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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

7 月号は畑中眞澄さん、８月号は金子真紀さんです。 

その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月 20 日までに、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            

2022 年 5 月 8 日撮影 

西穂丸山から見た独標、ピラミッドピーク、西穂高岳 

残雪の西穂丸山を期待して出かけたのですが、丸山の山頂からの稜線に出る

と雪はすでにありませんでした。稜線の先に見える西穂の山々の雪景色がき

れいだったのが救いでした。             ～清水 利夫～

～                             

                                                               



1 水 1 金

2 木 2 土

3 金 3 日

4 土 4 月

5 日 5 火

6 月 6 水

7 火 7 木

8 水 8 金

9 木 9 土

10 金 10 日

11 土 11 月

12 日 12 火

13 月 13 水

14 火 14 木

15 水 15 金

16 木 16 土

17 金 17 日

18 土 18 月

19 日 19 火

20 月 20 水

21 火 21 木

22 水 22 金

23 木 23 土

24 金 24 日

25 土 25 月

26 日 26 火

27 月 27 水

28 火 28 木

29 水 29 金

30 木 30 土

31 日

※

　　 

第46回総会（10：00～12：00）

　

　　月山

★8/27（土）飯盛山　　★6月の例会で年会費の集金をします。

　　　★7月より例会の日と時間が変更になります。

　　編集会議(10:00～12：00）

　　甲武信ヶ岳

　　北八ｹ岳（天狗岳他）

編集会議（6/26(日）13:00～15：00

★8/21(日）～8/22（月）燧ヶ岳
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　　　運営委員会（19：00～Zoom

2022年8月山行予定

 

　※県連より・・★6/4(土）初級者講習会　　★8/11(木）田中陽希氏講演会

★8/6(土)鎌倉アルプス（ウォーキング）雨天中止

　　運営委員会（19：00～Zoom

予定表2022年6月・7月

　　　　高原山

　　　　6/4予備日

山行部会（18：00～20：00）

6　月

　例会（18：00～20：00）

7　月

例会（14：00～16：00）

千手ヶ浜（ウォーキング）雨天中止

　　山行部会（18：00～20：00）

　　7/2の予備日

　首都圏自然歩道歩き
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例会報告 

５月例会出席者            5/9（月）             38 名 

安彦、松本、加藤、岡部、桐生、八巻、高見、前田延、山岡、村田、入江、 

間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、嶋本、菊池、羽鳥、井上勝、 

山脇、梅田、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、井上順、山口幸、 

清水、畑中、金子、柳、岡登、岡田、浅野 

 

５月例会議事                              司会（山行部）村田 

１，4月山行報告  計 15件（日帰り 12件、一泊以上 3件） 

延参加者数 133名（男 36、女 97）  

今年に入ってからの件数及び延参加者数最大（45周年記念山行も関係） 

２，山行案内（変更事項のみ） 

１）7/2「首都圏自然歩道を歩く」歩行時間 5,5 時間⇒6,5 時間に訂正（羽鳥） 

２）6/4「県連登山講習会 古賀志山」 東葛山の会の割当 4名で締切（羽鳥） 

３，各部報告（既に報告済のものは省略） 

  会報部（梅田）①やまびこ６月号への寄稿依頼  

②山行に限らず身近な情報も歓迎 

  山行部（菅谷）①8月山行計画承認；8/6 箱根鷹巣山・浅間山 

8/21～22尾瀬燧ケ岳 

8/27 飯盛山  

② 6/1山行部会にて、2022年度会山行計画検討 

9月会山行検討  

③ 2022年度会山行計画説明（五十嵐朝） 

４，県連（羽鳥） 

教遭委員会からの事故報告   

筑波山・御幸ヶ原コースを下山中転倒、頭皮を縫う事故発生 80 才、十分

に注意を。 

５，モロクボ沢事故補足説明（菅谷） 内容省略 

６，連絡事項 

１）年会費集金 ￥6,000 次回例会時集金（岡部） 

２）基金集金 未納者は次回までに（金子） 

７，その他 

１）提案（梅田）；① 総会を例会時に行い、議案も簡素化を ② 当会会員の 

高齢化に伴った組織、運営の有り方を根本的に見直し、連盟の脱会を視野 

に種別設定を検討しては。「断捨離」も必要。 

２）意見（羽鳥）；西丹沢「モロクボ沢」事故補足説明（菅谷）に関して、「何 

故計画を認めたのか疑問」との意見あり。            以上                   
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運営委員会まとめ （5 月 18日 Zoom にて） 

総会日程再確認。6月 26日（日）午前 10時～12時 鎌ヶ谷市中央公民館 学習室 1 

 

総会議案書原稿について意見交換 

1）会報部（梅田）特に大きな問題点はない。  

2）県連（羽鳥）運営委員会前に配信され一部加筆修正された原稿の確認 

3）山行部（菅谷） 

 ①「山行のおさそい（一般参加）」は、実施体制やコロナ禍を考慮し実施できて

いないこともあり、けじめをつける意味でも、次年度は計画しないことにしたい。 

 ②例会の中で 10～20分程度の机上講習の実施を検討している。 

  ＜例＞事故時の救助要請方法、ロープワーク、地図読みなど 

労山のハイキング用テキストの活用 

 ③「2021年度山行報告一覧」と「備品一覧」のページやフォントを調整する。 

4）会計（岡部） 

 ①誤字脱字などの指摘・修正。 

 ②今年度支出は、「会創立 45周年記念事業費」と「モロクボ沢関連諸費」で、 

支出総額は前年に比べて大幅に大きいが、前年度繰越金などより充当した。 

 ③次年度予算は、次の事項を見直し、改めて配信しなおす。 

  ⅰ「2021年度決算額」の一部数値の修正 

  ⅱ「会創立 45周年記念事業費」と「モロクボ沢関連諸費」をいれる。 

  ⅲ「会報費」は、会報の印刷を止めたので、「０（ゼロ）」で良い。 

5）事務局（四元）  

 ①会の規約・規程の見直しを早急に行う。 

  事務局が、『どの部門がどの条文を見直すか…』の担当振り分けを行い、運営

委員会メンバーにメール配信し、次回運営委員会（6/15）で振り分け内容を確

認し、具体的なスケジュールを決め、各部門で見直しを進める。 

 ②会の『しおり』の見直しを早急に行うことを確認した。 

 （会員募集用のチラシとして・入会希望者の入会説明用資料として活用） 

今後の進め方について 

・各原稿は、余白調整（統一）、誤字脱字、てにをは、表現方法の変更など会長が 5

月末までに運営委員会メンバーに配信する。 

・伏見さんの県連女性委員会委員退任希望、後任は選任中と県連に報告する。 

どなたか、女性委員会委員になる方はいませんか？ 

・『田中陽希講演会（8/11）』の参加希望者の第一次集約 参加希望や変更などあ

れば、随時連絡を（会長まで） 

 

＊疑問点などについては、会長まで問合せを。 



          2022年4月 山行実績 ＆ コメント 

山　　名 ジャ
ンル 月日 山行

区分
人数

弥彦山（やひこやま）・
多宝山（たほうざん）・
国上山（くがみやま）

ハ
4/1
～2

個 7

京都の山 ハ
4/2
～5

個 5

御岳山（みたけさん） ハ 4/3 個 3

裏つくばウォーキング
（下見）

ウ 4/6 個 10

裏つくば　ウォーキング ウ 4/12 会 14

4

4
加藤、桐生、八巻、小林、伏見、前田延、

村田、山脇、岡田、伊藤

本誌　5月号掲載　（岡田）

5
松本、岡部、桐生、八巻、加藤、小林、
前田延、山岡、間瀬、三橋、井上勝、

前田節、山口洋、菅原

　下見では　つぼみだったカタクリ等々の花も　満開で迎えてくれてゆっくりと歩きで楽しい一日でし
た。又、下見で見落とした　地図に載ってない 『花の道』 も探せて嬉しい会山行になりました。 （桐
生）

・ 日程 ； 4/2 醍醐寺観光と醍醐寺山ハイキング、 4/3  天龍寺・トロッコ列車・大河内
山荘・亀山公園・大悲閣千光寺・広隆寺・東映太秦映画村・仁和寺…等を観光、
4/4  茅葺の里美山と常照皇寺を観光、4/5 京北トレイル、宿；宇多野ユースホステル
本文；本誌　P12～13 参照（四元）

