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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

１月号は鈴木隆司さん、２月号は加藤さん、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。 

 

表 紙 写 真 紹 介    「旧古賀庭園」 

ここ４～５年体力と自分の都合で山の会の山行に参加することが少なく

なり、体力が落ちてきています。何か体力を保つ方法はないかと思ってい

たら、JRの駅からのハイキングを見つけて始めました。この企画は、朝は

家を遅く出られ、主に山手線中心なので、帰りたくなったらすぐにどこの

駅からでも乗れます。また江戸時代の歴史を見る場所がたくさんあります。           

～松本政斎～ 

 

 

 



日 曜日 12　月 日 曜日 １月

1 土 1 火

2 日 2 水

3 月 3 木

4 火 4 金

5 水 5 土

6 木 6 日

7 金 7 月

8 土 8 火

9 日 9 水

10 月 10 木

11 火 11 金

12 水 12 土

13 木 13 日

14 金 14 月

15 土 15 火

16 日 16 水

17 月 17 木

18 火 18 金

19 水 19 土

20 木 20 日

21 金 21 月

22 土 22 火

23 日 23 水

24 月 24 木

25 火 25 金

26 水 26 土

27 木 27 日

28 金 28 月

29 土 29 火

30 日 30 水

31 月 31 木

※2019年2月の予定　★2／2（土）シダンゴ山・・2／3予備日　　

★2／3（日）芦ヶ久保氷柱と横瀬札所巡りウォーキング

★2／7（木）～2／9（土）オグナほたかスキー

★2／16（土）大山　　　　　★2／17（日）三浦アルプス

1

　天皇誕生日

　　　　第一例会

振替休日　　　編集会議

　　　休館日

山行部会

　　忘年山行（赤城山周辺）

　予定表　2018年12月・2019年　1月

第二例会

陣馬山・太平山他（女性委員会）

　12／1　ワンコイン講習会

佐倉城址公園ウォーキング

編集会議

第一例会

山行部会

富山予備日

西湘二宮吾妻山ウォーキング

吾妻山予備日

カラー印刷（加藤宅）

第二例会

　　房総ロングハイキング

富山

カラー印刷（加藤宅）

　11　11/28～12/5

12／29～1/3

休館日

印刷（1月号）
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例会報告 

第一例会出席者              2018/11/7               41 名 

安彦、松本、岡部、桐生、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、山岡、村田、 

入江、高山、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、永木、嶋本、菊池、

猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、前田節、赤塚、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、金子 

第二例会出席者              2018/11/21              42 名 

手塚、安彦、松本、加藤、岡部、桐生、村上和、八巻、高見、前田延、山岡、 

入江、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、永木、石塚、嶋本、

菊池、猪狩、羽鳥、井上、山脇、梅田、逢地、前田節、赤塚、菅谷、星田、          

山口洋、菅原、小林正、井上順、山口幸、清水、畑中、村上義、金子 

 

 

2018年10月山行報告

山　　名
ジャ
ンル 日

山行
区分 人数 参     加    者

八甲田山・岩木山・八幡平 ハ 2～5 個 1 井上順

宝篋山 ハ 3 個 3 入江、逢地、渡邉正

棒の折山 ハ 6 個 1 猪狩　　他1名

檜洞丸・大室山・加入道山 縦 6～7 個 5 桐生、江崎、嶋本、安田、菅谷

赤城山（長七郎山、地蔵岳、黒桧山） ハ 7～9 個 1 安彦

吾妻山ウォーキング下見（西湘二宮） ウ 10 個 2 羽鳥、小林正

皇海山 ハ 14～15 会 10
四元、羽鳥、梅田、間瀬、猪狩、前田節、
山口洋、山口幸、清水、蓮見

尾瀬 (燧裏林道） ハ 14～15 個 5 桐生、小林和、村上、伏見、嶋本

信越トレイル４～６ ハ 18～20 個 3 安田、江崎、菅谷　　他1名

荒島岳・能郷白山 ハ 19～22 個 4 山口洋、山口幸、畑中、岡部

秩父御岳山 ハ 20 会 16
手塚、村上和、前田節、加藤、前田延、山脇、
鈴木か、井上勝、赤塚、星田、小林正、金子、
安彦、間瀬、菅原、永木

石裂山（栃木県） ハ 21 個 3 桐生、五十嵐朝、嶋本

尾白山（南会津） ハ 26～27 個 1 菅谷　　他3名

京都一周トレイル（東山コース） ウ 26～28 個 7 羽鳥、猪狩、石塚、清水、畑中、蓮見、小林正

秩父・丸山（下見） ハ 28 個 3 鈴木か、村田、井上順

横根山（栃木の山150） ハ 28 個 1 安彦

御在所岳（鈴鹿山系）　 ハ 28～29 個 5 五十嵐朝、伏見、小林和、菊池、逢地

葛老山 ハ 29 個 6 山口幸、山口洋、井上順、村上、前田節、岡部

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
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11月例会議事録 

第一例会  11月 7日（水）           司会 山行部 嶋本 

☆10月山行報告 

・計 18件（会山行 2件、個人山行 16件）、延べ 77名参加 

・2つの台風が通過した 10月、通過後の登山道にはかなりの倒木や橋の流出が  

  あり、思わぬ状況が発生していた事例が 8件報告された。 

・「台風通過直後の登山道の状況を事前に現地問い合わせしたら調べてくれた」 

「紅葉は場所により良し悪しあり」「GPSを使いきれず道に迷った」「熊目撃 

表示あり」「登山道を清掃、整備していたボランティアに感謝（宝篋山）」 

等の報告があった 

 

