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北アルプスの花崗岩の美しい赤木沢の滑滝です。川巾が広く、明るく快適
な中流部とお花畑と残雪の源頭部の楽しい沢です。
今は退会された中西、吉田両氏と 2010 年 8 月に、前夜発 2 泊 3 日折立よ
り入山しました。
～安田甚二～

会報部からのお願い
＜表紙写真＞
12 月号は松本さん、1 月号は鈴木（隆）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）
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

１１月・１２月
1

土

１２ 月
佐倉城址公園ウォーキング

2

日

12/1ワンコイン講習会

3

月

日
月

4
5

火
水

6

火

6

木

7

水

7

金

8

木

8

土

9

金

9

日

10

土

秩父丸山

10

月

11

日

秩父丸山予備日

11

火

12

月

12

水

13

火

13

木

14

水

14

金

15

木

15

土

16

金

16

日

17

土

17

月

18

日

18

火

19

月

19

水

20

火

20

木

21

水

21

金

22

木

22

土

23

金

23

日

天皇誕生日

24

土

24

月

振替休日

25

日

25

火

26

月

26

水

27

火

編集会議＆カラー印刷（加藤宅）

27

木

28

水

県連海外登山（チェンダオ山〉

28

金

29

木

11/28～12/5

29

土

12/29～1/3

30

金

印刷（12月号）

30

日

休館日

31
第一例会

月

1

木

2

金

3

土

4
5

１１

月

日 曜日

会報部印刷（11月号）
文化の日

第一例会（会費集金）

山行部会

霞丘陵ウォーキング

第二例会
勤労感謝の日

北高尾山稜

北高尾予備日

11 11/28～12/5
※2019年1月の予定

・・・・1/9

第一例会

陣馬山

山行部会

忘年山行（赤城山周辺）

編集会議

カラー印刷（加藤宅）
印刷（1月号）

★1/12富山・・雨天は1/13★1/19吾妻山(西湘二宮）ウォーキング
★県連より・・・1/26～27

房総ロングハイク
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1/20予備日

10 月例会議事
第一例会
10 月 3 日（水）
司会 事務局 四元
☆ 9 月山行報告（ P2 参照 ）
計 15 件、渡島駒ケ岳（北海道）井上順之氏欠席のため、外 14 件報告あり。
・会山行 2 件：①高麗峠 雨天順延で予備日天気よく、曼殊沙華見ごろ ②三頭山
下見は暑かったが、本番快適、一部割愛したがほぼ時間通りで下山できた。ゆるい
山ではないという意見がでた。
・個人山行 13 件：素敵な山の紹介、来年の会山行の下調べや、よい宿・温泉（混
浴）目当てのものなどがあった。殆どの山行は天気に恵まれたようだが、雨のため
上高地観光はすいていて良かった。（前田節）全体的に紅葉はまだのようだが、乗
鞍の紅葉はグッドとのこと。雨天登山中メガネが曇り、岩と丸太を見誤り踏み間違
えて 3～4ｍ滑落し木に引っかかり止まったというヒヤリハットもあった。（清水）
☆ 山行案内
10/14・15 皇海山（羽鳥）最終 13 名に 明日宿に連絡する。あとは計画書通り。
10/20 秩父御岳山（前田節）最終確認。13 名。行きの特急券、担当で用意する。
ただしキャンセル料は 100 円かかる。
11/10 秩父丸山（鈴木）10 日 12 名、予備日 11 日 8 名参加。第二例会で再度
出欠確認する。
11/17 霞丘陵ウォーキング（高山）11 月第一例会で募集する。
11/23 北高尾山稜・夕焼け小焼けコース（猪狩）10 月第二例会で募集する。
12/1
佐倉城址公園の紅葉ウォーキング（松本）11 月第二例会で募集する。
紅葉が良いというのでここを決めた。
12/8
陣馬山（池谷）次回説明
12/15・16 忘年山行（安彦）本日 2 回目の参加希望者回覧中
スノーシュー宿で貸出し有るが、時期として必要なしか。
☆ 県連予定
11/10・11 事故防止交流集会（羽鳥）安彦会長、羽鳥、江崎 3 名参加
11/28～12/5 海外登山 タイ・チェンダオ山（安彦）最高峰も行く予定
来週船橋にて参加者説明会あり。千葉ニュース 10 月号参照
2019.1/26・27 ロングハイク（羽鳥）10 月第二例会で募集する。
チバニアンは一見の価値あり（♡の洞窟と対比して？）
11/23・24 全国登山研究集会 in 愛知 締め切り間近→参加者無し
11/3・4

県連「交流山行」千葉やまの会主催 奥多摩三条の湯（小屋、テント泊）
参加希望者なし
☆ 各部報告
事務局（四元）新入会者 2 名の報告。公民館掲示物にﾊｲｷﾝｸﾞ参加募集ポスターがあ
り、当会でも検討したい。「例会」について、事務局で練っていることあ
り、後日発表したい。
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会報部（桐生） やまびこ記事に新シリーズ開始。原稿は原則 A4-1 ﾍﾟｰｼﾞ以内にま
とめる。名簿順に 11 月手塚さん、12 月安彦さんの順でお願いしていくの
で、順番を計算して用意してほしい。
「おもいでの…」とか、「今なら話せる（ヒヤリハット）」とかなんでも構
わないのでよろしくお願いします。
山行部（菅谷） 10/10（水）山行部会にて、来年 1 月の会山行を話合う。
先の例会で、公開ハイク終了後 どのような活動をするか話し合ったが、
この件を検討していきたいので、全部員 参加してください。
県連 （羽鳥） 千葉ニュース配信している。ためになる記事、読んでください。
ふれあいハイク台風 24 号のため中止となったが、多くの参加者があって、
実行委員からも感謝の言葉があった、またの機会もよろしくお願いしたい。
『労山カレンダー』は会で前年より 2 部増え 17 部の注文があり、本日配布
カレンダー担当者となったので、よろしくお願いします。
☆その他(伏見）ワンコイン講習会 12/1（土）船橋西部公民館 12：00～17：00
昨年同様ヤスムラ講師、意見などあれば☎、メール下さい。
（高見）『登山情報』11 月募集する。購読料年間￥3,240.
（星野）後期の会費について、第二例会で封筒渡すので、¥4,000 入れて、
11 月第一例会に持ってきてください。
（村上）公民館祭用の写真集まらない。8 月以降山行で、ﾘｰﾀﾞｰなどが参加者
から指名して清水氏あて送るよう依頼してほしい。
（会長）①例会 事務局内で会の頻度、時間帯について疑問が出ているとか。
7：00 開始とした場合、問題点として、◎会場の確保ができるか ◎仕事
から帰ってきて間に合うかなどある。
可能例として、県連会議は 7：00~9：00 船橋でおこなった。事務局検討中
②下山報告の宛先：現在 会長、山行部長の 2 名に送ることになっている。
2 人が不在（受信環境にない場合）はどう対処できるのかが問題
案として報告先の範囲を広げておこなうのは、技術的に可か（複数送信）
※テストケース 「下山報告」は計画書と同様、4 名に送ることとする。
③千葉ニュース交流会 必要性について様々な意見出た。2/3 は従来通りで
良いとの意見
④海外アンケート調査集計報告 終了した。
⑤事故が多い。

注意喚起をしてほしい。事故例の話

第二例会
10 月 17 日（水）
司会 事務局 四元
☆ 山行案内
10/20 秩父御岳山（前田節）最終参加者確認―17 名、中止の場合明日連絡する。
11/10 秩父・丸山（鈴木か）17 名参加。11 月第一例会後計画書送る。
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11/17