・　三泊の朝食は、前日にコンビニや生協で調達し、各自で好きなものを食べることにして、毎朝7時
前には出発しました。　行動時間に余裕が出来て、京都歩きを満喫できました。　　１　醍醐山、２
美山(南丹市)散策、３　京北コーストレイル、４　嵯峨野・嵐山　の計画が、天候を考慮し多少入れ替
えての山行になりました。　最終日に京北トレイルが来てしまい、重いザックでロングコースと言う想
定外もありましたが、お天気が下り坂の日に出かけた早朝の嵯峨野では、思いがけず静かな竹林の
小道を散策、また満開の桜を見ながら、トロッコ電車に予約なしで乗れたことなど、早起きあるあるで
すが、ラッキーだったことも多くありました。
移動中も散策していても桜が満開でした。但しバスで1時間ほど北へ向かった常照皇寺では、つぼ
みの先が少しピンク色になったところで満開とはいかず残念でした。 （菅原）

・　本誌　5月号掲載　短歌（羽鳥）

3 蓮見、金子、江崎

　8:34古里(こり)駅より鉄五郎新道にて11:20平沢山～11:50大塚山
少しだけどイワウチワ、思いがけなく美しいミツバツツジに出会える。が、中々の急登・止みそうで止
まない雨。上下雨具を着ての良いトレーニングとなる。無理は禁物、御岳山は登頂せずケーブル
カーにて下山、バスにて御嶽駅へ戻った。（金子）

No 参 加 者

1
五十嵐朝、五十嵐幸、桐生、小林、伏見、

菊池、山口洋

本誌　5月号掲載　（五十嵐朝）

2 岡部、羽鳥、嶋本、菅原、四元



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

４５周年記念山行
吾国山（わがくにさん）・
難台山（なんだいさん）・

愛宕山（あたごやま）
ハ 4/9 会 42

京都トレール＜京北コース＞ ハ
4/15
～17 個 7

雪入山（ゆきいりやま） ハ 4/16 個 5

宝篋山（ほうきょうさん）・
小町山（こまちやま）下見

ハ 4/21 個 3

矢倉岳（やぐらだけ） ハ 4/23 個 11

5

　小田休憩所からスタートして成願寺コースを経て、尖浅間-NO４-東城寺へ向かい、天の川コース
から小町山へ登る。次に鬼越山から東城寺へ下り、滝コースを通って、宝篋山へ登る。そして極楽
寺コースで小田休憩所に戻る。１日で大きな登下降を３回、急登が数か所、特に危険な箇所はな
かったですが、先日の４５周年記念山行 ① コースよりもきついかもしれません。持久力と精神的な
頑張りが必要です。　　　本番では十分な水分補給の準備をしてください。８時間強のロングコース
で、夏山切符を手に入れましょう。（間瀬）

10
畑中、井上勝、前田悟、前田節、間瀬、
山口洋、金子、伊藤、岡田、柳、猪狩

　当初の計画を初級者にも完歩、楽しんでいただきたく逆コースにしました。
地蔵堂ー（4.5.10.11.季節運行バス）万葉公園ー矢倉岳ー矢倉沢（バスの便多い）　（畑中）

本誌　5月号掲載　（桐生、鈴木か）

8 安田、江崎、菅谷、清水、菅原

　参考タイム　ふれあいの里(9:00)…大岩コース…剣ヶ峰(10:00)…浅間山…三ッ石森林公園(11:30-
12:30)…ふれあいの里(13:15)
麓から望むとたくさんの山桜が咲いて、雪が積もったように見えるというので出かけたが、時期が遅
れ、若葉山になっていた。しかし、草の芽もまだ若く、鮮やかな風と日差しに迎えられた。生き生きと
山を歩くと自然の中にいる感じがした。（菅谷）

9 鈴木か、間瀬、江崎

No 参 加 者

6

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

入江、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、五十嵐幸、
四元、江崎、三橋、永木、嶋本、菊池、

井上勝、山脇、梅田、前田節、赤塚、菅谷、
山口洋、蓮見、菅原、山口幸、前田悟、清水、

柳、岡登、岡田、金子、笹

　４５周年記念山行コース ➂   羽鳥駅―平沢、鳴滝分岐…鳴滝…鳴滝分岐…団子石峠…南山…
見晴らしの丘
羽鳥駅からの待ち時間が長かったので、タクシーに乗る。その短縮した分で鳴滝を見物する。途中
に大きな桜が花びらを散らしていたので、皆さん感激する。団子石峠まで上がったところで昼食。山
道を南山まで上り愛宕山方面を望むとたくさん山桜が咲いていた。見晴らしの丘まで下って、他の班
の方と集合した。　（菅谷）

7
桐生、小林、伏見、鈴木か、五十嵐朝、

五十嵐幸、菊池



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

扇山（おおぎやま）・
百蔵山（ももくらやま）

ハ 4/23 個 5

奥久慈男体山
（おくくじなんたいさん）

ハ 4/24 個 4

東浪見～長者町ウォーキング
（下見）

ウ 4/30 個 5

御岳山（みたけさん　）
日出山（ひのでやま　）

ハ 4/30 個 9

高水三山　高水山 (たかみず
さん)、岩茸石山 (いわたけいし
やま)、惣岳山 (そうがくさん)

ハ 4/30 個 3

6

・　暫くぶりに御岳山に登るのに、ケーブルカーを利用せずに、青梅線の古里から大塚山を経て登り
ました。静かな山道でグリーンシャワーを浴びながらゆっくり登りました。御岳山から日の出山を経て
金毘羅尾根をぐんぐん下り、武蔵五日市まで17・5kmを歩きました。歩数は30,000歩を超えていまし
た。上り1413ｍ、下り1514ｍ、消費カロリー2622kcalでした。久し振りに訓練山行が出来ましたけれ
ど、駅に着いた時には疲労困憊でした。（伏見）

15 山口洋、蓮見、金子

　軍畑駅で下車し、高水山、岩茸石山、惣岳山を経て、御嶽駅にでる交通の便の良いハイキングで
す。登山道は整備されており、奥多摩の緑豊かな歩きだった。（山口洋）

13 羽鳥、山岡、前田延、加藤、柳

　7月山行予定の「東浪見～長者町ウォーキング」の下見に行った。九十九里浜海岸に出る
とまず水平線で分けられた広大な空と海が目に飛び込んできた。オリンピック会場となった
「釣ヶ崎海岸」は、風が強く波が荒いためサーフア―は見当たらなかったが、ただ1件、一
人のサーフア―が海から上がれず、消防車と救急車が来て救助していたが、沖に流されず救
助されたので一安心。砂浜を歩いていてよく見ると、砂の色が2色あるのがわかる。もしか
してこれは「砂鉄？」。今度来るときには磁石を持ってきて確かめようと思う。  （山岡）

14
桐生、伏見、五十嵐朝、五十嵐幸、

嶋本、菅原、安田、菅谷、江崎

・　参考タイム  古里駅(9:00)…大塚山(11:00-11:45)…御岳山(12:15)…日ノ出山(13:00)…たるくぼ
峰(14:50)…金毘羅山(16:15)…武蔵五日市駅(17:10)
連休に御岳山に行くなど命知らずな行動だと思っていたが、御岳山～日ノ出山を除けば新緑の山
道は空いていて、ラッキーだった。日ノ出山からの金毘羅尾根は、上り下りは少ないが長い。Sさんは
この距離を歩き通して自信がついたそうだが、私は○○がついた。（菅谷）

11 安田、江崎、菅谷、桐生、嶋本

　参考タイム  鳥沢駅(9:00)―梨ノ木平(9:16-9:30)…扇山(10:50-11:40)…宮谷分岐(13:10)…百蔵山
(13:40-13:55)…猿橋駅(15:35)
皆がだいぶ昔に登った山を再訪した。前に来たのは20年前、30年前、55年前などというすごい話が
出てきた。土曜日の中央線に乗っていたたくさん登山者は、ほとんどはヒカゲツツジを見るために上
野原で下車した。鳥沢からバス。登山口から、けっこうな急坂を登った山頂でのんびりしていると、涼
しい風が吹き抜けていった。二つの山は思ったより上り下りがきつく、次の日に四頭筋が張ってい
た。以前来たときはそんなにきつくはなかったのにというのが、高齢登山者の決まり文句であるのは
いつでも、どこでも変わらないのであった。（菅谷）

