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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

4 月号は鈴木かつ子さん、5 月号は渡邉正夫さん、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            

2019 年１月 幻の鳥ケツァールを探しに南米コスタリカへバードウォッチ

ングに行きました。ジャングルを毎日歩き回って鳥を探すのは、葉っぱや木の

枝に阻まれて大変でしたが、慣れてくるとだんだん見つけることができまし

た。とても色のきれいなハチドリやぬいぐるみのようなアラカリやトゥカー

ン、羽を広げると３メートルもある大型のスカーレットマカウなど。 

動物ではイグアナやナマケモノの親子が木にぶら下がっていたり、真っ白な

ちっちゃな白ヘラ蝙蝠が大きな葉っぱの裏にお行儀よく並んでいたり、ワクワ

クする毎日でした。                   ～間瀬 芳枝～ 

 



日 曜日 日 曜日

1 日 1 水

2 月 2 木

3 火 3 金

4 水 4 土

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 22 水

23 月 23 木

24 火 24 金

25 水 25 土

26 木 26 日

27 金 27 月

28 土 28 火

29 日 29 水

30 月 30 木

31 火

1

県連総会

幕山 山行部会

印刷（4月号）

カラー印刷（加藤宅）

　　★5/23（土）武甲山・・5/24（日）予備日

　　平標山・坂戸山

（一泊二日）

　　　（一泊二日）春分の日

　　　　　　　　　6/11（木）玉原高原～尼ヶ禿山ハイキング

山行部会

鹿沼岩山

　　（一泊二日）

編集会議・カラー印刷（加藤）

　第二例会（19：30より）

　第二例会（19：30より）

伊豆城山・葛城山

編集会議

　※県連より・・・5/30（土）県連クリーンハイク

予定表　2020年　1月・2月
3　月 4　月

3月・4月

第一例会（18：30より）

　三浦アルプス予備日 　第一例会（18：30より）

城山カタクリの里

　※2020年5月予定・・・ ★5/9（土）倉見山

昭和の日

大多喜ウォーキング 5/1　印刷（5月号）

　　弥彦山・多宝山

　　★5/16（土）城山・弁天山ウォーキング・・5/17（日）予備日
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例会報告 

第一例会出席者             2020/2/5              46 名 

手塚、安彦、安田、松本、加藤、岡部、桐生、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、山岡、村田、

入江、鈴木か、 渡邊、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、石塚、嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、      

井上勝、山脇、逢地、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、清水、

畑中、高木、金子、笹、鈴木正、吉仲 

第二例会出席者             2020/1/19              42 名 

手塚、安彦、加藤、岡部、桐生、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、山岡、村田、入江、間瀬、          

五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、永木、石塚、菊池、猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、          

逢地、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、清水、畑中、金子、笹 

鈴木正、吉仲 

2020年1月山行報告

山　　名
ジャ
ンル

　日
山行
区分

人数 参加者

足和田山（あしわだやま） ハ 3 個 8
井上順、安田、山口幸、江崎、岡部、嶋本、
山口洋、菅谷

景信山（かげのぶやま） ハ 3 個 4 入江、逢地、伏見、桐生

足利・行道山（ぎょうどうさん） ハ 5 会 15
鈴木正、鈴木か、前田延、加藤、五十嵐幸、
五十嵐朝、江崎、嶋本、菊池、井上勝、山口洋、
蓮見、小林正 、安彦、石塚

ハンターマウンテン　スキー場 雪 9 個 1 井上順

大霧山(おおぎりやま) ハ 11 会 18
梅田、四元、間瀬、村上、加藤、桐生、 高見、
前田延、村田、鈴木か、永木、猪狩、井上勝、
山脇、蓮見、菅原、小林正、金子

オグナほたかスキー 雪 11～13 個 5 羽鳥、五十嵐朝、五十嵐幸、嶋本、 岡部(12まで)

浅草七福神めぐり ウ 15 個 1 小林正

天元台（てんげんだい）スキー場 雪 16～17 個 3 安田、江崎、菅谷

三浦アルプス（みうらアルプス） ハ 19 個 8
桐生、伏見、小林和、入江、五十嵐朝、
五十嵐幸、岡部、逢地

田代かぐらスキー 雪 20～21 個 1 羽鳥　　他1名

森吉山（もりよしざん）・阿仁（あに）
スキー場

雪 25～27 個 7 安田、江崎、嶋本、井上順、清水、池谷、 菅谷

札幌スキー 雪 28～31 個 1 羽鳥　　他1名

三毳山（みかもやま）（栃木の山150） ハ 30 個 1 安彦

会山行『浅草七福神めぐり』は悪天候のため中止しました。

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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第一例会議事メモ  2 月 5 日（水） 

・1 月山行報告 

  個人山行 11 件、 会山行 2 件、計 13 件（スキー6 件、 ハイク 6 件、  

ウォーキング 1 件） 今年は積雪が極端に少ないが、季節柄スキー山行が多かった。 

・山行案内   計画変更無し。  

装備；「アイゼン」「わかん」「ヘルメット」等記載されている山行は準備する。 

・各部報告 

 山行部 2020 年度年間計画作成のためアンケート実施。メール回答を希望 

 会報部 ３月号原稿協力を。 「山岳事故の防止と対策」原稿の最終添削を会長に依頼 

 事務局 見学者；女性（富田さん、上原さん）紹介。吉仲さん（２月入会）挨拶 

    3/5（木）ｻｰｸﾙ懇談会、3/13（金）ふれあい祭り打合せ、3/18（水）ﾛｯｶｰ抽選会 

 県連  4/4 マチガ沢雪上訓練参加者募集 

 スポーツ保険（伏見） 2/19・3/4 で集金、65 歳以上 ￥1,200、未満￥1,850 つり銭 

   無きよう 

・会長 2/15・16 全国連盟総会開催（府中）県連から６名参加  

3/7 県連総会開催  東葛から代議員 5 名出席（4 名決定、残る 1 名別途相談）    

   房総の山の登山道が荒れている。県連は自治体からの補助金も含め対策を検討中。 

   「ｴﾍﾞﾚｽﾄﾄﾚｯｷﾝｸﾞ」の件、関心ある方は中山岳史さんに連絡 

・その他  2/7（金）「房総ロングハイク」リベンジ山行募集（羽鳥） 

          