霞丘陵ウォーキング（八巻）新鎌ヶ谷 7：16 発に変更、11 月やまびこ参照
11 月第一例会で募集

11/23 北高尾（蓮見）予備日 11/25 体力☆を☆☆に変更。回覧
12/1
佐倉城址公園の紅葉ウォーキング（松本）11 月第一例会で出欠とる。
12/8
陣馬山（逢地）11 月第一例会で出欠とる。
12/15・6 忘年山行（安彦）下見した。小地蔵岳は見晴らしなくやめる。宿は古い。
11/10・11 県連事故防止・経験交流集会（羽鳥） 3 名+11 日 1 名参加
2019.1/26・27 県連房総ロングハイキング（羽鳥）募集回覧
2019.1/19 西湘二宮 吾妻山（羽鳥）3 時間位の歩行。来月号に掲載
11/28～12/5 海外登山タイ・チェンダオ山（安彦）地図入手
☆ 各部報告
事務局（四元）1 名の入会が決定、安藤氏が 11 月より入会
公民館祭り用の「花」の写真よろしくお願いします。
山行部（菅谷）10/10 部会で公開ハイクに代わる会員増策を煮詰めた。
11 月第一例会において提案を出す。
会報部（梅田）10/29 編集会議、10/24 原稿締め切り。
会計（蓮見）本日集金袋渡した、下期会費 4,000 円 11/第一例会で、無理な人は
第二例会で集金する。お釣りの無いようにお願いします。
県連（羽鳥）明日理事会なので 11 月第一例会で報告する。
☆ その他（安彦・蓮見ほか）会計担当者の通帳管理に問題が：以前の担当者から引
継ぎ、古い個人口座のまま推移している。今後の管理が難しいので見直し
たい。
※結論として：安彦会長の口座を作り、会計が通帳を保管、管理する方向
以上（髙木たもつ記）

会報部からのお知らせとお願い
「体験から学ぶ山行の知恵袋」をリレー執筆形式で続けて参りましたが、「おすす
めの山の宿」に加え「思い出の山・好きな山」も連載が始まりました。会員のご負担
にならないように、不定期掲載とすることにいたします。しかし、ベテランの登山家
といえる会員の知恵を、経験の浅い会員のためにできるだけ披露していただける場も
必要と思います。
引き続き山行の際に役立つちょっとしたチップス、知恵を提供してください。
特に指名をいたしませんが、百名山を達成されたまた何十年も山を登ってこられた会
員の皆さまなら何らかの得意があることでしょう。是非、そんな体験に培われたコツ
やテクニックを会報に掲載させてください。原稿ができましたら会報部員にお預けく
ださい。ご協力をお願いいたします。
会報部員一同
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-山 行 案 内
11 月の山行予定
✽秩父・丸山 ( 960ｍ )

☆

日 時 ； 11 月 10 日（土）
、予備日：11 月 11 日(日)
担当：
（ＣＬ）鈴木か、
（ＳＬ）村田・井上順

✽霞丘陵ウォーキング

日 時：11 月 17 日（土）
交 通
（往路）
：新鎌ヶ谷 7:16―八柱・新八柱 7:28・7：32_7:42 西国分寺 8:43_8:49（青梅
行・立川通過）東青梅−9:23
集 合：新京成電車 前から 2 両目車内。
バ ス： 西武バス
東青梅 10:06―岩蔵温泉 10:24
Suica 利用可
ルート： 岩蔵温泉バス停（0:10）ハイキングコース入り口（0：50）七国峠（0：
20）笹仁田峠（0：60）塩船観音寺（0：50）東青梅
歩行時間：3 時間 10 分
担 当： （CL ）八巻、
（SL ）高山

✽北高尾山稜 （夕焼け小焼けコース） （体☆）
日 時： 11 月 23（金）祝日、予備日 11 月 25 日（日）
担 当： （ＣＬ）猪狩、
（ＳＬ）岡部・蓮見

12 月の山行予定
✽佐倉城址公園の紅葉ウォーキング
日 時：１２月１日（土）
集 合；京成佐倉駅に 10 時 10 分頃
交 通：
（往）
① 新鎌ヶ谷 9:13―JR 船橋 9:26_9:38(京成船橋・快速佐倉行)―京成佐倉 10:09
② 新鎌ヶ谷 9:19―京成津田沼 9:44_9:51(特急成田空港行)京成佐倉 10：11
③ コース：京成佐倉…武賀神社…佐倉城址公園…新町通り…京成佐倉駅
担当：
（CL）松本、
（SL）山岡
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✽陣馬山 855m 体力☆
頂上は 360°の大パノラマ“富士山、スカイツリー、江ノ島まで見える”
日時：12 月 8 日（土） 雨天中止
交通
（往路）集合：鎌ヶ谷 6:50－船橋 7:01_7:07－御茶ノ水 7:38_7:41－高尾 8:34_8:44
－藤野 9:02_9:15 バス－陣馬登山口 9:20
（復路）陣馬登山口 13:49 バス－藤野駅 13:54
コース
（登り）一ノ尾尾根コース、1 時間 40 分
陣馬登山口 9：30…陣馬山山頂 11:10
（下り）奈良子尾根コース、1 時間 40 分
陣馬山山頂 12:00…陣馬登山口 13:40
歩行時間：3 時間 20 分
10.2km
標高差： 登り、下り、共に６５５ｍ
急登なし
交通費；電車… 休日おでかけパス
2,670 円
バス…藤野駅～陣馬登山口往復
350 円
（藤野駅～やまなみ温泉往復
460 円）
その他： 昼食 1 食、 陣馬山下山後、藤野駅で解散
担 当：
（CL）池谷、
（SL）渡邉・山口・逢地

✽忘年山行 赤城山周辺雪上ハイク
日 時：12 月 15 日（土）～16 日（日）＜1 泊 2 日＞

担 当：
（CL）安彦、(SL)八巻・三橋

2019 年 1 月の山行予定
✽富山（349ｍ） ゆるい山（体力☆）
水仙と菜の花を見ながら歩きます。
日 時：1 月 12 日（土）雨天の場合は 13 日(日)
交 通
（往路）
：東武鎌ヶ谷 6：13－船橋 6：23_6：37－千葉 6：51_6：58 岩井 8：32
(復路) ： 岩井駅 14：04－君津 14：50_14：52－船橋 15：55
集 合： 8：32（JR 内房線岩井駅）
）
解 散:（JR 岩井駅）
※ 近くには道の駅「富楽里とみやま」富山中学校から 25 分。
千葉県指定天然記念物「大蘇鉄」
（そてつ農園・・・岩井駅から５分）あり。
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コース：岩井駅 8：50…福満寺 9：30 富山南峰 10：30―北峰－富山休憩舎 11：00
下 山：山頂 12：00‥伏姫ノ籠窟 12：50―13：20‥富山中学校 13：30‥岩井駅 13：40
歩行時間：3 時間 40 分
累積標高差：上り 495ｍ
下り４９５ｍ
山の特徴 ：水仙や菜の花の咲く時期に
交通費概算： 東武鎌ヶ谷から 1858 円×２＝3716 円
担 当：
（ＣＬ）松本 、
（ＳＬ）山脇、星田、前田

