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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

12月号は岡田友子さん、1月号は伊藤弘子さんです。 

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（桐生）へ 

提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介            

5年前に室堂を訪れました。晩秋のみくりが池に逆さ立山が写り込んでいま

した。お天気に恵まれ無風の中、素晴らしい景色に感動しました。 

   

                           ～岡登順子～ 

                                                                                        



日 曜日 11月 日 曜日

1 火 1 木

2 水 2 金

3 木 3 土

4 金 4 日

5 土 5 月

6 日 6 火

7 月 7 水

8 火 8 木

9 水 9 金

10 木 10 土

11 金 11 日

12 土 12 月

13 日 13 火

14 月 14 水

15 火 15 木

16 水 16 金

17 木 17 土

18 金 18 日

19 土 19 月

20 日 20 火

21 月 21 水

22 火 22 木

23 水 23 金

24 木 24 土

25 金 25 日

26 土 26 月

27 日 27 火

28 月 28 水

29 火 29 木

30 水 30 金

31 土

文化の日

勤労感謝の日：権現山・弘法山

　   運営委員会

編集会議（10：00～12：00）

予定表

　例会（14：00～16：00）

12月

2022年11月・12月

霊山（雨天中止）

例会（14：00東初富公民館）

山行部会（18：00～20：00）

山行部会（18：00～20：00）

運営委員会

  忘年山行（午後9:00発）

※2023年1月山行予定

★1/12（木)衣張山（鎌倉）予備日1/13(金 )

1

★1/26（土）関東自然保護集会(オンライン）

※県連より　　★12/22（木）オンライン講座（19：00より）石田先生

　　鼻曲山（雨天中止）

編集会議（10：00～12：00）

★1/22(日)隅田川川辺のテラスウォーキング　予備日1/23(月）

12/28～1/3休館日成田ウォーキング

　大島三原山
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例会報告 

10 月例会           10 月 9 日（日）              39 名 

安彦、松本、加藤、岡部、桐生、八巻、伏見、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、清水、畑中、金子、 

笹、柳、岡田、伊藤、竜口 

 

10月例会議事               司会（会報部）清水 

１，9 月山行報告 

感染状況第 7 波が収まらず会山行は中止となった。個人山行は少し増え、紅葉

の始まりなどを楽しんだ様子が報告された。 

計 9 件（内日帰り 6、1 泊 2、2 泊 1）、延参加者；28 名（男；10、女；18） 

 

山行案内 

 １）10/15-16 安達太良山（清水）決行の予定。新幹線、早めに予約を。 

参加者に地図配布。全国旅行支援適用、ワクチン 3 回接種済み証明書・身

分証明書を持参のこと。（一人忘れると全員適用外の場合あり） 

 ２）10/23 首都圏自然歩道（羽鳥）雨天中止の時は参加者に連絡。 

３）10/29-30 大菩薩嶺（菅原）参加確認した。 

４）11/6 霊山（梅田）22～23 名参加。30 名集まれば 1 万円なので、ぜひ参加

を。ゆとりあるコースながら、岩山など楽しめる。参加者で市役所の駐車

希望者に許可証を配布。 

５）11/11 鼻曲山（江崎）コース変更。ジパング利用可。集合は新幹線内。 

参加確認。入浴可かも…確認して後日連絡。 

６）11/23 丹沢権現山ウォーキング（伏見）10 月末に下見予定。11 月例会で

参加を募る。 

７）11/28 成田ウォーキング（入江）雨天中止、3 日前に判断し電話で連絡。

参加希望回覧中。 

８）12/16-17 大島（安彦）日程変更は大島マラソンと重なったため。大島汽船

のハイキングプラン利用、コース・食事その他交渉中。ホテルの食事は 3

コースあり、希望を取り一番多いコースに統一する。金額等詳細は未定。 

９）県連（羽鳥）…ちばニュース参照 

10/29-30 第 18 回全国登山研究集会…羽鳥参加 

11/5 事故防止経験交流集会…他団体の事故例など参考になる。 

11/26 自然保護委員会…Zoom で。1 都 7 県、他県の山の話を聞ける。 
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３，各部報告 

１）事務局（四元） 

・11 月の例会も、東初富公民館（14：00～）にて。 

・新入会員紹介 和田弥生さん（本日欠席） 

２）会報部（梅田） 

・やまびこ 10 月号配信済み。11 月もたくさんの寄稿を。 

 ３）山行部（菅谷） 

・11/2 山行部会…2 月会山行検討 関係者参加のこと。 

・1 月会山行の予定 1/12 衣張山 1/22 隅田川テラスウォーキング 

・例会時にミニ講習を行う。 

３）県連（羽鳥） 

・ちばニュース 10 月号や 12/5 朝日新聞夕刊などで事故報告あり。 

・10/20 理事会 Zoom にて 

  ・「田中陽希日記」鎌ケ谷図書館で貸し出し可。（他市でも） 

 

