった歌声喫茶「ともしび」のリーダーと
して活躍していた。カラオケも何となく廃れてきたような感のする昨今、各地に派生し
たかつての歌声喫茶世代によるグループ・新歌声喫茶に招聘されて全国で歌っているら
しい。いかにも山の歌らしく、有名作家の仕立ては無用であった。いまだに歌われるの
は、あの良き時代の山と歌を楽しんだ我々世代に、詞と曲想が心に響き、そして山小屋
で火を囲んで歌う格好の一曲として存在するのではないか。なんと楽しく明るい歌なの
だ。夢と憧れがたっぷりと詰まっている山の唄なのである。

(1)

星が降るあのコル グリセードで
あの人は来るかしら 花をくわえて
アルプスの恋歌
心ときめくよ
懐かしの岳人 やさし彼(か)の君

(2)

白樺にもたれるは いとし乙女か
あの黒百合の花を
胸に抱いて
アルプスの黒百合 心ときめくよ
懐かしの岳人 やさし彼の君

自分が歌える気はしないが、もの悲しく懐か
ピッケルは持たないのでグリセードは、雪渓でモドキしか経験がない。歌詞の「花を
くわえて来る」からには、初夏のアルプスの情景であろう。恋の歌が聞こえてきそうな
夢の世界・・・。織井茂子の「黒百合の歌」を思い起す方もおられよう。
写真のクロユリは、数年前礼文島で撮ったものだが、海抜は限りなくゼロメートルに
近い。高峰とは程遠い世界だが「花の浮島」らしく、高嶺でしか見られぬ花々が民家の
裏庭のような原野に咲き乱れていた。レブンアツモリソウを見たついでに、監視のいな
い原野でエンレイソウやイチゲ、コザクラ等に交じって群生するクロユリ、ひとり夢の
世界に浮足立っていた。若い頃、高嶺のクロユリを夢見ていた。今、それは園芸種もで
き、高山のしかるべき花園に自生したかのように咲き、それほど珍しくはなくなった。
夢は、時空を超えて勝手に飛び回るのだ。「岳人の歌」の世界にみられる情景も、山
好きなら何度も脳裏に描いた夢の世界なのではないだろうか。いうまでもなく「貴重な
高山植物を摘んだりしてはいけません。」心ときめかせた青春、それは今胸の奥に仕舞
われているのだが、山は昔と変わらず気高く聳え立ち、懐には毎年必ず美しい花々を咲
かせてくれる。この梅雨が明けたら、待望の夏山に繰り出そうではないか。
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