✽西湘二宮の吾妻山(136m)ウォーキング

☆

二宮の街を歩いて古社･古刹を巡り、菜の花が満開の吾妻山に登ります。
山頂は広々とした公園で、菜の花や富士山の雄姿を眺めながら昼食の予定です。
日 時：1 月 19 日（土）雨天・予備日 1 月 20 日(日)
交 通
船 橋７：17（快・久里浜行）―戸塚 8：27_8：４０(小田原行)二宮 9：0９
集 合：各地―船橋駅「さっちゃん像」の前に 7：00
コース：二宮駅南口スタート 9：30 ガラスのうさぎ像―旧東海道―一里塚―西光時
―川匂神社―ふたみ記念館―釜野トンネルー吾妻山（１３６ｍ）昼食(菜の花
が咲き誇り、富士山の眺めがすばらしい)吾妻神社―浅間神社―知足寺―徳富
蘇峰記念館(梅)－二宮駅北口 13：30 頃
※歩行時間(昼食含め) 4 時間
交通費：船橋からは「JR 休日バス」の利用・2670 円
担 当：(CL)羽鳥、
（SL）小林
・

２月の山行予定
✽シダンゴ山 ( 758m )(山域・丹沢山麓) きつい山 ：ランク(体力☆☆) (雪有★)
ローバイの花(楽しむ)とハイキング ( 雪有 )
日 時 ： 2 月 2 日(土） 雨天・予備日 2 月 3 日 （都合により 2 月に実施）
交 通
（往路）
：新京成・新鎌ヶ谷駅 5:50―松戸駅 6:08 _6:21(始発)→代々木上原駅
7:09 _7:16 (小田原行)→新松田 8:36
新松田(富士急湘南バス) 9:05―9:35 寄(ヤドロギ)バス停
（復路）
：寄バス停 14:40―新松田 15:10 (一時間後 15:40―16:10)
(新松田 15:21―代々木上原 16:35_16:36―新鎌ヶ谷 17:55)
集 合： 8:36（小田急線・新松田駅改札）
解 散：15:10 （小田急線・新松田駅改札）
8

コース： ローバイ園…シダンゴ山登山口…シダンゴ山…宮地山手前の分岐…寄バス停
9:50～10：40

10:50

12:20～12：50

13:50

歩 程：標高差 571m・歩行時間 3 時間 10 分 (1:30＋1:00＋0:40)
山の特徴 ：日が短いのでコースタイムで歩行
アドバイス：冬装備・残雪時アイゼン必要 (★)
エスケープルート：往路を戻る
概 算 費 用： 交通費概算(新鎌ヶ谷起点) 約 3000 円＋ ロウバイ園 300 円
そ の 他 ： 昼食：各自持参 入浴：無
担 当 ： (ＣＬ）山口洋（ＳＬ）岡部・井上順・高見

県連予定行事
✽千葉県連交流山行
日 時：11 月 3 日（土）～4 日（日）1 泊 2 日
行 先：奥多摩 三条の湯～サオラ峠～天平尾根（でんでーろおね）
主催会：ちば山の会

✽2018 事故防止・経験交流集会
主 催：千葉県連盟・教育対策委員会
日 時/場所 11 月 10 日（土）13 時～11 日（日）12 時終了
10 日＜12：00 管理棟にて受付開始＞
富津市民の森 千葉県富津市豊岡 2785-1 0439―68―0929
※詳細は 10 月号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
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14:30

✽第 12 回ワンコイン講習会
主 催：千葉県連盟女性委員会
テーマ：山で役立つ安全登山と生涯登山
講 師：安村 淳 先生
１９４６年生まれ、１６歳より山登りをはじめ、岩登りを極め、高所登山
ガイドとしてシシャパンマ、チョー・オユー・エベレストなどに登頂。山
岳ガイド・応急時対応技師指導員・あんまマッサージ指圧師

実施日：２０１８年１２月１日 (日) １３時から１６時
場 所： 船橋市西部公民館４階

（JR 下総中山駅より徒歩１０分）

参加費： ワンコイン （５００円）

（労山会員外も同額です）

★ これから寒さに向かい、身体をやわらかくして、怪我の無いようにみんなでメン
テナンスしましょう。

✽第 35 回房総ロングハイキング

七里川温泉

2019 年 1 月 26 日（土）～27 日(日)

全国行事の紹介
✽第 17 回全国登山研究集会 in 愛知
11/23（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）
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第 35 回 房総ロングハイキング募集
主 催：千葉県勤労者山岳連盟ハイキング委員会
日 時：2019 年 01 月 26 日(土)～27 日(日)一泊二日 バス利用 雨天決行
山 行： （東葛地区：バス利用の行程）

養老渓谷とその沿線の名所散策
一日目行程
25,000/1 地図 上総中野
26 日（土）
バス利用＝松戸流経大前 6:30 出発＝我孫子駅北口公園前 7:00＝鎌ヶ谷市役所 7:30
集合出発＝幕張ＳＡ8:10/20＝市原 IC＝297 号＝81 号線＝高瀧湖 9:30・高瀧神社参
拝＝（飯給駅入り口右折）真高寺山門（波の伊八彫刻見学）＝
（月崎駅入り口右折）＝永昌寺駐車場（永昌寺参拝）徒歩―手彫りトンネル
歩行＝（田淵会館右折）＝駐車場・チバニアン見学＝幻の滝入り口駐車場
―養老渓谷遊歩道―粟又の滝―駐車場＝七里川温泉 14:30 着予定
着後入浴・談笑後 17:30 大広間集合（挨拶・コース説明等）夕食・交流会
歩程約 3 時間 20 分（休憩含む）
（行程時間は予定です）
募集人員 40 名位 松戸
名 我孫子
名
鎌ヶ谷市役所
名
費 用
会員￥11,000
（バス代、宿泊二食と翌日弁当）
県連全体合同ロングハイキング
二日目 行程
25,000/1 地図 「上総中野」
「安房小湊」
27 日（日）
8:00 温泉前出発＝車移動＝清澄寺駐車場 9:00/20～一杯水林道～分岐～ＷＯ（ツク
バネ樫目印）10:00～（東大演習林）大平歩道入口地点～Ｗ15 烏帽子山頂 11:50～巻
道合流点 12:00/30～Ｗ33：硯石分岐～向峰林道～鶏毛山Ｗ45～民地～本沢駐車場ゴ
ール 14:35 着予定
14:50 乗車＝＝鎌ヶ谷市役所＝＝我孫子駅＝＝松戸
解散
（歩程約 5 時間 30 分（休憩含む）行程は東大演習林次第で多少変更あります。
※（バスはシュラフ等不要の荷物を載せて鴨川経由、清澄寺駐車場で待機、
下山時間までには坂本交差点で待つ）
尚、宿は人数により原則寝袋持参となります、特に男性は大広間に寝ます。
寝巻き、タオル、洗面用具は持参の事。朝のお湯、お茶は用意します。
持ち物 必需品：特に防寒着、ストック、雪の場合は軽アイゼン、等
申し込み
なるべく早めに各会で纏めて、桑原まで報告お願いします。
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山行報告