第二例会議事メモ  2 月 19 日（水） 

・山行案内 変更無し 

 4/12 鹿沼岩山；3/16 下見予定、参加者募集（2～3 名） 

 4/19,20 城山～葛城山； 募集人員 15 名から 20 名に変更 

 ５月予定 5/9 倉見山（クマガイソウ）(加藤)、5/16or17 城山弁天山ｳｫｰｷﾝｸﾞ（山岡）、 

  5/23 武甲山（菊地）、県連 6/11（木）玉原高原、何れも会報３月号に案内掲載 

・県連 4/4,5 マチガ沢雪上訓練 赤塚さん参加、 3/7 我孫子ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ開催 自由参加 

・各部報告 

 山行部 5/16,17 基礎訓練（テント・ツェルト・ロープワーク・料理等）中沢「市民の森」 

  で実施予定。 山行年間計画表アンケート提出催促 

 県連 大楠山（昨年度中止）再チャレンジ計画 10/25 実施予定 

・会長 2/15,16 全国連盟総会出席。決定事項は 3 月号「ちばニュース」で報告 

  3/7 県連総会出席者（代議員）安彦・高見・高木・伏見・八巻・小林正、羽鳥（理事） 

  県連から東葛在籍 20 年以上の会員に賞状（2 名）3 月第一例会時授与 

  海外登山 希望する山募集中(今年は 9 月実施予定)。 労山ｶﾚﾝﾀﾞｰ不評来年度改訂。 

遭難時スマホを救難ヘリに向けると（電源 ON）、所在位置を確認する実証実験が始まる 

                                      以上 
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山 行 案 内              

３月の山行予定 

✽歴史と花「幕山（まくやま）～湯河原（ゆがわら）梅林」 （体☆☆） 

日 時：3月8日（日） 雨天中止  

担 当：（ＣＬ）岡部、（ＳＬ）金子・菅原 

 

✽平標山(たいらっぴょうやま)・坂戸山（さかどやま） 

（きつい山・体☆☆☆・危技★） 

日 時： 3月22日（日）～3月 23日（月） 荒天中止 

担 当 （ＣＬ）菅谷、（ＳＬ）桐生・永木・安田 

 

✽弥彦山（やひこやま 634 m）・多宝山（たほうざん 633.8 m）体☆ 危技★ 

日 時： 3月 29日（日）～30日（月）  

担 当：（ＣＬ）伏見、（ＳＬ）五十嵐・前田（節） 

 

✽菜の花と桜が咲く大多喜町のウォーキング 

日 時： 3月 31日（火） 日帰り（雨天の場合は中止） 

担 当： 羽鳥・小林（正） 

  

4月の山行予定 

✽城山カタクリの里（ウォーキング） 

 かながわの花の名所１００選・キバナカタクリが見られます。 

日 時：4月 4日（土）  （雨天中止） 

集 合：新鎌ヶ谷発 6：41（前から２両目） 

交  通 

（往路）：東武新鎌ヶ谷 6:41―船橋 6:54_7:02本八幡（徒歩 5分）…都営本八幡 7:20

―調布 8:11_8:16橋本 8:42着  

※橋本～バス 9時発 カタクリの里下車 

(復路)：津久井湖展望台からバス  橋本からは往路を戻る 

コース：カタクリの里 11：00頃出発…（50分）城山湖（昼食 12：00～12；30）…（30

分）峰の薬師分岐…（20分）峰の薬師…（60分）津久井湖展望台…バスで橋

本駅    歩行時間：約４時間     

交通費：約 3000円 他バス代＋入園料 ￥800（片道）    

担 当：（ＣＬ）三橋、（ＳＬ）八巻 
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✽鹿 沼 岩 山   ☆★ 
駅から歩き始め、三峰からなる初心者向けの岩のゲレンデを通り運が良ければ、日

光連山や筑波山などを望むことができます。 

アルプス山行などの岩場通過のトレーニングに最適なコースです。 

日 時：４月１２日（日）＜日帰り＞ 

集 合：東武新鎌ヶ谷駅改札口前 午前５時１５分 

交 通 

（往路）：新鎌ヶ谷５：２６（大宮直通）―春日部６：３４_６：４４―南栗橋７：０

１_７：０２→新鹿沼７：４９ 

（復路）：新鹿沼発 １４：０４、１５：０２、１６：０８、１６：３２など 

※往復共に、春日部～新鹿沼には直通普通電車はありません。 

コース： 新鹿沼駅（トイレ）534m…日吉神社 148ｍ…C峰…三番岩275ｍ…二のタ

ルミ…二番岩…一のタルミ…一番岩（鹿沼岩山）328ｍ…猿岩…一のタル

ミ…ゴルフ場…貯水タンク…新鹿沼駅 

歩行時間：約５時間、 標高差：約１４８ｍ（日吉神社～一番岩） 

費 用：2,430円（ICカード利用）（電車往復：新鎌ヶ谷駅起点） 

装 備：雨具、ヘルメット（念のため：C峰～ゴルフ場）、昼食、水筒、行動食など 

備 考：①猿岩からの岩場の下りは、鎖場 70ｍと危険なので、一のタルミに戻り、 

ゴルフ場側に下る。 

      ②コース中の岩場には,ステップが切られています。でも,三点支持を確実に。   

     ③途中駅から乗車の方は、電車の中で合流してください。 

担 当：（ CL）安彦、（SL）岡部・石塚・井上(順) 