会長より（安彦） 

・ヨシキスポーツの会長、亡くなる。11/7 お別れ会・社葬 

・県連オンライン講習会…10/27・11/24・12/22 

・会の規約・規定見直し…10/19 運営委員会で検討 10/12 までに各部見

直し案をメール配信のこと。 

・「登山時報」月刊誌は 12 月号で廃止、来年から年 4 回の季刊誌となる。 

「労山ジャーナル（仮称）」は電子媒体で無料配信の予定。紙媒体希望者

には有料で。 

・「山の日講演会」の記録 DVD…ホームページやユーチューブに上げたい。 

 

ミニ講習会（菅谷） 

・「事故連絡カード」を実際に書いてみる。 

10 分程度で書ける。救助要請の際、スムーズな対応ができる。 

 ・裏面の「事故に遭遇した時」をよく読んでおく。 

 ・カードはいつでも使えるように常に携帯する。 

  

運営委員会まとめ （10月 19日 鎌ケ谷中央公民館にて） 

・規約・規定の修正について検討した。  次回 11/16 

・会長より・・・更新された「山行計画書住所録」「会員 PC メールアドレス・

携帯メールアドレス」が配信されたら、各自 PC や携帯電話のアドレスを

すぐに直してください。古いままのアドレスでの配信ミスが、時々見られま

す。 



2022年9月 山行実績 ＆ コメント

No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分 人数 参 加 者

1 筑波山（つくばさん） ハ 9/10 個 5 桐生、小林、伏見、五十嵐朝、菊池

本誌　10月号　掲載　（伏見）

2
雪入山(ゆきいりやま） 

浅間山（せんげんやま）
ハ 9/10 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

・参考タイム ；　鎌ヶ谷(7:00)ー三石森林公園(9:00-9:30)…浅間山(10:00-10:20)…あきば峠…剣ヶ
峰(11:30-12:30)…あきば峠…金名水(13:00) …三石森林公園(13:30-13:50)ー鎌ヶ谷　　　　　　　　　
体調、体力に変調をきたしてはいないか、確かめようと出かけた。やはり体力はかなり落ちているよう
である。行き慣れた山なのでいつもと逆のコースを取った。多少の変化があった。金名水、銀名水
に寄ってかえる。風呂で汗を流して帰宅した。久しぶりの山歩きに出かけるときには、予備のトレー
ニング等をした方が良い、と思う。　（菅谷）

3 雨引山（あまびきさん） ハ 9/10 個 1 猪狩　　他1名

　水戸線岩瀬駅から、雨引山を経て雨引神社迄の往復4時間の計画であったが、雨引神社があまり
に素晴らく、食事や見学に時間がかかり、また土曜日はバスがあると聞き、神社から山頂までの急
登を考えると面倒になりバスを選んだ。訓練には程遠いですね。つくばバスセンター行きに乗り、終
点で乗り換え、つくばエクスプレス線の駅に向かった。驚いたのがバス代が200円+200円で計400円
であった。いくつかの自治体が絡んだ公益事業なのか。筑波山登山でつくばバスセンターからの歩
きとなるが、バス代節約には良いのでは。　（猪狩）

4
宝篋山（ほうきょうさん）
小町山（こまちやま）

ハ 9/14 個 1 安彦

　6月10日（金）以来の3ヶ月ぶりの山歩きでした。
この間に、『房総の山復興山の日記念講演会（田中陽希講演会）8/11』の準備や開催をしました。
ホッとしたのも束の間でした。
その1週間後に、我が家族7人を次々に襲った『コロナ陽性戦争（8/19～9/10）』で、山へ行くような
雰囲気ではありませんでした。
やっと精神的にも落ち着き、ホームグラウンドになっている山へ『ツルリンドウ』を見に出かけました。
当日も地元の人に場所を確認したのですが、見つけることができずに下山してしまいました。
『天狗の庭の上の方の登山道沿い』と聞いていたのですが…。　どこに生息しているのでしょうか
ね？

歩いたコースは、次の通りです（行動時間：6時間40分：休憩含む）。
小町の館…東城寺…一の滝…弁慶平…宝篋山…天狗の庭…仲良し小道・鬼越尾根十字路…鬼
越山…小町山…展望岩…小町の館　　（安彦）

5
筑波山（つくばさん）　　　　

薬王院コース
ハ 9/16 個 6 桐生、小林、伏見、五十嵐朝、菊池、江崎

本誌　10月号　掲載　（伏見）

4



No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

6
雨引山（あまびきさん）

～御嶽山（おんたけさん）
ハ 9/22 個 2 安田、菅谷

・参考タイム；　柏―岩瀬(8:24-8:32)―バス―本木西(8:55-9:10) …雨引観音下登山口(9:45) …雨
引山(10:40-10:50) …御嶽山(11:35-12:10) …岩瀬(12:50)　                                                         　
ト レーニングのレベルアップをしようと出かけたが、天気予報では午後が雨ということで、コースの前
半をカットした。ゆっくり歩いて前半で山歩きを終わりする予定だったが、岩瀬についても天気は持
っていた。自分が思うように天気が進むことはないのだった。　（菅谷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7
北横岳（きたよこだけ）
蓼科山（たてしなやま）

