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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

6 月号は五十嵐朝子さん、７月号は五十嵐幸治さん、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            

つくばりんりんロードをレンタサイクルで土浦から 30 キロ地点まで走って

折り返した。往復 60 キロ、お尻と膝が痛くなった。筑波鉄道は 1987 年(昭和

62年)3 月 31 日の運行を最後に廃止された。最後の日、当時小学生だった子供

たちを連れて乗りに行った。春休みだったこともあって超満員、普段からこれ

くらい乗客があれば廃線にならずに済んだのにと悲しかった。 

「茨城県は 81 億円をかけてりんりんロードを整備した。筑波鉄道の赤字は

多くて単年度 2億円。援助があればまだ廃線になっていない」当時小学生だっ

た鉄道マニアの長男の話である。(写真はつくばりんりんロードから筑波山) 

                         ～鈴木 かつ子～ 



日 曜日 　5　月 日 曜日 　6　月

1 金 1 月

2 土 2 火

3 日 3 水

4 月 4 木

5 火 5 金

6 水 6 土

7 木 7 日

8 金 8 月

9 土 9 火

10 日 10 水

11 月 11 木

12 火 12 金

13 水 13 土

14 木 14 日

15 金 15 月

16 土 16 火

17 日 17 水

18 月 18 木

19 火 19 金

20 水 20 土

21 木 21 日

22 金 22 月

23 土 23 火

24 日 24 水

25 月 25 木

26 火 26 金

27 水 27 土

28 木 28 日

29 金 29 月

30 土 30 火

31 日

　　　　　 1

　編集会議

編集会議（未定）

 予定表　2020年5月・6月（公民館の閉館が5月末まで延長となりました）

憲法記念日

みどりの日

山行部会（未定）

第一例会（未定）

振替休日 第一例会

こどもの日

　　　

山行部会

カラー印刷（加藤宅）未定

第二例会（未定）

第二例会

　『労山基金』更新のお知らせ：5月中に口数の変更をメールか電話で確認します。

　　　　　　　　　　　　　　　集金は例会が再開した日に。（係・菅原恵子）

　★7/17（金）～7/18（土）白馬乗鞍～蓮華温泉（一泊二日）

　※2020年7月予定　　　　★7/2（木）～7/3（金）早池峰山（一泊二日）

第44回総会（未定）

印刷（未定）

　★7/11（土）三島ウォーキング
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2020 年３月山行報告 

会山行「平標山・坂戸山」（3/22～23)、「弥彦山・多宝山」(3/29～30)、「大多喜町ウォーキング」(3/31)はコロナウィルス

感染予防から中止しました。 

古…古道 ハ…ハイキング ウ…ウォーキング 沢…沢登り  縦…縦走 岩…岩登り 雪…雪山、スキー 

 

3/1～3 たかつえスキー 

特急リバティーは新型コロナのせいか乗客も少なく、駅を降りても全く雪は無くホテルに着

くと裏手には一面の雪景色、スキーヤーも少なく第 3リフトのゲレンデで足ならし、山頂まで

行くと小雪混じりゲレンデは一人じめ状態、その後各ゲレンデを滑り、3日間ガンガン滑りま

くりで、天気も体調も良く少し若返った様な満足の 3日間でした。（赤塚） 

山　　名
ジャン

ル 月　日
山行

 区分
人数 参加者

たかつえスキー 雪 3/1～3 個 4 五十嵐朝、五十嵐幸、菊池、赤塚

たんばらスキーパーク 雪 3/5 個 7 菅谷、蓮見、池谷、井上順、畑中、金子、吉仲

宝篋山（ほうきょうさん） ハ 3/5 個 2 梅田、笹

志賀高原（しがこうげん）スキー 雪 3/8～10 個 1 羽鳥　　　　他1名

雪入山（ゆきいりやま）・浅間山（せんげんやま） ハ 3/9 個 1 安彦

雪入山（ゆきいりやま） ハ 3/13 個 4 桐生、伏見、江崎、菅谷

鹿沼岩山（かぬまいわやま）下見 ハ 3/16 個 8
安彦、桐生、羽鳥、山口洋、五十嵐幸、五十嵐朝、
菊池、江崎

岩鞍（いわくら）スキー 雪 3/22～23 個 2 羽鳥、清水

鶏足山（けいそくさん） ハ 3/23 個 5 安田、伏見、桐生、江崎、菅谷

雪入山（ゆきいりやま）・浅間山（せんげんやま）・
権現山（ごんげんやま）

ハ 3/23 個 1 安彦

馬不入山（うまいらずさん）、晃石山
（てるいしやま）、太平山（おおひらさん）
（栃木の山150）

ハ 3/30 個 1 安彦

やまびこ５月号について 

緊急事態宣言が全国に拡大され、公民館閉鎖も５月末まで延長されました。例会も編集会

議も開催できない状況が続いています。会報やまびこは電子版をホームページに掲載するこ

とで継続したく、また紙印刷版は当面見合わせ合意を得た段階で廃止を考えています。 

電子版であれば写真の掲載制限も不要となり、美しい写真をたっぷりとみてもらうことがで

きます。６月号は山行報告もないことでしょうし、多少古くても自慢の写真とコメントをい

ただき編集をしようかと計画しています。あらためて依頼メールを配信します。 

 ご理解とご協力をお願いいたします。                【会報部一同】 
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3/5 たんばらスキーパーク 

有難い柏からの日帰りスキーでした。バスは空席も目立ち、最後部座席に分捕った団体気分

のジジババ御一行様、今回は車内での存在感が明らかでした。スキー場は予報通りの悪天候。

それでも降雪にめげず滑り続けた方々に脱帽。皆さん本当にお元気です。（井上順 ）                                                                                                                       

いつもの柏発のバスツアーで行きました。強風と降雪でつらい天気でしたが、逆に積もった

ばかりの雪のゲレンデで、初心者の私にとってはちょっと気持ちの良いスキーでした。(蓮見) 

                                              

3/8～10 志賀高原（しがこうげん）スキー 

修学旅行の生徒はゼロ！申し訳ないほど空いていました。かつての独身寮の先輩たちと合流

して基本的な指導を受けました。コロナもあり 4月 4日からの計画は中止しましたが、来シーズ

ンはよろしく！（羽鳥） 

 

