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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

８月号は四元一成さん、８月号は江崎昌子さん、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（鈴木か）

へ提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介            

２０１５年８月１５～１７日の日程  

夜行で扇沢に朝、到着 

扇沢から針ノ木雪渓（日本三大雪渓の一つ）を登り、針ノ木岳～蓮華岳～ 

北葛岳～七倉岳の縦走でした。この年はとても暑い夏でした。 

暑い、暑い中、熱い思いで登った山旅です。老夫婦の営む「船窪小屋」の 

手作りの料理も美味しく、遠く各地から小屋目当てに登山者が来ていまし 

た。 

                      ～ 五十嵐（幸）～ 



日 曜日 　7　月 日 曜日 　8　月

1 水 1 土

2 木 2 日

3 金 3 月

4 土 4 火

5 日 5 水

6 月 6 木

7 火 7 金

8 水 8 土

9 木 9 日

10 金 10 月

11 土 11 火

12 日 12 水

13 月 13 木

14 火 14 金

15 水 15 土

16 木 16 日

17 金 17 月

18 土 18 火

19 日 19 水

20 月 20 木

21 火 21 金

22 水 22 土

23 木 23 日

24 金 24 月

25 土 25 火

26 日 26 水

27 月 27 木

28 火 28 金

29 水 29 土

30 木 30 日

31 金 31 月

　　　　　 1

編集会議（9:00～11:00）

海の日

スポーツの日

　　　第二例会（中止）

　予定表　2020年7月・8月

　　　第一例会（中止）

山行部会（予定）

山の日

山行部会(19:00～21:00）

　　　第一例会（中止）

例会（19:00～21:00 集会室）

　　　第二例会（中止）

例会（14:00～16:00 集会室）

　　★9/26（土）岩船山・清水寺（せいすいじ）

　　★9/19（土）神武寺～鷹取山ウォーキング

　※2020年9月予定　　　　

　　★9/5（土）入笠山・・9/6予備日

　

編集会議(中止）
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山 行 案 内                      

 

新型コロナウイルス感染防止により、7 月・8 月の山行は中止

です。 
 

✽7∕2～7∕3 早池峰山と薬師岳 

✽7∕11 水の都・三島歩き 

✽7∕17日～７∕18 白馬乗鞍～白馬大池～蓮華温泉 

 

✽8∕3～8∕4 霧ヶ峰 

✽8∕4～8∕5 苗場山 

 

 

※ 8月の計画を参考までに掲載します。 

 

8月の山行予定 

 

✽霧ヶ峰   体☆ 
車山（１９２５ｍ）登山や八島ヶ原湿原の周回など、一泊二日で霧ヶ峰を「ややゆ

るい山組」と「ウォーキング組」の二班に分かれて歩く。 

日 時： 8月 3日（月）～4日（火）一泊二日 

交 通：特急あずさ号+在来線、バス 

第１日目：船橋 6：53（あずさ 3号）―茅野 9：51/10：20（アルピコ路線バス）― 

車山肩 11：28/11:45…車山 12:45/13:15…車山乗越 13：30 

（ここで二班に分かれる） 

① 蝶々深山…物見岩…奥霧小屋…沢渡…宿「ヒュッテ・ジャヴェル」17：00 

（歩行時間：約 5時間）  

➁「ころぽっくるヒュッテ」…宿「ヒュッテ・ジャヴェル」 

（歩行時間：約 3時間） 

第２日目：宿 9:00…諏訪神社…八島ビジターセンター（30 分）…奥霧小屋…           

沢渡…霧ヶ峰ＩＣ/バス 15:09―上諏訪 15:43 （歩行時間：約 5時間） 

「日帰り湯（片倉館）」…上諏訪 17：46（あずさ 50号）―船橋 20：39 

山の特徴（危険）：特になし。熱中症に注意する。 

エスケープルート： 特になし         

概算費用： 約２２，０００円 

 交通費：特急+在来線（ジパング利用）9,700円、バス 2,060円 

 宿泊費：１泊２食 9,000円「ヒュッテ・ジャヴェル」☎0266－58－5202  
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 温泉：600円 

その他：昼食、水を持参。  宿：仮予約 15名  

（今は休館中です。とりあえず予約は受けますがコロナ次第ですと宿の方は言ってい

ました） 

担 当：（CL）羽鳥、（SL）小林・赤塚・逢地・山岡 

 

