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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

2 月号は加藤さん、3 月号は、岡部千恵子さん、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     

 

朝の北アルプスです。昔は体力があり、大きなカメラ、三脚を持参して

登りましたが、今は無理。山登り休眠中です。今年からは復活しようと思

います。がんばるぞ！！ 

           ～鈴木隆司～ 

 

 

 



日 曜日 1　月 日 曜日 2　月

1 火 1 金

2 水 2 土

3 木 3 日

4 金 4 月

5 土 5 火

6 日 6 水

7 月 7 木

8 火 8 金

9 水 9 土

10 木 10 日

11 金 11 月

12 土 12 火

13 日 富山予備日 13 水

14 月 14 木

15 火 15 金

16 水 16 土

17 木 17 日

18 金 18 月

19 土 19 火

20 日 20 水

21 月 21 木

22 火 22 金

23 水 23 土

24 木 24 日

25 金 25 月

26 土 26 火

27 日 27 水

28 月 28 木

29 火 ★3/1

30 水

31 木

1

　大　山(雨天中止）

　三浦アルプス（雨天中止）

　会報部印刷（3月号）

　予定表　2019年　1月 ・２月

成人の日

シダンゴ山予備日

　元日 　　会報部印刷（2月号）

　　　シダンゴ山

   芦ヶ久保氷柱と横瀬札所巡り

オグナほたかスキー

　　　　第一例会

建国記念日

★3/30～3/31　平標山・坂戸山　　★3/31小倉山とザゼンソウウォーキング　　

第一例会

山行部会

山行部会

西湘二宮吾妻山ウォーキング

富　山

第二例会

カラー印刷（加藤宅）

★県連より平日ハイク4/11　富岡アルプス　　神成山ハイキング

★3/4飯盛山　★3/23和紙の里と里山ハイキング・3/24予備日

※2019年3月の予定

カラー印刷（加藤宅）

　11　11/28～12/5

編集会議

編集会議

　　　　第二例会

房総ロングハイク

　　西湘二宮吾妻山予備日
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あけましておめでとうございます！ 

          会長  安彦秀夫 

 

昨年 2018年の夏は、非常に暑い日が続いたり、決まって週末になると雨の日が多かった

りで、例年のような夏山を楽しめなく、家で悶々と過ごされた人も多かったのではないで

しょうか？ 今年は、その延期・中止になった計画を実施できると良いですね。 

そういう私も、夏山を全く楽しむことが出来ませんでした。原因は天候ではなく、体調

不良でした。その『2018年夏山阻止の痛みとの苦闘』の一端を披露したいと思います。 

 

以前から、『首』、『左肩』、『左腕』、『腰』、『左でん部』そして『両膝』に、何らかの痛み

を感じながらも我慢できる程度だったので山登りを続けてきました。 

ところが、6月末に、突然、『左でん部』に激痛が走り、立っていられなくなりました。

特に、じっと長く立っていることが出来なくなりました。勿論、歩くことも容易ではあり

ませんでした。 

この状態が長く続けば、11月に予定している千葉県連の『タイ：チェンダオ山』登山も

実施できなくなるのでは…と、深刻に考えざるをえない状況でした。 

それで、3月から左肩と腕の痛みを改善するために通っ

ていた『ペインクリニック』で、先ずは『左でん部』にブ

ロック注射を打ってもらいました。ところが、効果があり

過ぎたのか、左足に感覚が無くなり歩くこともできなくな

ってしまいました。2時間ほどベッドで休んでも一人で歩

く自信が無く、車椅子に乗せて貰い、私の車まで送って貰

いました。右足は全く問題なく、車の運転は問題ありませ

んでした。家で暫く横になり、夜になってやっと普通に歩

けるようになりホッとしました。でも、肝心の痛みは全く

改善されませんでした。 

『左でん部』に 2回注射を打ちましたが、痛みの改善は

感じられず、思い切って『腰』に打って貰いました。その

後、次第に痛みが和らぎ、『腰』への 4回目を打った頃よ

り、かなり改善されてきている実感がありました。 

この間、全く山には行けず、このまま『タイ：チェンダオ山』登山を迎えることはでき

ないと考え、日帰りで簡単な山を歩くことにし、筑波山、赤城山、秩父御岳山、横根山、

赤岩山、古賀志山などを歩き、山歩きの感覚を呼び戻しました。 

現在も『左でん部』に激痛が走る時もありますが、最初の頃から比べれば、頻度が少な

く、我慢もできています。勿論、痛みが酷くなったら注射を打って貰うつもりです。痛み

止めの薬は継続服用中です。 

皆さんも体調管理に充分留意され、1年を通して山を楽しみましょう！ 

（ワット・マハータート／タイ：アユタヤ） 
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 例会報告 

第一例会出席者         2018/12/5          39名 

安彦、松本、加藤、桐生、村上、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、村田、入江、高山、間瀬、      

五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、永木、嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、山脇、逢地、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、村上義、金子 

第二例会出席者         2018/12/19         34名 

安彦、松本、加藤、桐生、村上、八巻、小林和、高見、前田延、村田、入江、鈴木か、四元、江崎、

三橋、池谷、菊池、羽鳥、井上勝、梅田、逢地、前田節、赤塚，菅谷、山口洋，蓮見、菅原、        

井上順、山口幸、清水、畑中、高木，村上義、金子 

 

 

 

2018年11月山行報告

山　　名
ジャン
ル 　日

山行
区分 人数 参加者

陣馬山下見 ハ 2 個 3 池谷、山口幸、逢地

赤岩山～古賀志山（栃木の山150） ハ 4 個 1 安彦

秩父御岳山 ハ 4 個 1 梅田　　他２名

唐倉山（南会津） ハ 4～5 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷　　他1名

石尊山（房総ロングハイク下見） ハ 8 個 1 羽鳥　　他3名

秩父・丸山 ハ 10 会 14
鈴木か、村田、井上順、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

2018事故防止・経験交流集会 他 10～11 県 2 安彦、羽鳥

京都一周トレイル＜東山＞ ハ 10～12 個 4 桐生、伏見、五十嵐朝、菊池

高峰山・篭ノ塔山 ハ 11～12 個 1 菅谷　　他3名

三国山 ハ 14 個 1 入江　　（ツアー参加）

六甲山　縦走 縦 14～17 個 6 江崎、安田、逢地、山口洋、山口幸、畑中

北高尾山稜（下見） ハ 15 個 1 猪狩　　他1名

霞丘陵ウォーキング ウ 17 会 12
八巻、高山、松本、桐生、伏見、高見、山岡、三橋、
前田節、前田悟、星田、小林正

北高尾山稜　（夕焼け小焼けコース）　 ハ 23 会 19
猪狩、岡部、蓮見、桐生、小林和、前田延、間瀬、　鈴木か、　　江崎、
池谷、永木、井上勝、前田節、山口洋、小林正、前田悟、金子、加藤、
村上

接岨峡　寸又峡　八高山 ハ 25～26 個 6 山口洋、山口幸、井上順、五十嵐朝、菅原、伏見

足利　大坊山～大小山 ハ 28 個 3 嶋本、永木、菅谷

タイ『チェンダオ山2225ｍ』登山と　　　　　　　　　　　　古都アユタヤ、バンコク観光8日間ハ 28～12/5 会・県 9
安彦、加藤、石塚、菊池、羽鳥、井上勝、逢地、山口幸、清水　　他１４
名

越前岳 ハ 29 個 1 小林正　　（ツアー参加）

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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12 月例会報告 

第一例会   12 月 5日（水）        司会 会報部 井上(順) 

☆山行報告 

・計 18件 会山行 5件(会・県 1件含む) 個人山行 13件 延べ 89名参加 

・NO6・14 参加者訂正、NO8先行グループからの情報が役に立った。 

NO11 六甲山地縦走時道迷いがあった。町場に近い山や里山などは登山道

以外の道や踏み跡がたくさんあり、道迷いしやすい。地図やスマホの GPS

機能などの利用で位置の確認が大事。 

・NO17 日本とは違うタイでの登山情報や観光での経験が参加者から報告さ 

れた。特にトイレ事情・登山道の変更、登山口までの悪路等々。来年度から

登山可能日やポーターが増える等登りやすくなりそう。現地の環境保護や雇

用促進のためか。 

☆山行案内 

12/8 陣馬山（池谷） 12名参加予定。倒木が多いので、下りのコースを 

変更。行きのバスは 1本なので遅れないように。 

12/15-16 忘年山行（安彦） 31 名参加予定 今週中に計画書配信する。市

役所駐車場利用は 20 台分、駐車票(各自用意)を提示する。当日キャンセル

の連絡は、八巻さん、三橋さんの携帯電話に。 

1/12 富山（松本）12/19に募集し 1/9に計画書配布の予定。 

1/19 西湘二宮の吾妻山ウォーキング（羽鳥）28名参加予定 

2/2 シダンゴ山（山口洋）予定通り。予備日に参加できるかも記入のこと 

2/3 芦ヶ久保 氷柱と横瀬町札所巡り（松本）1/9に募集し 1/23に計画書配 

布の予定。12/11に下見する。 

2/7-9 スキー オグナほたかスキー場（池谷）バスタ新宿集合。総武線は 

最後尾の車両に乗ると便利。 

2/16 大山（永木）危険度★★→★に変更。雨天中止、2/14(木)に決定し連絡

する。アイゼン・ストックは必携。防寒対策…フリースやダウン、アウタ

ーは風を通さない物、防水の手袋、帽子、耳当て等。1月第 1例会で募集。 

2/17 三浦アルプス（小林和）下見の予定。募集は 12月第２例会にて 

 