☆山行案内 

・11/10 秩父丸山（鈴木か） 14名参加 ここは熊注意の地域 

・11/17 霞丘ウォーキング（高山）下見済、やまびこ P6 往路 7:32は削除 

・11/23 北高尾山稜（猪狩）体力 ☆ は ☆☆ に変更 

・12/1 佐倉城址公園（松本） 内容の詳細は第二例会で 

・12/8 陣馬山（池谷）下りの「奈良子尾根」は倒木が多いため「栃谷コース」 

  に変更。バス便少ないため行動時間守る 

・12/15 忘年山行（安彦）33名参加予定、集合場所は市役所福祉センターの 

  駐車場利用。12/5 最終出欠取る 

・1/12 富山（松本）第二例会日に打合せ 

・1/19 西湘二宮・吾妻山ウォーキング（小林）休日パスの割引効果少ない、 

  予備日 1/20  

・2/2 シダンゴ山（山口洋）変更なし 

・12/8 女性委員会 大平山（伏見）10月末締め切ったが参加者が少ないので 

  再募集  

 

☆各部報告 

・会報部（梅田）やまびこ 11月号配布、原稿多く集まった。ﾘﾚｰ形式の「体験 

から学ぶ…」の標題を「思い出の山」に変更。数々の思い出話を気楽に 

投稿してください。予定表 12月で第二例会が抜けているので追記を（八巻） 

・事務局 (四元） 公民館祭りの実行委員会 11/23、事務局会議 11/21 6:30  

  から第三学習室で。1月例会は 1/9第一、1/23第二、1/16山行部会 

・山行部（菅谷） 11/14 山行部会は 2月会山行の打合せ 

  「公開ハイクの後」について配布資料をベースに説明 
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目的；登山に感心経験があり前向きに取り組んでくれる人を対象とし、定 

 期的に「広報鎌ヶ谷」に掲載、東葛山の会の知名度を向上させる企画 

手始めに 4/14菅谷部長が担当の「愛宕山…」（茨城）で実施 

  参加者は「一日会員」として扱う。「労山一日保険」に加入してもらう 

  ポスター（A3)作成は会報部。保険加入手続きは事務局。4/3 説明会開催 

  質問；「毎月やるのか？」、回答；担当者の了解をもとに実施 

☆その他 「会山行は何故土曜日に重なるのか？」（猪狩）今後の検討課題 

☆県連 （羽鳥） 

・11/10 事故防止・経験交流会 安彦、江崎、羽鳥出席 

・2020年房総ロングハイク下見 11/8  

・17回ふれあいハイク 中止、次回 2020年 

・交流山行 11/3 二つの会で 6名参加 後日報告 

・来年度は総会なし 来年 2月上旬、代表者会議開催 東葛からも数名出席 

・11/末 会員数報告 ・「一生山に登るための体力作り」￥1,200 10冊注文 

・来年房総ロングハイク 12月例会で出欠とる 詳しくはやまびこ参照 

☆安彦会長 

会の通帳の暗証番号  「１０９２」（とうかつ）に決定 

 

第二例会  11月 21日（水）          司会 山行部 嶋本 

☆山行案内 

・12/1 佐倉城址公園（松本）計画書一週間前までに配布する（山岡） 

・11/23 北高尾山稜（猪狩）18名参加、計画書（参加者配布済み）通り 

・12/8 陣馬山（池谷）9名参加、本日出欠確認後計画書作成 

・12/15～16 忘年山行（安彦）32名参加、12月第一例会で出欠最終確認する 

・1/12 富山（松本）12月第一例会で出欠確認する 

・1/19 西湘二宮の吾妻山（羽鳥）参加希望者は○20名、12月第二例会で締切り 

・2/2 シダンゴ山（山口洋）出欠確認回覧中 

 

☆各部報告 

・事務局（四元）ふれあい祭りでワカメ販売、200個 ＠￥500 

  会場で前回山行部から説明の有った一般の会山行同行者を募集 

  展示テーマは「花」。「台湾・タイ」海外登山の写真も展示 

写真の集まり悪い。4月以降のやまびこの寄稿者へ直接依頼する（村上） 

参加団体 39、展示部門 23、招待団体 4…等。場所・ｽﾍﾟｰｽ昨年と同じ 

・山行部（菅谷）特に無し 

・会報部（梅田）11/27編集会議。平成最後の新年号への投稿募集、何方でも 
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☆県連（羽鳥）11/15 付理事会報告 

・教遭委員会；11/10～11 事故防止経験交流集会に安彦・羽鳥参加 

・ハイキング委員会；再来年の房総ロングハイクの下見（11/8）羽鳥参加 

・自然保護委員会；「第 17回全国登山研修集会 in愛知」11/23～24、 

千葉県からは鴨川ソーラーパネル設置問題等を報告予定 

・女性委員会；12/1 ワンコイン講習会 参加者は 12:30 下総中山駅集合 

  参加者は東葛が一番多い 

・代表者会議；2/21 19～21時、船橋西部公民館、会計報告、活動計画等  

・東葛の会員数 11月末に報告 

・カレンダー17部販売 ・八日市場のアジサイ山の会（6名）入会 

・交流山行；11/3～4 三条の湯～、千葉山 4人、コマクサ 3人参加 

 松戸・柏の常磐線沿線の 4っの山の会で 9年前から年一回実施 

・県連事務所の手入れにご協力を、12/5 15時から、伊藤さんの会が実施 

・房総ロングハイク；12月第一例会で締切り 

・ 県連タイ海外登山（安彦）11/28～12/5 計 23名、東葛 9名 

現地で携帯用トイレを推奨、横浜の労山会員 10名現地で合流 

・登山時報（高見） 9名購読、是非購読を、一冊￥260、年間￥3,120 

 

☆その他 2月の会山行 

・2/7～9 オグナホタカ（スキー）（池谷）みやま泊、約￥30,000 

  12月号に山行案内掲載予定 

・2/3 芦ヶ久保周辺ハイク（松本）12月第一例会で出欠とる 

・2/17 三浦アルプス（石塚）寒椿鑑賞 

・2/16 大山（永木）山行案内；12月号に掲載 

 