ハ
9/25
～26

個 6 安田、鈴木、江崎、嶋本、羽鳥、清水

　9/25； 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅11:55…七つ池…北横岳12:45…亀甲池…双子池ヒュッテ
15:25。  　 9/26； 双子池ヒュッテ7:00…大河原峠…赤谷の分岐…蓼科山山頂…11:20…将軍平…
七合目…蓼科高原ホテル14:30。　  二日間お天気に恵まれ、北横岳、双子山、蓼科山山頂の眺め
は360°のパノラマ。南八ヶ岳、北アルプスの槍、穂高がくっきりと見えました。夏のアルプスには行
かれませんでしたが、眺めてアルプスを存分に味わうことが出来ました。登山道は岩、石のザレ場で
歩きにくく、気が抜けませんでした。特に将軍平から蓼科頂上までは岩稜帯の急登で大変でした。
北八ヶ岳は池などもあり、穏やかなイメージでしたが、大間違いでした。（嶋本）

・　本誌　P１１　参照　（安田）

8 月山（がっさん） ハ
9/28
～29

個 2 蓮見、山口洋

　６月会山行では天気が悪く山頂まで行けなかったので、ずっとまた行きたいと思っていましたので
、お天気の良い日を選んで行きました。紅葉にはまだ早いかな…と思って行きましたが、予想外に
大変素晴らしかったです。姥沢登山口近くの宿に前泊して山頂を往復しました、宿はとても丁寧な
対応と素晴らしい食事で、山と宿の両方に大満足。夜に望遠鏡を出していただき星空観察、土星
の輪を見ることが出来ました。次は花の時期に是非行ってみたいです。登山口で「月山環境美化金
」200円を支払いました。　（蓮見）

9
八幡平（はちまんたい）・奥入　
瀬渓流（おいらせけいりゅう）

ハ
9/29
～

10/1
個 1 猪狩　　他1名

・1日目；新幹線盛岡着8：45、　レンタカーで八幡平山頂駐車場まで1時間、それから盛岡行きのバ
スに乗り、茶臼口登山口まで下り、それから登山道を登り、約3時間歩いて山頂に着いた。紅葉は
若干早く3分程度であったが、鏡沼付近はがなかなかの景観であった。それから明日の予定地早池
峰山のふもとの宿まで2時間半車を走らせた。　2日目；宿から登山口まで30分、なんとそこで”アク
シデント発生”。　ストックが1組が無い。八幡平に忘れたか。1本は調整不能。昨日は何でもなかっ
たのに！　　”さあーどうする”急登の山。危険が伴う事から、早池峰山はここで勇気ある撤退を決め
た。予定変更して、勾配の緩い八甲田山に登ることにした。その日は、途中の奥入瀬渓谷をウオー
キングして、十和田湖畔に宿を取った。奥入瀬渓谷は登りはバスで、下りは13ｋｍ、3時間を歩いた
。紅葉には程遠かったが、人は少なく緑と水の風景が良かった。　3日目；八甲田山ロープウエイま
で車で2時間。ロープウエイに乗り、大岳経由で酸ヶ湯温泉に下山。紅葉は6・7分ぐらいか。酸ヶ湯
温泉も良かった。フォローの対応は紅葉も体力的にも十分に満足出来ました。　（猪狩）

９月に予定していた会山行「大蔵高丸」、「秋川渓谷」、「北八ヶ岳・蓼科山」はコロナ感染防止のために中止しました。
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

5
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山 行 案 内 

11月の山行予定 

✽霊山（りょうぜん・805ｍ）  全会員対象（体☆＋危技★） 

日 時： 11月 6日（日）  雨天中止 

担 当：（CL）梅田、（SL）岡部・嶋本・柳 

※全国旅行支援の適用ができました。入浴と夕食をセット、帰路も東北道に変更して鎌観バスツアーに、

ただし事前にワクチン接種証明を提出する必要あり。詳細は計画書を配信します。 

 

✽鼻曲山（はなまがりやま） １６５５ｍ （☆☆） 

      コースを変更しました。やまびこ 9月号の案内は違います。 
日 時：11月 11日（金） （雨天中止） 

担 当：（CL）笹、（SL）江崎・蓮見  

 

✽丹沢 権現山（244ｍ）～弘法山（235ｍ） ウォーキング 

日 時：11月 23日（水・祝）  雨天中止 

担 当：（CL）伏見,（SL）山岡・井上（勝） 

 

✽成田ウォーキング 

日 程：11月 28日(月)、雨天中止、 

担 当：（CL）入江、（SL）高見・井上順之、                                 

 

 

 

 

 

佐原の大祭・山車 
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12月の山行予定 

＜2022忘年山行＞ 伊豆大島：三原山 758ｍ ☆★ 
＜追加情報を赤字で示します＞ 

船旅を味わい、島中央に聳える『三原山』ハイクで地球の営みを体感し、豊富な湯量を誇る源 

泉かけ流しの湯で心身ともにリラックスし、ホテル自慢の『金目鯛しゃぶしゃぶ』に舌鼓みしな 

がらこの1年を振り返るとともに、新たな年の山歩きに思いを馳せましょう！ 

日程：2022年 12月 16日（金）～18日（日） ＜前夜発 1泊 2日＞ 

宿泊：伊豆大島『大島温泉ホテル』  ☎ 04992-2-1673（7：00～21：00） 
宿泊料金：12,250円（1泊 2食付、消費税・入湯税含む） 4～5人/1部屋/和室 