＜県連関係＞（羽鳥） 

・12/1 ワンコイン講習会 東葛から１２名参加有意義な内容だった。 

・12/8 関東ブロック女性委員会 １０名参加予定 

・ロングハイキング 9名参加予定 

・海外登山 山名訂正 コジオス山→コジオスコ山 

１６名の参加申し込みあり。12/19〆切、希望者は早めに。 

☆各部からの報告 

事務局（四元）：現在会員数５４名（男性 27，女性 27）入会希望者１名 
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例会の持ち方について検討中、やまびこ１月号に載せるので見てください。

運営委員会で論議して欲しい。公民館まつり用の写真が、集まってきている。

協力に感謝 

山行部（菅谷）：12/12 の山行部会は 3 月の山行計画の検討。関係者は出席して

ください。 

会報部（桐生）：やまびこ 12 月号発行。１月号の原稿締め切りは、12/19 第二

例会厳守でお願いします。 

県連（羽鳥）：ちばニュース 12月号が配信された。理事会報告が載っている。 

「一生、山に登るための体力づくり」希望者に販売。 

会計より 後期会費 集金完了しました。 

 

会長より：会員数の報告は 12/5〆切、至急県連に報告を。 

・2/21の県代表者会議には、安彦・羽鳥が出席の予定。他に希望者も OK 

・海外登山オーストラリアを考えている人は、航空機の席を確保する必要上と

りあえず希望を出して。キャンセルはできるので。 

 

その他：やまびこ 12月号の訂正 （井上順） 

P5 アジサイ山の会→あじさい山の会 入会→退会 

 

 

第二例会   12 月 19日（水）         司会 会報部  井上(順) 

☆山行案内 

・1/12 富山（松本）募集用紙回覧。 

・1/19 西湘二宮の吾妻山（羽鳥）28名参加 （４班） 

集合 船橋駅 さっちゃん前 班ごとに確認し出発する。 

7：17発に乗る。休日おでかけパス事前に購入のこと 

・2/2 シダンゴ山（山口洋） 参加者 18名。雨天予備日 2/３日 

募集用紙の予備日欄にも出欠を記入のこと 

・2/3 芦ヶ久保 氷柱と横瀬町札所巡り（松本）1/9に募集する。 

   1/8下見の予定  1/16に計画書配布  

・2/7～9 オグナほたかスキー場（池谷）9名参加  

予約のため 1/9にバス代 6000円集金。 

・2/16 大山（永木）予定通り 変更無し 

・2/17 三浦アルプス（小林和）予定通り 変更無し 

 

県連予定行事 

・2019 1/26～27ロングハイキング(羽鳥)  

参加者 10名。計画書ができ次第、参加者に配布 

・オーストラリア コジオスコ山(安彦) 19名 東葛からは 12名 
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☆各部からの報告 

事務局（四元）…入会希望者 1名あり ふれあいまつりは花の写真展示 タイ・

台湾山行はパネル 1面ずつの予定 

山行部（菅谷）…特になし 

会報部（梅田）…1月号の原稿は本日締め切り 編集会議は 12/24  

県連 （羽鳥）…ロングハイキング 夕食時にビンゴゲーム・海外登山の報告あ

り。昨年歩けなかった後半部分を歩く予定。 

ウイークデイ山行 4/11群馬富岡アルプス神成山 

 

☆そのほか 

会長から…忘年山行無事終了 2000 円返金 

1日目 天候曇り、雪がちらつき寒かった。展望あまりなし。 

2日目 晴れ、朝マイナス 13度だったが風もなく穏やか。素晴らし

い展望、直前の積雪で雪山を楽しめた。夏山とほぼ変わら

ないコースタイムで歩けた。 

1日目に「寒い・早く下山したい…」という声が聞かれた。各自寒さ

対策はどうだったか振り返り、今後に生かして欲しい。 

冬山の装備…下着・手袋・靴下・帽子・防寒上着等々 

・下着は化繊が良い。通気性があるので汗が外へ出る。その上に汗 

を吸い取る物を着る。その上にカッパやゴアテックスの防寒着を。 

     ・毛糸の手袋＋防水性の手袋を。 

・靴は冬用の物を。 行く山によって靴も履き替える。 

（山口洋）…寒くはあったが皆楽しんで登山できていた。 

（赤塚）…メリノウールが良い。汗をかいたら早めに着替え、体温調節をしっ

かりやることが大事。汗をかいたままだと、低体温で死につながる

こともある。 

（羽鳥）…東葛に入ってからの忘年山行で一番良かった。オーバーズボン着用

で寒くなかった。 

（桐生）…雪の斜面を駆け下りる楽しさも味わえた。 

（菅谷）…雪山の計画を立てるとき、今日の話を参考にして欲しい。井上順さ

んに以前まとめてくれた冬の装備について再度出すよう依頼。 

（井上順）…寒さの感じ方は人によって違う。筋肉が付くと手足の冷えが緩和

される。北海道のニセコで凍傷になりかけたことがある。 

（四元）…2日目は登山をやめようと思ったが、皆さんに声をかけてもらい登り

良かった。スパッツ着用で温かかった。 

（会長）…今日は 2018年最後の例会。来年は天候に恵まれますように。 

皆さん、良いお年を 
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山 行 案 内              

1月の山行予定 

✽富山（349ｍ） （体力☆） 

日 時：1月 12日（土）雨天の場合は 13日(日)  

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  （☆） 

日 時：1月 19日（土）雨天・予備日 1月 20日(日) 

担 当：(CL)羽鳥、（SL）小林正人   ・ 

 

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 （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 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 
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✽芦ヶ久保 氷柱と横瀬町札所めぐり ウォーキング（☆） 

この時期、埼玉県横瀬町芦ケ久保にできる人口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）：鎌ヶ谷大仏 7:01―新鎌ヶ谷―八柱 7:18…新八柱 7:28―新秋津 8:21…(徒歩)

…秋津 8:37―飯能 9:05_9:19―芦ケ久保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）芦ケ久保 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 

（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 
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✽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 

  

 

✽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 
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3月の山行予定 

✽飯盛山 （雪山体験） 

日 時：３月４日(月) 

交 通：船橋発 6:53のあずさで行く。 

担 当：（CL）猪狩 、（SL）渡邊・清水・伏見 

 

✽和紙のふるさと小川町の里山に触れるハイキング(カタクリの花) 

東武健康ハイキングに参加 

日 時：3月23日(土)  予備日 24日(日) 

交 通 

(往路)：新京成・新鎌ヶ谷 6:46―松戸 7:05_JR7:12―日暮里 7:29_山手 7:37―池袋

7:50_東武・東上線・池袋(急行・小川町行)8:15―小川町9:24 

  (復路)：東武・東上線・小川町―池袋―日暮里―松戸―新鎌ヶ谷 

交通費：約 3,000円 

受 付：観光案内所「楽市おがわ」(下車、徒歩 3分)、時間 9:30～11:00 

コース：観光案内所…晴雲酒造…大塚八幡神社…槻川遊歩道…栃本親水公園…円城寺 

…仙元山山頂(230ｍ、南斜面にカタクリ)…見晴らしの丘公園(トイレ)…旧下里

分校…埼玉伝統工芸会館(入館料 300円、道の駅併設)…小川町駅(約2,2㎞) 

又はバス(190円) 

     全行程約 10ｋｍ、約3時間。 

参加証：スタート時に受付で渡す(事前に東武駅で入手)。ゴールの受付なし。 

担 当：(ＣＬ) 入江 (ＳＬ) 三橋 

                                   

✽平標山・坂戸山 （きつい山・体☆☆・危技★） 

1日目は足慣らし。2日目の頂上からの景観はよい。 

日 時： ３月３０日（土）～３月３１日（日） 荒天中止 

交 通：  集合   東京駅 7:30 

     1日目： 東京 7：48―越後湯沢 9：08_9：14―六日町9：30 

          六日町 14：46―越後湯沢15：07 

     ２日目： 越後湯沢 6：00 バスー6：34登山口 

平標山登山口 16:00バス－16：38越後湯沢 17：13－東京18：40 

コース： 1日目 六日町 10：00…坂戸山登山口 10：20…坂戸山11：40-12:30… 

坂戸山登山口 13：50…六日町14：10 

２日目： 平標山登山口 7：00…登山口8：10…平標山の家 10：00…平標山山頂 

11：00-11:30…平標山の家12：30…登山口 13:30…平標山登山口 14：30  

歩程：累計標高差又は標高差 ・登り（1000ｍ）、下り（1000ｍ） 
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山の特徴（危険）：雪山、距離は長いが危険は少ない。雪はしまっている。 