☆安彦会長 

・今後の例会のあり方を事務局が検討 時間帯・曜日・回数等、 

・海外委員会 オーストラリア・コシアスコ山（2228m）登山 3/8～15  

  締切り 12/19 東葛から 6名参加予定 

・「国際山岳看護師」小林美智子さん退職して事務所設立、講演等にできる 

  だけ協力したい  

・会の通帳、カード、印鑑作成 会計に渡す 

・一般の会山行へのお誘い 5月安彦会長（担当）が実施予定（鳴虫山） 

                             

                            井上順之 記 
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山 行 案 内              

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） 

担当：（CL）松本、（SL）山岡 

 

✽陣馬山 855m （体力☆） 

日時：12月8日（土） 雨天中止 

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 

（長七郎山と地蔵岳） 
天候に恵まれれば山頂からの展望は抜群です！ （詳細は、会報 9月号参照） 

日程：２０１８年１２月１５日（土）～１６（日）＜１泊２日＞ 

集合・出発：１２月１５日（土）午前６時 鎌ヶ谷市福祉センター 

帰着・解散： １２月１６日（日）午後９時頃  鎌ヶ谷福祉センター着後解散 

宿泊：湖畔の宿『青木旅館』 １０,６２０円/1泊2食付（税・サービス込） 

会費：２２,０００円（2日目の朝に徴収します。） 

ハイク：（天候などにより変更あり） 

① 12/15 午後：小沼駐車場…小沼…長七郎山…鳥居峠…覚満淵…大桐…青木旅館

（３～４時間） 

② 12/16午前：青木旅館…赤城少年自然の家入口…地蔵岳…見晴山…青木旅館 

（３～４時間） 

幹事： CL安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  SL八巻幸子、三橋和子 

メモ： 

1） 当日参加出来なくなった場合は、SLに電話連絡を必ずお願いします。 

2） 初日、長七郎山ハイクをしない人は、バスで旅館まで直行してください。 

3） 当日の旅館は、東葛山の会の貸切りだそうです。 

♪♪♪お好みの飲み物と肴を適量ご持参ください♪♪♪ 
この1年の山行を振り返り、新年の希望などを語り合いましょう！ 

 



7 

 

2019年 1月の山行予定 

✽富山（349ｍ） （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。 

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、前田延 

 

✽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…西光寺

…川匂神社…ふたみ記念館…釜野トンネル…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休日ﾊﾟｽ」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 (体力☆☆) (雪有★)

 ロウバイの花(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  
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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 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） 

コース： ロウバイ園…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      14:30    

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  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 

担 当  ： (ＣＬ）山口洋（ＳＬ）岡部・井上順・高見 

 

✽芦ヶ久保 氷柱と横瀬町札所めぐり （☆） 

この時期、埼玉県横瀬町芦ヶ久保にできる人工の氷柱を見に行きます。その後 

横瀬町の札所巡りを楽しみたいと思います。 

日 時：２月３日（日） 雨天中止      

交 通 

（往路）：鎌ヶ谷 6：57―新鎌ヶ谷―柏 7：17_7：25－新松戸 7：32_7：39－新秋津    

8：27_8:30…徒歩…秋津 8：36_8:43―飯能 9：16_9:19―芦ヶ久保 9：59 

    ※昼食後、2時間くらい横瀬町にある秩父観音札所を巡る。 

（復路）芦ヶ久保 14：00頃―鎌ヶ谷 17：30頃 

危険個所：足元が滑るので注意！ 

交通費：約 3,000円 

担 当：羽鳥･松本 

 

✽スキー   オグナほたかスキー場 

群馬県利根郡片品村花咲字武尊山 武尊山観光開発株オグナほたか事業所TEL027－858－2133 

日 時：2月7日(木)～9日(土) 2泊3日 

集 合：2月7日（木）午前 7時バスタ新宿 4階かたしなスノーエクスプレス（関越交通） 

(往 路)：①鎌ヶ谷駅 5：31－船橋5：41_5：49(JR中野行) －新宿 6：36…徒歩…

バスタ新宿 6：43着 

②牧ノ原5：20－中央5：24－小室5：27－白井 5：30－浅草橋 6：07_6：

17（JR中野行）－新宿 6：36 

バスタ新宿 4 階 7：15 発－かたしなスノーエクスプレス（関越交通）－道の駅

尾瀬かたしな 10;55着 



9 

 

（復 路）：片品村道の駅 16：00発－かたしなスノーエクスプレス－バスタ新宿4階

19：45着 

新宿駅⑬番線千葉行 20：06－浅草橋 20：26_20：36(都営浅草線)白井 21：23 

新宿駅⑧番線東京行 20：11東京20：24_20：31船橋 20：55_21;05 (東武線) 

鎌ヶ谷21：15  

概算費用： 

 ✽ 宿泊 旅館 みやま 群馬県利根郡片品村花咲 731  TEL 027－858－3512 

             1泊 ￥７９００ ×２泊 =￥１５８００ 

✽バス代 関越交通株 かたしなスノーエクスプレス案内センター 

（乗車日の１ヶ月前に発売） TEL027－212－8022        ￥２９３００ 

    バスタ新宿   片品村道の駅 …往復￥６０００    （会費￥３００００） 

✽リフト券   宿割引３日券￥７５００  = ￥７５００ 

✽スキーレンタル  （宿割引有り） 

スキーセット１日   ￥３０００ 

スキーセット半日   ￥２０００ 

単品 板 ￥２５００・単品 靴 ￥１５００ 

担 当： （ＣＬ）池谷 （ＳＬ）畑中・ 赤塚 

 

✽大山   （体☆☆  危技★★ ） 

   東丹沢を代表する名山、晴れていれば山頂からは新宿の高層ビル、伊豆の島々、 

   富士山、箱根の山々などが眺められる。 

日 時： 2月16 日（土） 雨天中止 (2日前決定) 