 

✽ 苗場山 （2145ｍ）  ・体：☆☆☆ 技：☆☆ 
 池塘の高山植物（８月はやや遅い？）、展望、百名山 

日 時： 8月 4日（火）5日（水）1泊 2日  

交 通 

（往 路）：新鎌ヶ谷 5：35―大宮 6：47_7：02（新幹線たにがわ401号）    

越後湯沢 8：06 （タクシー 30分）～和田小屋 

（復 路）： 和田小屋 13：00（タクシー）～ 越後湯沢 14：08（新幹線とき 322号）

―大宮 15：02 ―新鎌ヶ谷 16：00  

コース 標高差 775ｍ 歩行時間 上り：3時間 30分～5時間  

下り：2時間 40分～4時間 

（1370ｍ）          （2020ｍ）   （2145ｍ） 

上り：和田小屋 9：00 ～ 顕彰碑 ～ 神楽ケ峰 ～   14：00苗場 

 下り：苗場山 8：00 ～ 神楽ケ峰   顕彰碑  12：00和田小屋 

概算費用：電車（ジバング利用） 13,500―（ジバング 10,000－） 

  タクシー片道 越後湯沢～和田小屋（タクシー25分） 

片道 約 7,800、又はジャンボ約 10,000） 山小屋 8,800- 

その他：（昼食・装備・下見・入浴等）：特になし 

   苗場山交流センター：025-767-2202要予約 宿泊定員あり（９２名） 

担 当：（CL）猪狩、（SL）清水・菅原、 

 

 

9月の山行予定 

✽入笠山（にゅうかさやま）1955ｍ ややゆるい山 （体☆☆）  
 初秋の花と頂上 360度の大パノラマ・天空の花園 入笠山で絶景散歩 

日 時： ９月 5日（土）小雨決行 予備日は翌日９月６日（日） 

集 合：鎌ヶ谷市役所 ５時３０分出発 (鎌ヶ谷観光バス)   

日 程  

往 路：鎌ヶ谷市役所 5：30発―談合坂 SA―諏訪南 IC―ゴンドラ山麓駅 9：00 

復 路：ゴンドラ山麓駅 13：30発―鎌ヶ谷市役所 18：00着 

コース ゴンドラ山麓駅9：15発―山頂駅…30分…マナスル山荘…40分…入笠山頂（パ
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ノラマ観賞 30分）（昼食 30分）…30分…マナスル山荘 …15分…入笠湿原

（散策 45分）…山頂駅―ゴンドラ山麓駅 13：15着 

歩 程：標高差 ゴンドラ山麓駅からは 900ｍ ゴンドラ山頂駅からは 175ｍ  

コースタイム：約４時間 

交通費概算： 

 ・バス代中型車 27人のり 158,480円   一人当たり 13人で 12,200円 

・バス代大型車 45人のり 174,340円   一人当たり 22人で 7,925円 

・電車 ジパングとタクシー使用で    一人当たり 11,000円 

・ゴンドラ料金 往復 1,700円【団体割引あり】 

その他： 朝食 1 昼食 1   

新型コロナ対策  

・バス会社は車内の消毒と換気をこまめに実施する。 

・また参加者全員に車内でのマスクの着用を要請する。 

・三密を避けるため 乗車定員を半減する。 

・行動中は３～５人と人数を制限して、班別に行動する。 

・山行部案では宿泊予定ですが山荘でのコロナ感染を防ぐ為 日帰りに変更しまし

た。 

・昨年の案では沢入り登山口からでしたが、中型、大型車では通行できない為ゴン

ドラ山頂駅からの登山にしました 

担 当：（CL）笹、（SL）村上・鈴木正  

 

 

✽神武寺～鷹取山（139m）（横須賀）ウォーキング 
森に佇む古刹と湘南妙義の奇岩風景と巨大摩崖仏と出会うウォーキング。 

日 時：9月 19日（土） 

交 通 

往 路：新鎌ヶ谷 8：21一船橋 8：34_8：42（久里浜行き）―東逗子10：20着 

※船橋駅では前から 2両目に乗車 

復 路: 追浜駅 14：20金沢文庫＿横浜（横須賀線・千葉行き）＿船橋（16：00） 

コース：東逗子駅…6分神武寺表参道入口…16分神武寺…20分鎖場…15分鷹取山展望

台…15分摩崖仏…10分鷹取第一配水地…5分湘南鷹取センターバス停…追浜駅 

歩行時間：2時間くらい 

費 用：3,000円位 

担 当：（CL）八巻、（SL）三橋 
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✽岩船山（いわふねやま）・清水寺（せいすいじ） 
 ややきつい山  体力度 ☆☆★   