 

✽城山（じょうやま）～葛城山(かつらぎやま） （体☆☆）  

駿河湾越しに春の富士山を望む絶景ハイキングコース（新宿発無料送迎バス利用） 

日 時：4月 19日(日)～20日(月)1泊 2日 雨天決行  募集人員 15名           

費用概算 1.1万円 

交 通  

（往路）：船橋駅 07:42―（各停中野行）―新宿駅 08:29 着―（徒歩 10分）都庁大型

バス専用駐車場 8:40分着―都庁前 9:25発―（ホテル送迎バス/休憩2回）－大

仁ホテル 13:15着 

（復路）：大仁ホテル 16:45発―（ホテル送迎バス/休憩2回）―新宿駅 20:05着 

コース（4/20）：大仁ホテル（8：00）―城山登山口（8：30）-城山峠（9：10）-城山

山頂（9：40）-城山峠（10：10）-葛城山分岐点（11：00）-葛城山登り口西 11：

35）-葛城山山頂（11：55～昼食休憩～12：40分）-葛城山登り口東（13：00）

-小坂みかん狩り農園（13：40/トイレあり）―大仁ホテル（15：00）休憩含む 

～15：00からホテルで入浴可(無料）～ 

歩 程：一般道約 6.5km＋登山道（城山登山口～小坂ミカン狩り農園）約 7Km弱 

標 高：城山登山口/標高 39ｍ―城山頂/標高 342m―葛城山登り口西/標高 254m―葛城

山頂/標高 452m―葛城山登り口東/標高 257m―みかん狩り農園/標高 45m 

コースタイム：約 5：10（城山登山口～小坂みかん狩り農園）＋約 1:30(一般道）   
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  休憩含む 

山の特徴（危険）：一部に岩場、急登などもあるが初級者向けのハイキングコース 

エスケープルート： 葛城山山頂からロープウェイで下山可能 

交通費概算： 1,140 円 (JR船橋～新宿/往復） ＋無料送迎バス 

ホテル：大仁ホテル 〒410-2322 静岡県伊豆の国市吉田 1178 

宿泊費：9830円/人（消費税、入湯税込み） 

キャンセル料:1760 円/人(一週間前から税抜き価格 8800 円の 20％が発生） 

その他： 1 日目_13:15 ホテル着後夕食時（18:00～）まで自由時間(観光、ミニゴルフ等可）   

 2 日目_荒天で山行不可の場合は観光又はホテルでのんびり温泉三昧？になります      

担 当：（ＣＬ）手塚、（ＳＬ）高見・村田・笹 

 

 

5 月の山行予定 

 

✽倉見山（くらみやま） 1256ｍ     体☆☆      

幻の花クマガイソウ、山頂付近から富士山・三つ峠の絶景を見ることができる。 

日 時：5月 9日（土）予備日なし  

集合：7:40 高尾駅（JRホーム、前から２両目、河口湖行き） 

交 通 

（往路）八柱経由： 新鎌ヶ谷 5:20－八柱 5:32_新八柱 5:46_西国分寺 6:47_7:03－高

尾 7:31_7:43  三つ峠 8:57 

     船橋経由： 新鎌ヶ谷 5:28－船橋 5:41_5:55－御茶の水 6:27_6:34－新宿   

6:45_6:46－立川7:12_7:13－高尾 7:31_7:43   三つ峠 8:57 

（復路）： 14:57  15:51  16:41  17:13 

山の特徴：やせ尾根、急登あり  

   標高差 800m強、歩行時間５時間(休憩含まず)、急登１時間、台風時の被害跡あ

り（修復完了しているが、倒木・落石の跡がある）少し荒れている山道。 

ややきつい山のつもりで挑戦しましょう。 

コース：厄神ルート 

    三つ峠駅(0:15)…厄神社(0:45)…さすの平(0:55)…山頂(0:10)…みはらし台

(1:10)…堂尾山公園(0:50)…唐沢分岐(0:05)…クマガイソウ群生地(0:10)…

町民グラウンド(0:25)…三つ峠駅   

エスケープルート： 状況により、クマガイソウのみの観賞もあり（１時間 20分） 

交通費概算： ￥4500   休日お出かけパス(￥2720)使用 

担 当：（ＣＬ）間瀬、（ＳＬ）加藤・前田延・嶋本 
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✽城山（331m）・弁天山（べんてんやま）（292m）ウォーキング 

春には花がいっぱいの里山ウォーキングを楽しむ。 

日 時：5月 16日（土） 雨天予備日 17日（日） 

集 合：武蔵五日市 9：45分集合 

交 通  

（往路）①新京成・新鎌ヶ谷 7：16―八柱 7：28…新八柱 7:42（武蔵野線）―西国分寺 8：

43_8:49（快速青梅行）―立川 8：55_9:11（武蔵五日市行）―武蔵五日市 9：41  

※新京成は後ろから 2両目に乗車 

    ②船橋 7：54（中野行）―お茶の水 8：25_8:28（中央特快高尾行） ―立川 9：05_9:11

（武蔵五日市行） ―武蔵五日市 9：41  

（復路）武蔵増戸駅から往路を戻る。 

コース：武蔵五日市駅…小峰公園散策…城山登山口…城山…弁天山…弁天洞穴貴志嶋

神社…弁天山登山口…網代橋…武蔵増戸駅 

歩行時間：約 2時間 30分（5・3㎞） 

交通費：約 3,000円   

担 当：（CL）山岡、（SL）入江 

 