交 通 

（往 路）：新鎌ヶ谷 6:17－松戸6:37_6:46代々木上原 7:36_7:49相模大野 8:20_8:21

伊勢原8:41－バス9:05-9:30 

集 合：8:50（伊勢原駅 北口 ④バス乗り場）   解 散：伊勢原駅 

コース：大山ケーブル…(表参道 0:15)…追分…(女坂 0:40)…阿夫利神社下社…(1:05)

…25丁目…(0:15)…大山 往復  山頂で昼食予定 

      帰りはケーブルに乗る。  夏道歩行時間 3時間25分 

                   冬道歩行時間 4時間30分         

歩 程：累計標高差  登り（940ｍ）、下り（640ｍ）ケーブル利用 

山の特徴：（危険）急な長い石段、雪   アイゼン (六本爪以上) ストックは必携     

エスケープルート： なし  

交通費概算：約￥4000  

交通費詳細： バス ￥＠310×2  電車 ￥＠1183×2 

       大山ケーブル ￥630 片道 ￥1100 往復 

担 当： （ＣＬ）永木、（ＳＬ）手塚 五十嵐 嶋本 
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✽三 浦 ア ル プ ス   （体☆・危★） 

低山陽だまりハイキング  寒椿 

日 時： 2月 17日（日）   雨天中止  

交 通 

（往路）：新鎌ヶ谷 6:55－船橋7：08_7：17（総武線快速久里浜行）逗子 8：45 

     新逗子徒歩 7分 

集 合： 新逗子 8時 55分  解散 東逗子 

コース：新逗子…阿部倉山…二子山…東逗子 

歩 程：累計標高差 454ｍ  10.4キロ  3時間30分 

山の特徴 林の中を歩く  舗道歩きあり 

エスケープルート： なし  

交通費詳細：行き 新鎌ヶ谷から逗子   1437円 

      帰り 東逗子から新鎌ヶ谷  1609円 

担 当： （ＣＬ）小林和、（ＳＬ）加藤・ 石塚 

   

県連予定行事   

✽第 12回ワンコイン講習会 

日 時：12月 1日（土） 

主 催：千葉県連女性委員会 

テーマ：山で役立つ安全登山と生涯登山 

講 師：安村 淳先生 

 

✽関東ブロック女性委員会 登山交流会  大平山・晃石山 

日 時：12月 8日（土） 
 

✽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) 

 

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 
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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。 

✽県連代表者会議 

日 時：２月２１日（木）  

場 所：西武公民館 １９：００～２１：００ 

※総会と代表者会議を隔年で行い、今年は代表者会議です。 

海外登山 

✽オーストラリア最高峰 「コジオス山(２２２８m)」登頂と  

世界遺産 「ブルーマウンテンズ」ハイキング ８日間 

日 時：３月８日（金）～１５日（金） 

申し込み〆切：１２月１９日（水） 
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  秩父御岳山（1080.4m） 

10月 20日（土）  

L手塚、Ｌ村上、加藤、鈴木か、山脇、星田、間瀬、永木、金子真紀（記）  

L前田（節）、前田（延）、井上（勝）、赤塚、小林（正）、安彦、菅原 計 16名 

 

今回参加を決めた時点で調べ始めたものの 御岳山 …みたけさん？たまたま

持っていた地図にその名があり勘違い！行くのは奥多摩ではなく秩父のおんた

けさん！ふむふむバスは強石で降りるのか〜きょうごく？違った！こわいし！

こんなレベルの私ですが本当に優しく皆様に間違いを訂正していただいていま

す。そして登っている途中には御嶽山と書かれた立て札もありました。地名は

難しい…さて今年は天候不順の日が多かったので催行できるのか少し心配でし

たが、晴天ではなくとも程よい登山日和となり喜んで参加させていただきまし

た。しかし夕方から雷雨の予報もあり他のメンバーの方々も雷に会う前に下山

したいとペースを配分しているようにも見られました。 

 まず自宅を出てから移動に使ったレッドアロー号は、いつも狭いバスツアー

の参加ばかりだった私には、足元広々ゆったりで、これから山に登るというよ

りちょっと贅沢な旅気分にさせてくれました 。その後バスに乗り継ぎ強石から

は少しアスファルトの道や民家の間を通りながら山道へ 。 

 告知通り果てしなく樹林帯が続き細い尾根道も多く倒木もありましたが、雨

ではなかったのでひどく滑ることもなく、杉やヒノキの落葉でフカフカと歩き

やすい道でした。 

 途中杉の峠なる場所が把握できなかったのですが、何箇所か眺望の良いとこ

ろもあり、これから行く御岳山の形が円錐形の形で驚いたり眼下には安彦会長

に教えていただいた秩父ダムなどを見下ろしたりと眺めを楽しみました。しか

しながら登りが続き疲れが見え始めたため、ならば頂上も狭いのでと、リーダ

ーの取り計らいにより少し広い場所で早めの昼休憩を取り、元気を取り戻して

頂上を目指しました。 

 頂上へはその円錐形の形である事を

裏切ることなく少し険しい山道を登り、

達成感を味わうことができました。 

 花も少なく鳥のさえずりもなく紅葉

も少なく、でも空気は冷たく気持ち良く、 

経験の浅い私ですが 「THE日本の山」

という感じがして神聖な山にお邪魔さ

せていただいているようでエネルギー

をいただいてきました。 

帰りの三峰口駅近くの登山口でのかかし達も可愛らしく癒やされました。初

心者の私にはちょうど良いレベルだったと思います。 皆様の知識の豊富さと

健脚に驚いています。これからもよろしくお願い致します 。 
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      京都トレイル 東山コ-スを歩く １日目 

 

日 程：１０月２６日(金)～２８日(日) 

参加者：ＣＬ羽鳥 ＳＬ石塚 猪狩 清水 畑中 蓮見 小林正（記） 

 