12 羽鳥、四元、菅原、清水

本誌　5月号掲載（清水）

No 参 加 者



7 

 

山 行 案 内                      

６月の山行予定 

✽高 原 山 ややゆるい山(全会員対象）（体 ☆☆）  

日 時： 2022年 6月 4日（土）（雨天時の予備日/6月 5日） 

担 当：（CL）笹、（SL）山口幸・梅田  

 

✽日光千手ケ浜ウォーキング （全会員対象）（体 ☆☆） 

日 程： 6月 12日（日）、   雨天中止 

 担 当：（Cl）五十嵐（朝）、（SL）山岡 

 

✽月山（がっさん）1984ⅿ  日本百名山  ややきつい山 （体☆☆＋危技★） 

日 時： ６月 27日（月）～28日（火） 集合 7：50 （東京駅ホーム） 雨天中止 

日 程   ＊注意  4月号の記載とは変更有（歩行時間に余裕を持たせるため） 

担 当： （ＣＬ）菅谷、（ＳＬ）前田節・蓮見 

 

7月の山行予定 

✽首都圏自然歩道を歩く 千葉 NO15 JR東浪見～JR長者町  ☆ 

 太平洋を見ながら九十九里海岸沿いを歩きます。昨年の東京五輪のサーフィン会場も通ります。

太東埼灯台は見晴らしが良いです。 

日 時 7月 2日(土)  雨の場合は 3日(日)に変更します。 

日 程 鎌ヶ谷 6:17－船橋 6:27/6:35―千葉6:55/7:10―上総一宮7:59/8:03―東浪見 8:06 

出発8:20―釣ケ崎海岸―太東漁港－太東埼灯台(昼食)―太東海浜祝―長者町駅 14:00頃  

 距離 12㎞ 歩行時間：約 5時間 30分(休憩・昼食時間含む)  

 (帰り) 長者町14:27―上総一宮 14:37/14:39―蘇我－船橋―15:55/16:05―  鎌ヶ谷 16:15 

概算費用 約 2,800円  

その他  昼食、行動食 

担 当 （CL）羽鳥、（SL）入江  
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✽天狗岳（八ヶ岳）  普通  （体☆☆＋体危険★） 

 根石岳山荘でコマクサと展望 

日 時： 2022年 7月 19日（火）～20日（水）小雨決行 

集 合：あずさ 3号車内 各自切符手配お願いします。茅野往復あずさ利用 

（往 路）：船橋 6：53（あずさ 3号）―9：51茅野―（タクシー又は迎車）―桜台登山口 

（復 路）：渋の湯（バス）―茅野（あずさ 50号）―17：52―20：39船橋 

コース：①桜台…30夏沢鉱泉…40オーレン小屋…40根石岳山荘（泊） コースタイム1：50 

    ②根石岳山荘…1：10東天狗…20西天狗…20東天狗…中山峠経由 1：00黒百合ヒュテ… 

1：45渋の湯  コースタイム 4：35 

 歩 程：標高差  桜台 1900ｍ～根石岳山荘 2603ｍ         

エスケープルート： 根石岳山荘～本沢温泉 

概算費用 

交通費概算：船橋～茅野 12600円（ジバング割引 8820）＋私鉄＋バス・タクシー2500 

       約 12000円（ジバング割引で鎌ヶ谷から）  

       根石岳山荘 2食付き 約13000円 

その他： 

 装備：ヘルメット持参（天狗からの下山コースの中山峠から岩場が多いのでヘルメット着用） 

昼食：2 食と非常食 

渋の湯入浴：1000円 

担 当：（CL）清水、（SL）江崎・鈴木か・桐生 

 

✽甲武信ヶ岳 2475m（こぶしがだけ） きつい山 （体☆☆☆＋危技★） 

奥秩父の中核に位置しその名の通り甲斐・武蔵・信濃の境界にあり、山頂からの眺望は抜群で

人気の甲武信ヶ岳、山頂から見える百名山は 44座も有ります。 

日 時: 7月 24日（日）～25日（月） 

集 合: 新幹線あさま長野行きに乗車 上野乗車でも 

（往路）鎌ヶ谷 5:43―船橋 5:53_6:07―東京 6:31_6:52新幹線あさま長野行 

   上野 6:57_6:58―大宮 7:17―佐久平 8:15_8:31―小海線中込行―中込 8:42_8:51―信濃川

上 9:55ジャンボタクシー9人 40分―毛木平 10：50 

（復路）道の駅みとみ 13：00・・・タクシー30～40分・・・塩山 14:13（高尾行）―高尾 15:24_15:31

―お茶の水 16:23_16:24―船橋16:56_17:05―鎌ヶ谷 17:15 

コース：24 日 毛木平 11:00…慰霊碑 11:45（昼食）12:15…ナメ滝 13:10…千曲川・信濃川水源

地標 14:50…尾根 15:30…甲武信ヶ岳 16：05…甲武信小屋 16:30                 

(歩程 4:10) 

25日 甲武信小屋7:00…木賊山 7:15_7:25…1869m近丸新道・徳ちゃん新道分岐 9:10_9:25

…途中休憩 10:10_10：25…西沢山荘 11:10_11：25…西沢渓谷入り口 11：55…道の

駅みとみ 12：00 （歩程 4:00） 
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歩程 標高差 :  登り（1055ｍ 歩程 4：10） 下り（1365ｍ 歩程 4:00）  

エスケープルート:  千曲川源流遊歩道下山……毛木平へ            

川上観光タクシーＴＥＬ0267-97-2231南佐久郡川上村原 281 

甲州タクシー ＴＥＬ 0553－33－3120甲州市塩山上於曽 1858 

交通費概算 : 鎌ヶ谷―信濃川上￥7119 ジャンボタクシー８人乗り￥11000  

塩山―鎌ヶ谷￥2509 

宿 泊 費  : 甲武信小屋 1泊 2食付き￥8500   （一人￥22000ぐらい） 

担  当   :（CL） 赤塚、（SL）猪狩・菅原 

 

8月の山行予定 

 

✽鎌倉アルプス ウォーキング 

鎌倉市街をのぞむ里山をミニ縦走 

日 時： 8月 6日（土） 雨天中止 

集 合：JR船橋・さざんかさっちゃん像前に 7：35 

（往 路）：新鎌ヶ谷 7：21―船橋 7：34_7：44（快速・逗子行）―北鎌倉 9：05 

（復 路）：往路を戻る 鎌倉駅 14：46（君津行）・14：59（一宮行）・15：16 

（千葉行）・15：26（千葉行）・15：42（成田空港行）―船橋 

コース：北鎌倉駅…建長寺…勝上献展望台…大平山…天園…天台山…瑞泉寺…鎌倉宮…鶴岡八幡

宮…鎌倉駅 

歩行時間約 3時間   ※バス 鎌倉宮（大塔宮）～鎌倉駅（15分） 

交通費：約 3,000円 

担 当：（CL）山岡、（SL）高見 

 

✽燧ヶ岳（ひうちがだけ）2,356ｍ  （体☆☆ 危★） 

 日本百名山。尾瀬のシンボル的な山で福島以北の最高峰。山頂から尾瀬沼の眺めは素晴らしい。 

日 時 8月 21日（日）～22日(月)一泊二日 

登山概要：参加者は 9：25会津高原尾瀬口駅改札に集合願います。 

・沼山峠から大江湿原を歩き「尾瀬沼ヒュッテ」に泊まる。翌朝、登りは長英新道を歩き

山頂を目指す。下山は燧ヶ岳山頂から熊沢田代を経て御池に下る。 

(1日目)  

鎌ヶ谷 5：23―春日部 6:34/7:04(ﾘﾊﾞﾃｲ会津 101号)―会津高原尾瀬口 9：23 

バス 9:40―沼山峠 11:40―大江湿原―尾瀬沼ビジターセンター  散策 

尾瀬沼ヒュッテ(泊) 

(2日目) 

出発（朝食）5:30―大江湿原分岐―浅(あざ)湖(み)湿原分岐―長英新道を登る 
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―ミノブチ岳 9:30―爼嵓(まないたぐら)10:00―柴安嵓―俎嵓 10:30―熊沢田代 