✽武甲山（ぶこうざん）  体☆☆ 危技★ 

秩父の名峰を登る 

日時：5月 23日（土）    雨天時 5月 24日（日） 

集合：西武池袋駅⑦番線 7：00 

交通 

（往路）：新京成新鎌ヶ谷 5：50－松戸 6：08_6：15－日暮里 6：31_6：38― 池袋 6：

51―西武池袋 7：05－横瀬駅 8：41 

（復路）：浦山口駅  15：38 16：38 

コース：一の鳥居 9：30…大杉の広場 11：00…武甲山山頂 12：00（昼食）…12：30‥

長者屋敷の頭 13：10…橋立川 14：00‥橋立堂 14：50…浦山口駅 15：00     

※ 横瀬駅～一の鳥居はタクシー利用 

歩 程：登り（700m、2時間 30分）、下り（1100m、2時間 30分） 

交通費概算：約 5,000円 

担 当（CL)四元、（SL）菊池・畑中・山脇 

 

✽ 夏山に向けての合宿 

場 所：鎌ヶ谷市民の森キャンプ場  鎌ケ谷市中沢 767-1 

日 時：6月 6日（土）～7日（日） 集合 10：00 

内 容：テント泊・ツェルト設営、ツェルト活用法、ビバーグ・ロープワーク 

危険箇所の通過・ストレッチ、山筋ゴーゴー体操・救急法、事故対応 

担 当：赤塚・安田・嶋本・菊池・小林和・畑中・鈴木正 
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県連予定行事   
 

☆ 県連総会…3月7日（土）代議員5人  

 会場：県スポーツセンター 宿泊研修所・大ホール 

 

☆ クリーンハイク…5月 30日（土） 

県連の決定場所が東葛に無理の場合は手賀沼にて実施。詳細は後日。 

 

第 22回 県連ウイークデー山行募集  主催 ハイキング委員会 

山行日  2020 年 06 月 11 日（木） 日帰り バス利用  雨天決行 

                     中止の場合は 3日前までに決定します。 

行き先  玉原高原  尼ヶ禿山（あまがはげやま） 

テーマ  湿原と春のブナ林を楽しむ 

      昔4回シリーズを思い出して又高原の良さを探る 

集合場所と時刻  Ａ車 ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 6時30分集合出発 

Ｂ車 鎌ヶ谷市役所 6:00集合出発＝我孫子駅北口 6:30集合出発 

行 程   貸し切りバス 2台（高坂SA合流）（又は人数に寄り自家用車も有り） 

        