集合：１２月１６日（金）午後９時  

竹芝客船ターミナル （時間厳守） 
交通：①１２月１６日（金）～②１７日（土） 

    東京竹芝 22：00（大型客船：特2等） 

  → 大島 + 06：00→＜路線バス＞→大島温泉 

ホテル（入浴・朝食・休憩等）8：38→ 

＜路線バス＞→三原山頂口8：45 

③１２月１８日（日） 

 昼食後、ホテルのバス（定員 26名：補助席含む）で港まで送ってもらいます。 

 但し、乗り切れませんので、路線バス又はタクシーの併用も検討中です。 

（路線バス利用の場合：大島温泉ホテル13：37→岡田港又は元町港 13：55） 

大島 14：35→＜ジェット船＞→東京竹芝 16：40（解散） 

ハイク：②三原山頂口（御神火茶屋）:約570ｍ…火口展望台…山頂中央火口展望所… 

剣ヶ峰749ｍ…1986年噴火時の新しい溶岩流跡…大島温泉ホテル:約 498ｍ（泊） 

（歩行時間：約3時間：休憩含まず）約7㎞ 

天候、時間、参加者の体調などで寄り道（櫛形山展望台？）を検討中です。  

    ③『島内観光』（8：00～12：00）（バス代：82,890円） 

     大島バスの貸切バスで島内の名所旧跡などを巡ります（ガイドなし）。 

   （泉津の切通し、波治加麻神社、筆島展望台、波浮港（散策）、地層大切断面など） 

会費：２５，０００円（船往復運賃、バス料金、宿泊費、飲食費など）＜竹芝起点＞  

   ※参加者 30名で、会よりバス代補助 30,000円ありで試算 → 大幅ダウン !!   

装備：防寒具、雨具、帽子、手袋、スパッツ、登山靴、ザック、ザックカバー、ストック、 

テルモス、着替え、タオル、行動食など（12/17朝食/昼食+12/18昼食→ホテル提供） 

幹事： CL安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  SL鈴木かつ子、岡田友子 

メモ：東海汽船『三原山ハイキング＆絶景温泉』の『プランA：ダイナミックに火口 

一周 三原山お鉢まわり＆樹海コース 8,000円』を特別に予約できました。 

昼食は、『おにぎり弁当』に変更し、『プランA』の他の参加者とは別行動で、 

ゆっくり・のんびりと三原山の大自然を体感しながらハイキングを楽しみます。 

 ★③18日（日）の島内観光後は、ホテルで大島名物『島っこ膳』を昼食で味わいます。 

 ★大島温泉ホテルは、7部屋（男性 2部屋、女性 5部屋）を確保しています。 

雪上ハイクに代わり、展望と火山礫（黒い砂）のハイクを楽しもう！ 
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大島のパンフレット 
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1月の山行予定 

 ✽衣張山(きぬはりやま) 120m  ゆるい山・全会員対象（体☆） 

 低山であるが冬なので霜の道になっていることも考えられる。 

日 時：1月 12日（木），雨天時 13日(金)， 集合：9時 15分（ 鎌倉駅 ） 

（往 路）：新鎌ヶ谷駅 7:21―船橋 7:34_7:44(快速逗子行き)―9:08鎌倉 

（復 路）：鎌倉 15:16(千葉行き)―船橋16:39_16:43(柏行き急行)―新鎌ヶ谷 16:51 

コース：鎌倉駅…鶴岡八幡宮…鎌倉宮…源頼朝の墓…杉本寺…衣張山<昼食>…大切岸…法性寺…

…まんだら堂やぐら群…切通し…旧華頂宮邸…報国寺…鎌倉駅 

【歩程】：コースタイム 4時間 

山の特徴：展望よく鎌倉らしさを感じさせる山。 

のんびり休むことができるので昼食休憩の場所に向いている。 

交通費概算： 約 3,000円 

その他： 昼食：１食    

担 当：（CL）山口洋子、（ＳＬ）井上勝代・菅原 

✽隅田川 川辺のテラスウォーキング 

隅田川の川辺のテラスを京成押上駅から東京スカイツリーを見上げながら隅田川に出る。 

言問橋から桜橋を渡り、台東区側の川辺のテラスに出る。台東区、千代田区、中央区の勝鬨橋ま 

で１４橋、おおよそ１２Ｋｍ、高層ビルにかこまれた川辺のテラスを、のんびり歩きます。 

日 時：1月 22日（日） 雨天順延  予備日 23日（月）雨天中止 

集 合：新鎌ケ谷駅 北総線改札口 8時 15分  

22日（日）新鎌ヶ谷 8：27（京急久里浜行）―押上 8：48着 

23日（月）新鎌ヶ谷 8：28（京急久里浜行）―押上 8：50着 

コース： 押上９：00 スタート 言問橋・・桜橋・・吾妻橋・・駒形橋・・厩橋・・   

蔵前橋・・両国橋・・新大橋・・清洲橋・・隅田川大橋・・永代橋・・中央大橋・・ 

佃大橋・・勝鬨橋・・晴海通りを歌舞伎座まで 

帰 路：都営地下鉄 東銀座から新鎌ケ谷駅 

その他：昼食持参…川辺で食べます。 

交通費：1,520円 

担 当：（CL）高見、（SL）入江 

 