霞
2018.9.22～23
9/22（土）

沢

岳（2645ｍ）

菊池、五十嵐朝

五十嵐朝子記

雨続きの８月、９月は三日と晴れが続かない中、真ん中の晴れに賭けて決定
した。上高地 13：00 出発、明神の分岐までは、大勢の人で賑わっていたが、分
岐からは静かな山歩きとなる。梓川から白沢沿いに進むと、大きな置物に目が
いった！「何？」目が合った！猿です。木の株の上や、大きな石の上にも、一
族でひさしぶりの日光浴？
徐々に勾配がきつくなり、木々の間から明神岳、穂高連峰の雄姿が現れ、久々
のアルプスに興奮気味。
15：40 徳本峠小屋到着、狭いテント場にはすでにテントが張られている。直
ぐ上に展望台が有ると言うので行ってみた。関西からの一人旅の女子に逢い、
今朝一番の新幹線で来たと言う。明日は霞沢岳に登って明神まで下りると言う。
私達も雨の中下るより、頑張って下りようか？夕食時に、周りの人に聞いても
ほとんどの人が下りると言う。私達もその日の内に下りることにした。
9/23（月）祝
4：30 小屋を出発。見上げると、大きな星がいっぱい！今日の晴れを保障して
くれているようだね。ヘッデンを付けて足元に気をつけながら歩く。
ジャンクションピークで日の出を迎えた。雲海の上に登る太陽に手を合わせて
登山の無事を祈る。アップダウンを繰り返し「Ｋ１」らしき山が目の前にはだ
かる。
「これを登るのか！」息も切れ切れ、今年初めての大きな山だ。Ｋ１に登
頂！360°の大パノラマが広がる。穂高連峰、焼岳、御嶽、乗鞍等、南、中央ア
ルプス。本命はまだ先、ガーンと下って「Ｋ２」登り返し、また下り、登り返
して 8：45 霞沢山頂です。余り広くない山頂で、20 分ほど休憩し、展望を楽し
む。Ｋ１に大勢の人がいるのが目に入り、下山を急ぐ。切れ落ちている所や狭
い岩場に緊張が走る。Ｋ１の下りも慎重に下りきった。小屋までが長く感じた。
さらに、明神、上高地 14：30 着、ハ
イペースで下ったので、足にきていた。
上高地は昨日より大勢の人で賑わっ
ていた。ご褒美にソフトクリームを頬
張り、達成感に浸る。足を引っ張るの
では？と心配で臨みましたが、パート
ナーに励まされながら成し遂げられま
した。頼りになる山友です。素晴らし
い山でした。写真の中央が霞沢岳です。
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八ヶ岳

本沢温泉・硫黄岳・横岳
逢地

日 程：9 月 22 日（土）～23 日（日）
参加者：桐生 伏見 江崎 嶋本 菅谷

春夫(記)

逢地

小淵沢から小海線で松原湖駅が急遽、変更になり北陸新幹線の佐久平から小
海線で松原湖駅で下車、しばらく坂を登ってバス通りに出た先にバス停はあっ
た。駅前ばかりではないのだ。バスに 30 分程揺られて稲子湯でバスを降りる頃
には雨が降り初め、木の下で雨を避けながらカッパを着けた。
歩き始めは良かったが、しらびそ小屋に着いた時には汗びっしょり、止まると
冷えて寒くなって来たので小屋に入って下着を取り換えた。小屋で軽食を作っ
ていてメニューも有ったので温かい紅茶とミルクを頼んだ。序に持参のおにぎ
りを食べた。菅谷さんは道すがらゲットしたキノコをみそ汁にして仲間に振舞
っていた。
しらびそ小屋を後にして小一時間、本沢温泉に着く頃には雨は止んでいた。
本日のメーンイベント、硫黄岳直下に湧く日本最高所野天風呂（2150ｍ）
「雲上
の湯」、どんなものか？菅谷さんと二人で小屋のビニール製のサンダルを突っ掛
けて 200ｍ程山道を登って、少し下った湯川の河原の斜面に木製のガッチリした
浴槽が設えてあった。一度に 5,6 人入れば良いところか？
小屋泊まりでない人もいて入浴希望者は多い様で、浴槽のキャパシティーを考
えるとかなり高回転しないと間に合わないようで、とてものんびり、ゆっくり
とは出来ない状態でした。女性群は水着で入りました。源泉は白濁で 38℃位で
オープン、エアーでは少々温かったです。
翌日 23 日（日）
硫黄岳の山頂は昨日の雨とは打って変わって快晴となり、連休中でもありか
なりの人でした。桐生さん曰く「こんなに多い人を見たのは初めてだ」と、よ
その人も同じ事を言っていた。山頂から見える横岳、赤岳への稜線に人が立っ
て動かない渋滞が始まっていた。これを見てリーダーは予定通り進めないから
と横岳は断念し下山を決めて、赤岩の頭、オーレン小屋、夏沢鉱泉のコースで
桜平のゲートからかなり歩いてタクシーに乗り茅野駅に向かった。
この日 9 月 23 日伏見さんには大事なミッションが有った様だ。硫黄岳の山頂
標識柱に御神酒を供え手を合わせていた。メガネの奥に光るものがあり、思わ
ず私も合掌しました。律儀な人ですね、家とは大分違う。
初日こそ雨であったが次の日は快晴で渋滞が出る程の人で賑わい、記憶に残る
山旅でした。
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鶴峠から三頭山
石塚

洋子

日 程：9 月 23 日（日）
参加者：1 班 ＣＬ加藤、ＳＬ前田延、岡部、村田、三橋、池谷、梅田
2 班 ＳＬ井上勝、ＳＬ石塚、小林正、金子、猪狩、清水、村上
上野原からバスで鶴峠へ。加藤隊長の 1 班に続き、少し間隔を空けて 2 班も
続きます。交通が不便なせいか、人が少なく貸し切り状態でゆるやかな道を登
ります。それでも上から降りてくる人が数人いて、岡部さんが「胸と胸を合わ
すようにして～」との指示が伝わります。ザックは触れたら危ないので、先に
山側にザックを向けて相手が通過するのを待ちましょう。
西峰頂上はにぎやかです。
いくらか涼しくなって、やわらかな風が心地よく、ムシカリ峠、三頭の大滝を
見学して、森林館で解散となりました。

風呂組
梅田、猪狩、清水、小林正
ビール組
池谷、加藤、三橋、石塚
お茶組
岡部、井上勝、前田延、金子、村田、村上
☆予想どおり？に各組に分かれ、それぞれその後を楽しみました。今回、入
会したての金子真紀さんは皆について歩き、何も心配ないです。東葛で一番年
齢が若いです。皆様、誘ってあげてくださいね。
参加者が多かったので、いろいろな人達とお話ができて、とても楽しかった
です。加藤さん、三橋さん、池谷さんの、ノンベイ仲間からパワーを頂き、あ
やかりたいな・・と思いました。
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上高地散策・乗鞍岳
前田 節子
日 程：2018 年 9 月 25 日（月）～26 日（火）
参加者：前田（節）
・前田（悟）
＜千葉中央バスツアーに参加
参加者４３名＋ガイド２名＞
7 月の乗鞍岳会山行が逆走台風で中止になりがっかりしていたとき、ツアーがあ
るよと教えてもらい、早速申し込みました。
１日目 京成津田沼駅を出発。なんといきなりのヒヤリハット！渋滞の湾岸道路
通過中に、乗っているバスがまさかの接触事故を起こしてしまったのです。警察が
来て事故処理等で約１時間バスに缶詰状態。雨も降り出し、さい先の悪い出だしに
「今回も登山はだめかな、温泉を楽しみましょう･･･」と腹をくくりました。
上高地に着いたときは雨は上がり、紅葉し始めたナナカマドの赤い葉がきれい。
観光客は予想外に少なく、ところどころゆっくり見ながら一周しました。宿は新平
湯温泉の古民家風の和風旅館。夕食には事故のお詫びにとお銚子１本つきました。
2 日目 夜中から明け方まで雨。宿を出発、乗鞍スカイラインを快調に進んでい
くとだんだん雲が切れ、真っ白な雲海と青空が広がり、アルプスの山々がはっきり
と見えました。ところが畳平に着くとガスで真っ白。何も見えません。お花畑は草
紅葉状態なのでパスして登山開始。元々のガイド２名の他に昨夜事故調査のためか
社員の方がもう 1 人来て、３人でガイドしてくれました。高山病にならないように
と深呼吸しながらゆっくり登りました。
時々霧が晴れることがあり、ガイドさんが「見えた人は周りの人に教えてあげて
ください」というので、誰かが「頂上、見えたぞ！」と叫ぶとみな一斉に顔を上げ
その方向を見るのですが、あっという間にまた霧の中に隠れてしまい、
「どこ！ど
こ！」の声。
「見えたぞ！１・２・３」ぐらいのタイミング。一瞬の眺望でした。
剣ヶ峰頂上では雲の流れが速く、周りの山々が見え隠れしていました。乗鞍本宮
にお参りして下山開始。
肩の小屋前の広場で昼食。
おにぎり弁当は広げてびっくり！
なんと二段重ねで下の段におにぎり３個、上の段にたくさんのおかず！豪華なお弁
当でした。肩の小屋口まで降りて乗鞍エコーラインをバスで下りました。乗鞍高原
は紅葉の真っ盛り、目が覚めるような鮮やかさでした。温泉で汗を流し千葉に戻り
ました。
念願の乗鞍岳に登れて良かったです。
三度目の正直でした。
（ちなみにこのツアー
は１泊４食付で２２９００円でした。
）