 

3/9 雪入山（ゆきいりやま）・浅間山（せんげんやま） 

『茨城県立中央青年の家』に車を停め、『眺望コース』を登り『剣ヶ峰広場』へ。眼下の霞ヶ

浦を眺めながら一息入れ、尾根を東に進み、『雪入山』を通り、青木葉峠（あきばとうげ）に下

りました。『青木葉山』を越え、『黒文字平』へ。筑波山の眺めが抜群。急な樹林帯を登り切って

『浅間山』へ。筑波山・宝篋山・小町山・雪入山を眺めながらのランチタイム。『三ツ石森林公

園』に下り、車道を歩いて『雪入ふれあいの里公園』へ。再び山道に入り、道に出て『保沢（な

るさわ）新道』を右に分け、山道に入ると間もなく青年の家に着きました。桜の木が多いので、

満開の時に再訪を誓いました。(安彦) 

 

3/13 雪入山（ゆきいりやま） 

雪入ふれあいの里公園に車を止め、剣ヶ峰コースを登り剣ヶ峰広場へ。尾根を歩き雪入山と

浅間山を歩き三石森林公園へ下山し、車道を雪入ふれあいの里へもどりました。4月には山桜

が満開になるでしょう。（江崎） 

 

3/16 鹿沼岩山（かぬまいわやま）下見 

道の駅『さかい』で他の参加者と合流し『日吉神社』へ。先客の車 2 台が止めてありました。

岩トレのゲレンデ『A 峰』の下でヘルメットを着用し、ミニ岩稜の縦走スタート。雹（ひょう）

が降ってくるが間もなく止みました。次々と現れる岩場にはステップが切ってあり、順調に進み、

一番岩『岩山』で記念写真を撮り、冷たい風の来ない所に移動しランチ。『猿岩』まで行き、絶

景と恐怖を体感後、『一のタルミ』に戻り、湿った急なエスケープルートを木やロープを頼りに

滑り下り、ゴルフ場へ。舗装道路を歩いて日吉神社に戻りました。なぜか私たちの上にのみ黒い

雲がありました。(安彦) 
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3/22～23 岩鞍（いわくら）スキー 

今シーズン最後のスキーと思い尾瀬岩鞍スキー場に行ってきました。当初オグナ武尊と思っ

たのですが、3/22でシーズン終了との事で岩鞍に変更しました。行って見るとやはり今シーズ

ンの暖かさで雪も溶けて、ゲレンデ下部は土が出て雪のある所を探しながら滑る有様。ゴンド

ラで山頂駅まで出て女子国体コースを滑りました。雪はベタベタでコンデションは悪いのです

が斜面がそこそこの急斜面の為楽しく滑ることができました。2日目は刻々と変わるコンデシ

ョンに悩まされ昼前には雨が降り出し、13時で切上げ帰途につきました。ゴンドラの山頂駅か

ら見る景色は、春山の雪景色がとても綺麗で白根山を正面に楽しませてもらいました。(清水) 

 

3/23 雪入山（ゆきいりやま）・浅間山（せんげんやま）・権現山（ごんげんやま） 

『雪入ふれあいの里公園』のゲート前の空き地に車を停め歩きだし、『いやしの里』より『直

登コース』を一気に登り尾根に出、パラボラ山、剣ヶ峰広場、雪入山、青木葉山、黒文字平を経

て『浅間山』へ。前回に続いて筑波山・宝篋山・小町山・雪入山を眺めながらランチタイム。時

間が早いので、予定を変更して更に『権現山』を往復することにし、なだらかな下り気味の樹林

帯の道を進み、権現山へ。山頂一帯は『御野立所』という広場で、見頃の桜の下で一息つきまし

た。浅間山登り口までの帰りはズーッと登っている感じでした。『銀名水』、『金名水』を通り、

『七 曲』に下り、車道を歩いて『雪入ふれあいの里公園』へ戻りました。山域全体のヤマザク

ラは、未だ蕾でした。(安彦) 

 

3/23 鶏足山（けいそくさん） 

上赤沢の鶏足山登山口から入山し、焼森山、ミツマタの群生地から鶏足山へと縦走し上赤石

へ下山。（江崎） 

 

3/30 馬不入山（うまいらずさん）、晃石山（てるいしやま）、太平山（おおひらさん） 

（栃木の山 150） 

前日に雪が降ったので、急遽行きました。『清水寺（せいすいじ）』より『桜峠』への登りで登

山道をふさぐように倒木があり、持参のノコギリで切断し歩けるようにしました。峠のベンチに

は、約 10ｃｍの積雪。馬不入山山頂から 2～3分西に行った展望台からは、日光連山はぼんやり

見えただけでした。桜峠に戻り、急坂を一気に『青入山』まで登り振り返り見ましたが、富士山

は見えませんでした。『晃石山』で休憩し『晃石神社』へ。登山道の雪は解け始め、時折、樹上

に積もった雪がドサッと落ちてきたり、水滴がポタポタと落ちてきたりで、まるで雨の中を歩い

ているようでした。 

『太平山』山頂には、真新しい山名板が大木の幹に着けられ、『太平山神社』は、家族連れな

どで賑わっていました。『謙信平』から樹林帯を下り『大中寺』へ。『あじさい林道』を通って清

水寺に戻りました。雪と桜のコラボを楽しむことができました。清水寺のトイレは、工事も終わ

り奇麗になりました。(安彦) 



5 

 

山 行 案 内             

 

新型コロナウイルス感染防止、緊急事態宣言により 5 月・６

月の山行は中止です。 

 

✽5∕9 倉見山（くらみやま）     

✽5∕10～5∕11 夏山に向けての合宿 

✽5∕16 城山・弁天山 

✽5∕23 武甲山（ぶこうざん）  

 