11日 千葉発6:30：鎌ヶ谷発6:00＝我孫子6:30＝柏 IC＝（高坂SA休憩）＝（赤城高原SA休憩） 

    ＝沼田 IC9:30＝玉原高原センターハウス駐車場10:30着 トイレ、体操、準備 

    10:40出発―玉原湿原―朝日の森ロッジ登山口11:00/05－鉄塔11:45/50－尼ヶ禿山山頂 

    12:10/20－鉄塔12:40（昼食）13:00－トンネル手前登山口13:30/35－長沢（三角点） 

    14:30/35－ブナ平（ブナ地蔵）14:45－分岐―センターハウスP着15:00着予定 

    15:20 乗車＝「望郷の湯」16:20入浴17:20出発    各地20:00~21:00 着予定 

注：雨天でも散策出来ますので決行します。雨具の用意はお忘れなくお願いします。 

当日は濡れてもよい服装、靴（又は着替え履き替え持参） 

但し雨天の場合はコース変更あります。 （歩程 約4時間20分）             

●道路状況によりスケジュールや時刻等は変更となる場合があります。 

募集人員 50 名（千葉発 25 名・鎌ヶ谷発 25 名）人数により車種変更有 

（今回は、春の花々や新緑を楽しみながらの、のんびりハイキングです気楽に参加してください） 

費 用  約 7,000 円 バス料金及び人数により変更あり、 

持ち物  山行に必要装備：コンパス（雨具必須）。 

※ キャンセル規定 1週間以前迄０円、２日前迄半額、１日前と当日は全額負担です。 

申込み〆きり  5月15日（金）定員になり次第締め切ります。 

申込先  各会で纏めて申し込みお願いします。（桑原まで） 

担 当：羽鳥・八巻 
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 池谷 道隆 

 忘年山行でおいしいお酒を頂いていた時に、グリコちゃんが寄ってきて、森吉のス

キーに誘ってきた。森吉といえば、誰もが好きな＜花の山＞だ。 

お酒の酔いも回って気分も良く、ひとつ返事で<OK！＞。酔いがさめてから少し後悔

するも「まあいいや」。実は春からの畑作業で右手に腱鞘炎を起こし、医者からは「一

年かかるぞ」と言われた。右手こぶしに力が入ると痛い。ラーメンどんぶりも持てな

い。冬が近づいてきて、ストックを突いたら痛いんだろうな。「今冬はだめかな」と思

うと気分が滅入る。いつもなら 11月頃から山の雪だよりがあると、いよいよ身体中の

血液が激しく回り出すのに、今期はこんな状態だし、しかもこの冬は暖冬で雪が少な

いと聞けば、全く燃えてこなかった。 

1月下旬の＜初滑り＞は、私のスキー歴でも初めてだ。「角館駅」で「秋田内陸線」

と呼ぶコトコト電車に乗り換える。美しい雪景色を 1時間、「阿仁合」という駅で下車。

宿からのお迎えでホテルへ。ホテル「お魚」とは変な名前だなあと思ったが、「フイッ

シュ」ではなく「フッシェ」という宿名だった。すぐに着替えてゲレンデに行く。 

スキー場名は「阿仁スキー場」と呼ぶ。ゴンドラで山頂へ。ここは以前、西武が開

発したスキー場で、山頂まで 3470mの長いゴンドラでの眺めは素晴らしい。コースは

2 本しかないが、山頂から 1100m下るコースの雪質は良質だ。下まで下がる 2800m の

ロングコースは、途中フラット登りもあるが楽しいコースだ。 

初日は足慣らしの 2時間。宿の夕食も地元の山菜などが楽しめた。2組の外国人（オ

ーストラリアからか）も和食を楽しんでいた。この宿にはもう 10年以上も来ていると

いう常連さんだ。さすがに納豆は苦手のようでこちらに回ってきた。宿のおかみさん

の英語も充分に通じている。 

二日目の天気も良く、２つのコースを充分に楽しんだが、欲言えばもう少しコース

があるといいな。山頂の樹氷平はスノーシューを借りて 40分程楽しむ。雪が少ないせ

いか＜スノーモンスター＞が＜子供モンスター＞だった。 

三日目は、スキーを止めて宿を出て帰路の電車に乗り、途中「マタギの湯（温泉）

駅」で下車して温泉に浸る。ゆっくり浸って「角館」に戻って時間つぶす。もう少し

時間があったら「武家屋敷」を歩きたかったけど次の機会に。今回のスキーで不安で

悲しかったことは、9 か月間の運動不足で

足腰（腕も）筋力が弱り、二度も転んで一

人で起き上がれなかったこと。嶋ちゃんが

腕を持って引っ張ってくれたがダメで、よ

そのお兄さんが腰を抱えて引き起こしてく

れた。今年はスポーツセンターでしっかり

再開しよう。うれしかったことは、ストッ

クを突いても腕に強い痛みがこなかったこ

と。これで 2月からのスケジュールが組め

るぞ…と、2月は3回も行ってしまった。 

私の「森吉スキー」＜1月 26日～27日＞ 
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首都圏自然歩道 御宿海岸を歩く 

日 程：2月 7日（金） 

参加者：CL羽鳥、井上勝、八巻、加藤、間瀬、清水、小林正(記)  

 

前日の天気予報は朝－0.2度、最高気温 5度で当日を迎えました。  

千葉発勝浦行きで全員集合です。浪花駅 10：04着、駅員は当然？居ません。千

葉県の JRの駅前でも自販機がありません。スマホ教育の開始、私には関係がな

いので一服タイム。出発舗装道路脇には水仙、水仙のお寺さんに寄ってから岩船

漁港は 40分ほど、このあたりでも少し冬の海を感じられる。地蔵尊で記念写真。 

 船の帰りを待つおばさん達は多分私たち 7人と同じ位。隧道をいくつかくぐ

り 100分歩きメキシコ記念公園に着く。お腹が空いた。それぞれの土地に歴史

がある人の営みを知るには歩く事が一番かな。岸和田海岸へ冬の海岸歩き（砂

浜）は楽しい。舗装道路と土の違いがバッチリ。 

月の砂漠に王子さまとお姫さま、スケ－ルは大きくはないがカッコ良い。 

もう桜が咲いている。行程は終了、反省会が呼んでいる。刺身と地酒「岩の

井」で帰りの電車が 1時間遅くなった。天気予報が私たちに味方してくれた。 

私の一番の印象は岩船漁港の船を待つおばさんの「火に当たって行ったら」

の一言でした。 
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会山行『オグナほたかスキー場』 

日 程：2月 9日（日）～11日（火） 2泊 3日 

参加者：(CL)池谷、(SL)井上順・畑中、安田、菅谷、羽鳥(車)、赤塚(車) 

清水(車)、江崎、嶋本、蓮見、菅原(記) 

 

「馴染みのゲレンデと、気心知れたアットホームな宿にお世話になります」 

お当番さんのお誘いどおり、天候にも恵まれ充実したスキー山行でした。 

行程などは去年とほぼ同じですので、今回は私の 3 日間を報告させていただき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9日(日) 

バスタ新宿発「かたしなスノーエクスプレス」は、定刻よりも 30分早く道の

駅「尾瀬かたしな」に到着、午後の「片品スキー学校」開始時間に間に合ったの

で初日に入ることが出来ました。 

今まで何度も指導していただいた諸先輩方に思う存分滑ってもらいたい思いと、

いつまでも上達しない反省から予習しておきたかったからです。スキー山行に

参加を決めたときから計画していたことでした。 

真っ黒に雪焼けしたコーチ陣の目は興味津々こちらに向いている・・・人生経

験はこちら側が豊富なはず・・・、「どれ位滑れますか？」の問いに、「ボーゲン

です！」 

料金を支払い受付は完了しました。 
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ゼッケンを付けてレッスン開始、リフトに乗って初級コースまでの 7 分間、

事前調査的会話が続く、「現状で取りあえず滑ることができているのになぜレッ

スンを受けるのか？」と問われたので、「身体が疲れにくい滑りをしたい」と伝

えた。 

コーチの持論かどうかはわからないけれど、繰り返し何度も言われた事は「曲

がるときは外側の板に体重をしっかりかけること。オリンピックアルペンスキ

ー選手でも上位 10位までに入る選手は出来ているけれど、ほとんどの人には難

しい」だった。レッスンは当然ながら「またダメ、またダメ」の繰り返し、それ

でも何故か緊張がほぐれ気持ちも楽になっていきました。 

2 時間のレッスン中度々思い出したことは、「重心を前に、怖がらずに前に」

と、教えてもらった池谷先生の言葉でした。 

 