１０月２６日（金）ひかり 13号車で参加者 7名集合、確かに品川からの乗車

は楽デスね。 

京都着、紅葉にはまだまだなのに人、人それに言葉の坩堝。さすが京都とい

うこと？ 

電車は縦横に延びているが、京都駅乗り入れは少ない、奈良線に 1 駅乗り京

阪線東福寺から伏見桃山へ、いざスタートＢｕｔＦ1が見つからない、間違える

ところではない､歩いているとＦ3 の案内板が出た、今日のゴ-ルはＦ35 近くの

伏見稲荷大社だ、長い道のりです。 

Ｆ4を見ることなく（遠回りして）乃木神社へ私は乃木希典には興味がないの

で外で煙りタイムＦ5，Ｆ6 へこれぞ御屋敷エリア、塀が城壁なんだから、猪狩

さんが聞き込み調査。結果はそれなり。伏見桃山城のレプリカ（淀君は権力者）

公園になっているが、この辺から台風の被害が見受けられた。街中を順調に歩

きちょっと郊外に登り、坂は嫌い、Ｆ18 大岩山展望所に着いた。京都街中が見

える。アベックが来るところなのか、これだけゴミだらけの展望所は珍しい。

ゴミに背を向けて昼飯、蚊に遊ばれる。Ｆ19 これから先は通行止め！私たち 7

名は持っていた？そこに男性が一名、なんとボランティアでトレイルの修理を

していてこれから先通行できるとのこと。大岩神社はめちゃくちゃ、危険。9月

4日の台風被害のすごさ。 

下りると、尼寺があり羽鳥さんが御朱印をもらった。宿泊施設（ホテル、保

養所）が多く点在していた。長い街中歩きＦ20からＦ30まで。さてＦ35までは、

通行止め？否時間切れです。保養所は嵐山、今日のゴ-ル伏見稲荷からは 1Ｈ以

上かかる。Ｆ31 からはパス近道、近道して伏見稲荷へ到着。ここぞ京都ＮＯ1

スポット、京都駅と同じ光景、バックに朱色の鳥居が並ぶだけ、でもこれが人

気の源ですね。つまらない人間なもので何の感慨もなく鳥居を潜る。阪急嵐山

に 5 時予定通り。渡月橋はいつ見ても風情がありますね。自分が旅人になった

気にさせる。汗を流し、お楽しみのディナ-タイムです。美味しい。それに 7人

が全員酒好き、悪いパターン生ビ-ル、赤、白アア日本酒になった。お休みなさ

い。まだ初日でした。 
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京都一周トレイル「東山コース」 ２日目 

畑中 眞澄(記) 

１０月２７日（土）２日目も晴れ！夏の悪天候を挽回するかのように秋の山行

は天気に恵まれている。 

ほんの少しの紅葉だが土曜のせいか嵐山も河原町も人がたくさん。蹴上浄水場

あたりを通過すると山道になってくる。台風の倒木を切ったりずらしたりして

くれてある。京都山岳会の黄色いテープに助けられて歩く。道しるべ３８、３

９あたりで新しい赤いテープの方に向かった。今までより歩きにくい道ではあ

るが赤いテープは続いている。しばらく歩いて先頭の清水さんが、「この先は無

理です！！」の叫び、私は（え～本当？見落としてない？）と思ったが道しる

べまで戻る事になった。 

なんのことはない。すぐ近くの次の道しるべを見落としていたのでした。でも

赤いテープは何だったのか疑問です。大文字山では毎日登っているというしっ

かりした体形の老人に、眼下に眺める京都市街の説明をしてもらい楽しいひと

時でした。知らない人とも話せる登山の良さ、私はこんな時が好きです。途中

アクシデントはあったけど、頑張って時間どおり宿につき反省会？で盛り上が

りました。 

 

京都トレイル東山コース ３日目（比叡山） 

蓮見 久美子(記) 

 

交通順路 電車／（阪急線）嵐山～桂～河原町～（徒歩で京阪線へ）祇園四条

～出町柳 

   バス／出町柳駅～銀閣寺付近バス停 

バスを降りて「52-1」標識を発見、今日は標識を見落とさないようみんなで

気を引き締める。今日のコースは標識がしっかりついているようです。少し街

中を歩いた後はすぐに登山道らしくなり、アップダウンを繰り返しながら比叡

山を目指します。３日目は涼しい風と真っ青な空で今回一番天気に恵まれたと

思います。でも比叡山に近づくにつれ、あちらこちらで杉の大木が根元からな

ぎ倒され無残な姿。何とか潜ったり跨いだりして通れるように整備されていて、

地元の方々のご苦労と温情に感謝感謝です。比叡山山頂ケーブル駅につくと、

ここでも京都市街が見渡せました。ケーブルカーで下山、八瀬駅から 1両のレ

トロな電車で出町柳駅に戻りました。京都タワー地下にあるお風呂に入りその

後、反省会で今回京都トレイルの無事終了のお祝いをしました。京都は水がと

てもきれいで豊富なところでした。 
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御在所岳（1212ｍ） 

菊池光子 

 

日 程：10 月 28.日(日) ~ 29 日 (月) 

参加者：五十嵐（朝）・伏見・小林・逢地・菊池 

 

28 日（日） 新幹線で名古屋まで、そこから近鉄で湯の山温泉、タクシーでロ

ッジへ。道路は渋滞（紅葉でしょうか？）で、運転手さんが気を利かしてくれ、

廻り道をしてロッジ到着。ロッジで昼食（おそば）を頂き、荷物を置いて、散

策に行く道路はまだ渋滞で、私達は歩いて大石公園（大石内蔵助は参勤交代の

途中良く湯の山へ立ち寄った）、三岳寺で湯本四国三十三観音を登ると、紅葉の

山と、赤い色のロープウエイ、山頂も見え素晴らしい景色でした。蒼滝まで 1

㎞歩く。１枚岩から流れ落ちてくる滝壺を見る。地図にある茶屋はなかった。 

 