美味しかったお弁当！
肝心の山の景色は、見え隠れ…
良い写真は撮れませんでした。
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常 念 岳
清水 利夫
今月蝶ヶ岳に続く 2 回目の山行は常念岳に登りました。計画は爺ヶ岳から鹿島槍
の予定でしたが、又しても台風の影響で悪天候のため、予定を変更して常念岳の天
気が 9/27,28 は良いと言う事なので行ってまいりました。天気が 3 日と続かないた
め予定は今回も縦走は諦め常念岳のピストンです。メンバーは 3 人、車で一の沢登
山口に到着した時には予定に反して、すでに雨模様！ 急いで雨具を付け準備をし
登山開始。しかし沢沿いに歩く登山道は沢のように水が流れ暫く歩くと、急登が始
まり雨具で蒸れ、暑さも手伝って、思っていたより大変な登りでした。途中の胸突
き八丁の昇りでは、何度も休みながらほうほうの程で常念乗越に到着。そのまま常
念小屋に向い、山頂は明日天気が良くなって登ろうと言うことで荷物を置いて一休
み。小屋は天気が良くないこともあって比較的空いていて 3 人で 1 室でした。食事
までの間、食堂に行き生ビールで乾杯。 同じような人達が食堂のあちこちでビー
ルを飲んでいました。食事はハンバーグでしたが周りの登山者とも歓談しながら、
とても美味しく戴きました。その後、部屋に戻り明日の天気を祈りながら早めの就
寝。
翌朝は快晴とは言えないながらも周りの山々は一望出来て絶好の登山日和。

朝食を済まし荷物を小屋に預けて山頂に登り景色を堪能してまいりました。山頂で
30 分程景色を見た後、小屋に寄り下山を始めてみると、昇りではあまり感じなかっ
た急斜面、思っていたより急な斜面で、大変な所だったのだなと改めて感じる次第
でした。下山後は前回行った「ほりでー湯」に今回も寄りました。温泉でつかれを
癒した後、贅沢に昼食を摂るこのひと時が最高の時間です。登りは今一つの天気で
したが、2 日目は景色も堪能出来て良い山行になりました。
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皇海山山行記（２１４４ｍ）
四元一成 (記)
参加者：羽鳥・梅田・間瀬・猪狩・前田(節)・山口(夫妻)・清水・蓮見・四元
10 月 6 日、羽鳥さんから、林道の閉鎖の連絡がありました。台風 24 号が通り過ぎ、今
度こそは、安心して行けるだろうと安心していた時。今度もまたかと！去年から台風・雨
の影響で何と中止の多い事かと！
暫らくして、羽鳥さんから、皇海山の山行が駄目なら，武尊山の山行の提案が有りまし
た。でも、内心は、皇海山の山行と思っていました。間瀬さんから「山行の中止をしなく
て、他の山行にしたらどうですか？」
「グリーンフィールドは、中止をしたら大変ではな
いでしょうか？」との提案が有りました。
天気は良いのだから、山行はできるので、山行の中止はグリーンフィールドには痛手の
はずです。
また、
これから東葛山の会はグリーンフィールドにお世話になるだろうと思い、
最終的に武尊山の山行に決めました。また、会山行から個人山行に変更しました。もし、
林道が開通したら、皇海山の山行に切り替えるという事で決定しました。10 月 11 日に林
道の開通の電話がありました。4 ヶ月前からの計画だから、山行を中止しなくて良かった
と思いました。天気は良いので、我々も、またグリーンフィールドさんにも、面目が立ち、
一安心！！前置きが長くなり、済みませんでした。本題に入ります。
東武線の電車で鎌ヶ谷駅から大宮駅までのんびりと、それから、JR 線を乗り継いで、沼
田駅まで、各駅停車の電車で 4 時間かけてのローカル線の旅でした。沼田駅に、オーナー
の吉田さんが出迎えくれました。今日は、ペンションは貸し切りです。
夕食は、我々だけで・にぎやかに・豪華な洋食を食べました。明日の登山の前祝で乾杯！
朝 6 時、ペンションを出発、悪路で有名な林道です。期待と不安？な 1 時間 20 分です。
上下の振動の時は悲鳴をあげ、左右に振動しながら、深い山並と紅葉を見ながらの悪路の
林道のドライブでした。登山の１/３のエネルギーを消費したみたいでした。
皇海山も、信仰の山です。江戸時代は「笄さん・
（こうがいさん）と読まれ、皇開山か
ら皇海山に開が海に転じたとあります。また、すかい山と誤読されたとあります．
深田久弥の 100 名山の山行は栃木県側の銀山平から、庚申山経由の登山でした。時間
が懸かるので、栃木県側からの登山は少ないようです。
7 時 40 分、駐車場に到着。1 番乗りでした。準備運動している頃、3 人が到着し、我々よ
り、先に出発しました。東葛山の会は 10 人、8 時に登山を開始、谷川のせせらぎの音を聞
きながら 2 班に分かれて、オーナーを先頭に登りました。
沢を 8 回もの渡渉を繰り返しながら、
また、
記念撮影と楓と紅葉の撮影しながら、登って
いきました。ダケカンバ、ブナ、唐松、白檜
曾と種類が変化し、台風の影響で、白檜噌の
木が倒木しているのが目に付きました。白檜
曾の松ぽっくりは、地面に落下しないそうで
す。
その理由をオーナーに教えて貰いました。
落下する前にばらばらに分解するので松ぽっ
くりが無いのだそうです。今日は、倒木して
いる白檜曾に、緑のぽっくりを始めて、見る
白檜曾のぽっくり
ことが出来ました。貴重な体験と感動でした。
17