10日(月) 

午前、清水さんに斜滑降を教えてもらいましたが、ハードルが高すぎて頭も体

もついていけません。格好いい斜滑降を見せていただきました。午後は、菅谷さ

んに楽しそうに滑る方法を・・・♪♪おさかなくわえたドラ猫♪♪・・・と口ず

さみながら滑ったり、ストックを持たずに滑って

みると、肩の力が抜け一瞬上手くなったかのよう

な空気を感じていました。 

 

 

 

 

11日(火） 

最終日は池谷さんの後ろについて直滑降でスピードアップに挑戦しました。 

必死については行けてもバランスがバラバラです。もう少し上手くなれたら良

いのですが？これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。 

蓮見さんお付き合いいただきありがとうございました。お当番さん、今年も計画

していただきありがとうございました。 

皆様たいへんお世話になりました。 
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 日 程:2020年 2月 15日（土） 天気:薄曇り 風:ほぼ無し 気温:あったか 

参加者:（CL）八巻 （SL）山岡 手塚 松本 高見 前田延 三橋 山脇  

梅田 小林 笹 金子（記） 

   

今回は東武健康ハイキングの企画の一つ、宝登山のハイキングに参加との事。 

貧乏人の私は少しでも安くあげたいと JRを使わず羽生まで東武系列を使い、羽

生からは"秩父路遊々フリーきっぷ"を使い秩父鉄道利用にて長瀞へ向かいまし

た。 合流してみたら皆様もそれでも良かったようで、情報を提供せず大変失礼

致しました。 

さて長瀞駅に着くと 観光案内所には参加証提出のための列ができており、ほ

どなく地図と記念品のおせんべい 1枚を受け取りました。 

そして 山行はそれぞれのペースで 3〜4グループに分かれ、要所要所で確認

をし合いながら進みました。駅前から宝登山神社までは綺麗に整備された道を

進み、その後山道へ入りました。途中ロープウェイが斜め上を通過するのを見

送り、眼下に駅近くの白い大鳥居や街並み、山々（名前はわかりません）を見

ながら気持ち良く歩けました。軽くショートカットできるところも幾つかあり

面白そうでした。 

ロウバイ園に着くと、お腹が空いていたので頂上に行く前にお昼を頂きまし

た。そこには切り株が沢山あり椅子代わりに多くの人が利用していました。 

ロウバイは見頃で香り立ち、マンサク・福寿草・ミツマタも愛でることがで

き、梅も美しく咲いていました。頂上には 立派な三角点もあり、多くの人で賑

わっていました。 

その後全員無事に下山し、

予定通り 14 時 15 分の長瀞

発にて家路に着きました。 

毎回ですが私は知らない

事だらけで、いつもたくさ

んの知識をいただきありが

とうございます。 

今回も一緒に歩いていた

だきありがとうございまし

た。 

 

 

 

YAMAP使ってみました（スタート・ゴール共観光案内所） 

タイム 3:31  距離 7.2㎞   

登り 374m 下り 374m   

消費カロリー 826kcal（金子の身長・体重の場合） 

長瀞宝登山（497M）臘梅ウォーキング 
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志賀高原スキー 

 

日 程：令和 2.2.16(日)～18(火) 

参加者：池谷、井上順、羽鳥、友人 2名、畑中(記) 

 

朝、上野から新幹線「かがやき」で長野まで１時間 17分、何という速さ！ 

若い頃は 4～5時間かけて信越線の急行利用、自由席なので１時間以上も前から

並び（若さかそれでも楽しく車中ではトランプ三昧）、スキー場に着くのは昼過

ぎ、リフトも混んでいて回数券を買ってほんの少し滑る。 

これじゃ上手くならない。それでも「熊の湯」など仲間や私の勤め先の保養所

が充実していたので良い時代でした。 

今は世の中そんなに福利厚生もなくなりつつあるが、今回は羽鳥さんの関係

保養所にお世話になる。蓮池スキー場のど真ん中で感激。 

志賀高原は 5エリアに 18のスキー場、リフトは 49基の日本のサンモリッツ

と呼ばれる、晴れていれば遠くに北アルプス、すぐに妙高山他素晴らしい雪景

色の所。（少し前までは 60基位ありワンシーズンに全部乗るとプレゼントなど

のイベントもあり、スキー歴の長い池谷部長も参加経験ありと羨ましい話を聞

く） 

 

1日目 

大汗をかくくらいの日和の中、丸池～西館～高天原～一ノ瀬～寺子屋～戻り、

他のスキー場が雪不足で雪のある志賀に流れてくるためかお客さんは多い。 

高校や大学の講習にも出会う。   
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2日目 

朝からガスがかかり視界が悪いため、部長を先頭に慎重に滑りながらわかり

にくいリフトの乗り継ぎを案内してもらい、昨日のコース～一ノ瀬～焼額～奥

志賀～戻り。焼額山 2009M少し手前までリフトが運行、晴れ間に記念写真、昼の

レストランでは白馬や八方とちょっと違う落ち着いた外国人（白人）がたくさん

くつろいでいました。奥志賀は杉山スキースクールが中高年の生徒さんで賑わ

っていました。 

焼額山は 10 年位前に 10 歳の犬と一緒に一ノ瀬から登山した思い出の山、登

山初めてのワンちゃんがバテたらどうしよう？と思いながらでしたが、心配ご

無用一番元気でおやつと水を美味しそうに、3年前没（涙)・・・。 

3日目 

 横手山で滑る案もあったが昨夜から降り続く雪で景色も楽しめないだろうと、

わずかに降り続く新雪の中のクルージングの楽しさ。3日間ともリフトの待ち時

間もなく（営業不振で潰れては困るけど）やっぱりスキーは良いわ～。 

一緒に滑ってくれた皆様 楽しい思い出ありがとうございました。 

 