✽5∕31～6∕1 蓼科山 

✽6∕6 高山（たかやま）    

✽6∕13 三浦富士 
 

           7月の山行予定 

✽早池峰山（はやちねさん）1917ｍと薬師岳（やくしだけ）1644ｍ 体☆☆ 
早池峰山は岩手県にある百名山でハヤチネウスユキソウが咲く。 

薬師岳はオサバグサが咲く山で早池峰山の向かいにある山。二日間で二座に登る。 

日 時 ： ７月 2日（木）～3日（金）１泊２日 

交 通：各自切符を購入し乗車（東京、上野、大宮）、集合とする。 

（往 路）新幹線（大人の休日切符利用）、現地はレンタカーで移動、帰りは新花巻駅

で解散。 

第１日目：東京 6：32（はやぶさ 1号）―盛岡 8：45_9：06―新花巻 9：17 

       新花巻駅前周辺でレンタカー借りる。 

      新花巻駅前 10:00―（車）―河原坊 11：40…小田越⒓：20…西肩のピーク…

14：00  薬師岳山頂 14:30…横通り分岐…小田越 16：00…河原坊 16：30―

（車）民宿 17:00  

※歩行時間：約 4時間 50分 

第２日目：宿出発 6：00―（車）―6：15河原坊…小田越 6：55…9：30早池峰山頂 10：

00…往路を下山…小田越⒓：00…河原坊⒓：30（車）―13：30 日帰り温泉

（東和温泉）14：30―新花巻駅 15：00頃  

      ※歩行時間：約 6時間 15分 

復路電車：新花巻 15：19（やまびこ62号）－仙台 16：22/16：30－東京 18：04 

16：19（はやぶさ 110号）―東京 18：56 

17：19（はやぶさ 112号）―東京 19：56   

山の特徴（危険個所）：早池峰山は蛇紋岩が多く雨の場合滑りやすい箇所が多い。 
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薬師岳は一部クサリ場あり。  

エスケープルート：特になし。 

駐車場（公表）は河原坊のみ。河原坊―小田越の シャトルバ スは土日のみ運行。

宿の情報では小田越山荘側に 4，5台駐車は可能（非公表だが）。  

山行計画は河原坊の駐車場から小田越まで歩くことを想定した時間とした。 

概算費用： 約 30,000円 

15,270円（大人の休日切符）、レンタカー代 3,500円/人、 

宿（一泊二食）6,500円 昼食代、日帰り湯（600円）、その他 

     民宿「大和坊」0198－48－5504 花巻市大迫町内川目（オニギリ弁当 500円） 

その他：①「大人の休日切符」は 4日間有効。 

2日間は会山行とし残 2日間は個人山行も可能（→岩手山、姫神山、八幡平）。 

    ②レンタカーは 2～3台分乗の予定。結果として参加人数に制限もあり。 

担 当 ： (CL) 羽鳥、（SL) 猪狩・清水 

 

 

✽水の都・三島歩き （ウォーキング） 
清流水辺歩き。鳥や小魚、ミシマバイカモも見られる。 

日 時： 7月 11日（土）  

交 通 

（往 路）東武鎌ケ谷 7：23―船橋 7：44（快速）―品川 8：21_8：26―熱海 

9：53_10:00―三島 10：11着 

（復 路）三島 14：29―熱海 14：43_14：50―戸塚 16：01_16：10―船橋 

17：22―鎌ケ谷 

コース：三島駅…楽寿園…源兵衛川親水公園…水の苑緑地…中郷温水池…柿田川遊水

群…三島梅花藻の里…三嶋大社…三島駅   三島駅 解散   

歩行時間：約 9ｋｍ 2時間 15分 

交通費概算： IC利用 2839円  休日倶楽部 3割引き可   

担 当： 小林（正） 羽鳥 

 

 

✽白馬乗鞍～白馬大池～蓮華温泉  体☆☆＋危技★ 
 白馬岳、朝日岳、雪倉岳の展望、北アルプスを実感、高山植物、山の上の温泉 

日 時：7月 17日（金 ）～18日（土） 

交 通： 集合 船橋 6：30 さざんかさっちゃん前  

（往 路）：船橋駅 6：3７（快・東京）―東京駅 7：02_7：24（あさま 603号）―長野

駅 9：1 4 

バス：長野東口 9：50―栂池高原着 11：27 

（復 路）：蓮華温泉 15：45バスの予定－バスに乗っている時間１時間３５分－糸魚

川駅－上野又は東京 



7 

 

 

コース： 

７月１７日：ゴンドラ、リフトで栂池山荘着 昼食後は栂池自然園の散策 

７月１８日：栂池登山口…1.20天狗原…1.0白馬乗鞍岳…1.0白馬大池…1.0 天狗の庭 

宿 6：00 … 7：30 …8：40 …9：50休憩多め 10：00 …11：10 … 

 

1.0蓮華温泉口 

12：10蓮華温泉着  

※蓮華温泉で入浴、昼食 バス 糸魚川駅行 15：45 

山の特徴（危険）：木道、ガレ場、大きな石有り展望が好く北アルプスに足を踏み入れ

た実感。 

アドバイス（装備等）：梅雨明けの山は暑さに慣れていないので暑さ対策を。  

歩 程：登り（646ｍ、3.0時間）、下り（1040ｍ、3.0時間） 

エスケープルート：なし 

交通費概算： 約20000円 

交通費詳細：電車約 14500円、バス約 3500円、ゴンドラ 1900円 

宿泊費：栂池山荘 10000～10500円（部屋の人数で変わる）TEL0261-83-3113 

その他： 昼食：２食分 蓮華温泉で注文しても良い   下見は無し 

入 浴：蓮華温泉 内湯 800円、露天のみ 500円雨で広間利用する場合 1400円 

※202年の蓮華温泉～糸魚川駅行きのバス時刻は４月の中旬にホームページ掲載予定 

担 当： （CL）菅谷、（SL）五十嵐・山口  

 

 

 

県連予定行事   
 

5月 30日（土） クリーンハイク…中止 

 

6月 6日（土）初級登山教室講習（鹿沼岩山）…中止 

 

６月 11日（木）県連ウイークデー山行…中止 

     

6月予定  女性委員会「ワンコイン講習会」・・・中止    
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焼森山 鶏足山 

日時：3月 22日（月） 曇り、雨、晴れ 

交通：菅谷車 

メンバー：安田、菅谷、桐生、江崎、伏見（記） 

 