―広沢田代―御池下山 13:00 

バス 13:20（14:50）―会津高原尾瀬口 15:00(16:50)/15:17(ﾘﾊﾞﾃｨ会津 144号)（18:06 ﾘﾊﾞﾃｨ

会津 156号）―春日部 17:41/17:47―鎌ヶ谷 18:57(21:46) 

  歩程：約 7時間 30分(休憩含む) 

概算費用 

・宿代：約 9,000円(カプセルｏｒ大部屋)   宿泊先・尾瀬沼ヒュッテ 

・東武線：約 7,900円 ・会津バス：4,630円 

合 計：約 21,530円 

その他：週間天気予報で台風等の悪天候が予測される場合は中止します。 

担 当 （CL）羽鳥、（SL）四元・金子 

 

 ✽飯盛山（１６４５ｍ） ゆるい山（全会員対象） （体☆） 

３６０度の展望、秋の花々を堪能。 

日 時：８月２７日（土） 雨天中止の時には 24日に連絡します。 

集 合 船橋駅 6：30分  

（往 路）：新鎌ヶ谷駅 6：32―船橋 6:44_6:53（あずさ 3号）―小淵沢 9:36_10:07―清里着10:32

（タクシー） 平沢登山口 10:50 

(復 路)：野辺山駅（下山）17:02―小淵沢 17:33_18:08（あずさ 50号）―船橋 20:38 

コース：平沢登山口…(0:45)…休憩小屋…(0:35)…山頂…(0:15)…平沢山…(0:45)…獅子岩…

(1:00)…野辺山駅 

歩 程：登り（400ｍ、1:20時間）、下り（400ｍ、2:00時間） 

・アドバイス（装備等）：通常の山支度です。  

・山の特徴： ゆっくり、のんびり歩けます。 

交通費概算：9,000円位 （大人の休日クラブ使用） 

      12,000円位 【ミドル会員】 

昼 食：１食   

担 当：（CL）岡部、（SL）伏見・小林  

 

 

※各月の山行計画が、山行部に承認されましたら山岡まで送付をお願いします。 

よろしくお願いします。 

 

県連関係予定行事   

☆ 2022 登山講習の案内     県連教育遭難対策委員会 

日 時：6 月 4 日（土）  

場 所：栃木県宇都宮市 古賀志山  



11 

 

集 合：南口登山口駐車場 9 時集合  

実 技:9 時 15 分～15 時 岩稜地帯の通過に必要なスキル習得 身を守るロープワーク（7 点セ

ット使用） 

 実施規模：15 名程度   参加費：無料  

申し込み：各会理事より 5 月 27 日までに教遭委員会 伊東へ ＜itou2385@yahoo.co.jp＞ 申込

書は別途送付 

 

 

☆山の日 記念講演会  田中陽希氏  

8月 11日(木)祝日（山の日） 

場 所：千葉市民会館 13：00～17：00 入場料 1,000円 

＊NHK BS3 毎週、月曜日～金曜日 田中陽希の「日本三百名山」を放映中！ 

 

 

☆11月 5日(土)事故防止・経験交流集会 場所)未定 

事故の共有化・再発防止と各会の交流 

 

      

首都圏自然歩道・東浪見～長者町ウォーキング （九十九里海岸の風景） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    海岸に咲くハマヒルガオ               九十九里海岸 
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京都観光とトレイル 

日 程：2022年４月 2日(土)～5日(火) 

参加者：岡部千惠子・嶋本道子・菅原恵子・羽鳥健一郎・四元一成(記)  

宿 泊：宇多野ユースホステル 

      

4月 2日 醍醐寺と醍醐寺山ハイキング              

醍醐寺は秀吉の花見で有名です。花も満開！ 人も満員！ 

境内の外は見学の時間待ちの行列で溢れています。 

五重塔等をのぞき見をしながら、片道 3キロ、往復 3時間のハイキングです。 

ハイキングと花見は不自然な感じですが？ 

450ｍの山頂を目指して歩きました。山頂は開山堂・沢山の堂などが建られてい

ました。秀吉の時代にさかのぼり、歴史の重みを感じました。 

 

４月 3日 天龍寺・トロッコ列車・亀山公園・大河内山荘・大悲閣千光寺 

広隆寺・仁和寺・東映太秦映画村 

早朝の嵯峨野は人が少ない。天龍寺の境内も静かです。 

竹林は昼間の時間帯は観光客が多いのですが、早朝は人が少なく、写真撮影には

最適です。 

急遽、予定変更し、トロッコ嵐山駅から、トロッコ列車に乗りました。片道 25

分、工事用トロッコ列車なので、勿論暖房の設備はありません。スピードは出な

いが、風は、冷たく、顔・体に吹きつけます。桜の花と保津川の渓谷美と船下り

の船は印象的でした。トロッコ亀山駅で折り返し、反対の席に座るように配慮さ

れていました。ようやく寒さから解放されて大河内山荘に立ち寄りました。 

大河内伝次郎が 30年の歳月を費やして完成した庭園です。 

回遊式の庭園の坂を登ると、山桜の花の借景の小倉山が眼前に現れ、その美しさ

に感動しました。小倉山のかなたに大悲閣千光寺の垂れ幕が見えました。 

亀山公園を散策。「小倉百人一首の歌碑」「角倉了以の銅像」「周恩来の詩碑」等

の散策は楽しい。歴史と文化の香りがする公園！ 

昼食、少し雨模様。 

桂川の川沿いの道を登り、大悲閣千光寺を訪れました。道の悪い坂道ですが、信

仰の厚い人が訪れていました。 

女性は仁和寺。男性は東映太秦映画村に分かれました。 

今日の最大のハイライトは広隆寺に立ち寄り、国宝第 1 号の微笑みが有名な弥

勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしいぞう)を観た事でした。 

太秦(うずまさ)という地名の由来は三世紀に朝鮮半島から渡来してきた秦氏

(はたうじ)で、土木灌漑・養蚕・織物・酒造りが有名です。 

山行報告 
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東映太秦映画村は、約 40年前に来た時は撮影所でした。 

現在はテーマパークになっていました。中村座で「忍者」の公演がありました。

子供が多く、歓声が上がり、私は面白いのでつい長時間公演を観てしまいました。 

「美空ひばり座」があり、美空ひばりの生涯を映画俳優・歌手の両面からの活動

をパネルと音楽で表していました。 

 

4月 4日 茅葺の里 美山・常照皇寺 

嵯峨野線の日吉駅からバスで茅葺の里 美山「伝統的建造物群保存地区」に行き

ました。念願の美山をようやく訪れることが出来ました。50 戸の民家の集落が

あり、8割が茅葺屋根です。傾斜地に民家が密集しています。遠くから眺めると

全体が一望できる日本の美しい原風景です。また、テレビで放映される、火災訓

練の放水が有名です。自慢は各家に消化栓があることでした。 

かやぶき交流館は休館。でも、対応してもらいました。 

管理人は 82歳の女性、移住して 13年。絵を描いて販売、コロナ禍以前は外国人

のお客さんに沢山売れたとの事でした。20分ばかり移住の苦労話を聞きました。

最後にお茶をご馳走になりました。私も彼女に負けないように頑張ろうと思い

ました。バス停での出来事です。トンビが突然、急降下、岡部さんのパンフレッ

トを持ち去りました。一瞬の出来事です！ 目撃しましたが、トンビの俊敏性を

ただ唖然と見るだけでした。 

最後に常照皇寺に行きました。光源天皇が安住の地を求めて、1362 年に建てら

れた寺です。天皇に対して親しみを持っているのが感じる境内でした。 

 

4月 5日 京北トレイル 

京北トレイルは黒田の「百年桜」の場所から開始しました。 

桜の花はまだ咲いていなくて、残念！（京都市内は満開なのに？） 

常照皇寺の近くの山陵汀を経由し、大堰(おおせき)川を少し歩きました。 

4時間のトレイルでした。京都市内からバスで約１時間の距離ですが大変な田舎

に感じられます。茅葺屋根は改修され、集落は高齢者が多く感じられました。 

同行者の皆さん、楽しい旅の演出を感謝します。ありがとうございました。 

 

大河内山荘から小倉山を眺める 美山の茅葺の里  
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はじめての日の出山(ひのでやま)902m   

参加者 

桐生、伏見、五十嵐(朝)、五十嵐(幸)、嶋本、安田、菅谷、江崎、菅原(記) 