29 日（月） 朝食は、私達だけ早く頂き、タクシーで中道登山口（7:45）まで

行く。 

登る事１時間すると、おぼ

れ岩が現われ、凄い大きい岩

がたれかかって立っている。

クサリ場を登り地蔵岩に、上

の岩が落ちそうで落ちない。 

次はキレッﾄがあり、クサリ、

階段を登り、ロープウエイ駅

分岐に着き、富士見岩に到着。 

ここからの景色も素晴らしい。

これから山頂に向かう、スキ

ーリフトの駅があり山頂でし

た。 

一等三角点、御在所の頂上は三重県と滋賀県の県境です。 

裏登山道を下山。山々は岩壁で、藤内壁出会い（ロッククライマー以外は立ち

入り禁止）看板がありました。周りの山々は凄い岩壁でした。(14:00) 

ロープウエイとリフトで山頂まで行ける山にしては、登山は、厳しくしっかり

とした山でした。幾つもの奇岩怪石で楽しませてくれた御在所岳でした。 

忘れられない山になるでしょう。 

皆さま有難うございました。 
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秩父御岳山その２ 

 

日   時：2018 年 11 月 4 日（日） 

参加者・文：梅田尚志 他 2 名 

交   通：（往）池袋 6:50 発西武特急レッドアロー 西武秩父－バス－強石 

（復）秩父鉄道・三峰口発 15:25池袋行き直通急行 

 

 10 月の会山行には参加できなかったので、個人で行くことにした。それも娘

と孫、親子 3 世代のファミリー登山で。会山行の情報を得られたので、交通も

ルートもそのまま頂戴した。当初の山行計画書では、もっと易しい落合コース

としていたのだが、安彦会長からの崩落通行止めとの情報とアドバイスを得て、

市役所に確認した結果、会山行（12頁）のコピー登山となった。 

 5年生の軟弱男子を少し鍛えようと、初登山に連れだしたのだ。季節も天気も

丁度良く、快適な山行であった。紅・黄葉が盛りの山道、登山者も前後に無く、

途中すれ違った単独行 2－3名と 2人連れ 2組、天気もいい日曜なのに、たった

の 10名しか入山者がいないとはもったいない。 

 杉の峠を過ぎ、暗い杉林を抜けると尾根道の急登、左右切れ落ちている岩場

にロープやクサリがあって少しばかりスリルはあるものの、特段の問題はない。

しかし、初登山の初心者は、それまでの疲労も加わり堪えていたようだ。正直

な子供の気持ちは素直に口に出てくるものだ。「怖いよう」、「もうだめだ」、「あゝ

絶望だ！」を連発する。多分経験の少ない登山者なら同じような転落恐怖に襲

われ立ち竦むであろうことを、同伴者は忖度しなければならない。 

 それでもきれいな形の山頂が見え、周囲の展望に心弾み、赤は少なめでも黄

葉が陽光に照らされて輝く錦は得難い美しさであった。ほぼ予定通りの時間で

辿り着いた冷気の山頂では、小さな祠に鐘が

ぶら下がり、「ゴーン」とひと撞き、鐘の音

を響かせた。両神山が圧倒的な雄姿を見せて

いたが、鐘の音は届かないだろう。4年前の

あの日に居合わせた両神山は、木曽御嶽噴火

の轟音が届いていたのだが。 

 単調な長い下りに厭き厭きしてようやく、

おすすめの展望スポット・二番高岩（たかや）、

眼下に広がる集落と渓谷は心を癒す眺望で

あった。そこから下山口まではすぐ、そこは人のいないいくつもの案山子に見

張られる異界に迷い込んだかのよう。旧い宿場の村落であった。 

情報をいただいて乗換やバスも迷うことなく、さらに登りのコースはやたら

にわか作りの紙標識が貼られ、これでもかというほど親切であった。会山行担

当者からの照会で、ルート確認をしてくれた市の職員さんのお蔭、また下見で

詳細なコース情報を作成して貸して頂いた高木さんにも御礼申し上げたく。関

係者の皆さま、ありがとうございました。 
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秩父 丸山 

 

村田綾子記 

 

日 程：11月１０日(土) 

参加者：ＣＬ鈴木か,ＳＬ井上順、ＳＬ村田、村上、前田延、池谷、山脇、 

    前田節、山口洋、小林正、前田悟、高木、金子、間瀬 

 

季節はずれの暑さと思える天気。8：４５に芦ヶ久保駅を出発。 

フルーツは殆どが終わってキーウィと柿がわずかに残る果樹園脇の車道を汗を

ぬぐいながら進む。間もなくりっぱな容姿の武甲山が現れ、眼下には秩父の町並

みが広がる。武甲山は相変わらず削り取られて痛々しく胸が痛む。４０分程歩く

と登山道に入り涼しさにほっとする。杉林と雑木林を繰り返し車道を二回ほど横

切り、かなり広い道幅、急登、直進の登山道を三回登る。普通の登山道になると

小紫陽花が黄色く色

付きしばらく楽しま

せてくれる。なかな

かの演出だ。 

頂上には立派過ぎ

るくらいの展望台が

建ち、ほぼ 360度の

展望だ。 

昼食を終え、真っ赤

に染まった紅葉に歓

声を上げ、森林学習

展示館ではこの辺り

に生息する鳥の写真や剥製など展示物を見る。 

推測ですが、頂上近くの異状に広い直線登山道や立派な展望台は子供達の学びの

場で、大勢で訪れる事が多々ある為でしょうか。 

下りはゆるいが長く、落ち葉の下は木の根や石、日陰は苔生し、どんぐりや椎

の実が無数に落ちている所等、気が抜けない。 

四番札所金昌寺は多くの石仏や、本堂の子供を抱いた慈母観音像が象徴的。 

慈愛に満ちた表情に心を和ませ、バス停に向かう。 

 すばらしい天気と仲間に恵まれ、秩父の秋を堪能したのは私だけではなかった

ことを願いつつ・・・ 
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京都トレイル B 組 

2018.11.10～12  桐生、伏見、菊池、五十嵐朝 

五十嵐 朝子(記)  