不動沢コルまで登るのに、最大の難所の岩場の急登ありました。オーナーの指示で、10
人の大勢なので、一人ずつ、ゆっくりと、慎重に、ロープを少し頼りながら岩場を登りま
した。10 時に分岐点の不動沢のコルに着き休憩。行程時間なので、納得の歩行でした。
鋸山を見て、深田久弥の庚申山経由の登山に思いをはせました。気持ちを新たにして、頂
上に向かいました。途中で先に登山した人がもう下山してきましたが、我々はゆっくりと
楽しみながらの登山です。
皇海山は展望の場所が少ないです。展望の場所を紹介して貰いました。我々だけで行く
と、見落とす場所です。沼田の街並が見えました。
庚申山信仰の銅矛が建てられていました。それを横目に見ながら、11 時 30 分に山
頂に着きました。頂上は２１４３ｍと新しい高さの、２１４４ｍの２つの表記が有り
ました。
渡良瀬川の源流の標識が有るのには驚きました。私の認識不足でした。
頂上は 10 人の場所を確保するのに充分でした。温度は 5 度くらいなので、皆上着を羽
織りました。弁当は 2 個の大きなお握りとおかずでした。私は美味しかったので 2 個軽
く食べました。皆さんから驚きの声！呆れられました！
下山は班の前後を入れ替え、12 時に出発。難所の急登はロープを頼りに無事通過し
ました。2 時半に着きました。行程は変化に富んでいてとても良い山行でした。吉田さ
んのお陰で、楽なリーダーでした。皆さん有り難うございました。
悪路で有名で、その名の通りでした。最後に、大きなハプニングが有りました。後輪
に大きな石が挟まり、30 分ばかり、ゴツン・ゴツン・ゴツンの不快な連続音と上下、
左右の振動と今度は、三重奏でした。ガソリンスタンドで 2 個の石を取り除くのに、
約 20 分を要しました。安心して走ると、また、ゴツンの音、2-3 分走ったら，まだ石
が残っていたようでした。石の大きな破裂の音がし、石が道路に散乱しましたが、事
故が起こらなくて良かったです。ようやく快適な走行になりました。
望郷の湯で、汗を流し、乾杯し、夕食を食べました。7 時の電車で沼田駅を後にし
ました。
今回の山行は、羽鳥さんのお陰です。グリーンフィールドとのやり取りをはじめ、色々と
お世話になりました。山行
計画書の作成の梅田さん、
貴重なアドバイスの間瀬
さん、ありがとうございま
した。最後に、至れり尽く
せりの山行・吉田さん有り
難うございました。食事と
弁当作りの奥さん有り難
うございました。
リーダーとは名ばかり
でしたので、せめてのお礼
に山行記を書きました。有
り難うございました。

皇海山の頂上
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東北へ紅葉と温泉を求めて

井上順之

10 月 2 日～5 日、3 泊 4 日で十和田湖、八甲田山、岩木山、八幡平、それに
玉川・乳頭温泉、ついでに秋田駒 8 合目まで車で一人旅をしました。何れも途
中まで車で登れる楽な山歩きです。
十和田湖は付け足し。発荷峠周辺はわずかに色付いていたが湖岸は未だ青々。
八甲田は酸ヶ湯からの周遊。ガイドブックとは反対に毛無岱から回る右回り
を選択。毛無岱は草紅葉、それに山腹の紅葉が真っ盛り。大岳山頂はガスと強
風で展望無し。下山に使った地獄湯ノ沢ルートはぬかるみが多く景色も今いち。
右回りで毛無岱・大岳を往復したほうが紅葉観光には良さそうだ。
岩木山は車とリフトで９合目まで。山頂は雲の中で展望なし。8 合目から津軽
半島の海岸線がかすかに見えたが、特別印象に残る山ではなかった。
「八幡平アスピーテライン」中腹の紅葉は圧巻。山頂西の「陵雲荘（避難小
屋）」周辺は真っ青な空に草紅葉が映える。
「源太森」
「茶臼岳」からの展望も素
晴らしい。途中 NHK の撮影隊に出会った。紅葉特集番組の取材らしい。
玉川温泉は開けた感じだが、乳頭温泉は七湯からなる正に秘湯。そのひとつ
黒湯の混浴風呂（写真）は格別な風情があった。何れの湯も山小屋風。
現地で秋田駒が身近にある事を知ったがその日は帰宅日。折角近くに居るか
らと、車で 8 合目まで登ったがガスで展望なし。中腹の紅葉は見事だった。
久々の 1600Km の長距離運転だったが、マイペースの旅を満喫。八甲田、岩
木の拠点に使った黒石 IC の側にある一泊二食・温泉付￥5,000 の宿は気に入っ
た。乳頭温泉手
前の水沢温泉に
ある素泊まり専
門の宿は、厨房
設備、食器類が
整い、部屋が非
常にきれい。湯
温の異なる温泉
が売り物。秋の
東北の自然の一
端に触れた旅で
した。
「 乳頭温泉・黒湯露天混浴風呂 」 一人のんびり入っていたら、脱衣場からまさかの
女性外国人の声が聞こえた。
「コリャヤバイ」とそそくさと退散。別棟にある男女
別の露天に移る。今度は心安らかに硫黄泉と紅葉を満喫できました。
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尾瀬（裏燧林道）
日 程：10 月 14 日（日）～15 日（月）
参加者：桐生、伏見、嶋本、小林（記）、村上（記）
交 通：10/14 新鎌ヶ谷 5:20⇒上野 6:42（たにがわ 401 号）⇒7：53 上毛高原
＝バス 8:10 戸倉乗り換え＝10:55 鳩待峠着
10/15 バス御池 13:00=14:55 会津高原駅（リバティ）15:15=17:41 春日部
宿 泊：温泉小屋 9720 円
14 日（日）11:00 出発。落葉を踏みながら 1 時間ほどで山の鼻に着いた。山
小屋も終わりで冬支度で忙しくしているようだった。登山者も大勢でした。
昼食 30 分程で歩き出し、長い木道に出た。後ろに至仏山、前に燧ヶ岳を眺め
ながら‥‥。湿原の紅葉もまだまだ素晴らしく見ることができて良かった。
牛首分岐で休んでお茶タイム。まだ木道が続く。ヨッピ吊橋 13：50.東電小屋
14：10.紅葉が綺麗で写真を撮りながら歩いた。「もうすぐ小屋に着くから」と
後ろから声がかかり、湿原の中のベンチでコーヒータイム。ゆっくりする。
温泉小屋に 15:30 着。ゆっくり温泉に入って、夕食で乾杯！（小林 和子）
15（月）温泉小屋 7:30 出発。
すぐ裏にある無料休憩所は冬季
に向けて小屋閉めの作業をして
いました。ほとんどの小屋も今週
で終わりのようです。今日は三条
の滝、裏燧林道から御池までのコ
ースです。ブナの原生林の中、紅
葉にまだ間に合いました。
ブナの大木の中、真黄色の葉、
楓の赤、みごとに沢山の真っ赤な
実をつけたナナカマド。時々熊か
なと思うような臭いがするので、鈴を付けて笛を吹きながら歩きました。平滑
の滝展望台からは迫力のある滝を眺め、さらに三条の滝に向かって下ります。
よく見える展望台はもう閉められていました。滝の分岐から尾瀬に入ってから
始めての急こう配の登りです。その後、裏燧林道に入り幾つかの小さな湿原を
通り抜けましたが、今日の草紅葉はまだ黄色くて綺麗です。平ヶ岳を眺めなが
らの一休み。御池から１時のバスで会津高原駅へ。
♪秋が来れば思い出すはるかな尾瀬～♪私はあっちこっちで真っ赤な大粒の
実をつけたナナカマドを思いだすでしょう。
久しぶりの小屋泊まり山行で楽しかった！！！有難うございました。
（村上 和子）
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青ヶ岳（檜洞丸）山行記
菅谷
山

行

日：２０１８年１０月６日（土）～７日（日）

参

加

者：安田、桐生、江崎、嶋本、菅谷

交

真一(記)