アドバイス（装備等）： 冬山装備（防寒、防風、手袋、帽子）、ピッケル（ストック）、

アイゼン、わかん（スノーシュ） 

エスケープルート：平標山の家から往路を戻る。 

交通費：  約１００００円  

JR ：  東京―六日町往復（東京―越後湯沢特急券込み、ジパング） 

バス：    越後湯沢―平標山登山口 

宿泊費： 未定(5000～10000円) 越後湯沢 

その他： 昼食： 2食   2日目は荷物を預ける 湯沢で温泉に入る 

担 当：（ＣＬ） 菅谷、（ＳＬ） 桐生、永木、菊池 

 

✽小倉山とザゼンソウ ウォーキング 

日 時：3月31日(日) 

 

担 当：（CＬ）松本、(SL)八巻 

 

県連予定行事   

✽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 21回 県連ウイークデー山行募集（案）  

主 催： ハイキング委員会 

✽群馬県富岡アルプス： 神成山  

山行日：  2019年04月11日（木） 日帰り バス利用  雨天決行 

 テーマ：  花咲く「日本一美しいハイキングコース」を歩く 

       東国文化の歴史に触れ、豊かな里山の春を楽しむ 

集合場所と時刻   

Ａ車： ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 7時00分集合出発 

Ｂ車： 鎌ヶ谷市役所 7：00集合出発＝我孫子駅北口 7:20集合出発 

行 程：貸し切りバス 2台（宮崎公園駐車場集合）（又は人数に寄り自家用車も有り） 
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11 日 千葉発 7:00＝鎌ヶ谷発 7:00＝上信越自動車道下仁田 IC 経由＝宮崎公園駐車場 10:00

着予定 

   宮崎公園 10:30―登山道入口―神成山山頂（321ｍ）11:15/11:25－打越の御嶽さん－吾

妻山（328ｍ）新堀神社（昼食・休憩）12:40/13:10－大サボテンの家（ﾄｲﾚ休憩）13:25/13:45

－宇芸神社－宮崎公園 14:30着予定  14:45乗車各地 18:00着予定 

歩行 約4時間00分 休憩含む  

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）   

        

●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） 

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

費 用：       円 バス料金値上げの為変更あり、 

持ち物：山行に必要装備：コンパス（雨具必須）。 

申込み〆きり：  3月 15日（金）定員になり次第締め切ります。 

担 当：羽鳥・八巻。 

 

✽県連代表者会議 

日 時：２月２１日（木）  

場 所：西部公民館 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 「コジオスコ山(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） 
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30年度ふれあいまつりのご案内 

                 事務局 四元一成 

１年間は早いもので、公民館ふれあいまつりの季節になりました。 

今回は、下記のように行います。皆さんの協力で会員の獲得を行いたいと思います。

展示場所は集会室で、前回と同じ場所です 

 

１．“花”をテーマに展示を行います。(以前の写真でも良いです) 

パネル １面を使用し【多ければ２面】、A４の大きさにします。 

花は今までは脇役でした。今回は主役です。皆さんの良い写真を期待しています。 

１）花の主体の写真 ２）花と自然 ３）花と人間 

２．海外登山 台湾 玉山 3,952ｍの展示をします。 

３．海外登山 タイ チェンダオ山の展示をします。 

  台湾とタイで各１面を使用します。展示は参加者の協力をお願いします。 

４．公開ハイクの募集を行います(山行部の協力で行う) 

  案内チラシを作成し、展示の場所で配布と募集を行います。 

５．ワカメの販売  200個 定価 500円です。 

６．その他。通常の山行の写真と会の紹介です。 

 事務局 第 3実行委員会 1月 9日(水)  18：30～ 

     第４実行委員会 1月 23 日(水) 18：30～ 

     第 5実行委員会 2月 6 日(水)  18：30～ 

     第 6実行委員会 2月 20 日(水) 17：30～写真張り付け作業 

ふれあいまつりの日時 

     平成 31年 2月 23日（土）～24日(日) 

（設営 平成 31年 2月 22日(金) 9 時 30分から） 

 

ふれあいまつり実行委員名簿（公民館） 

委員長   木村 和夫（現代詩吟サークル） 

副委員長  平山 百武（吟瑛・吟友会・友好会） 

ステージ部会  

部長    上野 悦子（鎌ヶ谷 Trombone Family） 

副部会長  原島 美喜子（鎌ヶ谷ハーモニカアンサンブル） 

展示部会 

部長    小林 保寿（学習療法普及会） 

副部会長  但野 洋一 （楽しく描こう会） 

会計    四元 一成 （東葛山の会） 

監査    新泉 博久 （鎌ヶ谷混声合唱団） 

 

※ご意見・ご提案がありましたらお願いします。 
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例会の改善について 

事務局 四元一成 

東葛山の会の会員は高齢化が進みました。例会の帰りの時間は遅くなる

と、自転車は危ない。また、帰りが遅いと歩くのは危険だとの意見があ

ります。定年後の会員が多くなりました。例会の時間を早く始めてほし

いとの要望がありました。そこで、事務局で意見をまとめました。  

１．例会の開始時間 

・19 時から ・18 時 30 分から ・18 時から  意見が多数ありました。 

・土曜日に行う。⇒10 時・13 時・15 時・17 時 

・平日  午前・午後 

２．例会の回数 

・1 回で良いのではないか。⇒1 回にする為の準備をする。 

１）ホームページの充実 

ホームページに山行募集欄を開設し、山行募集を行う。現在は回

覧で記入していますが併用する。  

２）山行報告は、「やまびこ」とホームページに掲載する。特に発表

したい山行報告を行う。(2～3 例) メール環境のない人は例会・

電話・ファクス等を活用する。  

３．例会の内容の検討 

山行案内 山行報告 各部の報告 会長の話 

 

意見としては、6時 30 分開始と回数 1回の開催の強い要望がありました。 

後は、運営委員会を開催して、検討をお願いします。  
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北高尾山稜(夕焼け小焼けコース) 

金子 真紀 

日  程:2018年 11月 23日(金) 

参加者：ＣＬ猪狩 

Ａ班：ＳＬ岡部、桐生、小林(和)、前田(延)、間瀬、鈴木(か)、江崎、村上、 

金子 

Ｂ班：ＳＬ蓮見、池谷、永木、井上(勝)、前田(節)、山口(洋)、小林(正)、 

前田(悟)、加藤 

 

数日前から天気予報を見ると当日はいつも晴れマーク。本当にこのままなのだろうか少

し不安になりながらも期待をせずにはいられませんでした。 

さて本番当日、私には初めてと言って良いくらい快晴になりました。木枯らし 1号の予

測もされていたのですが結局風も強くならず、絶好のハイキング日和だったと思います。

しかし、やはり 11 月下旬、歩いている時は暑くなりましたが、日陰や止まっていたりす

るとさすがに寒さを感じました。冬が近いのだと改めて実感できました。アウトドアなら

ではです。 

コースはその名の通り、高尾山の北に位置する北高尾山稜。途中高尾山を眺めながら、

快晴でもあるので、あちらはきっと混んでいるのだろうなと、すれ違いや追い越しの少な

いこちらに参加できて喜んでいる自分がいました。しかも担当の方々が、かなり検討して

下さり直前にすれ違いが少なかろうと、往復路を逆にする取り計らい等、有り難く作って

下さった計画に乗らせていただきました。 

道中はアップダウンが多く、疲れる前に下りになったり登りになったりと飽きる事なく、

楽しんで歩けました。途中の富士見台では雪化粧をした富士山を眺めながら昼休憩もでき

ました。毎度ですが、皆様から沢山美味しい食べ物いただき、ついつい手が出てしまって

います。この場を借りてご馳走様です！ 

そして毎回感じるのは植物等の名前はなかなか覚えられないのですが、其処に咲く小さ

な花や実、荘厳な木々に生命力を感じ、自然のパワーをいただいています。 

私にとって山行に参加する事は、非日常を

体験できる最高のストレス解消です。 

ありがとうございました。これからもよろ

しくお願いします。 
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タイ『チェンダオ山 2225ｍ』登頂と観光あれこれ秘話 

      安彦 秀夫  

期 日：2018年 11月 28日（水）～12月 5日（水） ＜7泊 8日＞ 

参加者：東葛山の会９名、千葉こまくさハイキングクラブ 6名、松戸山の会 2名、 

かがりび山の会、松戸遠足クラブ 1年さくら組、山の会らんたん、 

ちば山の会、茂原道標山の会、ふわくハイキングサークル 各 1名 

合計 23名（男性：11名、女性 12名） 

    （東葛）CL安彦、逢地、清水、羽鳥、山口幸、井上勝、加藤、菊池、石塚 

  

『登山時報 2016年 5月号』

に掲載されていた『タイ：チェ

ンダオ山』の記事を読み、 

『いつかは行ってみたいな…』

と思っていました。 

その山を県連の仲間と一緒

に楽しみ、下山後は、アユタヤ

やバンコクの観光を満喫する

とともに、タイ料理やタイ舞踊、

そしてニューハーフ・ショーも

堪能してきました。 

 裏話を中心に披露したいと思います。登山・観光の感想は、他の参加者にお願いします。 

 