 

 

 

 

 

 

太東崎の灯台             サーフィンをする人たち 
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県連関係予定行事 

2022 オンライン講習会開催のお知らせ  

✽ 第 3 回 テーマ：ココヘリの紹介 

 日 程：11 月 24 日（木）19:00～20:30 講師：AUTHENTIC JAPAN 社 

 

 ✽第 4 回 テーマ：著書「一生、山に登るための体づくり」の講演  

日 程：12 月 22 日（木）19:00～20:30 講師：石田良恵先生  

 

後日、『開催案内』と『参加申込書』などを メール配信します。 なお、オンライン講習は Zoom 

で行います。 開催日まぢかになりましたら、参加申し込みをした方に『Zoom 講習会招待メー ル

（URL 記載）』を配信しますので、その URL をクリックするだけで講習会 にアクセスできます。 

多くの参加を期待していますので、よろしくお願いします 

 

時間は、19：00～20：30の 90分間で、 

『19：00～20：00（60分）説明』で『20：00～20：30（30分）質疑応答』の予定です。 

 

以上の他に千葉県連関連の行事が予定されています。 

 

〇11月5日（土）日帰り 事故防止経験交流集会 

 

〇1月 26日（土）14：00-18：00（予定） 関東ブロック自然保護集会（オンライン） 

＜千葉県連主管＞                        
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北横岳・蓼科山 

日 程：9/25（日）～26（月） 

参加者：江崎、鈴木か、嶋本、羽鳥、清水、安田（記） 

 

 北八ヶ岳の無雪期は初めてです。まず感じたことは、山道が大小の石で歩きに

くい事でした。 

 ピラタス山頂駅より身支度をして北横岳へ。（今日は行楽日和で、子供達で賑

わう）山頂からの展望は 360度のパノラマで、三大アルプスの眺望を堪能して、

亀甲池、双子池から宿に向かう。 

 静かな樹林帯の滑りやすい急坂を慎重に下降。亀甲池で休息後、双子池ヒュッ

テに 15：30着。宿は我々の貸切？？大広間に二人用テントが用意され、各人休

む。（テント内の布団湿っぽい） 

 翌日 7：00出発。宿横の樹林帯はすぐに急登で、大小の石で歩きにくい。双子

山、大河原峠を経て将軍平で大休息。頂上まで岩魂の急斜面を登り、広い頂上で

槍を見ながらの昼食。前日同様の眺望で大満足でした。 

 下山は、足元ゴロゴロの急坂を下り七合目登山口へ。最後にスキー場を直滑降

のように下るので膝にくる。 

 温泉で汗を流し、19:00帰宅。 

 今回の企画、手配等リーダーさんありがとうございました。参加者の皆さんあ

りがとうございました。 

  

 

北横岳北峰にて 後方は蓼科山 

山行報告 
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 内緒の山旅「岩櫃山＆榛名・掃部ヶ岳」 

梅田尚志 

 9月の会山行・北八が中止となった。編集会議を終えた翌日、無届山行に出か

けた。かねて気にかけていた岩櫃山だ。計画書はなし、やっと作れた二日間だ。 

山の会の会員としては無分別かもしれないが、誰にも知られずに出かけるのも

また快感なのだ。そんな自由があってもよいはずだし、所詮自己責任の世界だ。 

 9月 27日 10時半頃、岩櫃城跡の登山口を出発した。山頂までの行程は 1時間

余り、沢通りコースをのんびりと歩いた。30 分も歩かないうちに本丸の脇を通

過し、5合目到着。木漏れ日が優しい樹林の秋日和、ここからが岩山の本領発揮、

低山でありながらしっかりとした山装備が役立つ。クサリ場やハシゴが次々と

現れる、稜線に出ると足元がゾクゾクする高度感と展望がご褒美。久々にスリリ

ングなボルダリングもどきルートを楽しんだ。狭い山頂で誰にも邪魔されない

昼食、切り立ったピークから真下を覗くと足が竦む。好天の展望は西上州の山々、

あれは多分両神山、後ろは谷川連峰、左手からは赤城～妙義が展がり、足元の里

は秋真っ盛りであった。 

 

  

 

下りは尾根通りルートをとったが、登り以上に神経を使って慎重に！それで

もルンルンの足運び。緩い山道が続くようになったころに岩櫃城本丸跡に到着

した。しばしの間、真田一族の戦国に想いを馳せる。ここからは観光レベルの山

道で下山口に到着した。登って降りて３時間ほどのコースであった。 

岩山の面白さに加えて展望が味わえる、おすすめの山。もう少し足の便が良け

れば何度でも出かけたくなる山である。 

まだ陽が高い。宿に入るには早すぎるので、取り敢えず榛名湖畔へドライブ。
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明日はどこを攻めようか、下見をしながら湖畔を 1 周半。ついでに未踏の榛名