通：小田急線「新松田駅」から富士急湘南バス「西丹沢自然教室」行
所要時間 １時間１０分

宿

運賃 １１８０円

泊：青ヶ岳山荘 １泊２食 ８０００円
＊ 週末営業、メールでのみ受付。水場なし(100ml

100 円)。

参考タイム
10/6

西丹沢自然教室(11:15)…ゴーラ沢出合(12:20-12:40)…展望台(14:20)
…檜洞丸山頂(15:30-15:40)…青が岳山荘(15:50）泊

10/7

青が岳山荘(6:40)…檜洞丸山頂(6:50-7:00)…犬越路(9:30-9:50)…
大室山(12:15-13:00)…加入道山(14:25)…白石峠(14:50)…用木沢出合
(16:20)…西丹沢自然教室(17:15）

＊ 写真は会のホームページに桐生さんが載せている「西丹沢に行く」を参照

西丹沢に行く計画は、登りたい山があるというより、青ヶ岳山荘の経営者
への興味から始まり、その後、檜洞丸から大室山を経て加入道山まで縦走す
るというかたちになった。そうした不埒な心掛けのせいか、出だしから人身
事故による電車の遅れに会い、登山バスにはすれすれで間に合うという具合
であった。それでも台風が北上する中、晴れた登山口を出発する。ゴーラ沢
出合に到着。早速、Ｗさんがザックのあらゆる部分から食べ物を出すという
奇術的な技を披露する。ご馳走さまです。沢を渡り、急な階段を上って行く
と小雨が降り出す。汗だらけになって、ようやく檜洞丸の山頂に着く。もう
小屋までは数分だ。その間にも、Ｘさんは蛇苺に似ている苺をつまんでいる。
到着。どんな人かと考えていた小屋の経営者は予想より年も若く、偏屈でも
なかった。薪ストーブと炬燵が準備され、内部はきれいに整理されている。
しばらくすると、山荘に逗留している客が倒木の片づけから帰ってきた。ど
うもボランティアが小屋を支えているようだ。天水以外に水源のない小屋の
経営は大変なことであろう。夕食はお母さん手作りのカレー、朝食はおでん
であった。
（女主人についての詳細は、ネットの青ヶ岳山荘のブログを読んで
ください。）食事を終え、まったりと寛いだのもつかの間、夜になると台風２
５号の余波に襲われた。小屋が揺すぶられ、屋根が軋んで、よく寝られなか
ったと言う。翌日の登山道では大木が割箸のようにボキボキと折れていた。
夜半から風が止み、出発の頃には、晴れ間も見えた。
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八王子でのパーティに参加す
るために、小屋から下山するＹ
さんに送られて出発する。檜洞
丸山頂では富士山も姿を現す。
もともと西丹沢は浸食によって
山肌が削られ、急な斜面の中や
側面を歩く部分が多いために、
たくさんの階段が設置された山
域だ。そうした階段山かと思わ
れるコースも、富士山をはじめ
とする周辺の山並みの展望に優れ、季節には躑躅をはじめとする多くの花で
埋め尽くされるそうだ。しかし、今朝はリンドウとヤマトリカブトが目立ち、
それに安らぐこともあったが、全体として緊張を強いられる下りから始まっ
た。滑る岩場への緊張から沈黙するＷさん。怖さを感じないのか妙に行動が
活性化するＺさん。対照が面白い。ようやく犬越路に到着。大室山への幅広
い登りにかかると、Ｗさん沈黙を解除。Ｘさん採集復帰。猿梨。その後、大
室山の西の肩でゆったりと昼飯をとる。現地調達のきのこスープをＺさんを
初めに疑いもなく摂食。続いて加入道山、白石峠と晴れてきた階段道を順調
に進む。
しかし、すんなりとはいかないのが山登りである。下りにかかった沢では、
大雨で道が抉れているうえ、前の台風で橋をほとんど流されており、多くの
渡渉や岩場の下降が待ち受けていた。それでもＸさんは靴に大量の沢水が流
入したにもかかわらず、
「東海自然歩道」という看板に「倒壊自然歩道」と突
っ込みを入れている。私といえば、ずさんな計画で、もっと簡単に歩けるは
ずの山行から平板さを取り去って困難と深みを与え、下山を大幅に遅くした
うえ、道を逸れて、立ち枯れや倒木の周りをうろうろ歩くという不審な動き
や最近読んだ俳句を無理に聞かせるなど心配と迷惑をかけてしまった。
それでもとにかく、日暮前に無事に帰着すると「印象的な山歩きだった」
（こうとしか言いようがない）という思いやりある言葉をもらった。心洗わ
れる思いである。また、筋肉痛が出るほど歩いたのに文句も言わず、困難さ
え楽しんでしまう姿勢には感心させられた。全部とは言わないが、山にはい
い人が多いようだ。付け加えていうなら、この山行で父親の跡を継いで小屋
を守り続けている女性経営者やそれを支えているボランティアの人たちの利
他的な活動によって、山域が保持され、登山者の安全が図られているのを知
ることができたのは大きな収穫だった。
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体験から学ぶ山行の知恵袋
山口

洋子

脱水症状と低体温症
マラソン大会後の飲み会が盛り上がるため、夫の運転手要員としてマラソンを
していた頃の事。２００９年 4 月１９日かすみがうらマラソン１０マイル。この
日は飲み仲間はいなかった。
事件の発端は１２km 辺りか、最後の給水所。大勢のランナーと共に給水所に
差し掛かろうとした時、あれっ、ここにいる！夫がうまそうに水を飲んでリラッ
クスしている。よし、人混みに紛れてそおっと通過してしまえ！私は左端に寄り、
大きなランナーの横に隠れて見つからないように通過した。しめしめ。残りは少
し。もしかしたら、今日は私の方が先にゴールできるかもしれない。
「おっ、早か
ったな。こんな所走ってたのか」と背後から声かけされるのを逃れるため、最後
の力走をした。
ゴール！抜かれなかったような気がする。ほっと一息もつかぬ間。あれっ、
灰色だ。色がない？木も。建物も。ランナーも。地面も。あっ、空も。ううー、
吐き気がする。灰色の道を通って、灰色のトイレに入るも既に吐く物もなし。ト
イレから出て不安気に歩いていると、
「あっ、ここにいたのか。ゴールしてたんだ」
とかなんとか・・・私は灰色の世界が続いているのと、吐き気が続いているのと、
不安とで上の空だった。給水所で待っていたかも知れない夫を欺き、先にゴール
した少々の罪悪感もあり、自分の症状は隠していた。
帰路、常磐線の電車に乗った。電車は密室の暑苦しい空気の中、多くのランナ
ーで混雑していた。途中の駅で座席に座ることができたが、朦朧とした気分と、
不安な気持ちが一層大きくなって・・・その後のことは知らない。
冷たい風をすーっと感じた時、「おい！起きろ！」という怒鳴り声が耳に入り、
次に怖い顔が目の上に見えた。どうやら私は駅のホームに横たわっているようだ。
周りの色も戻ってきていたし、何しろ恥ずかしさから逃れたくて、
「大丈夫」と言
って肩を借りて起き上がろうとしたけれど、全身が１００％ふにゃ～。既に到着
していた救急車に運ばれて、病院行き。脱水症による低体温症であった。点滴を
受けて、夕方家に戻ることができたが、これが山の出来事だったら、命を落とし
ていたかもしれないし、周りの人々にも重大な迷惑をかけていたに違いない。
教訓
山でも水分をしっかり取ろう
よこしまな欲を出さないようにしよう
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思い出の山・市民ハイク
手塚