＜1＞ 登山用の地図が見つからない… 

 インターネットでチェンダオ山の登山用地図を探しましたが、求めているような地図が

見当たりませんでした。そこで、現地の旅行会社数社にメールで問い合わせをしました。

しかし、どの会社からも『地図はありません』という回答が届くだけでした。それで、参

加者や会の仲間にも呼び掛けました。しかし、私が納得する情報は得られませんでした。 

参加者の顔合わせも兼ねて、説明会を開催した際に、他会の参加者から『インターネッ

トからダウンロードして加工した地図』を見せて貰い、それを参考に、私なりの地図を作

成してみました。しかし、この地図から読み取れるチェンダオ山の標高は、『2225ｍ』と

は大きく違っていましたが、登山ルートなどをイメージするには充分な資料となりました。 

 

＜2＞チェンダオ山登山コースが変更… 

 チェンマイ空港に迎えに来たガイド Mr.Nui(ヌイさん：47歳)に、今回の登山コースな

どについて詳細を聞きましたが、納得できる説明を得ることはできませんでした。 

 タイ滞在 3日目に、登山管理事務所に行き、当初のコースは崩壊して閉鎖されており、

もう一つの登山口（デンヤカット）からの往復になる…ということを初めて知りました。 

（チェンダオ山山頂） 
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 今シーズン（11月～3月の乾季）から、このコース往復のみが自然保護の観点から許可

される…とのことでした。それを裏付けるかのように、当初予定の登山口からのコースと

の合流点には、閉鎖した登山道に入らないように細い 1本の紐が張ってあり、簡易テント

を張り、無線設備も設置して監視員二人が居ました。 

 登山口までの道は、長く、狭く、凸凹の連続で、四輪駆動車でなければ走れない悪路の

連続でした。荷台に乗った人は、『ロデオ』の気分を満喫（？）したことと思います。 

 もう一人のガイド Mr.Nicom(ニコムさん：47歳)は、初めてのチェンダオ山登山だった

ようで、下山後のドイ・ステープ寺院では、全身が痛かったようです。 

２人のガイドは同級生のようでした。小学校か中学校か高校かは分かりませんが…。 

 

＜3＞チェンダオ山登山時のトイレは… 

 『登山管理事務所』で入山手続きをし、

『チェンダオ山の自然』や『山中でのトイ

レ』等についての映像を見た後、事務所ス

タッフ（女性）からの実演を交えての熱心

な説明がありました。 

 特に『トイレ』については、かなり力を

入れての説明でした。自然保護（野生の植

物と動物等）を目的としており、至極当然

のことと思いました。日本でも、一部の山

域では既に実施されている方法でした。 

それは、『小用（口部分が閉まるビニール製の 600ccの袋と

吸水（凝固）用粉末のセット）』2個と『大用（自然分解性素材

でできている黒い大きな袋）』4枚が、専用のナップザックにテ

ィッシュペーパー2パックと一緒に収納されたもので、全員に

配布されました。 

テントサイトから少し離れた場所の 2ヶ所に、各 5個の 1ｍ

四方くらいの青空天井のトイレブースがあり、その中に、『腰

かけ部分の中央に直径約 30ｃｍの丸い穴があるプラスチック

製の椅子』が置いてある…という簡単なトイレ施設で、『大用』

の黒い大きな袋をこの椅子にセットして使用するものでした。 

ただ問題がありました。 

この穴が小さいため、『大』と『小』を同時にするためには、高度（？）なテクニック

が必要だったことです。改善の余地あり…と感じました。例えば、『丸い穴』を『卵形の

楕円形の穴』にするとか…。 

トイレブースの近くに大きな穴が掘られ、そこに『済んだ袋』を投げ入れるようになっ

ていました。自然分解性素材なので、恐らくこのまま放置されると思います。トイレブー

スやこの大きな穴の付近は、石灰（？）の白い粉が撒かれていました。 

（トイレ・ブース） 

（ナップザック） 

（ティッシュペーパー） 
（大用ビニール袋） 

（小用ビニール袋） 

↖（小用凝固剤） 
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シーズン初めの為か、キャンプサイトやトイレブースなどは、比較的綺麗でした。シー

ズン終盤頃にはどうなっているのか…？ ちょっと気になりました。 

 

＜4＞チェンダオ山登山ガイドとポーターは… 

旅行会社経由での最終情報では、『登山ガイド 3名、

ポーター7名』でしたが、ポーターは、共同食材や

炊事道具などを運ぶのみなので、私達の荷物を持て

ないだろう…とのことでした。それで、新たに 5名

のポーターの手配を依頼しましたが、残念ながら、

好ましい情報を得ないまま、『現地での直接交渉しか

ない…』という覚悟を持って成田を出発しました。 

登山管理事務所で『登山ガイド 2名、ポーター8

名』で、私達の荷物も登山者一人 5㎏まで持つ…とい

うことで納得しました。私達の荷物は、1個 1個計量しポーターに配分され、各ポーター

は大きな荷物を背負って汗をかきながら歩いてくれました。感謝！ 

個人用ロールマットは、準備されていないということでしたが、シュラフとロールマッ

トはセットで準備されており、全てポーターが持ってくれたので大いに助かりました。 

 

＜5＞観光地でのトイレは… 

 アユタヤとバンコクの観光地にあるトイレは、殆ど有料で『5バーツ』が必要でした。

トイレ入口に担当者がいる場合は、つり銭もあり問題ないのですが、自動入口の場合は、

『5バーツ・コイン』が無ければ利用できないシステムでした。緊急事態でもなかったの

で、慌てずに近くの店で両替をしてもらってから利用することができました。 

 バスで移動中に、トイレ休憩としてガソリンスダンドに寄りましたが、日本でいう高速

道路などの『PA』のような感じです。違いと言えば、男性の『小』が、トイレの建物の後

ろ外側にあることですかね。誰かさんが、流れている水で手を洗っていたようでした。確

かに洗面台のような形のトイレもありましたね。勘違いもしょうがないかな…？ 

 『大用トイレ』は使用しませんでしたが、覗いてみたら『和式の金隠しの無いモノ』で、

ドア側を見て利用するそうです。 

 

＜6＞ホテルの部屋は… 

① チェンマイのホテル（2連泊+1泊） 

タイ最初の夜を迎えるチェンマイのホテルでは、事前に部屋割り（1部屋 2人）を日本

の旅行会社経由で連絡してあったのですが、全く異なった部屋割り（組み合わせ）になっ

ていました。あまりにも違い過ぎていたので、私から旅行会社に提示していたリストを渡

し、再調整をしてもらいました。この間、ただただじっと待っていただいた参加者の皆さ

んには申し訳ございませんでした。ごめんなさい！ 

現地手配代理店のスタッフに、その後に利用するアユタヤやバンコクのホテルでも同じ

（ポーターさん、ありがとう！） 
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ことが起きないように、日本の旅行会社に問い合わせを依頼しました。 

後日、日本の旅行会社が、チェンマイのホテルの部屋割りのみを現地手配代理店へ連絡

していなかったことが判明しました。地元の手配代理店も代理店ですね。日本側にホテル

の部屋割りの問い合わせをしていなかったのですから…。 

② バンコクのホテル（1泊） 

 バンコクのホテルでは、『2ベッド』11室をお願いしていたのでしたが、翌朝、女性 2

人から『1ベッドで、毛布も 1枚でした』というクレームがありました。 

 フロントに話をしたところ、『全て 2ベッドですよ！』とパソコン画面を見ながら強く

言われました。それに対して、『1ベッドだったので言っているのですよ！調査をしてくだ

さい！』と、強く主張（抗議）しました。 

 その後、フロントに確認したところ、チーフらしき人が出てきて『1ベッド』であった

ことを認めたものの、何の謝罪も無く、ただただ言い訳を言うだけでした。 

  『昨夜、連絡をもらえたら他の部屋をアレンジできたが、連絡が無かった！』 

  『連泊していただけるのなら、その後の食事をサービスできるのだが…』など 

 私としては、ミスを潔く認め謝罪し、再発防止のシステム変更を約束して欲しかったの

ですが…。言い訳に終始する姿にガッカリし、話し合いを諦めました。これに追い打ちを

かけるかのように、ガイドの Ms.Daranee(ダラニーさん)から一言がありました。 

  『アビコさん、昨晩聞きましたよね！「何か問題はありませんか？」と。「無い」と

言ったので私は帰ったのですよ！』 

 この時点では、私は未だ部屋にも行かず、ロビーにいたのですが…。他の参加者もエレ

ベーターで各部屋に向かって行ったばかりだったのですが…。 

 いずれにしても、該当女性 2人には、ご不便をお掛けしました。ごめんなさい！ 

 