 

お得切符情報 

 

西武鉄道株主優待乗車証（切符タイプ） 

 

チケットショップで売っています。（駅の窓口や券売機では売っていません） 

１枚 500円～600円（店によって違う。インターネットでは格安も） 

電車に切符を使って乗車するときと同じように利用できます。 

西武線全線で使えます。（バスも） 

1回の乗車で 1枚、途中下車して再度西武線を利用する場合には、 

もう 1枚必要、往復なら 2枚使います。秩父方面に行くときはお得です。 

特急券を購入すれば、特急列車に乗車できます。 

千葉県は西武鉄道が走っていないので、県内のチケットショップでは 

取り扱っていないところもあります。 

有効期限があるので気を付けて 
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冬の外房海岸線を歩く                 

 羽鳥健一郎 

外房の断崖の先風
かぜ

荒
すさ

び岩船地蔵尊凛
りん

として建つ 

ゴーゴーと波打ち寄せり外房の断崖に立ち耳を澄ませば 

看板に「ドン・ロドリコが上陸の地」外房の波雄々しく唸る 

如月の御宿の空青く澄み友好の碑が岬に聳ゆ 

サーファーら光る波間に点々と遥かに浮かぶ二月外房 

波の音に耳を澄ませて冬の陽を浴びながら行く御宿の浜 

如月に「月の沙漠」を口遊
くちずさ

み仲間らと行く御宿の浜 

ラクダ乗る姫と王子の像光り月の沙漠は寒気和らぐ 

一夜干し背黒鰯をアテにして「岩の井」を飲む列車待つ間よ 

その昔出張にて来し御宿の駅前に着き街の地図見入る 
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 花の早池峰山・豪雨の秋田駒ヶ岳（あわや遭難か！） 
                         入江一郎 

☆行動計画 

1、日程：2013.8/7(水)～9(金) 

2、メンバー：渡邊正夫(Ｌ)、入江、 

3、交通機関：東北・秋田新幹線 

4、宿：花巻市「ホテル・ステイヒル」(葡萄の里) 

    仙北市高原温泉「民宿・ルーム」(硫黄温泉) 

5、8/9夕刻の新幹線で帰京 

6、登山計画 

8/8(木)早池峰山：河原の坊登山口(1,060ｍ)…3:30早池峰山(1,917ｍ)…(八合目

梯子場)…0:50五合目…1:00小田越登山口、   実歩 5:20 

8/9(金)秋田駒ヶ岳：八合目バス停(1,300ｍ)…0:30片倉展望台…0:30阿弥陀池

…0:20男女岳(1,637ｍ)…0:15阿弥陀池…0:20男岳…0:45 

横岳…0:50八合目バス停          実歩 3:30 

☆実際の行動 

≪早池峰山≫8/8(木)晴時々曇り 

コースは高低差約 900m の直登、ほぼ 9 割が蛇紋岩の岩山で大変滑り易かっ

た。小田越えの下りも 9割が蛇紋岩の岩道で苦労した。 

ハヤチネウスユキソウには出会えなかったが、ミネウスユキソウ、アズマギク、 

コバイケイソウ、ミヤマオダマキ、ナンブトラノオ等花は沢山咲いていた。 

何せ「花より団子」の我々、登山監視員や他の登山者に教わった次第。 

その日の夕刻次の目的地、仙北市高原温泉の宿に入った。 

≪秋田駒ヶ岳≫8/9(金)雨のち豪雨 

3日間の予報を確認出発したが、朝起きると雨が降っていた。 

我々が入会した頃は、縦走中に雨に遭うのは当たり前との発想で会山行は雨天

決行だった。その為降雨時の基本動作、①靴を履いたままでの雨具ズボンの履

き方、②スパッツのつけ方、③歩きながら水、行動食を補給する方法等、入会

初期に教わった。諸先輩の指導は厳しく、雨中を必死で歩いたものだ。 

登山口まで兎に角行こうと、6:00のバスに乗った。 

乗客は我々を含め 4名、八合目駅に 6:30に到着。八合目の避難小屋では前泊組

の10名程度が目前の雨の降り方を見て、如何しようかと迷っている様子だった。 

 我々は小屋で朝食を済ませ、7時に阿弥陀池を目指した。片倉展望台を過ぎた

ところで豪雨となり、登山道はまさに川、山から滝のように雨水がごうごうと

音を立てて流れるようになった。登山道の水量は瞬く間に増え、深い所は膝ま

で浸かるようになった。此れはまずいと撤退を決意、引き返した。 

9時頃出発した避難小屋に着いたが、小屋は無人になっていた。 

30分に 1本のバスを 2本待ったが来ない。此れは異常と気付き、ドコモの携帯

で羽後交通へ架電したが圏外表示。私のＡＵで傘をさし移動しながら架電の処

やっと宿と繋がり、バスの運休が判明。 

思い出の山  
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宿のおかみさんが羽後交通へ連絡。30分程の待ち時間で羽後交通のジープと 