 

4 月 30 日土曜日、9 時に青梅線古里駅(280m)をスタートしました。大塚山

(920.2m)へは 11時過ぎに着き、早めの昼食休憩となりました。空いていたので

広々とそれぞれが好きな場所にシートを開いて休憩することが出来ました。 

12 時前に御岳山神代欅を目指して出発、すると富士峰園地の緑豊かな遊歩道に

出たあたりで森の奥から鹿の鳴き声のような響く声が聞こえてきました。日本

百名山でガイドさんが言っていた『アオバト』ではないかと思います。ビジター

センター辺りではケーブルカーで登ってきた観光客と合流になり混みはじめま

した。宿坊が並んだ舗装の急坂を登っていると、5～6 歳の男の子から「おじい

ちゃんたちがんばって登っているよ！」と声が…、にっこり微笑みを返しながら

しばらく行くと、国指定天然記念物の神代欅がそびえていました。大塚山山頂か

らは小さなアップダウンがあり 20分位でした。 

分岐を日の出山方面に進むと登山の雰囲気に戻れました。金比羅尾根を目指

して 30分位行くと日の出山へ分かれる急な登りが見えました。私以外は登頂経

験者でしたがここから 15分、岩の露出した道から急な階段を進みました。 

東雲山荘近くで一息入れて更に階段を登る心臓破りの山頂直下を全員で登頂す

る事になりました。初登頂にお付き合いいただきありがとうございました。 

日の出山頂は展望が良く都心の方までよく見えていました。 

眺望を楽しんだ後、午後 1 時過ぎに南側の石段の急坂を下りて金比羅尾根を

下山、武蔵五日市駅を目指しました。地図では 3時間の道程ですが、コースが入

り組んでいました。標識に注意が必要で時間がかかり、午後 5 時過ぎ無事下山

となりました。8 時間になっていましたが、ヤマツツジや新緑に元気をもらい、

満開のシャガに癒されました。 

＜ホリデー快速あきがわ＞に乗れたので、武蔵五日市から御茶ノ水で乗り換

え、船橋には約 1時間 40分で着きました。 

皆さまお世話になりました。また歩いてみたいです。 
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念願のアルプス登山 

                    

日 程 ：5/7(土)～8(日) 

参加者 ：猪狩、清水、山口夫妻、岡田、柳（記） 

 

入会して 2 年弱でようやく念願のアルプスに行けることになった。そもそも

入会した動機はアルプスの山々の山頂からの景色はさぞや綺麗だろうなという

単純なものだった。しかし、社会はコロナで山小屋も人数制限をしておりなかな

か行けない状況にあった。 

今回は西穂丸山に行くらしいが、それが北アルプスなのか南なのか中央なのか

さえも知らなかった。ただ行くところは雪が残っていると聞いたので、いつも以

上に装備をちゃんとしないと命に関わることぐらいは分かった。アイゼンは 2

月の筑波登山で使用した 6 本爪の軽アイゼンしか持ってなかったため、急遽エ

バニューの 10本爪を購入した。ストックの先に付ける大きな輪っかもモンベル

で買った。雪山用のアウターは持っていなかったのでゴアテックスの雨具で代

用した。雪山登山の服装がどのようなものか分からないため、とりあえず寒いの

は我慢できないであろうと思いダウンやらフリースをリュックに詰められるだ

け詰めた。これが後々入れるに入れられなくなり大変苦労することとなった。 

 

 登山当日、バスタ新宿から高速バスに乗り、ロープウェイを乗り継ぎ登山口に

着いた。すでに雪が残っていたためすぐにアイゼンを装着したが、他の人のアイ

ゼンを見ると自分のものより爪が長い。歩き方を見ても安定感がありそうなの

で次は 12本の長い爪のアイゼンを買おう。結構な急登が続き、アイゼンが重い

のと雪道に慣れていないせいか結構疲れる。また高度があるため息切れする。筑

波山を除けば初めての雪山。道から外れたところに足を下ろすといきなり膝く

らいまでめり込み、まるで落とし穴のようになっている。また崖もありこんなと

ころに落ちたら滑って大怪我か助からないようなぞっとする場所もあった。や

はり夏山より危険そうだ。 

今日の宿の西穂山荘まで雪の中を 2時間ほど歩いたかようやく山小屋に着いた。 

宿はすすんで酒を提供していないため、猪狩さんにはもの足りなかったようだ。 

8 時半に電気が消え就寝したが、さすがに寝るのが早いため翌朝 3 時には起き

ていた。明るくなると残念なことに一面に霧がかかり何も見えない。これでは絶

景は望めないなとがっかりしたが、清水さんが直に晴れるよと言ったため出発

を遅らせた。少し経つとその言葉通り嘘のような晴天になった。さすが。 

丸山までは 30分ほどだ。山小屋周りは雪があったためアイゼンを付けて出発し

たが、すぐに雪がなくなり外した。ここからはずっと雪はなく岩山を登り続けた。
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ようやく丸山に着くとそこには今まで自分が想い描いていた光景が広がってい

た。雲海の中にアルプスの山々が覗き、無音、静寂、優美、神秘。神々しくもあ

り時を刻んでいないかのような異次元の空間。筆舌に尽くし難い。そう、まさに

この光景が見たかったのだ。しっかりと眼に焼き付けた。現実に帰った今でもと

きどき瞼に浮かぶ。山登りは危険やきついことがあるが、このような絶景を目の

当たりにするとそれらは吹き飛んでしまう。これが登山の醍醐味なのか。  

 

今回連れて行ってくださった皆さま方、ありがとうございました。 

天気に恵まれこれだけの光景はなかなか見れないと大ベテランの猪狩さんが仰

っていましたがまた見たいです。 
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念願の残雪期の西穂高岳丸山へ行ってきました 

  

                 岡田 友子 

                    

日 程 ：5/7(土)～8(日) 

参加者 ：猪狩、清水、山口夫妻、柳、岡田（記） 

 

5月７～8日に猪狩さん、清水さん、山口さんご夫妻、柳さんと残雪期の西穂

高岳丸山へ行ってきました。 

西穂高岳や裏銀座方面の新穂高登山口は未知の憧れの領域でした。雑誌や本や

地図を見てはずっと行ってみたかった所でしたが遠かったり技術面体力面でも

行けるとは思えずいつかは行ってみたい場所でした。 

 

1日目。4：51最寄駅から電車に乗り、6：30に皆さんとバスタ新宿に集合、7：

05発バスタ新宿を出発しました。 

集合したら先輩方の荷物の量のスマートさにまずビックリ！でした。最低限の

持ち物しか持参していないつもりで荷造りしましたが、どうしたらその量でお

さまるのだろう、、、と、私の 2 回りほど小さいコンパクトなサイズの大きさに

収まっていました。 

 

バスに乗り込み走ること、今まで視界になかった山々が見え、すこしづつ山々が

近づいてきて、バスの乗り継ぎをして、遠足や修学旅行気分でした。旅行は息子

といつも 2 人だったので団体旅行もはじめてで学生の頃のような、でも頼もし

い先輩方が全部手配してくれておんぶに抱っこで付いていかせていただき、楽

しくも有り難さを感じながらの山行でした。 

 

新穂高ロープウェイに到着する頃には目の前に北アルプスの素晴らしい山々の

絶景が広がっていました。ずっと乗ってみたかった憧れの新穂高ロープウェイ

でした。我が家からだと岐阜は遠い！車で行くにも電車で行くにもどうも遠す

ぎて未踏のところでした。 

荷物が多すぎる私を心配してくれて不要なものはこのロープウェイのコインロ

ッカーに預けよう！というハプニングも。不要な諸々をコインロッカーに預け

てもまだまだ私のリュックはデカイままでしたが若干身軽になりました。 

 

新穂高ロープウェイの終点に着き、お天気にも恵まれて目の前に広がる絶景に

言葉にならない感動でした。私から出る言葉は「キレイですねー」「素敵ですね
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ー」「すごいですねー」と、感動とはうらはらに私のボキャブラリーのなさにジ

レンマを感じながらも素晴らしい絶景を満喫しました。 

 