＜7＞水のサービスが無い… 

 チェンマイでは、登山時も観光時も、毎日『水 500

～600ml・2本』がサービスされました。しかし、ア

ユタヤでは 1本もありませんでした。 

バンコクからアユタヤへのバスでの移動日には、

特に気にもしなかったのですが、翌日のアユタヤ観

光時にもありませんでした。 

そこで、皆さんが象乗り体験を楽しんでいる時に、

ガイドを通じて現地手配代理店に交渉しました。そ

の結果、象乗りチケットブースで買い求めた冷たい

水 1本を参加者全員にサービスして貰いました。皆さんから『冷たい水が欲しかった！』

と喜ばれました。 

 翌日にも 1本をサービスして貰うことになっていましたが、ガイドの手配が不適切だっ

たのか、予定していた場所・時間ではありませんでした。かなり遅れてからありました。

サービスがあった間もなく、訪れた寺院からも水のサービス（入場料に含まれている）が

（象乗り体験／アユタヤ） 
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あり、タイミングが悪すぎーの感じでした。 

 

＜8＞バンコク：スワンナプーム空港で一人がいない…？！ 

チェンマイからバンコクに飛行機で戻ってきて、空港で荷物を受け取り、荷物受取場所

出口の手前で集合していたのですが、女性一人が現れません。待っても待っても現れませ

ん。誰に聞いても『見ていない…』ということで、荷物受取りターンテーブルに探しに行

きましたが、既にターンテーブルも止まり、誰もいませんでした。 

待っていると、違った方向から女性係官と一緒に現れました。似たような他の人達の後

を付いて行ったそうで、当然、違ったターンテーブルで待っていたようでした。当然自分

の荷物は出てきませんよね。そこで、あちこちに尋ねたようでした。合流出来て一安心。 

 荷物受取場所に行く前に、全員が揃ったことを確認し、その後揃って移動したのでした

が…。更にきめ細かい配慮が必要だったようです。今後に今回の事を生かしていきたいと

強く感じました。 

 

＜9＞観光三昧（訪問順） 

① 11/29タイ最高峰インタノン山 

 駐車場からほんの少し歩いた高台に、『タイ最高所』を表す大きな看板があり、全員揃

って記念写真を撮りました。展望は周囲の木々で全く無し。タイ最高峰制覇！ 

 

② 11/29キウメーパン・ナチュラル・トレイル・トレッキング 

少数山岳民族の若い 3名のガイド（男性 2名、女性 1名）と一緒に、展望所から遠く広

がる山岳景観を眺め、ツイン・パゴダを遠望し、小川を越えて一周する約 2時間のトレッ

キングを楽しみました。『今日は学校が休みなの…？』と疑いたくなるような幼顔をした

可愛らしい女性ガイドは、22歳（？）の既婚者でした！（誰が確認したのかな…？）       

③ 11/29ワチラタン滝 

昼食後に訪れた滝は、水量が豊富で、飛沫が正面の観瀑台に降り注いでおり、長くいた

ら、ずぶ濡れになるかも…。見ごたえのある滝に感動しました。 

 

（タイ最高地点：インタノン山山頂） （ワチラタン滝） 
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④ 11/29ワット・チェディー・ルアン 

 蛇神ナークに迎えられ、巨大な仏塔が迫ってきました。 

⑤ 11/29オールド・チェンマイ・カルチャー・センター 

 タイ北部伝統のお祝い膳として、小さな丸いテーブルに出されるカントーク・ディナー

を味わいながら、タイ舞踊ショーを堪能しました。もち米が美味しかったですね。お代わ

りをした人もいましたよ！ 

⑥ 12/1ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ 

 ソンテオ（小型や中型トラックを改装したミニバス）3台に乗り換えて標高 1080ｍのス

テープ山頂上に建つ寺院へ。高さ 22ｍの金色に輝くチェディー（仏塔）が夕陽に照らされ

見事でした。チェンマイ市街の夜景を一望し、ソンテオ 3台に乗り下山しました。 

⑦ 12/3ワット・ヤイ・チャイ・モンコン 

大きな寝仏が迎えてくれました。チェディー（仏塔）からの眺めを楽しみました。 

⑧ 12/3ワット・マハータート 

 木の根に取り込まれてしまった仏像の頭部が印象的でした。（年頭挨拶挿入写真参照） 

⑨ 12/3ワット・プラシー・サンペット 

 3基の大きなチェディーの下を民族衣装の女性が歩いている光景は、異国ムード満載で

すね。見惚れてしまいました。 

⑩ 12/3象乗り体験 

 希望者 17名が大きな象の背中に乗り、ゆーらりゆーらり…。高い所から眺めるアユタ

ヤの遺跡・街並みはいかがでしたでしょうか？良い想い出になったことでしょう。 

⑪ 12/3チャオプラヤー川クルーズ 

両岸に建つ家屋や煌びやかな寺院などを眺めながら昼食を摂り、時々甲板に出ては流れ

る風と照りつける陽射しを浴びながらのゆったりした 2時間半のクルーズを満喫しました。 

⑫ 12/3カリプソ・キャバレー 

タイ舞踊を見ながら夕食を摂った後、最前列席で『ニューハーフ・ショー』の世界に酔

いしれました。以前に見た際に、『若い綺麗な女性（？）』であったイメージが強かったの

ですが、残念ながら今回は、『ベテランの女性（？）』が大半だったように感じました。 

最前列の特権（？）で、ハプニングが東葛山の会の男性を狙い撃ちしました。日本をイ

メージしたショーで、和装した女性（？）がステージから降りてきて、山口さんに抱きつ

き、左頬にブチュッ！私の目の前での出来事でし

た。館内は爆笑の渦と化しました。いつも行われ

る決まり事でしたので、私は最前列席の更に前席

の『B1席』を山口さんに譲りました。 

⑬ 12/4ダムヌーン・サドゥアク水上マーケット 

3隻の小船に分乗し、熱帯の木々が茂る中の運

河（水路）を、時々物凄いモーター音を発しなが

ら巧みに舵を取り、15分ほどで一周しました。戻

ってきたら、小舟発着場所の十字路の水路付近が、
（ダムヌーン・サドゥアク水上マーケット） 
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行き交う小船で賑わっていました。船上で果物などを売っており、『ドリアン』と『リュ

ウガン（ロンガン）』を買い、皆でタイのフルーツを味わいました。如何でしたか？ 

⑭ 12/4ワット・プラケオ＆王宮 

 本堂にある高さ 66cm、幅 48.3cmの『エメラルド仏』を確認できましたか？年に 3回、

季節の変わり目に国王自らが衣裳を取り替えるそうです。この時期は、袈裟（？）を着て

いたので気が付かなかった人もいたのでは…と思います。 

⑮ 12/4ワット・アルン 

 渡し船に 5分ほど乗り、三島由紀夫の小説『暁の寺』の題になっている寺で、白い仏塔

を見上げました。帰り道の土産店が賑わっていました。『ズボン（？）』を自分への土産と

して買っていた人が多かったようです。ガイドも買ったようですが、それを空港で分かれ

る直前に私にプレゼントしてきました。コークン・クラップ！（ありがとう！） 

⑯ 12/4ワット・ポー 

 長さ 46ｍ、高さ 15ｍの金色の大寝釈迦仏はいかがでしたか？足の裏の螺鈿細工画には

バラモン教の真理が描かれているそうです。私には良く分からないのですが…。 

 

＜10＞無事終えて 

 肝心の『チェンダオ山』登山時のガイドやポ

ーターの人数で、ぎりぎりまで頭を痛めました

が、結果的には私達の希望の荷物（一人 5㎏ま

で）を持ってもらうことができホッとしました。

ただ、登山コースが変わっていたことには、何

で？という疑問は今でも残ったままですが…。

もっと早い時点で分からなかったのか…と思います。 

 更に入山日についても変更になったようです。昨シーズンは、金土日の 3日間での 1泊

2日のみが許可されたようですが、今シーズンからは、月火木金土日の 6日間が入山可能

のようです（水曜日のみ入山禁止）。日帰りもできるような感じでしたが不明です。更に

来シーズンからは、『登山者 1名にポーター1名が付く』ようになるとか…？！ 

 テントサイトは何もない所でしたが、蛍が飛び交う光景に一瞬癒されました。皆さんは

見ましたか？ 

 強い日差しを浴びながらの観光も目いっぱい楽しむことが出来ました。あの暑い中での

冷たい水は生き返りますね！その水がサービスされない危機（？）がありましたが…。 

 致命的なトラブルは無かったものの、小さなトラブルがあり、その都度なんとか切り抜

けることが出来ました。この小さなトラブルは、異国を旅行する上では避けて通れないこ

とと考え、常に対応できるように心がけています。 

今回も『山』も『観光』も目いっぱい楽しみました。参加者の皆さんから『楽しかった！』

や『また来てみたい！』等の言葉を聞く時が、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。（2018/12/18/Tue.） 

（テントサイトでの朝食風景） 
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堀田正睦公像の前で 

佐倉城址公園の紅葉ウォーキング 

日程：12月 1日（土） 

参加者：（CL）松本、（SL）山岡、八巻、高山、三橋、池谷、星田、山口洋、小林正 

                       