岩舟駅近くの岩船山（172ｍ）から清水寺をめぐり、岩舟山の山容や彼岸花を楽しむ。 

日 時： 9月 26日（土）雨天時、公共交通機関使用出来ない時は中止 

日 程 

集合：東武鉄道利用者は新鎌ヶ谷 5：38に乗車 

   その他の方は柏駅：②番線ホーム（春日部行）最後尾の当たりに 6：00 

往 路：新鎌ヶ谷駅 5：38－柏5：54_6：08－春日部 6：51_ 6：5９－南栗橋 7：20_7：

21－栃木 7：56_ 8：13－岩舟駅 8：21 

復 路：バス 歴史民俗資料館 15：58－16：14栃木駅（栃木ふれあいバス） 

   栃木駅 16：22－南栗橋 16：58 _17：11－春日部 17：27_ 17：30 －柏 18：15_18:17

―新鎌ヶ谷駅 18：34 

コース：岩舟駅…20岩船山（高勝寺散策）…30鷲神社…40馬不入山（昼食） 

…30桜峠…30晃石山…50清水寺（散策）…20歴史民俗資料館 

山の特徴（危険）： 急登と階段が有り、アップダウンが多い 

歴史民俗資料館（入場料 100円・郷土資料館 100円）自由見学、自由解散 

 

タクシー：大平タクシー：0282-43-2543  バスに乗れなかった場合タクシー 

       岩舟タクシー：0282-55-1181 

歩 程：標高差 上り 450ｍ下り 400ｍ コースタイム 約 4.5時間+散策+休憩  

エスケープルート：無し  

概算費用   交通費概算： 2400円 

交通費詳細： 電車 2,200円 バス 200円 

その他： 参加者：班分け：（担当４人）４班×５人（一班５人）＝２０人位 

コロナ対策：マスクの着用、電車内での飲み食い禁止、電車は分散して乗り、おしゃ

べり慎む 

担 当：（ＣＬ）菊池、（ＳＬ）山口、五十嵐、井上（勝） 

注：岩舟駅付近にコンビニは無し、食料は事前購入しておく。 

 

   

 

 

県連予定行事   
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居残り白鳥は別種『迷惑鳥』だった【手賀沼散策２】 

猪狩 晃一 

『やまびこ 6月号』で居残り白鳥の悲しい行方を紹介しましたが、実はオオ

ハクチョウではなく北帰行しない『異種のコブハクチョウ』だったという話で

す。 

5月の初め、手賀沼湖畔で 7つの卵を温めているツガイの白鳥に出会い、そ

れから『何時ふ化するのかと』と気になり、ウォーキングで何度か尋ね 6月の

初めに 2羽の子連れ白鳥に再会できました。“思わずにっこり”場所から見て

もあの卵がふ化したのは間違いないはず。ではなぜ 7つの卵が 2羽なのか、そ

れは追って説明します。それにしても生まれて 1週間か、10日ぐらいか、“よ

ちよち歩きも可愛いいが手賀沼の大海原で舞う姿もまた美しい”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『コブハクチョウ』の豆知識（朝日新聞・我孫子市鳥の博物館より） 

6月号では居残り白鳥のその多くは『羽の外傷等でシベリアへの北帰行は難

しいとか、産卵の為にやむなく』居残ったと紹介しました。また『夏は大丈

夫！エサはあるの、ふ化して子供は大丈夫か』と心配しましたが、どうも私の

知識不足で間違って紹介したようです。 

“実は居残り白鳥のほとんどは別の種類で北帰行しない『コブハクチョウ』

との事でした。コブハクチョウは元来ヨーロッパや中央アジアに分布し、日本

では飼われたものが逃げ出して野生化、各地に住み着いたようです。現在手賀

沼の周辺には 150から 200羽が渡りをせず定着している。そして稲の苗を食べ

たり、水辺の植物を根こそぎ食べることから生態系に影響を及ぼすとして、柏
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市・印西市・我孫子市の 3市が共同でその対応をしているようです。優雅な姿