富士へロープウェイで上る、しかし山頂は霧の中。しばし粘ったが晴れることな

く、見切っておりた湖畔はきれいに晴れていた。 

 伊香保の宿は街外れ、部屋食に拘って古い和風旅館、露天風呂もないが泉質と

見晴らしだけは良い宿だ。それでも久々の温泉はいいものだ。群馬の県民割の恩

恵を受けて余分な買い物迄してしまった。 

 翌日（9/28）、ゆっくり朝食後に出発、下見済みの湖畔の駐車場まで登り直し。

昨日以上の晴天に浮き浮き気分。榛名カルデラ連山の最高峰・掃部ヶ岳を目指す。

紅葉の始まった落葉樹の森の中、折角の丸木の階段が延々と続いているのだが、

土が流されて歩けたものではない。しかし心配ご無用、ちゃんと踏み跡の脇道が

できている。汗が出始めたころに、硯岩の展望台に着き、湖面を見下ろす。正面

には榛名富士の端正な姿が望めるまさに絶景ポイントだ。 

 

 1時間余りの登りは、ただひたすらにのぼり続ける。展望もなく、両手を使う

ほどのこともなく、足だけで歩ける優しい山道。疎林を駆け抜ける秋の風が汗ば

んだ肌に心地よい。山頂の展望は、硯岩に負ける。標高(1449m)は確かにあるが、

周囲の樹林に邪魔され、湖面に向きあう角度が半端なためか、今一つ眺望力に欠

けるのだ。それでも榛名最高峰を極めた充足感は得られる。 

 下りは「湖畔の宿記念公園」に至るルートを取った。こちらの道の方がずっと

歩きやすい。途中山栗が小粒ながら拾っていたらポケットに入りきれず、ポリ袋

一杯になっていた。山は秋たけなわなのであった。 

 コロナで弱った足に優しい、しかし風格もあり見どころも十分な掃部ヶ岳、少

しばかり惚れてしまった。 
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野田市民バスハイキング『那須：茶臼岳』に参加して 

           安彦秀夫 

日程が合ったので、暫くぶりに、『一般市民』として参加しました。 

そこで発生したトラブルの一端を、他人事ではないので紹介します。 

期日：2022年 10月 2日（日） 

主催：野田市山岳協会 

主管：野田ハイキングクラブ 

参加費：7,000円 

参加者：一般：12名（男性 4名、女性 8名） 

    会員：14名（男性 6名、女性 8名） 

    1班 13名の 2班編成で行動。私は 1班（一般 6名、会員 7名）でした。 

 

 野田市市報『のだ（9月 1日号）』に案内が掲載されていたので、説明会（9/13） 

に出席し、参加費を添えて『参加申込書』を提出しました。 

 当日は、東武線愛宕駅西口の『ヨーク・プライス野田店』前に、午前 5時 30 

分に集合し、全員揃ったので出発予定時間よりも早めにバスは走り出しました。 

＜ハイキング・コース＞ 

 ロープウエイ山頂駅 9：30発…茶臼岳山頂（火口跡を時計回りに一周）… 

…ロープウエイ山頂駅分岐…牛ヶ首…峰の茶屋跡…中の茶屋跡駐車場 14：20着 

 

＜1＞ 一般参加者（女性）の登山靴底が剥がれる！ 

歩き始めて 15分ほどしたら右登山靴の底がつま先部分を残して剥がれてしま 

いました。左も見たら、今にも剥がれそうになっているではありませんか！ 

『結束バンド』と『テーピングテープ』で、両方の靴をしっかり固定し、何 

とか歩けるようになりました。 

聞くところによると『5年ぶりに履いた』」そうで、下駄箱に大事にしまって 

おいたそうです。その間はハイキングにも行かなかったそうです。 

   

＜2＞ 間違った登山ルートを下りかける！ 

 山頂付近で記念写真を撮り、火口跡（お鉢）を時計回りに 

一周し、次の目的地の『牛ヶ首』に向かう際に、先頭を歩く 

リーダー（会長）が、全く違うルートをさっさと下っていく 

ではありませんか？！勿論、後ろに続く一般参加者も後を続 

いていきます。他の会員からは何の声も上がりません…。 

しびれを切らし、後方にいた私が、「ルートが違いますよ！」 

と叫びました。 
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 先頭のリーダーは、「間違ってない！大丈夫だ！」と言い、更に下ろうとする 

し、最後尾の班サブリーダーは私に向かって「このコースを歩いたことがある 

のですか？」と言うではありませんか？！ 地図を自分で確かめようともせず、 

更に付け加えました。「皆で行けば大丈夫だよ！」（これには唖然！） 

私は、「かなり以前に歩いたことはあるが…。先ずは地図と標識を確認してく 

ださい」と強く言いました。周りは、ただポカンとしているだけでした。 

リーダーは、しぶしぶ私のところまで登り返してきて、地図と標識を再確認

し、やっと間違いに気づいたようでした。 

 一般募集ハイキングで、こんなことがあって良いのでしょうか？驚きとともに 

強い怒りがこみ上げてきました（過去にも 1度、ルート間違いを指摘しています）。 

 