 山岡 みや 

今日から師走、穏やかなウォーキング日和だ。京成佐倉駅を後に、まず「佐倉順

天堂記念館」を目指して国道を歩く。 

「佐倉順天堂記念館」は、蘭医・佐藤泰然が江戸時代末期に創設した私立病院で、

当時としては最高水準の乳がん摘出手術等を麻酔なしで行っていたそうだ。 

驚いたのは水ヒルを 30匹噛ませて、その間に外科手術をしたこと。無麻酔のた

め、ヒルが噛んだ痛みを感じている間に、手術をするということだろう。  

手術も、のこぎりやコテのよう道具でしたようだ。「記念館」を見学して、現代の

医学の進歩の素晴らしさを改めて感じた。 

次は、「旧堀田邸」の見学。最後の佐倉藩主、老中・堀田正倫の住宅である。    

堀田正倫は、明治政府の廃藩置県により華族となり、佐倉に邸宅を構え、農業や教

育に尽力したそうだ。身分や格式を意識した造りは、贅沢ですばらしい。 

私のかつての教え子に「堀田くん」という子がいた。彼は私の所に来て「僕の家

は昔、佐倉の殿様だったんだよ」と教えてくれた。彼は、当主の弟の子どもだが、

もう 50歳くらいになっただろう。今どうしているだろうか。 

次は、武家屋敷の見学。今残っているのは 3軒だけだが、屋敷は藩の所有で藩が

武士に貸し与えたもの。今で言う「官舎」に当たる。住居から武士の質素な生活が

伺えた。上記 3つの見学は、ガイドさんに詳しく説明してもらい、よくわかり大変

勉強になった。 

最後は、佐倉城址公園。公園内は、ちょうど紅葉が見ごろで素晴らしかった。 

残念な事に 11万石の「老中の城」と言われた佐倉城は、明治以降壊されてしまい、

本丸跡・二の丸跡・空堀等が残っているだけだった。 

壊された跡には陸軍の佐倉連隊が置かれていたので、連隊の跡もいくつか見ること

ができた。一つは、「飛び降り訓練用の 12階段」。5ｍ位上から飛び降りるのだ。  

上ってみたが足がすくんでしまった。 

二つ目は、「便所」。30個ほど

の便所がずらっと並んでいる。

屋根はあっただろうが、個室の

仕切りがなかったようだ。し尿

は、下肥として近くの農民が汲

み取り、便所の掃除をしていた

そうだ。 

今回の佐倉ウォーキングは、

まさに歴史の勉強だった。知ら

なかった事をたくさん頭に詰

め込んだ有意義な一日だった。 
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(愛鷹山塊 越前岳) 山 行 報 告 

 ( 報告者：前田節子 ) 

 

 

日 時   ２０１８/１２/１（土） 

参 加 者 前田悟・前田節子 

登 山 口 十里木高原駐車場 

下 山 口 十里木高原駐車場 

費 用 ５５００円（ツアー参加費）＋６９８円（鎌ケ谷～京成津田沼） 

利 用 交 通 
千葉中央交通（株）ツアー参加 

 

※日程(天候、コースタイム) 

京成津田沼駅バス乗車～東名自動車道裾野 IT～十里木高原駐車場…15 分…展望

台…50 分…笹峯（平坦地）…50 分…山頂（昼食・休憩）…90 分…十里木高原駐

車場～御殿場 IT～東名自動車道～京成津田沼 

※コースの特徴(注意点・見どころ) 

標高差 629ｍ 歩行距離 約５ｋｍ（歩行時間 約４時間） 

危険個所はないコースだが、岩場や滑りやすい箇所がある。 

※ヒヤリハット  とくに無し 

※宿泊(料金・場所・内容) なし 

※下山後の情報(風呂、食事など) なし 

※感 想 

以前沼津アルプスに登ったとき、富士山の手前に連なって見えていた愛鷹山。

いつか登りたいと思っていたので、千葉中央交通（株）ツアーの企画に参加しま

した。実施日は 6回あり、当日はその 3回目。土曜日のせいか参加者が多く、バ

ス 2台で 80名近くの参加者でした。それぞれのバスにガイド 2名が付きました。

前の 2回は曇りで富士山は見えなかったとのことでしたが、今回は素晴らしい晴

天に恵まれ、頂上では３６０度の眺望！富士山の雄姿に圧倒されました。登りか

ら下山まで雲に隠れることなく素晴らしい展望でした。 

越前岳だけの往復だったのでちょっと物

足りない気がしたし、下山後のお風呂がなか

ったのも残念！でもツアーなので仕方ない

かな。登り初めの長い階段を、どこかの少年

野球チームが階段ダッシュをしていました。 

往復とも渋滞に巻き込まれることなく、ま

た事故もなく順調に帰りました。 

笹峰（平坦地）からの展望 
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12月 2日(日)~3日(月)  参加者  梅田、桐生、嶋本、伏見 (記) 

2日 丹沢界隈は昔乙女の頃に仕事が終わると、その足で新宿から小田急に乗り 

お月見山行をしたり、沢登りを楽しんだりと、とても楽しい青春でした。ので 

何時か丹沢に行きたいと願っていましたが、体力に自信が無いのとヒルの時期

には行きたくないと思っていました。優しい山友に誘って頂き 50年振りに願い

が叶いました。 

 渋沢駅からタクシーで二股の手前まで行きました。道路脇には駐車で一杯で

した。もう紅葉の季節も終わりかなと思いましたが、まだまだ皆の目を楽しま

せてくれました。後沢乗越までの 1 時間は急登もなく会話を楽しんだり、紅葉

を楽しんだりと、晩秋の山道を歩きました。 

 乗越からは階段・・・・あー又、階段とひたすら登ります。その内に美味し

そうな匂いがすると、これが「鍋焼きうどん」で有名な鍋割山なんだね。 

私たちも食べたいと思ったが 1 時間待ちとか、やめましてお隣さんの匂いだ

けを頂き貧しいランチにしました。富士山も見えず寒くて寒くて早々に歩き出

しました。 

 塔ノ岳までの 1時間も又、階段です。只ひたすら我慢の登りでした。山頂は 

真っ白で寒いので早々に尊仏山荘に逃げ込みました。14:00頃着 

リーダーの自家製の温ったかい梅酒と小屋の熱燗で体が温まりました。今夜

の宿泊者は 7 名、昨夜は 59 名だとか、17 時過ぎにカレーとサラダの夕食を頂

き 18時過ぎには皆就寝でした。静かな夜でした。 

3 日 夜中は風が強かったので心配しましたが雲の間から御天道さんも眺めら

れ、少しピンクに染まった富士山も眺められ安心しました。 

おでん、ふりかけ、ごはんの朝食を済ませ 7:30 に出発しました。今日は蓑毛ま

での表尾根を階段も少々有るが富士山を眺めたり、まだ残っている紅葉や周囲

の山々を眺めたりと、少し余裕が有りますね。 

 順調に烏尾山、三の塔、二の塔と進み、12時にヤビツ峠に着きました。 

時間に余裕が有るのでここでランチしまして、ゆっくりと蓑毛まで下ります。 

昔は蓑毛までしかバスは来なかった記憶が有ります。 

ここからの山道が素晴らしく紅葉、黄葉のオンパレード。何度も歓声を挙げ

「今シーズン一番かもね」と言いながら、下ると蓑毛のバス停に無事着きまし

た。14:30？のバスに揺られ秦野に着き、又、又順調に電車に揺られ鎌ヶ谷に 17

時に着きました。 

念願が叶って丹沢に登る事が出来、とても感謝です。有難うございました。 

鍋割山～塔ノ岳 
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陣馬山（８５５ｍ） 
 

日 程：１２月８日（土） 

参加者：ＣＬ池谷、ＳＬ山口（記）、逢地、高見、前田（延）、入江、永木、 

羽鳥、小林、金子、高木、蓮見 計１２名 

 

陣馬山。白馬と富士山に会う山行です。下見の時は、あまり変化のない山だ

な、というのが実感でした。復路の奈良子尾根は倒木もあり、本番はどうなる

のか心配になる状況でした。下山後のバス停近くの酒店の御主人の話で、栃谷

尾根が昔からの旧道だからそのコースがお勧めだということでした。 

 山行当日、船橋駅に全員が集まりました。今シーズン最後の行楽日のようで

藤野駅前は人、人で臨時バスが配備されていました。一ノ尾尾根登山口バス停

で下車後、身支度をして登山開始です。ＣＬさんはいつにもまして快調のよう

で先頭に立ってぐんぐん進んでいきました。後ろから着いていく私たちは感心

しきりでした。 

陣馬山頂上は色とりどりのウエアーとおいしそうなお弁当持参の皆さんで満

員状況です。山頂の名物、白馬の石像は待っていてくれたのですが、富士山に

は会えませんでした。それでもうす曇りで風もないおだやかな山頂で、私たち

も思い思いの弁当を広げ楽しい一時を満喫しました。 

 下山道は比較的歩きやすくスタスタの道のりです。参加者全員好調をキープ

してランランの歩みです。里山近くからは舗装道路が続く道なのでチョットう

んざりしました。 

陣馬山は昔、武田勢が陣を張ったことから「陣場山」の別名があるそうです。

頂上は３６０度の展望があるので天気の良い日にはお勧めの山かも知れません。 
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陣 馬 山 