 コロナのお陰で春の新緑、桜と花々のとっても良い季節に「あ～山に行きた

い」と、恋焦がれていました。思いもかけずのお誘いを受け「ヤッター」と思

いました。 

 鎌ヶ谷 6:00出発。今日の山は茨城県と栃木県の県境の山域で笠間神社の奥あ

たりかな。8:20 歩き出す。皆山に行きたいのね。結構の登山者です。私も初め

ての山でして緊張してます。歩き出して暫くすると登山道が切れました。リー

ダー達が藪とは言わないが滑りやすい急登を、サルの如くスイスイ登って行く。

皆は慣れているねー。私は木や岩を頼りにふーふー登る。やがて稜線に出まし

た時にはふくらはぎがぱんぱんでした。 

 その後は木々の間から周囲の山々を眺めながら、気持ちの良いアップダウン

の尾根道でした。１時間程で焼森山に着きました。ここからは今日のハイライ

ト、ミツマタの群生地までドンドン下ります。 

 丁度見頃のミツマタ園で 200 円の入園料を払いました。以前来た時には無料

だったような。平日でもかなりの見学者がいました。 

 ミツマタ園から鶏足山までミツマタを眺めながら登り返します。天気も回復

になり青空に黄金色のミツマタがとても映えましたね。 

 やがて２山目の鶏足山に着きました。山頂では老若男女たちが、鍋あり、持

参したおかずを食べている楽しいランチ風景です。私たちも持参のおにぎり、

それに美味しい味噌汁を頂き、〆は安田カフェのコーヒーで一時でもコロナを

忘れて楽しいランチでした。 

 食後、チョット寄り道

の展望台に行きました。

日光連山、那須方面、さ

らに富士山が見えるかな

と期待をしましたが残念

でした。無事駐車場に 14

時前に着きました。疲れ

も有ったが山に登れて景

色、友との語らい、健康

であって良かったと、実

感した一日でした。  
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今シーズン最後のスキー尾瀬岩鞍ホワイトワールド 

                       参加者  羽鳥  清水記 

 

 3月 22日、会山行の平標が中止になったのでオグナ武尊に行こうとお誘いがあ

り、コロナウィルスのこともあるので車で行こうという事になりました。参加者は

2名に減り現地へ問い合わせてみるとオグナ武尊は 3/22で営業終了との事です。 

行き先を変えるのも面倒なので、宿泊は定宿の『みやま』のまま岩鞍スキー場に行

くことにしました。当日は車で羽鳥さんをひろい岩鞍スキー場には 9：00頃到着。

そのまま着替えてゲレンデに直行。しかしゴンドラ乗場の前は、あちこちに土が顔

を出し滑れる雰囲気ではありませんでした。ゴンドラで山頂駅に行きミルキーウエ

イを滑って見ようという

ことになり山頂駅につい

てみると一望できる山々

が素晴らしくミルキーウ

エイもコンディションは

重めでしたが滑りやすく

まあまあの状態でした。そ

の後、女子国体コースを数

本滑り初日は早めに切り

上げ宿に向いました。宿に

着くと先ずは温泉に向か

い、入浴後お決まりの麦酒

を一杯！内臓のアルコー

ル消毒にと日本酒を少々（コロナ対策？）。そのまま食事になりました。『みやま』

の食事は相変わらず素晴らしい食事で、大満足で翌日にそなえ就寝です。 

翌日、早めに出発しゴンドラで女子国体コースへ行きましたが最初の一本を滑り

コースコンディションが前日とあまりに違うのでびっくりでした。早朝はコースが

凍ってバリバリで一本滑る事にコンディションが変わり 10時を過ぎるころになる

とやっと滑りやすくなりましたが今度は雨が降り始め、早めの昼食で時間調整をし

て雨の合間をぬって２本ほど滑りました。その後雨が上がりそうもないので今年最

後の一本を滑り帰宅にいたしました。コロナウィルスが蔓延の兆しをみせ暫くは自

重の日々を送ることにしたいと思います。                                
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ウォーキングもどき in「今井の桜」 

梅田尚志 

 多分知っている人は知っている程度の花見処なのだろうが、ソメイヨシノも

盛りを過ぎた 4 月 3 日のこと。昼も大分まわっていたが、外歩きをと思い立っ

て手賀沼あたりにでも・・・と出かけた。いつも、何度も通っている道だが、何

か突然田植え前の田んぼの真ん中にピンクの帯が出現している。「何だ！あれ

は」、太めのあぜ道に 10台余りの車が路駐している。花見に来ているらしい。 

 アマチュアカメラマンらしき数名、散歩に来たのか家族や子供連れ、老夫婦が

わずかに数えるほど。まさかこんなところに桜並木があるなんて、思いもかけず

に興奮すると同時に小さな幸運を感じた。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が続き、緊急事態宣言が出るのか出ないのか、

いつになるのか、やたら騒がしく方向付けが不透明な頃で、見頃の桜堤ウォーク

できてホッとした気分であった。 

 説明板で、ここが「今井の桜」、昭和 38年（＝前回の東京五輪の前年）に氾濫

防止のために作られた農業用の水路の自然堤防に植えられたサクラであること

を知った。少しだけ八重も混じっているものの、「はらりはらりと飛花落花・澱

む水面に花筏」という風情で三味線が聞こえてきそうな！見るひともわずかで

忘れられたまま華やいでいた。スマホで調べると穴場の名所らしい、2㎞にわた

って数百本の桜が見事だと。 

 ウォーキングには最適な未舗装の土手道、2キロ弱を往復、ゆっくりと 1時間

ほどかけて歩いた。まだ見頃の桜は存分に楽しませてくれたし、人が少ないのが

良い。また、観光地として人を呼ぼうという下世話な下心が微塵もない。ベンチ

もなければ、駐車場も出店も自販機すらない。さらに自然堤防は手が足りないも

のと見え、手入れができず雑木が伸び放題、笹薮が一部を蔽い、ほんの申し訳程

度に刈取り、焼き払ってはいた。

しかし、柏市と白井市の境とな

るらしいが、幅数メートルの小

川の両岸に咲く桜は、千鳥ヶ淵

と遜色ない満足を与えてくれ

た。 

 当日は、お陰で 7000 歩余り

を歩き、かろうじて自らのノル

マを果たした。 
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筑 波 山 

日 程：４月６日（月） 

参加者：五十嵐朝・五十嵐幸・伏見・小林・桐生・菊池（記） 

 