そろそろ、京都の紅葉も始まっているかもと期待をしながら、京阪の「伏見

稲荷桃山駅」をスタート、街中を通りすぐルートに迷う。「台風のために通り抜

け禁止」無視して通り抜けて、正規のルートにたどり着き、立派な伏見稲荷城

は外から拝見、「草深トレイル」と「京都トレイル」の標識があり、解りにくい

が段々山道に入ると、標識に慣れてきた。それでも、４人で立ち止まり確認し

ながらルートを進む。大岩神社の有る辺りは先発の羽鳥チームの報告や、写真

で倒木の状況が頭に入っていたが、大きな鳥居は根元から折れ、狛犬は台座か

ら無残に転げ落ち、想像を絶する光景でした。 

一日目のラスト「伏見稲荷大社」千本鳥居に少し足を踏み入れると、観光客で

ごった返していて、翌日にゆっくり見ることにして早々にその場を後にした。 

二日目、伏見稲荷大社に山の安全を祈願して千本鳥居をくぐりながら階段を

登る。途中、朱塗りの鳥居はいく筋にも道が分かれているが四辻まで来ると、

ここから先は山道となり私達だけとなった。 

所々展望が開け、京都市内や遠く愛宕山などが見えたりと、天気も好く木々も

色づき始めていた。 

またルートを見失い街中に出た。店の人や歩いている人に聞きながら街中の「蹴

上」までくる。ここから山の中に入るが倒木がひどく、倒木をくぐったり、跨

いだりアスレチックさながら、結構疲れました。 

大文字山四辻で、地元のおばちゃん（私たちくらいかな？）と話しながら、大

文字焼の火床まで案内してくれて、いろいろ説明してくれた。 

若い人達が沢山いて何するの？ここは夕陽の絶景ポイントだという。 

私達はそれまで待てないので、先を急いだがどんどん若者が登ってくる。 

ようやく、銀閣寺前に着いた時は薄暗くなっていた。 

一日休憩入れて９時間歩きました。伏見さんの万歩計で３９０００歩！！  

三日目はがまんの登りが続く。比叡山

ロープウェーに近くなると山一面倒木で

台風２１号の爪痕が生々しい。ロープウ

ェーに乗らずに、根本中堂、延暦寺から

坂本のコースを取った。延暦寺は改装中

で、あと８年位かかるとか？ 

坂本に下り、もみじや、さくらがいい感

じに色づき、ため息をつきながら、次は

桜だね！あっという間の三日間でした。 
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霞丘陵ウォーキング 

日 程：11月 17日（土） 

参加者：八巻、高山、山岡、松本、桐生、伏見、高見、前田節、前田悟、 

小林正、星田、三橋（記） 

 

新鎌ヶ谷を 7 時 16 分に乗り、東青梅に着いたのは 9 時 23 分、バスは 10

時 6 分なのでバス停で朝食をゆっくりいただく。 

バスは 20分もしないで岩藏温泉についた。登山口からは緩やかな登りで七

国峠まで，杉や桧の整備された樹林帯を歩く。心配していた天気も日差しが

木々の隙間から射していた。 

11 時半に笹仁田峠の広場で早めの昼食をとる。ハゼやナナカマド、ウル

シの紅葉に黄色の蝶が飛んでいた。 

ゆっくり休んで歩き始めたらすぐ岩藏街道に出た。まだ歩き始めて 1時間

半くらいしか歩いていないのにもう終わりかと思ったが信号を渡り、立正佼

成会の敷地の桜並木遊歩道を約 1㎞ほど歩き霞丘陵に入る。 

標高 200～300ｍの尾根だが車が通れる道で歩きやすかった。 

しばらく行くと突然１５ｍの塩船観音立像の裏手に出た。前に回って見上げ

ると徳利を左手に持った珍しい観音様だった。海がないこんな場所に塩船な

のか。名前の由来を聞いたところ、この地形が小丘に囲まれた船の形に似て

いるところから名付けられたそうです。観音様から見下ろす５千坪の土地に

はツツジが二万本植栽され、５月には見事な花を咲かせ「ツツジ寺」ともい

われているそうです。私

は５月頃に是非もう一度

行ってみたいと思いまし

た。 

帰りは大きな通りに出

ないとバスが無いので河

辺駅まで４０分位歩きま

した。ゆっくりウォーキ

ングでとても楽しかった

です。 

一緒に行っていただいた

方々に感謝。  
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京都一周トレイル「東山コース」を歩く 

 

羽鳥健一郎 

台風の爪痕深い京の山トレイルコース倒木に溢れる  

根元から朱色の鳥居の倒れおり恐々
こわごわ

抜ける京の山中 

東山トレイルコースは倒木を潜り跨いでまた倒木が  

京の山なぎ倒されし大木の浅き無残な根元も露わ  

 

此処がまあ清水寺の裏山か舞台の喧騒無きぞ嬉しき  

鐘の音は何処の寺で撞くのやら京のトレイル立ち止まり聞く  

さらさらと御朱印帳を書き上げる尼僧の筆先しばし見惚
み と

れん 

平安の遷都を決めし展望はこの辺りかと高台に立つ  

京の町大文字山で一望す雲間を通しひかり降り注ぐ  

夕刊を読みて我が身を振り返る「なめたらあかん」京都トレイル  
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おすすめの宿・淡墨桜の里（観光と山）  

 

日本三代桜の一つ「淡墨桜」と「能郷白山 200名山」が近い場所で、作家、

宇野千代さんが定宿にして、小説「薄墨の桜」を執筆した「淡墨桜の宿・住吉

屋」 

 