登山口からは雪がありアイゼン装着！アイゼン装着して残雪期の北アルプスに

入れる喜びでいっぱいでした。アイゼンは数年前に 6 本を購入しましたが雪の

キャッチ不足による歩きづらさを感じていて、高価なのに 12本アイゼンまで買

ってしまいました。どんどん山道具が増えて嬉しい悲鳴です。12 本アイゼンは

やはり絶好調でした。急勾配でも滑ることなく踏みしめて歩けました。 

 

1時間半歩いて山小屋に到着しました。山小屋のごはんは楽しみの 1つです。西

穂高山荘の夕ご飯は揚げ物、ハンバーグ、煮物、豚汁で揚げたてであたたかな豪

華なごはんにおなかいっぱいになりました。 

20：30 山小屋の消灯で布団もきれいであたたかく朝までぐっすり眠れました。 

 

2日目。5：00起床。辺り一面霧で真っ白でした。5：30出発予定でしたが霧が

晴れる頃に出発とし、スタートの頃には霧が晴れ視界が開け 6：40 アイゼン装

着して丸山に向かってスタートしました。一歩一歩歩みながら少しずつ変わる

景色に感動しながら 7：05丸山到着！ 

霧が晴れたりガスったり、と数分？数秒？で変わる景色。絶景に会えました。 

雲海が目の下に、雲海から北アルプスの山々が顔を出し、まるで天空にいる感覚

でした。 

 

山小屋に戻り帰り支度に。ちょうどカフェオープン時間で西穂高山荘名物ラー

メンを食べてみたかったのでラーメンも食べられました。濃厚みそラーメン。美

味しかったです。帰りには温泉にも寄れてさっぱりして帰りました。山×ごはん

×温泉の最高な組み合わせでした。皆さんのおかげで思い残すことなくとても

楽しい 2日間が過ごせました。 

 

 帰宅して写真を見返してみるとこの天空にいたとは思えない夢の時間でした。 

来年の残雪期に今度は西穂高岳独標へ行ってみたいと思いました。 

また今回の西穂高やあちこち絶景を見にご一緒していただけたら幸いです。 

ありがとうございました。 

 

 

※写真は清水さんの動画からスクリーンショットと柳さんからお借りしました。 

お写真ありがとうございました。 
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鳴 神 山  

日 程：5月 7日(土) 

参加者：間瀬、鈴木か、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、前田節、蓮見、菅原、 

畑中、加藤、前田延（記） 

 

世界でここにしか咲かないというカッコソウ（勝紅草）に会ってきました。 

雨の中鎌ケ谷を出発東武線、JR両毛線を乗り継いで桐生駅へ。 

タクシーで駒形登山口へ、ここでは満開の藤の花と姫ウツギのお出迎えです。 

沢沿いの登山道にはあちこちにレンゲショウマ、ヤマブキソウなどが金網に囲

まれて保護されています。 

2 時間位で鳴神山の頂上に到着。昼食後はお目当てのカッコソウ咲く椚田峠へ。 

濃い赤紫の日本サクラソウに似たカッコソウが満開ですが、想像した程花の数

は多くはなく「カッコソウを護る会」の会長さんのお話で納得しました。 

「絶滅危惧種のカッコソウは種ができず根で増やすので花が咲くまで 4 年かか

り、そのあと 4年咲いて 9年目で消えてしまう」とのこと。 

傍には珍しいルイヨウボタン(類葉牡丹)の花が保護されていてたくさん咲いて

いました。 

下山は赤柴登山口を通って駒形登山口に戻りました。 

下山道には白いヒメイワカガミが可憐に咲いていて感激。終点近くには保護さ

れたヒイラギソウの青紫の花が満開です。新緑と山ツツジのコントラストが素

晴らしく春の山を思いっきり楽しみながら歩きました。 

昨年 4月に下見に行った時とは全然違う鳴神山でした。 

カッコソウ（赤紫）、ヤマブキソウ（黄色）、ヒメイワカガミ（白）、 

ルイヨウボタン（薄黄）、ヒイラギソウ（青紫）、ヤマツツジ（朱）等々カラフル

な花の 100 名山です

ね。ナルカミスミレは

絶滅したそうです。 
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ヤマブキソウ ユキザサ 

カッコソウ ヒイラギソウ 

ルイヨウボタン ヒメイワカガミ 

鳴神山の花 
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残雪の平標山(1983ｍ) 

 

日 程：2022 年 5 月 11 日(水) 

参加者：安田、菅谷、嶋本、江崎（記） 

 

 今シーズン最後の残雪の山へ行きましょう。…と言うことで 2～3候補が上り

新幹線利用、日帰りで行ける山。平標山に決まりました。 

東京発 6:38たにがわ 401号に乗り、越後湯沢着 8:06、湯沢発 8:20のバスで 

平標山登山口に向かいました。 

 連休を過ぎてもスキーリフトが動いている「かぐらスキー場バス停」で、ボ

ードやスキーを担いだ大勢の人が降りバスの乗客は私達 4人と 2～3人だけにな

りました。 

 平標山登山口で準備をし、松手山経由からの

登山道を歩き始める。天気は上々、日差しは強

く汗をかきながらゆっくりと登る。第一目標の

鉄塔は見えるけどなかなか着かない。登ること 1

時間以上でやっとこ鉄塔。暑い！暑い！  

冬ズボンとタイツをはいてきたリーダー、我慢

出来ずタイツをザックに収納。充分に水分を摂

り、松手山への稜線を登っていると残雪の苗場

山の雄大な山稜が見え素晴らしい。広～い山頂

に苗を植えたら、美味しいお米が出来るのかな

～。なんて思いましたが。無理。松手山辺りに

来ると残雪があり、夏道が見えない。方向を見

てトップのサブリーダーが確実に登って行く。 

 

時々雪の上に笹薮が現れ歩きにくい。山頂までの

急な登りは所々雪があり、フーフー言ってしまう。 

平標山山頂には全く雪はなく、苗場山、その向こ

うには佐武流山。もちろん仙ノ倉山、谷川岳もバ

ッチリ。絶景です。 

 下山路は平標山の家へと下る。ほとんど雪原、

階段の上には残雪があり、間にハマらないように

慎重に。山の家まで下りホッとし休憩。甘いお菓

子が美味しい。平元新道にも残雪があり、楽では

ない。林道まで降りると全く雪はなく、ひたすら

登山口まで歩くことになる。 

頑張った一日でした。ありがとうございました。 
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鷹ノ巣山・浅間山・湯坂路ウォーキング  

日 程：5月 15日(日) 

参加者：山岡、高見、八巻、三橋、前田節（記） 

 

8月のウォーキングの下見山行にご一緒させていただきました。 

箱根の湯坂路は鎌倉古道と呼ばれ、江戸幕府により旧箱根街道が整備される

まで、鎌倉時代から主要道だったといわれるところ。前から歩きたかったので、

念願がかないました。 

 

船橋から JL横須賀線と東海道線を乗り継いで小田原へ。休日お出かけ切符が

使えてお得です。小田原から箱根鉄道で小涌谷駅下車。途中 3 回スイッチバッ

クのため停止、走る方向が変わります。そのたびに運転手さんと車掌さんが電車

脇の細い通路を走って交代するのがちょっと面白かったです。観光案内ととも

に、「箱根駅伝の選手が通る時、この踏切では電車が止まります。」の車内アナウ

ンスがあり、お正月のテレビ観戦を思い出しました。 

小涌谷駅で下車し坂道を歩き始め、別荘地を抜け木立の中を行くと幅 20ⅿの

崖いっぱいに落ちる「千条ノ滝」が涼を誘います。一休み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇骨川を渡りゆっくりと歩を進め、つづら折りの山道を尾根に上がると湯坂

路です。さらに昔の石畳や古い階段などやや急登を頑張り 834ⅿの鷹ノ巣山へ。

北条氏が築城した鷹ノ巣城の跡と説明板があったけど、よくわからない…。数組

の先客がいました。頂上で昼食をとりゆっくり休憩。再び来た道を急坂に気を付

けて下り、なだらかな尾根道をたどり 802ｍの浅間山へ。山頂は大きな木々にぐ

るりと囲まれ残念ながらあまり眺望がありません。ここからは箱根湯元の町ま
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で城山・湯坂山を通り長い下りです。 