筑波山登山のコースもたくさんありますが、私は孫たちを連れて、いつも筑

波山神社に駐車して、御幸ヶ原コースから登り男体山・女体山と白雲橋をセキ

レイ石・ガマ石・北斗石・弁慶七戻りをたどり、柵の中のカタクリの花を見て

喜んでいました。 

今回は、カタクリの花の群落を見ようと、つつじヶ丘からキャンプ場への林

道を歩きました。道路わきにカタクリの花が、林道が終わると二輪草、エンレ

イ草の花がいっぱい咲いていました。このコースはあまり人がいなく、十分に

花を鑑賞できました。 

キャンプ場で昼食にし、女体山、男体山の途中にもカタクリの花がいっぱい

でした。天気に恵まれて山々は山桜、新緑で、素晴らしい眺めでした。山頂は

コロナウイルスで行く当てもないのか、子供連れが多かったです。 

カタクリの花は、花が終わり木陰で光が射さなくなると葉を落としてしまう

ので、花の咲く時だけ気が付き見ていました。種から七年目にようやく２枚の

葉を出して花を咲かせる、ひたむきな可憐なお花だそうです。私は、初めて知

りました。 
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小町山（こまちやま）ツーリングハイク 

 

日程：4月 10日（金）              参加者：笹、梅田（記） 

 

 新型コロナウイルスが感染拡大する中、緊急事態宣言が発出され具体的な要

請事項が明示できずにいた頃ではあったが、計画していた山行に飛び出した。

先月の宝篋山のツーリングハイクが思いのほか楽しめたので、2匹目のドジョウ

を・・・と。何といっても季節が良い、サクラは吹雪から葉桜に変わったもの

の山肌は新緑のミドリのグラデーションがまさに「山笑う」そのままの景観な

のだから。 

 暖かくはなったがこの日は少し早春に逆戻り、冷え冷えとした空気の中バイ

クで気持ちよく走り出した。「外出自粛」すべき時に少しばかり気が引けるのだ

が、茨城県は宣言対象外、さらに 3密からは程遠い世界、この陽差しでこんな

よい季節に閉じ籠っているのはもったいないではないか。 

 予定通り、2台のバイクは 10時ごろに小町の館に到着。駐車場には 10 台余

りの乗用車、パラパラと数名の観光客。もちろん小町の館は 5月 11日まで休館

であった。ハイカーらしき人は見当たらず、標識を見て歩き出した。しかし、

ショッパナから道を間違えて、往復２キロ余りの里道歩きで余分にウオーミン

グアップをしてしまった。 

 山道はよく整備され、標識がこまごまと配置されて迷いようがない。天の川

沢コースは安彦さん推奨のルート、沢筋は水量豊富で、落葉樹が多く快適であ

る。また、休憩スポットがやたら多くイスやテーブル、水場も何か所もあって

親切この上ない。子供の喜ぶ

造作や岩の名称もなるほどと

頷かせられるものがいくつも

あって、学齢以下の子どもで

も楽しんで登れそうな山であ

った。 

 巨石群では、小町の歌「花

の色はうつりにけりな・・・・」

の掲示、その小町山なのだ。

伝説を鵜呑みにはできないが、

花が盛りを過ぎやがて長雨の

季節を迎えるであろうこの時

期、ただ「いたづらに」この

好季節を見送ってはなるまい

と思う。 

    〈山頂から筑波山を望む〉 
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10名余りとしか出会わなかったが、そのうちの一人がこの山の整備をしてい

る人物で、子供向けの造作や、新道も作っているとのこと。ゴールデンウィー

クには例年なら多数の子等が押し寄せるのだろうが。「コロナ憎し」である。 

 

 頂上直下の展望岩で丁度昼時となった。西向きの展望は春霞の中でも、都心

のビル群とスカイツリーまで見ることができた。ランチタイムは贅沢な展望を

おかずに腹ペコを満たし、コーヒーがまた格別に旨い。 

 すぐ先の山頂でようやく筑波山が望めたが、この位置からはやけに立派に見

える。先月の宝篋山も手に取る近さだし、休憩用のベンチが十数人分配置され

ていても我々以外のハイカーは 1名しかおらずもったいないこと。パラグライ

ダー離陸場からの俯瞰がまた素晴らしい。新緑が様々なスケールで色分けされ

て、広葉樹の様々な新芽、常緑樹も新葉と入れ替わる緑の濃淡、その中にポツ

ンポツンとピンクの塊、絵心があったならと嘆息した。季節は一瞬にして変わ

るものだが、ミドリが爆発するその一瞬に今年も巡り合えた幸せを思う。 

 気楽な下りは、ルンルンで途中の沢の水量も豊かで水場もあるが「この水は

飲めません」とある、ということは不適表示のない水場は飲めるのか？深読み

はやめにしておこう。 

グーの木に立ち寄った。見方によっては愛し合うふたりが抱き合っているよう

にも見えてしまう。勝手な思い過ごしか？グーの近くにパーとかチョキがある

かと見回してもそれはない。 

パラグライダーの練習場がもう下山口であった。まだ日が高い、2時にもまだ間

がある。小町の館周りでのんびり休んで、その辺のファミレスにでも寄り道し

ようかと帰路についた。 

〈下山後の小町の館駐車場〉 

 

 高々361ｍの上り下りで 2時間半程度の行程の山だが、気楽に登れ、楽しめる

名低山である。山全体が遊園地といってもよい。名低山なればこそ、酒気帯び

入山は慎むこととすべし。 
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「菜の花ロード」サイクリング 

鈴木 かつ子 

4月 15日(水)晴 

今日は絶好のサイクリング日和、外出自粛といっても家にばかりはいられな

い。午前中の用事を済ませ、11:20神崎川から新川の大和橋までサイクリング

に出かけた。排気ガス、騒音は気になるが時短優先でＲ464を走る。 

15分で神崎川に着く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菜の花のやさしい黄色、ウグイスのさえずりに心癒され、軽快にペダルを踏