＜3＞ 一般参加者（女性）が転倒し、『顎』強打し出血！ 

 峰の茶屋から明礬沢や朝日岳を左に眺めながら下っていたら、前方で誰かが 

倒れたようです。よく見たら、リーダーの後ろを歩いていた女性が前に転倒し、 

大きな岩に顎を打って出血したようです。岩には血痕が付いていました。 

 幸い、切れてはいなかったようで、消毒をして大きなバンドエイドで覆い、 

更にテープで固定し、「これで歩き出せる…」と思ったのでしたが…。 

転倒した際に、足や腕なども強く打ち、更に精神的にも参っていたようで、 

会員が細引きを腰に結び、一緒に参加した友人 2人も付き添い、ゆっくりゆっ 

くり歩き出しました。何とか歩いて下山できたので良かったです。 

 リーダー（会長）は、バスを『中の茶屋跡駐車場』まで移動してもらうため 

先を急いで下山しました。実は、電話でドライバーに移動をお願いしたところ、 

「その駐車場に大型バスが確実に駐車できるかどうか分からないので、現場を 

確認してから再度電話をしてほしい…」とのことだったようです。 

 

＜4＞ 帰りの国道 4号バイパスで渋滞に巻き込まれる！ 

 東北自動車道が事故渋滞（詳細不明）のため、北関東自動車道に迂回し『宇 

都宮上川 IC』で一般道に降りました。ところが、大渋滞。予定より 2時間弱遅 

れで野田に着きました。行楽シーズンの休日は、こんなものなのかな…？ 

 

＜教訓＞ 

① 履かないで大事に保管していても登山靴は劣化します！ 

不測の事態に備えて、『結束バンド』と『テーピングテープ』を持ちましょう！ 

登山靴が使用できなかったら、その後の行動は、ほぼ不可能になります！ 

② 地図と標識を見て、自分の現在地を確認し、正しいルートを歩きましょう！ 

③ 下山では疲れています。焦らずマイペースで歩きましょう！ 

実は、『靴底剥がれ』と『転倒者』は同一人物でした！   （2022/10/17/Mon.） 
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沼田街道（ぬまたかいどう） 

日 程  10月 3日（月）～10月 4日（火） 

参加者  CL：鈴木 SL：清水 

     四元、前田（延）、山口（洋）、ほか 1名（逢地）、蓮見（記） 

  

10/3（１日目） 春日部 7：04リバティ会津 101号 会津高原尾瀬口 9：23着 

ホームに降りるとひんやりした空気で遠くに来た感じがした。駅から沼山峠行

きバス 9：40発に乗る。バスの車窓からは、コスモスや田んぼの黄金色の稲穂、

そば畑にも実がたくさんついているのが見える。伊南川添いの道を走り、檜枝岐

村を通り越し、七入バス停 11：00着。ちょうどこのバス停のそばが沼田街道入

口で、今日は沼山峠を経由して宿泊先の長蔵小屋を目指す。歩きやすい沢沿いの

山道だけど、時々急登があったり木橋を何度か渡り継いだりして、お目当ての抱

返ノ滝に着いた。高さもありなかなか見事な滝だった。期待した紅葉はまだ少し

早いようだが、緑の中にうすく黄に色づいた広葉樹の森がずっときれい。15：20、

最高標高 1781ｍの沼山峠に着く。木道沿いのゴゼンタチバナの赤い実やシラタ

マ、フデリンドウの実などがかわいい。大江湿原を通り 16：20小屋に着く。 

冷えた体を急いでお風呂で温め夕食だが、食堂内でのビールはコロナで禁止中、

かなりガッカリした。 

10/4（２日目） 7：00出発、今日は尾瀬沼を時計回りに一周して沼山峠休憩所

からバスに乗る。快晴の空に燧ケ岳と草紅葉、沼の組み合わせがとても美しい。

見る場所よって燧ケ岳がいろいろな姿を見せてくれるので、何度も立ち止まっ

て写真を撮る。途中の沼尻平はトイレの建物があるが、ドアが開かない。ここも

コロナで閉鎖とは。沼山峠休憩所に 11：30頃到着してゆっくり昼食をとる。 

バスは 12：50発、会津高原尾瀬口に 14：50 着。リバティ会津 144号 15：17発、

春日部 17：41着で帰途についた。 

お誘いを受けて初めて歩いた沼田街道そして尾瀬沼。標高差は約 700ｍもあり、

ちょっとした低山と同じ位で歩きごたえ十分、尾瀬を存分に楽しめた２日間で

した。 
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苗場山（2145ｍ） 

【永木さんの百名山全頂制覇と送別山行】 

参加者：江崎（L）、安田、鈴木か、永木さん、猪狩(記) 