春雄

1977 年、会が発足して最大の関心は会員の増加であった。鎌ヶ谷に山の会が
あると市民に知らせるため電柱に募集のチラシを張ったり、
「山渓」に募集の広
告を出したりした。鎌ヶ谷駅の近くにある商工会館で設立総会を開き 15～16 名
の参加者がいた。10 人くらいの人が会員になった。最初の初めての市民ハイク
は、妻坂峠から武川峠、カタクリを見に行こうと 9 名の参加で行った。花は咲
いていなかったがみんな元気に歩いてきた。
この年の 8 月には丹沢の水無川の堰堤でキャンプを市民 46 人で行った。慣れ
ないせいもあり、バンガローも全員入れなくオーナーの自宅を借りて分散して
泊まった。夜のキャンプファイヤーは子供たちに大人気で満足して大はしゃぎ
をしていた。
1 年目は会員も少なく、鎌ケ谷広報を利用して市民ハイクを毎月行った。最初
の年は年間 7 回市民ハイクを行った。年に 2 回から 3 回と行ってきたが多い時
は 6 回の時もあった。電車利用で参加者を限定するわけでもないので集合場所
を決めてここで確認を行っていた。
1990 年に会員の中からバスハイクもやってみたいと声が出てきた。当時は観
光会社のバスツアーも少なく行きやすくなっていた。今も利用している鎌ヶ谷
観光バスも近くにあったので初めて利用した。
1 回目のバスハイクは 10 月の会津磐梯山、夜行日帰り、市民 31 名で行って
きた。今でも紅葉の美しさを思い出す。今のようにバスの運行が厳しくなかっ
たので、当時は夜行日帰りが簡単にできたので、かなり遠くの山にも行けた。
2 回目は岩手の栗駒山、夜行日帰りで市民 65 名の参加でした。3 回目は尾瀬沼、
バス 1 台の予定で募集したところ 72 名の参加者があり、バス 2 台に変更。1 台
の料金が 2 台になったのでかなりの剰余金がでた。このお金を会員に還元する
ということで次の総会で会員バスハイクを行うことに決めた。会費をできるだ
け安く、また電車利用ができない不便なところを選んで行く。会費は一人 3000
円くらいで差額は会で負担すると決める。1 回目の会員バスハイクは荒海山に参
加者 20 名で行う。
年 2 回の市民バスハイクを春、秋に行い、収益金を会員バスハイクで会員に
還元した。記録を見ると 2005 年 10 月の会津駒ケ岳が最後の会員バスハイクで
あった。市民公開バスハイクも春と秋に交互に年 1 回に変更された。会員バス
ハイクも禁止になった訳ではなく、参加者がかかった費用を負担するように変
更になった。
電車利用の市民ハイクや公開バスハイクで東葛山の会に入った人もいるので、
かなりの知名度が出てきたようになってきた。最近ではインターネットの利用
でホームページを見て問い合わせもあり、それで入ってきた人もいる。これか
らの市民ハイクの募集も役所の広報だけでなく、ネットで募集する事も可能で
はないだろうか。一度は試してみるのもいいのではないか。人数に制限がなけ
れば電車利用で行ってもいいと思う。
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「皇海山」をふりかえり十首
羽鳥健一郎
す かいさん

台風に振り回された計画は二転三転皇海山に登る
送迎と食事の支度山ガイド片品村の鉄人の宿
「落石は自己責任」との表示あり皇海山への林道険し
マイクロの後部座席で声上げてスリル楽しむ余裕の人も
紅葉を目に焼き付けて沢沿いの道登り行き不動沢のコル

コルに着き鋸山の峰仰ぐ皇海山までもう一登り
皇海山渡良瀬川の源流に山の仲間ら十人が立つ
帰り道二本タイヤに落石が三つも挟まるヒアリハットも
白沢の滑らかな湯を掬い上げ皇海登山の余韻に浸る
陽も暮れた沼田駅前コンビニで紅玉三つ買い求めたり
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おすすめの山の宿
民宿いこい（檜枝岐村）
前田 延津子
鬼怒川温泉駅から野岩鉄道に乗ること 40 分余り、会津高原尾瀬口駅から 1 時
間半バスに揺られてやっと桧枝岐上ノ原バス停に到着。
バスの車窓からは今が盛りの白いそばの花がどこまでも続きとってもきれい。
バス停から歩き出して「なんか見たことあるね・・・」そうでした去年お世話
になった、民宿「松源」さんの通りなのです。
こじんまりとした「民宿いこい」は「松源」のすぐ奥にありました。玄関に入
ると、とてもお掃除の行き届いた感じのいいお宿です。
お風呂は「燧の湯」の入浴券利用。
食事は奥様の心づくしの山菜系の創作料理で私たちには嬉しい献立です。朝の
食事も珍しいカボチャのツル（若芽）とフキのあえ物、イワナの干物等が食卓
に。
夜の檜枝岐歌舞伎鑑賞は雨の心配もあったのでカッパを着て出かけましたが、
この時、ポリ袋入りの座布団を各々に持たせてくれました。夜、少し冷えたの
と小雨に降られたのでとってもありがたい心遣いに感謝です。
そして１０００円の歌舞伎鑑賞券も頂いて。
お陰様で檜枝岐歌舞伎鑑賞も充分楽しむことができました。
宿泊料

一泊二食

７７００円です。

奥様が一人でやっていらっしゃるので１３人しか泊まれないそうです。

（毎年九月第一土曜日

歌舞伎の夕べ
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1000 円

村内宿泊者は無料）

ちょっと一言
最近、買い物をするとクレジットカードで決算する事が増えてきました。
世の中電子マネ－の時代とか言われてクレジットカード以外にもスイカの様な
電子マネーカードが沢山出回っています。
便利な時代にはなったのですが、クレジットカー
ドは使っているうちにいくら使ったのか解らなく
なってしまうこともあり請求がきてビックリする
ことも間々あります。
最近は物忘れも激しくなって請求内容をみて何
を買ったかすら思い出せない事もあり、クレジット
カードの使用時にはノートに明細を書き込むこと
にしました。皆さんにも是非明細の記録を残すこと
をお勧めします。
（ 清水利夫 ）

日本ではまだ残暑が厳しい 9 月初旬、8 日間の日程でシベリアに行ってきまし
た。50 年前、まだソ連時代にナホトカからハバロフスクまでシベリア鉄道で、
そして飛行機でモスクワ、ヨーロッパ諸国へ行きました。今回はハバロフスク
からイルクーツクまで 2 泊 3 日シベリア鉄道に乗りました。
ロシア民謡の舞台として日本でも知られており、一度は訪ねてみたいと思っ
ていた所です。ハバロフスクでは市内巡りやアムール川の遊覧、夜は民謡や舞
踊の鑑賞と交流などで盛り上がりました。イルクーツクではバイカル湖の遊覧
や市内巡りなどの他、抑留日本兵の墓地も訪れ、献花・焼香をしました。
ロシアは第二次世界大戦において、約２０００万人が亡くなり、どこの町に
も戦死者を悼む立派なモニュメントが建立されています。石碑には町出身の戦
死者名が刻まれていて、そこには「平和の火」が燃え続けていました。再び戦
火による犠牲者がでないよう強く感じました。
（ 前田 悟 ）

12 月号の担当は、畑中眞澄さんと高木保さんです。よろしくお願いします。
（ 11 月 17 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 ）
★なお

会報掲載記事作業上必要なため、上記厳守お願いします。（
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高山

）