む。この辺りは行き交う人はまばらであるが、神崎橋を越えて、神崎川・新川

の合流地点まで来ると川岸には太公望の姿が増えてくる。新川の両岸には今は

葉桜となった河津桜が植えられている。 

神崎橋手前の竹やぶの道は、いつもぬかるんでいるので自転車を押して歩く。 

Ｒ16の下をくぐり自宅から 1時間弱で、「やちよ農業交流センター(道の駅や

ちよの対岸)」に着いた。ここでランチタイム。30分。 

道の駅やちよ限定「キャベツメンチ」の幟が目につき、アツアツのメンチが

食べたくなった。キャベツ 80％、チーズ入り、1個 250円、高いしアツアツで

はなかったので、一度食べればもういいかなという感じ。 

こちらにはレンタサイクルもあるが、5/6までは貸出しを中止している。 

目的の大和橋には思ったより早く着いた。13:30 

大和橋はＲ296となっていて交通量が多い。ここから新川は花見川となり、京

成本線の高架下を流れている。やっと対岸に渡り「水資源機構大和田機場」の

建物を左に見ながら帰路につく。 
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往路は葉桜であったが、復路は八重桜、ツツジが咲き競っており、ジョギン

グ、サイクリング、散歩の人たちが行き交っている。時折写真を撮りながらゆ

ったりとペダルを踏む。 

途中、甘いものが食べたくなり「道の駅やちよ」で大休止。大福、ついでに

夕食の食材、タラの芽、ウドなどを買う。店は客が多く繁盛している様子。 

神崎橋を越えるとしばらくは砂利道が続き走りづらい。神崎川・戸神川の合

流地点には橋がないので迂回して武西橋を渡るがこちらも砂利道である。 

北総線の高架が見えてきたら R464はまもなくである。あとは順調にペダルを

踏み無事帰宅する。16:05 

今度は印旛沼まで走ってみたい。 

 

行動時間：04:45 距離：34km カロリー：1305kcal 
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テクテク歩いて 

4/15（晴れ）途中で農家さんの野菜スタンドでカブを買い、鎌観バスの近くで 

魚の切り身屋さんとチーズ屋さんで美味しい食材を買うウォーキングでした。 

スタート（市制公園）・・・大津川の遊歩道・・・下総基地をぐるりと歩き… 

ゴール（市制公園）18,200歩＿＿＿＿＿＿歩いたコース   （きりゅう） 
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続「新型コロナウイルス」十首 

羽鳥健一郎 

時ならぬ春の雪舞い自粛日の満開の花寒さに縮む 

ラインにて桜の写真送りあい一味違う花見となりぬ 

感染の爆発示す世界地図一面に載る朝刊届く 

騒がしきテレビを消して外に出ていつもの道を一回りする 

山行けず天気良ければ畑にて少し汗かき気分を晴らす 

 

 

 

 

 

 

 

花びらと蕊
しべ

とが混じる散歩道わか葉も増して季節は進む 

巣ごもりの続く我が家に息子より幼き孫の動画が届く 

ライン来て動画に遊ぶ孫二人声上げじゃれて走り回りぬ 

ラジオつけ一人始める体操も一か月経ち寒さも緩む 

ゆったりと「昼の憩い」を聞きながら十五分余の昼餉楽しむ 
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思い出の山        間瀬芳枝 

 

 八ケ岳は何回行ったでしょうか？初めて山小屋で泊まった思い出深い山です。

美濃戸口から入って、行者小屋に泊まりました。夜中の 3時ごろ外へ出て見た

星々はとても美しかった。翌日、地蔵尾根を通って、赤岳、阿弥陀岳に登りま

した。その後山歩きを重ね、数年後の冬に渋の湯から入って、黒百合ヒュッテ

に泊まり、天狗岳に登る予定でしたが、強風で山頂まで行けませんでした。黒 

百合ヒュッテ前の雪の斜面で、滑った時の訓練をしましたが体を反転させて、

ピッケルを打ち込むことが難しくてなかなか止まることができませんでした。 

 ヨシキのツアーでは麦草ヒュッテに泊まり、初めて歩くスキーの体験、スノ

ーシューで動物の足跡を探したりしました。白駒池では大きな雪のテーブルを

作って、皆でランチを楽しみました。ちょうど私の誕生日で皆がハッピーバー

スデーを歌ってくれてなんだか気恥ずかしくとてもうれしかったです。池に広

がった波紋を見てとてもきれいだなあと思いました。 

硫黄岳に登って、オーレン小屋に泊まった時は、大勢でのいびきがすごくて

ジャングルはこんな風かしらと眠れず、この後耳栓が必需品になりました。 

市民ハイクで蓼科山に登ったこともあります、この時は一般市民としての参

加で、後からわかったのですが、集合写真に同じく一般参加の江崎さんが写っ

ていて、びっくりしました。蓼科山は会に入って、まもなく合宿があり、初め

てテント泊をしました。下山は皆がとても速いので雪に慣れてない私はこわご

わ必死でついていきました。また北横岳ヒュッテに泊まり、蓼科山を登って、

龍源橋へ下った時は、食べきれないほどの馬肉のすき焼きがとてもおいしかっ

たです。 

八ケ岳は四季折々いつ行っても初心者から上級者まで楽しめる素敵な山です。

山歩きを始めてから今まで見たこともない素晴らしい景色や花々を見ることが

できて驚きと感動でいっぱいです。 

山の温泉もいいですね、いつか全山縦走するのが夢です。 

 

八ヶ岳 

6 月号は鈴木(か)、7 月号は五十嵐(朝)さん、5 月第二例会までに加藤まで 

おねがいします。 
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{ちょっと寄り道}   備えあれば患いなし！  