はオオハクチョウと変わらず、市民の人気がある事から手賀沼から追い払う事

までは出来ず、これ以上数を増やさない策として、【7つの卵がなぜ 2羽のヒナ

になった”その疑問は“】残り 5つの卵を石膏の偽卵に変えた様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

速報 

第４４回定期総会開催 

 ６月２８日（日）コロナ禍で開催が危ぶまれていましたが、定期総会が予定

通り開催され４１名の会員が出席しました。 

 感染予防の措置を行いながらソーシャルディスタンスを確保するための配置

とし、議長に清水氏、書記に高木氏、笹氏が選出され、事前に配布されていた

議案書で予定された議案がすべて議決されました。議事録は「やまびこ」８月

号に掲載する予定です。 

 山行部編の「山岳事故の防止と対策」が公民館の使用ができずに印刷が遅れ

ていましたがようやく印刷・配布することができました。 

あわせて、会報「やまびこ」が電子版のみの発行とし、ホームページに掲載

すること、ネット環境にない若干の会員には白黒印刷で配布することが承認さ

れ、レーザープリンターは処分することが決定しました。 
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湯ノ丸山 
_______2000ｍは新緑と満開のレンゲツツジ______ 

 

日時：6 月 24 日(水) 

メンバー：五十嵐(幸)、五十嵐（朝）、伏見、小林（和）、菊池、桐生（記） 

交通：五十嵐車 

鎌ヶ谷駅 5：00＝湯ノ丸高原駐車場着 8：30  出発 8：45‥‥10：30 湯ノ丸山

頂‥‥11：00 角間峠方面 2098.6 地点‥‥湯ノ丸山頂（ランチ）・‥12：20鞍部

‥‥臼窪湿原から駐車場着 13：30 

 

新型コロナウイルス対策の自粛で巣ごもり生活が約 3 ヶ月。やっと県外をま

たぐ事が 6/19 日に解除となり、土日を避けお天気を睨んで、湯ノ丸山を決めた

のは、運転も車提供も引き受けてくれた元プロドライバー幸治さん。 

湯ノ丸高原駐車場には県外各地からの車が止まっていてホッとする。市民ハ

イクなどで何回も来ているが、満開のレンゲツツジは初めての私。久々に山の空

気を吸い嬉しさと感謝の気持ちでウルウルしそう。リフトの下をゆっくり歩き

始めた。そして期待を裏切らない満開のレンゲツツジです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯ノ丸山頂から目の前に烏帽子岳が呼んでいるよ

うに見えるが、今日は欲張らずに下山することに

する。でも、「まだランチには早いよね」と角間

峠方面に歩き、2098.6 地点まで往復してから

ランチにする。座った目の前には一面のイワカ

ガミが咲いている。天空の 5 つ星レストランで

す。 
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下山は、烏帽子岳方面の鞍部までは急な下りですが、その後はシラカバ林と 

カラマツ林の水平な散歩道です。花を見つけたり、ウドの大木を発見したり‥。 

1：30 と早い時間に下山する。 

山選びから運転までして下さった五十嵐さん、そして一緒に歩ける山仲間に

感謝して帰路に着きました。 

しばらくは、いろいろな事に気を付けながらの山行になるでしょう。でもハー

ドルを越えて山に行きましょう。 

湯ノ丸山頂 
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「WITH コロナ」に想う 

羽鳥健一郎 

 

コロナ禍で来し方行末考える心のゆとり徐々に芽生えん 

約束も予定もあらずのんびりと一日が過ぐコロナ禍の今 

定年後忙しき日々を過ごし来てコロナで気づく昨日今日明日 

アジサイやドクダミが今花をつけ巣ごもりの街心和ます 

コロナ禍に健気に咲いたドクダミは白き花付け此処に彼処に 

ラジオから「ひるのいこい」が流れきてカブ畑眺め弁当開ける 

今朝採れし初物キュウリ昼飯のジャージャー麺に彩り添える 

沢山の実りをくれしキヌサヤの棚を活かして又キュウリ植え 

掘り起こし持ち帰りたるジャガイモを大中小と並べ数える 

掘り出しが間近に迫るタマネギにカボチャの弦がグングン絡む 

鈴生りのトマトのアイコ色付きて枝葉も伸びて香を放ちたり 

インゲンは上へ上へと弦伸ばしたわわに実り垂れ下がりおり 

眼を閉じて診察台に身を委ね歯のクリーニング受ける梅雨の日 
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          思い出の山         五十嵐朝子 