❀ アクセス：JR大垣駅より樽見線で一時間、終点下車、徒歩 3分。 

   〒501-1521 岐阜県本巣市根尾市場 127  ☎0581-38-2008  

   樽見線徳用切符あり。 車掌さん親切～～。 

❀ 施設：花・樹木が迎えてくれる。お風呂は檜ぶろ（温泉ではない）4～5 

人は入れる。オーナー夫婦は気さくで、観光・山・料理の話に花が咲く。 

❀  お料理：殆どが地元食材を使用。私が選んだ①豆乳をつなぎに使った店主

こだわりの蕎麦（自家栽培・手打ち）のどごしがよい。 

②湯葉の刺身、豆腐のように固まっていて、口の中でトロリ、ほのかな甘

さでうまい！！③文殊乳豚のほうば焼き（乳酸菌発酵の餌使用）さっぱり

柔らか、豚肉がこんなに美味しかったとは… 

❀ 泊値段：6000～12000円、部屋・季節でも違う。 

❀ 観光：樽見線沿いに、桜・神社・寺等見所たくさんある。 

❀ 山：能郷白山 1617ｍ⇔深田久弥が百名山選定の際に荒島岳か能郷白 

山か？迷ったといわれている 200名山。春はカタクリの里となる。 

開山祭…5月末と 10月末にあり茶屋・トイレが設置される。 

登山口までの公共乗り物はなし、タクシーか宿等で交渉。登山口まで 

 一時間。                      加藤延子記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡墨桜の宿・住吉屋 
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＜苦い思い出の山＞ 

ヒヤリハットの日本百名山『筑波山』 

安彦秀夫 

日本百名山には、殆ど単独又は会の仲間と一緒に登りました。そのような中、 

家族と一緒に山頂に立った山が 2座あります。それは、『筑波山』」と『八幡平』

です。この 2 座の中で、末っ子が生まれる前の上の 2 人の子供たちが小学校に

通っていた 35年程前に、『筑波山』で『ヒヤリハット』を体験しました。 

筑波山神社からケーブルカー沿いに登った際に発生しました。最初は、子供 2

人と女房、私が、そんなに離れず一緒のペースで歩いていましたが、そのうち

に、子供 2人がどんどん前に行くので私は後を追いました。1本道で多くのハイ

カーが歩いているので、女房を特に気にもせずに子供 2人を追い続けました。 

振り向いたら女房の姿が見えなかったので、そのうち直ぐ追いつくだろうと

思い、男女川源流の地点で私と子供 2 人で、女房の来るのを待ちました。とこ

ろが、待っても待っても来ないので心配になり、子供 2 人を男女川源流に待た

せ、登ってくる人たちに『女房を見かけなかったか』を尋ねながら下りました。

しかし、下っても下っても女房には逢えませんでした。 

いくらなんでもこんなには離れていないはずだと思い、諦めて子供達の所に

戻りかけたところ、木の陰から女房が出てきました。どうも踏み跡に入り込ん

でいたようで、諦めて、筑波山神社に降りて私達を待っていよう…と考えて戻

ってきたそうです。その後は、4人揃って一緒に二つの山頂を巡りました。 

筑波山には、ガイドブックやハイキング地図には載っていない踏み跡的な道

が多くあり、初心者は、ベテランが踏み跡に

入っていった後を付いて行ってもおかしくな

いのでは…と思いました。 

女房は、『前の人に続いていったが、そのう

ちに見えなくなり、道も不明瞭になってきて

心細くなり戻ってきた』と話していました。

私は、一時期、このような道を好んで歩いて

いましたが、現在では、殆ど立入禁止になっ

ています。 

この 9月 23日に、未だ歩いたことのない薬

王院から往復してきました。日曜日だったた

め、御幸ヶ原では座る場所が無いほど家族連

れで賑わっていました。『ガマ石』では、一発

で小石をガマの口に投げ入れ、ガッツ！願い事が叶うと良いのですが…。 
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ちょっと一言     

先日風邪をひいてしまい、CLである山行を断念せざるをえませんでした。 

気合を入れて準備していたので、とても申し訳なくショックでした。 

そのせいでもないでしょうがなかなか本調子に戻らず、医者の処方薬を飲んで

寝ていると、いままではボーっと受け入れてきたことがうかんできました。 

｢山｣は｢〇〇やま｣ ｢〇〇さん｣などと呼び方が違うのはなぜなのだろう？ 

｢山｣と｢嶽(岳)｣はどう違うの？ (TVチコちゃんの影響もあります) 

｢やま｣と読む山は信仰を対象としないもので、｢さん｣ ｢ざん｣ ｢せん｣ ｢ぜん｣

と読むものは仏教信仰を対象としたもののようです。（一説です） 

｢嶽｣については多神教の信仰対象の山としての傾向が強かったようです。 

これも諸説あって、やれ｢山｣は独立峰だの、やれ｢岳｣は連峰中の一座だのと見

解を持たれる方も多いようですが例外も多く、その地域(ローカル)の呼称が全

国区となって現代まで続いてきているようです。 

｢山笑ふ｣ ｢山滴る｣ ｢山粧ふ｣ ｢山眠る｣ 四季を表す良い言葉ですね。 

（ 髙木 保 ） 

 

 

  以前から行きたかった広島に急に行ける事になり、準備もせずに原爆資料

館だけでも訪れたいとの想いで、成田発の LCCにとび乗った。  

紅葉には早かったが、資料館は小中高の団体でいっぱいで、おそらく平和授

業だろうか、とても良い事だなと思った。各国の方々も沢山いらした！皆さん

真剣なまなざし。折鶴館を訪れたら佐倉や冨里の小学生の折鶴が目に入り感激

しました。  

私も小学生の頃音楽の先生が「モズが枯れ木で」

の歌を教えてくださいました。そのころ習ったこと

は今でもきちんと歌えます。 

 

（ 畑中 真澄 ） 

                               

 

 

新年号の担当は、村上さんと金子さんです。よろしくお願いします。 

（12月 15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） 

★ 会報掲載記事作業上必要なため、上記厳守お願いします。（高山） 

 