ヤマザクラやカエデの大木が青葉を茂ら

せ、涼しく快適に歩けました。ところどころ

オレンジ色のヤマツツジが若葉に映えて鮮

やかでした。 

湯坂城跡は土塁と壕が残ると説明板にあり

ました。少し休憩し箱根湯元の街を目指しま

した。古い石畳の道は苔に覆われ、滑りやす

かったです。再び箱根鉄道に乗り小田原へ出

て往路と同じく帰路に着きました。 

よく整備された路で表示もわかり

やすく、道に迷うことはありませんで

した。 

春の桜のころ、秋の紅葉のころにま

た訪れたいです。でもその頃は人がい

っぱいで、こんなにのんびりとは歩け

ないかもしれません。 

 

担当者の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。 

 

（下見の結果、ウォーキングにはややきつく、歩行時間も長いとのことで、行

き先が変更になると聞きました。今回参加できて良かったです。） 

 

 

＊JR横須賀線から東海道線に乗り継ぐとき、乗り換えは東京・品川・横浜など

の駅でできますが、戸塚駅での乗り換えがお勧めです。同じホームなので階段で

の移動もなく、楽々！ 待ち時間も短く便利です。 
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寝釈迦さま 

小 丸 山(1678m) 

 

日 程：5/19(木)～5/20(金) 

参加者：鈴木か(ＣＬ)、江崎(ＳＬ)、山口洋、岡登、井上勝(記) 

 

5/20 グリーンフィールドさんの車で塔ノ沢

登山口へ。9:00 出発。寝釈迦から賽の河原まで

の２時間、「クワガタソウ」や「キジムシロ」を

眺めながらゆっくり歩き、幅員の少し広い渡渉

６回、はじめのうちは水にぬれた石に滑りを感

じたが、慣れてくれば皆余裕。「寝釈迦さま」の

穏やかなお顔に安全登山をお願いして進む。 

登山者は皆目無し。後でわかったが「折場登山口」 

利用が大半でそのおかげで静かそのもの。 

実は今回は「シロヤシオ」を愛でるこ

とが大きな楽しみであった。が、口には

出せず諦めていた。賽の河原を過ぎた辺

りから、「シロヤシオの蕾」が所々にあら

われ、歓声をあげる。途中で行き交った

地元の人の話では“今年のヤシオは全滅。

１年おきだろう”とのことだったけれど、

「アカヤシオ」が私たちを待っていまし    

たとばかりに、数少ない残花がそれはそ 

                れは清楚な姿を見せてくれていた。小丸

山で、辺りの山々を眺め、昨年登った時のすばらしかった「アカヤシオ」の話な

ど伺い下山にかかる。 

「カラマツ」のうつくしい緑の芽吹きに、“きっと目薬を指すより効果がある”

との話に納得。太い「ダケカンバ」の中に「ミツバツツジ」「ヤマツツジ」が調

和している。ほどなくすると景色が開け、右の斜面の上から芽吹きはじめ段々と

濃さを増し、萌える緑の中に細い滝が見え、山登りできる幸せを感じた。その後

ほどなく折場登山口に下りることができた。そして計画者が登りと下りのコー

スを変えてくださったことが、この山行をより楽しくしてくれた。 

今回特記したいこと、それはグリーンフィールドさんのこと。多分、日本中を

探してもあれだけのサービスをして下さるところは稀とおもう。まず１日目は

沼田駅から約１時間の迎え。お掃除が行き届き、夕食がおいしい。 

２日目、朝 1時間 45分かけ登山口への送り、下山後の迎えと 3時間（お風呂の

待ち時間を含む）かかっての JR新前橋駅への送り。ありがたいことだった。 

顔写真付き身分証明書とワクチン3回接種証明書提示で宿代は△5000円でした。 

クワガタソウ 
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高原山下見山行 

日 程：5月 20日(金)          参加者：笹、山口幸、梅田(記) 

 

6月 4日の会山行バスハイクに先立って下見山行した。コースは当初釈迦ヶ岳

までを考えたが、バスの時間を考慮して剣が峰までの周回コースの設定とした。 

会山行参加予定の会員様に参考になるように、また折角のお楽しみに水を差し

てはいけないとの想いも織り交ぜて以下に報告します。 

 本番の時間に合わせ、大間々を 9 時半に出発。最終のトイレ休憩の山の家高

原で「八方ヶ原周遊マップ」をゲットしておくことをお勧めします。すでに標高

は 1200m 超、肌寒いが歩き出すと直に汗が噴き出す。コース全体が杉林等の針

葉樹林が少なく、落葉広葉樹主体なので、芽吹き前の展望も良く新緑と野鳥の声、

目と耳を同時に楽しませてくれる。見晴コース 1 時間余りで八海山神社、昼食

休憩とする。本峰・釈迦ヶ岳が大きく望め、矢板の平野部が霞んでいる。犬小屋

ほどの神社風屋根が、ケルンよろしく石積みの上に残されている（ハカイサンと

読んだほうが良さそう）。八海山神社とヤシオツツジとは何か因縁がありそうな

響き、その追及は次回迄繰り越しとしたい。 

シロ、アカ、ムラサキ各色のヤシオ、ヤ

マツツジやレンゲツツジ、時期が早すぎる

のは承知だが、花が少ない。お目当てのシ

ロヤシオは果たして本番の 6月初旬には花

盛りの期待をしていいものか？ よく見

ると蕾も少ない。途中出逢ったおばちゃん

は、去年の花は見事だったよ。今年はどう

やらハズレらしい・・・と。しかし、心配

ご無用、呆れるほどに次々と咲き始めの花

が出現する。2週間後、会山行当日には存分に楽しめること請合います。 

剣ヶ峰の山頂は広々とした疎林、ここからの尾根

筋の下りルートが不明瞭だったり、意外に険しく難

儀することとなった。しっかり下見しておいてよか

った。縄文ヤシオに出会う。花はまだ早すぎた。縄

文なら 3 千年？しかし大甘にサバ読んでもせいぜ

い 3百年かなとみた。当日は魅せてくれるかな。「花

は遅かった」という歌があったなあ。昭和の大昔の

話。かおるちゃんはいましたっけ。 

大入道までも予想外に長く感じたが、さらに下り

は高を括っていただけに苦労した。所々、白樺林が

展開しその若木の幹の白さが高原の爽やかな雰囲
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気、加えてブナの大木も次々と現れ飽きさせない。漸く、小間々に到着。ほころ

び出したズミの花が迎えてくれた。ここからは本番とは違うコース、車を置いた

大間々迄登り返す。途中ポツポツと降り出したが大事なく過ぎて 15時半、駐車

場に着いた途端に夕立となった。小粒の雹が激しく車の屋根を打つ、ボンネット

がへこまないかフロントガラスが割れないか、標高を下げる迄恐る恐るの帰途

となった。その大間々駐車場周辺の花園も当日は乞うご期待といった処。 

星二つ相当のコースとは思うが、しっかりと歩きでがある。コロナ禍で自粛が

続いた足腰にはきつく感じるだろう。マイスマホの記録で約 12Km、16,000歩程

度を目安としてご参加いただきたくご報告します。 

 

 

ちょっとお遊び 

剣ヶ峰からの景色、デジカメで手持ちの立体写真を撮ってみました。眼間距離

を目安に、少しだけ左右移動させて 2 枚連写をしたものです。百年以上前から

ある原始的なステレオ撮影の手法ですが、平行立体視(左目で左画像、右目で右

画像を見る)すると、遠近感のある立体画像が浮かび上がってきます。もっとコ

ントラストのある朝夕の景色だとよかったのですが、見難いですね。 

 デジカメだと縦横比や位置を数値で設定できるので、撮影はアバウトでもか

なり正確に立体写真が作成できます。 

また、面白いのはゆっくりと移動中の列車や車からの景色を連写し続けると、隣

り合った 2 枚が連続で何組もの立体写真が出来上がります。小海線や大糸線あ

たりが狙い目かなと思います。 

ちょっとコツをつかむとこんな楽しみ方もできますよ。 
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「奥久慈の男体山」を振り返り 