一口に思い出の山と言っても、初めて登る山は、どれも未知の世界で新鮮で思い

出深いものです。今回はまだ記憶に新しい中国の山「大姑娘山」5025ｍにしました。

高度障害に見舞われながら、辛くもあり、19名の大勢で歩く大自然の中、日本では

体験出来ない事がいっぱい体験出来た山でした。 

2019.7.6～15（9泊 10日）憧れのブルーポピーに出会える期待感が、登れるか？ 

という不安感より勝っていました。成都のホテル着が夜遅かったので一泊して次の

日、日隆（3200ｍ）の町で 2泊してホテルの裏山の散策をしながら、3800ｍにある

ベースキャンプへ移動。移動中、草原には馬や牛がのんびり牧草を食べている。  

青空にタルチョ（仏教伝統の祈願旗）が揺れるチベットの雰囲気に感激！ 草原に

は沢山の種類の高山植物が今を盛りと迎えてくれた。キャンプ場までの道は牧草地

帯、放牧している動物が優先！ 歩かせてもらっているのは人間！ 糞と泥でぐち

ゃぐちゃでした。 

ベースキャンプでは高度順応のため 2泊して周りの景勝地へトレッキング。 

テントの側まで牛達が遊びに来る。そばを流れる小川は清らかで、広い草原、ピン

ク、黄色、紫、色とりどりの花、そそり立つ山は額縁に入れたい名画のようです。

アタックキャンプ（4300ｍ）にはやっと登りました。 

ここで体調が好ければブルーポピーのウオッチングをするはずでしたが、叶いませ

んでした。頂上を目指した仲間を見送り、私はベースキャンプへ下山を余儀なくさ

れました。 

登頂を成功した皆が帰り、小川で冷やしておいたビールで乾杯！ 一口がとても

美味しかったし、皆の仲間入りに戻れたように思いました。 

成都に戻る途中、パンダ公園では子供パンダのあどけない仕草にとてもいやされま

した。 

成都市内では博物館・他の見学、夜には川劇（変面）を楽しみました。 

今年に入って、武漢からコロナ感染症が世界中に広がり、未だ収束していません。 

今思えば、行ける時に行って本当に良かったと思います。     

8 月号は五十嵐幸さん、9 月号は四元さん、7 月第 2 例会をメドに加藤まで。 
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川苔山の想い出 

 伏見 純子 

もう 50年以上も前でしょうか。 

厳冬の川苔山に行きました。昔々は見事な氷壁になりました。 

百尋の滝の下で楽しそうに写真を撮りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その後、気温が上昇しました。気が付いた時には道路に寝かされていました。

何が起きたのかは記憶になく、痛くて痛くて身動きが取れませんでした。 

滝の一部が落下しまして腰に直撃を受けました。 

 親に内緒の訳ありの彼と山に行きましたので、その後、バス、電車でやっと

帰宅しました。 

それから一か月位してやっと動けるようになりました。もし頭でしたらこの世

には居なかったでしょうね。何て運の強い私なのでしょうか。 

 その後、会に入りまして一度川苔山に行きましたが、気の進まない山になり

ました。 
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 コロナになりまして 4 か月近く山にも行けない、ヨガも無し、運動も無しの

無い無いづくしで最近腰痛になりました。昔の後遺症かなと思いつつ（川苔山

の事故）マッサージに何度か行ってみました。やはり山に行ったり、適度な運

動が必要かなと実感しました。 
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ちょっと一言 

 

  ( 山脇 多美 ) 

最近、家の周りにカラスがたくさんいる。 

それも１羽や 2羽ではなく 10羽以上も。何か不気味である。 

先日も家庭菜園をしている畑に何羽かカラスがいた。行ってみるとえんどうの

実が食べられ､喰いちぎった残りが周りにいっぱい落ちていた。空豆も、種をま

いた後も荒らされ、ほとんどの人の畑がそ

んな状態になっていた。 

カラスの食べ物がないのだろうか？今ま

で経験したことのない出来事だった。これ

もコロナの影響だろうか？ 

                        

 

 

 

 

 

 

 ( 梅田 尚志 ) 