            安彦 秀夫 

山歩きをする場合、皆さんは『行動食』や『非常食』を必ず持っていきます

よね！ また、ヘッドランプの『予備電池』も準備しますよね！ 

それでは、携帯電話（スマホ）やデジタルカメラの予備バッテリーはどうで

すか？ また、デジタルカメラの予備の SDHCカードはどうですか？  

カメラの予備は…？ これは普通持たないですね。 

私が、この 1年ほどで経験したことを書きます。 

＜1＞ デジタルカメラの SDHC カード 

昨年 2019年 7月、千葉県連で中国の『大姑娘山』に行った際に、登頂を終え、 

ベースキャンプで過ごした翌日、山麓の『日隆（リーロン）』に下山途中、突然

写真を撮れなくなりました。えっ！？慌てました！これまでに撮った写真の中

で不要と思われるモノを数枚削除したものの解決にはなりません。 

ガイドに「山麓の町にカメラ屋がありますか？」と聞くと、「ない！」の一言。

ダメもとで「誰か、カメラ用の SDカードを持っていませんか？」の問いに、「あ

るよ！」の天の声！！早速お借りして、パンダや成都の街並みなどを撮ること

ができました。帰国後、直ぐ容量の大きい SDHCカードを購入しました。 

＜2＞ スマホのバッテリー（モバイルバッテリー） 

この春、『雪入山』山域をあちこち歩きまわり『石切り場跡』の谷間に入った 

午後 3時過ぎ、ウエストポーチの中から妙な音が聞こえてきました。スマホの

バッテリーがゼロのシグナルでした。モバイルバッテリーを取り出し充電し、

出発地点に戻った頃には、バッテリーも半分くらいまで充電でき、下山報告メ

ールを無事送信することができました。スマホは、歩数計にも使っています。 

＜3＞デジタルカメラのバッテリー 

上記＜2＞と前後して、突然写真を撮れなくなりました。直ぐ予備バッテリー

と交換し事なきを得ました。いつもなら、前日に充電してから山に行くのです

が、この日は、そんなに減少していないだろう…と勝手に思い込んでいたのが

まずかったみたいでした。 

＜4＞デジタルカメラ 

昨年 2019年 3月、千葉県連でオーストラリアに行く際に、成田空港で何の前 

ぶれもなく、突然カメラが作動しなくなりました。空港にはカメラ屋が無いの

で、『今回の山行では写真はゼロか…』とがっくり。幸い、予備のカメラを持っ

ていた参加者から借りることができ、何とか想い出を記録することができまし

た。帰国後、直ぐカメラ屋に向かったことは言うまでもありません。 

このカメラは、娘から還暦祝いに貰い、『山歩き』や『孫たちの成長』などの

記録を多く残してくれた貴重な私の相棒でした。お疲れ様！ (2020.4.16.Thu) 
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              ちょっと一言 

       菊地 光子 

 

 北総鉄道沿線でお薦めの小さな旅があります。それは、矢切駅から新柴又駅

までの約 7キロ、歩行時間１時間半程の散策路です。矢切駅の改札を抜けると

眼前に一艘の木舟が横たわっています。この木舟はあの矢切の渡しで使用して

いた木舟です。 

 駅前ロータリのそばに「水上勉旧居跡」の石碑があります。水上勉はこの地

で昭和 32年から 34年まで執筆活動をしていたそうです。駅前通りを西に進み、

矢切神社から南下していくと、高台に伊藤佐千夫の「野菊の墓」の一節を刻ん

だ文学碑があります。この近くの公園「野菊苑」からは、一面に広がる畑と江

戸川河畔を一望できます。「キャベツみち」を進むと、江戸川の土手にぶつかり

ます。 

 ここから江戸川をゆったりと進み、矢切の渡しで対岸の柴又へ渡ってみまし

ょう。帝釈天の参道に入ると、映画「男はつらいよ」の画面に入り込んでしま

ったような錯覚に陥ります。今にも寅さんが「ヨォッ」と言って出てきそうで

す。「寅さん記念館」ではくるまやのセットや愛用のトランクなど寅さんの世界

を満喫でき、数多くのマドンナや笠智衆演じる御前様に会えるのも楽しみです。

さくらさんの銅像も寅さんを見つめています。そこを後にして、参道の店先で

草団子を食べるも良し、レトロな土産物屋を覗くのもお薦めです。コロナ禍が

収まったら歩いてみましょう。新柴又駅や京成電鉄はすぐです。   
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ちょっと一言 

猪狩 晃一 

 

【コロナで変わる、これからの価値観】 

収束の予測がつかず、不安から恐怖に代わり、ストレス限界、長期化はやむ

無しか、コロナ第 2 波のニュースもありますね。そして価値観、環境とあらゆ

るものが変わるでしょうね。 

そんな中、山登りは、どうなるのか。歩行間を５m、会話もなし、ひたすら歩

くだけ、それにも増して最悪は３密で雑魚寝の山小屋“皆さん泊まりますか？”

アルプスの個室中心の高原ホテルに様変りしますかね？ 

料金は上高地の帝国ホテル並み、えらいことに成ります！ 

北アルプスから登山者が消えた！山のぼりはドローンにお任せ！ 

もう一つの危惧は年金の減額ですね。東日本大震災の復興よりは厳しいでし

ょうし、リーマンショック、世界大恐慌、戦後の復興等と比べてどうなのか。 

経済破綻状態は免れないでしょうから、日本の経済復興はどうなるのか。 

日本は世界に類を見ない借金王国で 900兆円の国債（国民１人 700万円の借金）。

今後の復興負担としてはどこまで加算されるのか。 

どう考えても、我々高齢者が年金で悠々自適とはいかんでしょうね。 

世間では失業者が溢れて、賦課方式（若い人の分をもらっている）であること

から現役労働者は黙っていないでしょうね。果たして年金減額はあるのか。 

経済活動が近々再開されるだろうが、その時こそが高齢者の窮地。経済活動と

はコロナとの共存、すなわち『少々の感染者はやむなし』、死に至るのは高齢者、

若い人は軽いと言う。年金、医療、福祉等で負担をかけている高齢者、マスコ

ミ等では言葉はないが、『弱者排除の思想』が潜んでいないか。医療崩壊の現場

ではその差別化（医療機器）が始まっている国もあると言う。特効薬、ワクチ

ン、うつらないマスクはいつになるのか。“くわばら、くわばら“取り越し苦労

の最悪のシナリオでごめんなさい、ブラックユーモアとして聞いてください。 

“楽しい話はテレビで、ただし悲しいかな録画ばかりですが” 