羽鳥健一郎 

ゆったりと思い思いの席に着き各駅停車の水郡線よ 

車窓より奥久慈の山仰ぎつつ登山口ある西金
さいがね

駅へ 

山際に張り付くように畑ありジャガイモ、タマネギ順調に伸び 

艶やかな山吹色がそこかしこ淡き緑にひときわ冴えて 

岩山は淡き緑の萌え出でて彩り添える山吹の花 

登山道両ぎわ埋める二輪草今が盛りと咲き誇りおり 

若葉萌え奥久慈の山幾重にも淡き緑のグラデーションに 

登り行き大円地越ひと休み今年初めて大汗をかく 

下山して駅を目指してあと五分走りに走りやっと間に合う 

駅名の何処かで聞きし名の多きアビコにハトリ、アカツカ、（シモ）スガヤ 
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思い出の山                                 

2021年 7月 18日 檜原村 小坂志川遡行 

金子 真紀 

 

赤塚リーダーの元、車派と電車＋バス派に分かれて現地へ。 

歩き始めた途端、恐らく初めて見る大きなガマガエル？が道のど真ん中でお出

迎え。思わず「ワ！！」と大声出てしまい、皆を驚かせる。 

車道の下の川をもう歩いている人もいた。 

石塚さんに教わって皆お揃いの靴。 

丈夫そうな杖(枝)を吟味して拾い、ジャブジャブと川の浅瀬を進む。 

２ｍそこそこの滝を緊張して登ったり下ったり。 

皆、とてもスムーズに歩くが私は付いて行くのがやっと。 

キラキラ光る新緑を見る余裕はないけれど身体全体で感じる。 

ほぼ誰にも会わず、4名程の男女グループと若い女性が単独で歩いていた位。 

女性一人、凄いな~。 

いつもの山歩きとはひと味違う何とも不思議な爽快感。 

必死ながらも子供に帰ったような、色々な原風景が浮かぶ。 

川岸に座ってのお昼ご飯も楽しかった。 

『思い出の山』というより私にとって一番大好きな写真となりました。 

皆、幼い子供に見えませんか？(無理か・・・) 

7月号は笹さん、8月号は柳さんです。前月の 20日を目安に加藤まで。 
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ちょっと一言 

 

                                                            菊池 光子 

       

今は夫婦二人の生活です。 

夫は、土、日曜日は少年野球のコーチなどで出かけて行く。 

私は、夕食の支度をして待つ。 

待てども帰って来ない。何の連絡もないので、私は一人で夕食を食べる事も。 

帰って来ると、お酒の匂い～。そして、言った・聞いてない・・・。 

そのようなことが続き、それからは、カレンダーに予定表を書き込む事にした。 

お互いに書き込んでいる。 

私も覚えが悪くなって来たので、カレンダーを見ては毎日の予定、行動が出来

る、そんな毎日です。 

                              

 

 

『お誘い掲示板と冒険』 

猪狩  晃一 

            

“あの山に登りたいが“ 誰か一緒に！ そんな時 

『お誘い掲示板あったら良いね！』 

 

会山行や誘われ山歩きも、それはそれで楽しいがそれが興じて『どうしても登り

たい山あり、同行者が見つからない場合あなたはどうしますか。 

『複数の新しい会員が北アルプスへの仲間を探している』そんな声も聴きました。 

『登山報告を聞いて私も一緒に登りたかったとか』。正式な議題ではないが以前

『個人山行も公募して欲しい』との声もありましたが『責任が持てない』と言う

様な理由で纏まらなかった事もありました。会山行で希望者を断る例はほぼない

事から個人山行も責任や迷惑はあるだろうがあまり難しく考えないで『個人の自

信とそして信頼』で気軽に声をかけ合うのも有かとは思いましたが。旧ホームペ

ージの公募の例とて辞めた会員からでしたが『剱岳と裏剣（仙人池）の募集』を

見て連絡しましたが条件が難しく辞めましたが旧ホームページで見る人も少な

かった事もあり、催行は無かったようでした。  

手法としてはホームページで公募、メールで全員配信 『やまびこ』に常設掲示

板等が考えられるが皆が積極的に利用しないと尻切れトンボで終わりそうです

が。 

必要性の理由 

・夏山の人気コースは昨年『やまびこ 9月号』に記載しましたがコロナ禍で山小
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屋の宿泊制限及び異常気象（台風、梅雨等）で予約・催行が難しい特に大勢で

の会山行（担当の成り手無しを含め）はなお厳しくなり、今後は個人山行にシ

フトを変える事で、会の活性化の一助となりか。 

・100名山登攀について言えば残り少なくなると相棒探しが難しい、2・3泊の遠

方になればなおさらだと思います。 

・初心者に近い人や入会間もない人は自分の行きたい山に連れて行って欲しいが 

 声掛けにくいですよね。 

・気軽に誘える仲間いない。 

 

会の活性化の提案 

【X：あこがれの山に登った】×【Y：感動・山が好きになった】＝ 

【Z：生きがい+会の活性化】（こんな方程式が成り立ちませんか？）                                                       

会員の高齢化により諸問題が議題になっていますが大いに議論し、その解決策を

模索する事も重要でしょうし、まして安全第一は当然です。一方登山は冒険でも

ありますね。それはそれとして会を継続・活性化を図るには目玉のスローガンも

必要と思います。以前会長が主催した梅雨前 7月の北海道の山旅、海外遠征登山

等がありましたがコロナ禍等で中止、中断が続いていています。 

提案としてありきたりのテーマですが『100 名山を踏破する分科会』はどうでし

ょうか。山好きにはまだまだ根強い人気【永久に不滅でしょう】はあると思いま

す。登山ツアーや他の山の会でも目玉にしている例が多いのでは。応募者にとっ

ても魅力的な案だと思います。必ずしも全頂制覇を目的でなくても、私は根性な

しで道半端で全頂制覇は諦めましたがそれでも 85 峰ほど登りましたがやはり魅

力ある山が多かったです。山によっては 2度目の挑戦の夢もありますが果して体

力が？ 

『ベテランさんが再挑戦で新しい会員をガイドする。これって良いですよね！』 

    【実行するには若い人が大いに声を出すべきでしょうね】 

私は口だけのロートルで申し訳ないです。 

 

    

 

 
7月号の担当は羽鳥健一郎様、井上勝代様です。 

（6月 20 日までに柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付お願いします。） 

  （ヤナギ ツギホ norinatsu1130@gmail.com） 

mailto:norinatsu1130@gmail.com
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第 46 回『東葛山の会』総会の案内 

 

       日時： 2022年 6月 26日（日）10：00～12：00 

 

         場所： 中央公民館 第一学習室 

 

         議題： 2021年度活動報告   

 2022年活動方針（案） 

        2021年度会計報告  

2022年度予算（案） 

        役員の選出 

        その他  

会員の「健康と仲間」作りに、楽しい「東葛山の会」 

の更なる発展を目指して、会の現状を直視した、 

前向きな提案・意見を是非お願い致します。 

 

 

委  任  状 

 

2022年 6月 26日（日）開催の、第 46回「東葛山の会」 

総会における一切の権限を議長に委任いたします。 

2022年 ６月  日 

 

氏 名             

 

 

 



編 集 後 記 

貝柄山公園の桜が咲き終わり、新緑の季節になった。ウォーキングに出かけたある日、あずま

やのある池の縁に“ウラシマソウ”によく似た花が、3株ほど細い棒で囲まれ保護され咲いてい

た。ボランティアのおじさんに「この花いつ植えたんですか」と聞くと「自然に生えてきたんだ、

何人もの人に『何という花ですか』と聞かれるんだが、私は名前を知らない。子どもがいたずら

するから棒で囲ってあるんだよ」と言う。「よく似た花に“ウラシマソウ”という花があるけど

今度調べてきますね」と、話しをした。野草図鑑を調べ、似た花を３

枚～４枚コピーしておじさんに見せると、花と見比べて「これだ！こ

れだ！名前をマジックで書いて札をさしておくよ」と喜んでいた。 

数日後、公園に行くと“ムサシアブミ”と名前を書いた札が立って

いた。きっと公園を散策する人達も珍しい花に興味を持ってくれるこ

とだろう。  (山岡) 

 

 

 梅雨の時期になった。私は雨の日が嫌いではない。子供の頃両親は百姓だったので学校から帰

っても農作業で家にいなかったが、雨が降り続くと手作りのおやつと団らんが待っていた。そん

な思い出があるので雨の日が嫌いではないのかな？？ 

今年は、45 周年記念誌「みちしるべ」もいただいたので過去

の記念誌も雨の日にのんびりと読み返してみよう。窓の外に

は好きな紫陽花も咲くだろうから…。（ちーこ） 
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