「チャリトレ」といっても誰も知らないですよね。自分で勝手に造った言葉

だから。山登りトレーニングはなあんにもしていなかったことを反省して、昨

年末ジャパネットの番組を見ていたきっかけで、エアロバイクの同等品をアマ

ゾンで買った。まだ、コロナ騒ぎが起こる前のことであった。娘たちも巣立っ

て、二人暮らしにしては無駄に広くなった我が家を、出かけることなく「なが

らトレーニング」をしては・・・と思い立ったのだ。 

ジムへ行くこともなく、神社の石段を上り下りすることもなく、雨でも夜中

でも思い立った時に筋力の低下を防ぐことを目指して。それも、テレビを見な

がら、新聞を読みながら、スマホもタブレットも OK、最近は YouTube動画を見

ながらというケースが多い。約半年が経過してほぼ毎日、その間ステイホーム

やらの外出規制で、なんともうっとうしいが 1日６０分をノルマに３－４回に

分けて「チャリトレ」を行うのだ。２０分もこぐと結構な汗がたれてくる。 

自転車漕ぎが身体によいことは実証済みであって、十数年前椎間板ヘルニア

があって腰痛が激しく、杖をついて電車通勤をしていた。整形の牽引や鍼、カ

イロ、マッサージ等いろいろ試したが所詮は対症療法であった。そこで通勤時



15 

 

にママチャリで（むしろ重いママチャリが良いのだ）往復１５Ｋｍほどの距離

を週５日、否応なしに走ることにした。膝を痛めることもないから気楽に続け

るうちに激しい腰痛から解放され、退職までの７－８年続けた。その間、バイ

クにもハマって大型の免許も取った。そしてこの山の会に入会して再び山歩き

の楽しさを味わえるようになった。 

その「チャリトレ」の成果が待ち望まれるのだが、山歩きができず面白くな

いことと言ったら・・・会員の諸兄姉も同様のことと拝察します。でも、２月

ごろからはゴルフも空いていて、週一程度でプレイできているのがありがたく、

スコアには結びつかなくても、脚力には心配ない程度に老化の進行を抑えてく

れている。１万円足らずの投資だったから、ジム通いと比べて元は取ったかな！

なんて思い始めている。 

特別定額給付金１０万円は届きましたか？こんな使い道もいいものですよ。

特に子供たちが巣立って空き部屋が倉庫になっている我々高齢者にはうってつ

けかもしれません。  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月号の担当は、逢地春夫さんと前田節子さんです。 

7 月 16日頃をメドに、原稿を高山宛てメールにて送付お願いします。 
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2020 の夏山をあきらめないために 

                             梅田尚志 

          

 ポストコロナ＆ウィズコロナの時代を迎えたこの夏、山登りも自粛を強いら

れるのか。夏山の魅力は、雲海の上の尾根歩きと雪渓、お花畑での可憐な花た

ちとの出逢い、また高山ならではの星空やご来光なのだが、それは山小屋で一

晩を過ごさないと味わえない世界なのだ。北・南アルプスの多くの山小屋が休

業中で、今年一杯は休業と決めた施設も多い。しかし、感染症対策を講じ、宿

泊者数を制限したり、サービスを限定したりして 7月 1日とか中旬から営業開

始するという小屋もかなりある。詳しくは、ネットで都度最新情報の確認が必

要だが、 

 

山渓オンラインでは、全国の各地域の小屋の営業状況を照会できる。 

https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=5746 

 