日  程: 12月 8日（土） 

参加者: CL池谷、SL山口（幸）、逢地、高見、前田（延）、入江、永木、羽鳥 

小林、高木、蓮見、金子（記） 

登り：一ノ尾尾根コース 

下り：奈良子尾根コース ➞ 栃谷尾根コースへ変更 

 

今回は女性委員会の山行と重なってしまい、女性の少ない山行となりました。

今年は自然災害が多かったためか、今回も下見にて倒木多く、変更をして下さ

りお世話になりました。 

当日は鎌ヶ谷駅 6時 50分出発の予定が 1本早く 6時 44分にほぼ皆様集まり

乗車。夜が明けてからの楽な出発でした。 

船橋駅にて「休日おでかけパス」の購入方法を女子チームに教わり少し大き

めの切符に旅気分♪高尾を過ぎて予定通り藤野駅に 9 時 2 分到着。バス停は人

でごった返していましたが臨時バスも出ていてこちらも予定通り乗車。 

危険箇所も無くとても登りやすい山でした。お天気は快晴のはずだったので

すが、ずっと雲がかかり時折陽の差す、冷たい冬の空気でした。しかしながら

風は無くハイキング日和だったと思います。他のグループの方の中には普通の

運動靴で登っている方も見受けられました。頂上でお弁当を広げている姿は若

い人が多かったようです。 

その頂上への最後は割と長い階段を登って到着。なぜか予定時刻より 30分位

遅れて。白い馬が出迎えてくれ

ました。そこは広々として茶屋

が 3軒ほどもあり、冬なら温か

い物を食べられ、夏なら冷たい

物を食べられるようです。トイ

レもありました。なにせ広いの

で幾つものグループがお弁当を

ゆったりと広げていました。お

天気が曇りだったので眺めはま

あまあでしたが、360 度見渡す

事の出来る所でした。 

さて下山は登りで掛かった分

を取り戻す勢いでノンストップで陣馬登山口バス停まで歩きました。でも間に

合わず、予定の 1本遅れでしたが夕方 5時半頃には鎌ヶ谷に戻ってきました。 

毎回ですが一緒に歩いていただき、ありがとうございました！ 
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第一回関東ブロック女性委員会交流登山 

“太平山・晃石山を歩こう”に参加 

日 時：12月 8日（土） 

参加者：伏見、小林和、鈴木か、五十嵐朝、江崎、嶋本、菊池、山口洋、桐生（記） 

 

 千葉県女性委員会に行ってきた伏見さんから例会で回覧された『第一回関東

ブロック女性委員会交流登山』に 9 名の女性が参加してきました。千葉県は東

葛山の会だけでした。 

 新大平下駅に着くと、集合場所の大中寺駐車場までの送迎車が手配されてい

て、各県からの参加者を順番に乗せて行ってくれました。数台の車の運転は全

て男性でした。女性委員会でも頼もしい男性の協力は欠かせないんですね。 

 集合場所の駐車場に着くと、スタッフの案内で各班に別れて準備体操後出発

しました。 

 ①太平山～晃石山周回コースと②大平山のんびりコースと班別に出発。東葛

組は 3 班と 4 班に別れて、前後に担当者が付きコースや歴史などの説明を聞き

ながら気持良く歩けました。カサカサと落ち葉を踏み、まだ残っている紅葉を

見上げ、又狂い咲きのツツジに歓声をあげて約 4時間で出発点に帰着すると・・・。 

お昼御飯用に、カップのトン汁、名物の卵焼きとお団子セットが用意されてい

ました。参加人数が減ったかな？と感じたら、のんびりコース組はもう帰った

らしい？？ 

食後、広場にて交流会がありました。新しい全国連盟の女性委員長にも初めて

お会いしました。山筋ゴーゴーの石田先生も参加していました。 

日陰の広場で寒くて固くなった身体も、先生の指導で体操をしていたらポカ

ポカしてきて体操の成果ありですね。 

交流会は、各山の会ごとに自己紹介

があり、東葛山の会が主催の宇都宮

HC に継いで参加者が多かったかな？

と感じました。 

 交流登山に参加すると、山行の決め

方、平均年齢、例会の方法などが話題

になります。これが『お土産』です。 

 

清水寺でイチョウの落葉とスイセン 
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『スキーをしてみませんか』 

池谷 道隆 

 

昔、「私をスキーにつれてって」いう映画が人気になった。 

今年は、私達があなたをスキーに連れていってあげましょう。 

 

そう 20 年も 30 年も山に登っている会のみなさん、この先も元気に続けて下

さいね。でも、近頃はリタイアする人が出てきましたが…。私もその一人です。

高い山はもうダメだし、低い山でも足

がつる昨今です。 

山をヤメたら何のスポーツをします

か。ハーイ、スキーをしてみませんか。 

山はダメでも、スキーは大丈夫です。

私の『腰痛に効く体験的スキーの効能』

をぶっちゃけます。山に不安を感じ始

めた第一の要因は「体力」「運動量」で

しょう。確かに山は 60年も 70年も使

ってきた自分の二本の足のみで、山の

斜面を上ってゆく訳で、その運動量は

大きく、筋力、体力が衰えてくるとつ

らくなります。でも体力、筋力を使わなくても充分に運動になるのがスキーで

すよ。スキーは二本の足を動かしません。踏み込むパワーもいりません。板の

上に乗っているだけで勝手に前に進んでくれます。しかも上ることはないし、

下りオンリーです。足への負担は全く軽いものです。 

 それで何の運動になるのか。池谷博士に聴いてみましょう。まず「目」と「耳」

で考えてみましょう。山は上りも下りも絶えず足元を見ながら一歩一歩歩くと

いう、何とも暗い姿です。スキーは絶えず 10ｍ先を見ていないと 1 秒で到着し

てしまうから、足元ばかり見ているのは危険です。左右も前後もキョロキョロ

見る「注意力」が必要です。「耳」も山では川のせせらぎの音や、かわいい小鳥

のさえずりは心の安らぎになるのですが、スキーではそんなゆとりはありませ

ん。後ろや脇を通過しようとしている暴走ボーダーの「ガガガ‥‥」という恐

ろしい音に絶えず耳をそばだてる必要がある。 

次に「手」をみてみよう。手に持つストックは山では体を支えるために突くと

いうよりは、よろめき防止の為に持っていた方がいいという程度のものだ。一

本より二本の方がいい時もある。 

 スキーでは一本で滑っていたのは昔の話で、今は二本が必携だ。この二本を
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左右の「手と目」で、どこに突いたらいいのかを瞬時に判断する「即決即断能

力」が要求される。そして左右に曲がるのも急斜面を暖急をつけて滑るにもス

トックワークは大切である。いわば車のハンドル、ブレーキのような役割があ

り、山のアクセサリーのようにいかない。手は忙しく的確な「判断力」が要求

される。 

 今までお話ししてきたように、体力・筋力が衰えてきた人でも、スキーは「注

意力」「判断力」「決断力」というような健康維持機能が養われるから、老化防

止に役立つ。山登りだけではボケ防止にならないと池谷博士は訴える。スキー

が楽しいのは、私にとって理由はまだある。「何故、あまり上手くないのに教え

るのが好きなのですか」と言う人もいるが、確かに教えるのが好きかもしれな

い。教えながら＜ヘッピリ腰＞の姿が、まもなくうまく滑れるような姿を見る

のが何よりも嬉しい。＜へっぴり腰＞が素敵な尻に変身する。いいよ～。 

 まだある。これが本投稿の主要目的かもしれない。私が山の会に入会して 17

年になる。山登りは経験もなかったし苦しいことのほうが多かったかもしれな

い。スキーとセットでやり長く楽しめている。この間二度の腰痛（ヘルニア）

になった。でも、山の会をヤメようと思ったことはない。だからこの先もすっ

と続けて行きたい。山をヤメたらスキーも終わりだろうと思う。だからスキー

も続けたい。 

 スポーツクラブ「NAS」も船橋整形外科も私のリハビリ施設だ。このリハビリ

が二度のヘルニア悪化を喰い止めてくれている。 

私のリハビリプログラムは「股関節を広げる」ことが長年の課題だ。これを

スキーに採り入れることにした。それはスキー初心者がやる「プルークボーゲ

ン」という型で、かかとの方だけを広げて「八の字」で滑る型だ。股が広がり

激しい痛みを伴う。一人でこの型を続けることは 30分も耐えられない。相手が

必要だ。初心者と、しかもかわいい娘となれば一日中、二日間でもガマンして

楽しく滑ることができる。 

 この「プルークボーゲン」をやると帰宅後 2～3日もすると、痛みもとれて意

外と股の開きが良くなる。春になると山歩きも多少楽になる。初心者の滑りは

上手くなる。私の股関節は快調になる。一石二鳥だ。私から初心者に授業料、

治療代を払ってもいいと思っている。 

 そろそろ山はダメかなと思っている人、スキーならまだ 5 年、10 年はやれま

すよ。 

 股関節の痛い人、私が腰のマッサージをしたら問題を起こしてしまいそうだ

から‥‥スキーをしてみませんか。 

 うまいメンバーはうちの会には何人もいます。誰から教わってもいいですが。

でも初心者の「プルークボーゲン」では是非私を指名してください。 

 さあ、今シーズン「あなたをスキーにつれてって」あげましょう。 
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ワンコイン講習会に参加して 