おかみさん運転の軽トラが迎えに来てくれた。 

当日、宿から 5キロ程の処で崖崩れがあり５名が死亡と。 

我々は集中豪雨のピンポイントにいたらしい。その後秋田新幹線は崖崩れで 

4日間運休となった。安彦会長にも宿まで電話を頂き、ご心配を掛けてしまった。 

翌日おかみさんがＪＲの運行状況を確認。その翌日大曲駅(1時間半)までおか

みさんに送って貰い、横手・北上を経由、東北新幹線と乗り継ぎ１日がかりで 

ヤット帰京した。「田舎の暖かい心に触れた思い出の山旅だった」 

親切に面倒を見て貰った宿の皆さんに感謝！ 

☆教訓 

・安彦会長の言葉：他人に頼らない。基本は「自分の身は自分で守る、 

他人に助けてもらった時はラッキーと思え！」 

① 眼前に目標の山があると如何しても無理をしがち。少しでも迷いがある時は

他人への迷惑を考え中止する。地球温暖化の影響で気象条件が激しく変化す

る確率が高くなっている。当日の予報が突然変わることも有りうる。 

② 天気予報はウエザーニュースが当たる確実が高いと言われている。宇宙衛星

を使っているから。 

③ 携帯電話は基地局の関係で複数社の物を持参するのが良い。 

④ 民宿の良さ：ジープで駆けつけてくれた方は宿のおかみさん掛かりつけの 

パーマ屋の主人、ＪＲ田沢湖駅の駅長は知り合いで、「列車の運行状況の確

認は何時でも出来るよ」、とおかみさんに言ってもらった。 

☆終わりに 

翌年、長年ご指導頂いたＫ先輩の慰労を兼ね、秋田駒に再挑戦。下界は晴れ

晴れだったが、山は 5 メートル先しか見えないほどの霧。日本海に面した独立

峰の気象条件は厳しい。 

こうしてみると 7 年前は二人とも元気に活躍していた！ 

「もう少しがんばってみよう。皆さんのお付合いよろしく」。 

 

一緒に映っているのは福島県立医大山岳部新入生の皆さんです。 

14 年 8 月乳頭山にて 

4月号は高山さん、5月号は間瀬さん、3月第二例会までに加藤までおねがいします。 
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ちょっと一言 

 池谷 道隆  

 年をとると筋肉の衰えが早いと、つくづく感じるようになった。ましてや今

回の腱鞘炎のようになると、まさか一年もかかるとは思ってもいなかった。 

この間腕が使えず、ただブラブラさせておくだけだった。 

手首を手指で回すと 1cmほど届かなかったのに、ケガの右手の指が殆どくっつ

いてしまう。５ｍｍは細くなってしまっている。 

長く患っている腰痛も、最近はほとんど山に登っていないから良くなってい

ることは嬉しいが、今回のようにスキーで倒れると起き上がれなくなるし、家

の階段の上り下りもフラつく。ウォーキングも足の運動にはなるが筋肉は余り

付かない気がする。やっぱり少し身体をイジメないといけないと思う。痛くな

ったり、再発させてしまってはいけないが‥‥。 

みっちゃんを甘やかさないで、ムチでピシピシ打って！！スキーやるぞ！！ 

 

 

                           

永木十三夫 

異常気象 

 昨年は異常気象の影響で私の畑も大変でした。日照不足と水不足で里芋が出

荷できませんでした。また、ちぢみホウレン草は暖冬で暖かく、甘くならない

ままでした。台風 15号では倉庫兼作業場が被害を受けました。昨年はほんと

さんざんでした。 

今年こそはと思っていますが、今年もまた異常

気象かと思うと元気も出ません。お天道様には逆

らえませんので異常気象の原因の一つである温暖

化を食い止めるために、二酸化炭素の発生を抑え

る行動をおこしたいと思っています。具体的には

節電に努める、暖房冷房の温度設定、近いところ

は車を使わず歩くなどなど。 

  

 

 

4 月号の担当は、石塚洋子さんと嶋本道子さんです。 

（3月の第 2例会をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願いします。） 



編 集 後 記 

  

 

  新型コロナウイルス肺炎が大流行し、感染への不安が広まっている。 

 中国を元に発生したが全世界に広がり、日本は最たる流行国になっている。最初 

 の頃は感染経路が読めていたが，最近は市中感染でも広まり不安でしょうがない。 

 東京マラソンも一般出場は取りやめ、オリンピックもどうなることやら・・・ 

 自分が感染しても被害者、そして加害者にもなる。何も悪いことしてないのに。 

 感染者が足元に忍び寄ってきている勢いだ。生活している以上、家から出ないわけ 

 にもいかない。手洗い、マスクを励行し最低限の外出にしようと思っている。 

 一日も早く収束してほしい。                  （たみ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東葛山の会 ホームページ https://www.tokatsu.club 

 今年の１月８日、腹部大動脈瘤の手術をしました。毎年市の定期健診や人間ド

ックを受けており、今まで異常なしの判定だったので健康には自信をもってい

ました。しかし、昨年の秋に受けた人間ドックで循環器系に少し異常が見られ、

精密検査したところ動脈瘤がみつかりました。動脈瘤が破裂すると大出血でほ

とんど助からないそうです。幸い早期発見で自覚症状もなかったこともあり、12

月には隠岐に帰って母の介護や果樹園の整備などをしてきました。そして年が

明けいよいよ手術。動脈瘤は大小数か所あり、腹部の大動脈を切り取って人口血

管に付け替えるという大手術になってしまいました。でも日頃登山や山仕事で

体を鍛えているせいか順調な回復で、予定より早く退院できました。今は毎日リ

ハビリで家の周りや公園など歩いています。若葉の頃には何とか山（高くない）

にも登れるようになりたいと思っています。早期発見に命を救われました。 

皆さんも定期検診や人間ドックを面倒がらずに受けてくださいね。 （さとる） 

発行日令和 2 年 3 月 1 日 

発行者 東葛山の会 

会 長 安彦 秀夫 

編集者 梅田 尚志 
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※原稿締め切り、毎月第二例会までにお願いします。 

＜担当＞鈴木か、前田せ、山岡 

写真は 1 ページ 1 枚とさせていただきます。 

手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 