現在営業中の小屋でも予約が埋まっていたり、個室なら取れたりもする。早

ければよいものでもなく、タイミングが重要と思う。しかし、例年に比べ外人

が大勢押し寄せる年よりは、多分ゆったりとした山行が期待できるのではない

か。 

南アルプスの小屋は大半が 2020の休業を決めているが、北アルプスは 7月

15日に営業開始予定が多い、八ヶ岳では現在も営業中の小屋が多く、十分山行

計画が可能なのだ。尾瀬の小屋も同様 7月からオープンする小屋が多い。しか

し、いずれも従来とは異なり、就寝中もマスク着用と対人距離の確保を、また

シュラフや携帯トイレの持参を求められたりと制約が増える。 

それでも夏山の魅力には耐え難く、何とかして出かけていきたい。遠慮する

必要はないのだ。逆に絶好のチャンスでもあるのだ。難しいルートをたどらな

くても十分に楽しめるのだから。不思議に思うのだが、人も少ない街中、換気

も必要のない青空天井の道を歩いているのに、マスクをしている人達のやけに

多いこと。多分自粛警察の類から糾弾されることを恐れるあまりのことと思う

のだが、不合理極まりない。山歩きにしても同じレベルの萎縮が蔓延してはい

ないか。山小屋にしても、夜の街とは対極の健全な世界、早寝の人々なのだか

ら距離が確保できれば恐れすぎることはなく、却って無駄な警戒を強いている

のではないかと疑うのだ。 

さあ、うまく山小屋をつないで三密を避け安全なルートを確認して、絶好の

夏山を楽しむのだ、そして我が国の経済を今こそ動かそうではありませんか。 

https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=5746
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コロナ禍による東葛山の会の今後の方針（第 9弾・6/23配信） 

 

1）会山行（7月と 8月）は、中止とします。 

9月以降については、近場のリスクの少ない日帰り山行を中心に企画中です。 

 

2）個人山行（7月以降）は、自粛の規制対象外とします。 

但し、新型コロナウイルス感染拡大防止策を確実に取ってください。 

願わくば、混雑時の公共交通機関の利用や宿泊の伴う山行は、避けていただきたい。 

 

3）例会（7月）は変更して開催します。 

仮に、中央公民館の夜間利用が可能になったとしても、従来の部屋では狭すぎます。 

従って、7月 1日と 15日の例会は中止とします。 

その代替として、『7月 22日（水）14：00～16：00 集会室』で例会を開催します。 

従来と全く違う時間帯での 1回の開催ですが、是非出席をしていただきたい。 

 

4）8月以降の例会についても、7月と同様な処置を取りたいと考えています。 

公民館の夜間の利用が可能になった場合、 

これまでと同様に、水曜日の夜間に集会室などの大きな部屋を確保できれば好ましい

のですが、現実的には、極めて難しいため 

例会の開催条件（曜日、時間帯、回数など）を再検討したいと考えています。 

コロナ禍が落ち着くまでの臨時対応としますが、 

特に大きな問題が無ければ、その後も継続することもあり得ます。 

 

5）山行部会の開催については、山行部から関係者に連絡が行きます。 

公民館の夜間利用が可能になれば、従来通りの開催になります。 

しかし、夜間利用ができない場合は、昼間に開催されることも検討中です。 

 

6）会報部会の開催は、従来通りにできます。 

従来から昼間に開催されていますので、変更はありません。 

詳細は、会報部から関係者に連絡が行きます。 

 

 

※6月 30日配信メールから 

8月の例会を、次のとおり開催します。 

8月 21日（金）19：00～21：00 集会室 ＜夜間です！＞ 



編 集 後 記 

  今年の春 

  京都の桜、弥彦山のミスミソウ・カタクリ、大小山のアオダモ、倉見山のクマガイソウ、

楽しみにしていた花は全部見られずがっかり。 

その代わり身近なところで咲いていた花をじっくり見ることができました。 

  珍しいと思っていた黄色い桜「御衣黄」はあちこちに咲いているのを見かけ、 

こんな所にもあったんだと感心。キンランは粟野の森、草深の森、市川柏井キャンプ場、

白井運動公園にたくさん咲いていてびっくり。    

  アオダモは近所の造園業のお庭に大木があり満開なのを見つけて驚き。 

  最近は菩提樹の花がアンデルセン公園などで素敵に咲いているのを見ました。 

どうして今迄気づかなかったのかしら？  コロナのお蔭（？）での発見でした。 

                                                             （前田 えつこ） 

 

 

  新型コロナが流行出して約半年、自粛制約が少しずつ解除されてきましたが、 

まだまだ怖いですね。一時感染人数が少なくなりましたが、ここにきて増えているのか？ 

私も最近、2月以降初めて電車に乗りました。 

またウォーキングにはたまに出かけていました。三蜜にならないよう市川の動植物園、 

粟野の森、アンデルセン公園、20 世紀の森等、桜の花、きんらん、ぎんらん、アジサイ等

を見に行きました。マスクをして歩くと暑いので熱中症にならないよう時々はずして 

（人がいないとき）歩きました。これから本格的な暑い夏がきますが体に気を付けて歩き

たいと思います。 

         （幸 子） 
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