 

参加者：入江、梅田、菅谷、伏見、桐生、小林和、村上、五十嵐朝、 

山脇、菅原、江崎（記） 

 

 12月 1日（土）女性委員会主催の『山で役立つ安全登山と生涯登山』という

テーマで講習会が開かれ初めて参加しました。 

講師は愛称マウンティンゴリラ・安村淳先生（72歳）無駄な肉の付いてないス

ラリとした体型、笑顔のステキな山男という感じ。 

 元気で安全に登山を続けるということから、まずは筋肉について。登山の体

力は『筋肉』の力＋『心肺』能力だが、筋肉が優先する。筋肉には速筋（白筋・

瞬発力）遅筋（赤筋・持久力）があり、登山に必要な遅筋は歳をとっても減ら

ない。登山は重力に逆らって体を上下する運動なので抗重力筋が必要、主に大

腿四頭筋（太ももの前の筋肉）・下腿三頭筋（ふくらはぎの筋肉）・大殿筋（お

尻の筋肉）が大切である。これらの筋肉トレーニングはなんと低山トレーニン

グが効果的であるとのこと。±2000m/月の標高差（1ヶ月に 2～3回高尾山か宝

篋山を登る位）のトレーニング、これならば私達にも出来そうですね。 

  

登山中のエネルギー補給について 

山でバテないためには登山前夜から下山までは炭水化物を中心に摂り、下山後

はタンパク質と炭水化物を摂る。日常ではバランスの良い食事に心掛け、特に

筋肉の素タンパク質を意識的に摂ることが大切。事故の多い『魔の午後 2時』

は朝食べた炭水化物エネルギーが切れ、昼食べた炭水化物エネルギーがまだ使

えないエネルギーの狭間となるので、行動中は 1時間か 2時間おきに食べるの

が効果的である。ランチをみんなで一緒に食べる事は楽しいことですが、ちょ

こちょこと炭水化物をとる方が良さそうですね。 

  

登山中の水分補給について 

成人の体の６０％は水で、登山中に体重の２%の水分を失うと熱中症、筋肉の痙

攣、運動能力の低下、心臓への負担増加などの症状が出ます。登山中は脱水量

の 70%を補給しましょう。50㎏の女性が 10㎏のザックを背負って歩行時間 8

時間位の登山をすると脱水量は 1900ml位、その 70%約 1300㎖となるので出発

前に 160ml、登山中に１６０mlを８回に分けて飲むと良い。私自身飲む量が少

ないようなのでもっと摂るように心掛けたいです。 

 元気で安全に楽しく登山を続けられるよう学んだことを忘れないように。 
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思い出の山 

日射病かな？ 

 

 入会 30年余りになりますが、この様な体験は初めてです。 

 5年前の夏山での事、大町扇沢から針の木、船窪、七倉へ下山。 

 1日目は三大雪渓の一つ、針の木雪渓で残雪は平年並み、皆さんと順調に足を

運び小屋泊り。２日目は快晴の中、コマクサ群生を見ながら蓮華岳、そこから

が長い急降下から急登の午前中でした。 

 昼食はパンが主で、一緒にポカリ２００ｃｃ位飲んだ。歩き始めて一時間位

から気持ちが悪くなり、思うように足が進まず、だるい、眠いで小屋一時間位

手前で昼寝（50分位？）をした。多少回復したのでゆっくり行くと、小屋のご

夫婦が心配そうに、玄関で暖かい麦茶で出迎えてくれて感激しました。 

 到着して解った事ですが、小屋のお客さんが水汲みに来た時、我々の様子を

見て、連絡したとの事、その晩の美味しい夕食は少ししか食べられず！！ 

 翌日は回復し無事下山できました。原因は水分不足で日射病？ 濃い目のポ

カリが体に合わなかったのか？・・・           

                           安田 甚二 

 

 

 
船  窪  小 

屋 
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タイ チェンダオ山とアユタヤ＆バンコク観光を振り返り詠む 

 

羽鳥健一郎 

山守る簡易トイレの使い方説くタイの人思いは熱し 

軽トラの荷台に揺られ二時間余チェンダオ山へ悪路と格闘す 

手を合わせ挨拶交す若者らタイの山中心が和む 

チェンダオは星降るの町と言われしよ夕陽を見んとて山頂めざす 

チェンマイの北に座したるチェンダオ山二十余人のシニアが登る 

 

チェンダオ山目
ま

交
なか

いに座す「三兄弟」その 頂
いただき

に夕日が沈む 

無事に下りチェンダオ村のレストラン辛き料理に舌鼓打つ 

夕暮れのドイステーブ寺院よりチェンマイの町の灯りを暫し眺めん 

アユタヤのリバーサイドホテルにて束の間の時プールに遊ぶ 

川沿いの甍
いらか

は朱きアユタヤの寺を見下ろすホテルの窓辺 

アユタヤのホテル近くに駅舎あり微睡
まどろみ

の中汽笛を聞きぬ 

サラサラと竹
たけ

箒
ぼうき

の音響きたり朝一番のアユタヤの寺 

古都去りてクルーズ船で川下り首都バンコクのビル群迫れり 

暮れなずむ喧騒の都市バンコクの大渋滞を車窓より眺めん 

バンコクのホテルロビーは華やぎぬ天上高くクリスマスツリー 
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忘年山行 赤城山を振り返る 
羽鳥健一郎 

 

 

なんとまあスウィートポテトの御もてなしバスに広がる甘き温もり 

サプライズ手作り歌集も登場し「ともしび」超える車内となりぬ 

上州の長七郎山は雪化粧し二十余人のシニアを迎えん 

新雪をキﾕﾂキﾕﾂと鳴らし登り行く冬山支度で足取り軽ろし 

 

ここ彼処雪花
ゆきばな

が咲く山道で暫し佇み木々を見上げん 

すれ違う人も少なき冬枯れの覚満淵の木道を行く 

赤城山猪
い

谷
がや

父子が特訓し五輪メダルへ繋がりし郷 

凍みわたる大沼
お の

の湖畔の風寒し対岸に座すは赤城神社よ 

赤城山大沼の湖畔を進み行くミズナラの巨木も寒げに聳
そび

ゆ 

結氷が広がり始めた赤城大沼ワカサギ釣りのシーズンとなり 

懐かしき豆炭あんかが床の中素朴な温もり寒さを忘れる 

凛とした零下の朝に地蔵岳目指すシニアら元気に仕度す 

朝一の地蔵岳への急登を一列縦隊で粛々と行く 

冬晴れの地蔵山頂眺め良しホットコーヒー有り難きかな 

満足し地蔵下山はスムーズよあっと言う間に見晴山へ 

ばあちゃんが手作りをした山椒味噌土産に一つ買い求めたり 

無事下山一風呂浴びての昼食はワカサギ肴にビールも旨し 
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ちょっと一言 

 

1年程前のことです。私のスマホに 公衆電話から着信がありました。 

「もしもし」と言うと、少し間をおいて男性の声で「もしもし」。 

 しばらく沈黙があり、何故か私から 息子の名を呼んでしまいました 。 

案の定相手は「そう○○」。声色が明らかに違いました。 どうしたらよいもの

か、このまま騙されたふりをするべきなのか一瞬悩みましたが、結局電話を切

ってしまいました。 

その後もう一度着信がありましたが、出ませんでした。息子に連絡を入れて

確認、もちろん違っていたのですが、息子の名を呼んでしまった事が情けなく、

自分は大丈夫だと思っていたことにも反省した出来事でした。 

                           （ 金子 真紀 ） 

 

 

 山行の話を書かなければいけないと思いました

が、ほとんど登ったことがありません。それで郷里

の山のことを書きました。 

郷里は山が富む・・・富山県黒部市です。とても

風光明媚な扇状地です。市内には黒部川が流れてお

り、上流は宇奈月温泉、黒部峡谷、黒部第四ダム、

下流は日本海に流れています。 

山は北アルプスの立山連峰です。平野部が狭いので山と海が近くに見えます。

郷里での山行は中学生のときの学校登山で立山の雄山に登ったことが思い出と

してあります。 

 三月に退職してから兄姉の様子を見に帰省することが多くなりました。北陸

新幹線の黒部宇奈月温泉駅で降りて快晴の雪山を見ると、格別な気持ちになり

ます。 

                          （ 村上 義治 ） 

 

 

「ちょっと一言」の執筆も、現会員を一巡し、いよいよ会発足時の最初の方々

に戻ります。 

2月号の担当は、手塚春雄さんと安彦秀夫さんです。よろしくお願いします。 

（2019年 1月 18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） 