 

 

 

 

 

6月号の担当は、羽鳥健一郎さんと井上勝代さんです。 

（5月 18日をメドに、原稿を高山宛てメールにて送付お願いします） 
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東葛山の会の今後の方針（4 月 26 日配信） 

鎌ヶ谷市中央公民館の臨時休館が、5月 31日（日）まで延長になりました。 

東葛山の会の今後の方針を以下に示します。現在の状況を充分に理解し、ご

協力をお願いします。コロナ禍の終息が 1 日でも早く迎えられる日を切に願っ

ています。 

 

1）5月の例会・部会の全てを中止にします。 

2）5月と 6月の会山行の全てを中止にします。 

3）個人山行は、『緊急事態宣言』が解除されるまでは強く自粛を要請します。 

4）会報『やまびこ 5月号』の印刷物発行・配布を止め、ホームページのみのア

ップにします。 

 非インターネット環境の会員は、近所の会員又はご家族のご協力を得てくだ

さい。尚、会報 4月号以降の閲覧については、従来の方法と異なっています。 

  詳細は、次ページの「ホームページ・ファイルシェリングの使い方」にて確

認してください。 

5）総会（6月 28日）開催については、改めて連絡します。 

  コロナ禍の今後の状況によっては、総会が開催できない可能性もあります。 

  しかし、開催に向けて議案書作成の準備には取り組んでいきます。 

6）いつかきっとくる登山に備え、体力づくりだけは継続しておいてください。 

但し、『3密』の環境には絶対自分自身を置かないでください。 

  買い物などに行く際には、マスクをし、店の入り口に置いてあるアルコール

消毒液を十分に付け、良く手を消毒してください。また、店を出る際にも、

再度消毒液で手を消毒してください。家に戻ったら、真っ先にうがいをし、

更に手を石鹸などで十分に洗ってください。汚染されている可能性のある手

で絶対に食事をしないでください。 

7）鎌ヶ谷市中央公民館利用継続申請書を 4月 15日（水）に提出しました。 

 ①第 1例会   第 1水曜日 18：30～20：30 

 ②山行部会 第 2水曜日 19：30～21：30 

 ③第 2例会  第 3水曜日 19：30～21：30 

 ④会報編集会議 第 4月曜日 10：00～12：00 

 ⑤運営委員会 第 5水曜日 19：30～21：30 

 

 

＜チョッとした情報＞ 

2010年 7月に、会でスイスアルプスに行った縁で、現地の旅行会社から情報

を得ました。コロナ禍に立ち向かっている日本の人々に対してエールを送る意

味でマッターホルンに日本国旗を投影した写真です。 
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ホームページ・ファイルシェアリングの使い方 

1. パスワードサイト会員の登録 

  1) 『会員の部屋』に入場し、『サイト会員に登録する』ボタンをクリックします。 

 2) 『名前』と『メールアドレス』および『パスワード』を入力します。 

   （任意のパスワードを設定してください） 

 

2. 写真をアップロードする場合 

1）『写真交換ファイル』をクリックします。 

2）ページ右上の『新規フォルダ』をクリックします。  

3）新しいフォルダができますので、そのフォルダを開きます。  

4）右上の"フォルダ"の表示をクリックしアップロードしたいフォルダから、写真

を選択してアップロードします。 

  5）写真がアップロードされます。 

  

3. 写真をダウンロードする場合  

   1) 写真交換ファイルを開きダウンロードしたい写真のフォルダを開きます。 

2) ダウンロードしたい写真の右側の︙をクリックしてダウンロードをクリック

します。  

  3）写真がダウンロードされます。  

 

4. ファイル交換も写真と同じ手順です。 



編 集 後 記 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大で出かける予定はない。そんな時「海老川沿いを歩きま

せんか」のおさそいがあり参加。 

東部学習センターから二和の桜並木を通り、畑の中のおばあちゃんの野菜売りのスタ

ンドで野菜を買った。（この道は、職場に毎日通った懐かしい道だ）             

お店のおばあちゃんに、「何代目ですか？」と聞くと「150年です」と返ってきた。 

ここは、明治維新で士籍を離れ、職を失った人々が、幕府の軍馬の放牧地（小金牧）に

開墾に入った所。やせ地で風水害などの被害に度々あい、厳しい暮らしで夜逃げをした

人も大勢いたそうだ。開墾から 150年・・・。 

私が通っていた 15年～16年前頃は、一面のキャベツ畑だったが、今はその半分に新

しいモダンな住宅が建ち並んでいる。 

その先には、二和村の鎮守の「星影神社」がある。名前の由来は、星を見ながら畑に

出て、星を見ながら家に帰るという開墾の苦労に因むという説がある。 

境内には、100年と 150年の 2つの開墾記念碑があり長年の苦労の様子が刻まれている。 

そして、神社を中心に、立派な構えの開拓農家の家々が建ち歴史を感じさせる。 

次は、海老川の源流といわれる滝不動尊の湧水を見学し、海老川に向かった。 

桜は散ってしまっていたが、春の真っ盛りで、春の花を愛でながらウォーキングを楽し

んだ。                                                               （山岡） 

 

 

 

 アルバイトを始めた。コロナの緊急事態の最中、4 月半ばから市役所の屋上喫茶室「イ

デカフェ」が退去した跡を展望室として一般開放することになった。その管理のため日

中の 5 時間ほど詰める仕事だ。ソーシャルディスタンスの観点からテーブルと椅子の配

置を限定し、14～15 人で満席になる。時期が時期だけにＰＲを控えており、昼時に 10

名足らずの職員が利用する程度である。一般市民は多分ほとんど知らないだろう。 

 暇を持て余している時だから、週２日は負担もなく家庭内の平和を維持するには格好

のタイミングであった。冬の好天なら筑波や富士が望めるのだが、この時期は霞んだ筑

波とスカイツリーがやっとだ。ジオラマを見おろしながら‘ボーッと’でも生き抜くこ

とがいまの目標になっている。                    （たかし） 
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発行者 東葛山の会 
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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 

手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 

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

 

https://www.tokatsu.club/