永木さんにとって苗場山は百名山最後の記念の登山、そして今回の赤湯温泉コースはたっ

ての願いと言う。彼は今迄 5回キャンセルしたそうで、その為に山小屋にお土産持参の気の

使いようでした。近年は手軽に登れる小赤沢コース、和田小屋コース（今回の復路）等がメ

ジャーの様で、赤湯コースは川まで下り渡渉のある 100m 単位の山越えが 3 か所もある最

難関コースです。私ロートルは誘われて光栄も戸惑いもあったが迷惑をかけるわけにはいか

ないので、それなりの訓練をし、不安の中にも自信をもって臨んだ。 

 

1日目（10／12） 徒歩 5時間 10分 標高差 上り 744ｍ 下り 658ｍ 

 元橋 ～ （2：00）～ 小日橋ゲート ～（2：00） ～ 赤湯温泉山口館 

 本来小日橋ゲートまではタクシーが入るが今回は節約の為に歩く事に成った。 

 小日橋ゲートの先は荒れ放題の山道で山小屋の車は自己責任で入れるとの事でした。それ

から登山道に入り、いきなり急登が続き、しばらく進むと今度は急斜面を下る、そして登

りが続く、最後は赤湯温泉のある川まで急斜面を下ることに成る。なんとアップダウンの

激しい道のりであるか。赤湯温泉は川沿いの露天風呂で山小屋は新・旧 2棟あり、案内さ

れたのは 5年前新築棟の立派な部屋であった。 

 旧建屋の食堂は吹き抜けでなかなか凝った造りで

ある。今はヘリコプターで資材を運んで建てた様

であるが、壁面に飾ってあった昔の建屋は上流で

木を伐採して川に流し運搬、現地で加工して建て

たとの事。記録にはないが古銭が温泉場から出て

来たことから、江戸時代からあったのではと言う

説もあるとの事。信仰の山ではないので主にマタ

ギや材木の切り出し人夫が利用したのではとの

事。常連客は少ないと言う。谷底までの急降下、

そして急登はあまりに厳しい為か。 

 その日の客は我々のみであった。経営者は夫婦２

人でその日は奥さんの妹さん（50代位）1人きり

だったので『1 人でここに泊まるのは大変でしょ

う』と聞いたら『慣れれば何とか成ります』と言

っていましたが。それにしても女一人・・・いろ

んな事が無いにしろ、あるにしろ“厳しいね”テ

レビ無しでラジオのみの生活。 
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2日目（10／13） 徒歩 7時間 20分 標高差 上り 1200ｍ、下り 150ｍ 

 赤湯温泉山口館 ～ （2：30） ～ フクベ平 ～ （3：35） ～ 苗場山頂ヒュッテ 

 朝食を摂り 7時出発、沢を登る事から始まった。昨日から苗場山頂上に登るまで、なんと

沢底の水の流れから 3 ケ所の山越えがあった。累計にすれば相当の高低差であったと思

った。想定外のきびしい道のりであった。それでもガイド役として特別に参加した安田さ

んの絶妙な先導でコースタイムにさほど遅れることもなく、山頂ヒュッテに 3 時前に着

いた。途中開かれた眺望もあったが曇り空が多く、なお紅葉はまだまだであった。 

 このコースで登る人は少なく出会ったのはたった 2人でした。 

 

3日目（10／14） 徒歩 4時間 20分  上り 152ｍ 下り 921ｍ 

 山頂ヒュッテ （1：10） ～ 神楽ヶ峰 ～ （2：00） ～ 和田小屋 

 朝食を摂り 7時、雨具を着ての出発となった。登山道はやや大きめの石ころだらけで、そ

の上を歩く事になる。濡れた石ころは滑るので一歩間違えばすってんころりん、どうして

もスローになる。一休みしている時に登って来た青年に話しかけられた。『頂上は雨はや

みそうですか？撤退して明日登り直すか迷っているんです』。 

空は全面雨模様でどう見ても止みそうもない事から、『引き返すのもありですね』と答え 

てしまった。（外れて後悔した） 

 青年はそこで引き返して私の後ろについて来て、話好きの様でいろいろ話かけてきた。 

 20 代の後半か、埼玉県在住、全国の山歩きをしている様で特に新潟の山が好きで良く行

くとの事。金がないので今回も埼玉から普通電車に乗り無人駅舎の外にテントを張り、そ

して和田小屋まで組み立て自転車で来たと言う。 

 私も 20代の頃、なけなしのお金をはたいて山歩きをした事を思い出し、今だったらこん

な手もあるかと羨ましかった。当時とはエンゲル係数及びテント・自転車・食料の性能、

重さ等何もかも全く違いますね。  

 天候が急変して雨になった事もあり、登山客はそれなりに居たが老人はほとんど見かけな

かった。老人が少なく感じたのは今回ばかりではなく、コロナ禍現象ではないかと思って

いるが。3日間予報は晴れであったが最初 2日間は曇りで最後の日は雨、紅葉も不思議と

和田小屋付近が一番色付きが良く、山頂は早すぎたようでした。 

和田小屋から予約したタクシーで無事下山した。越後湯沢駅に着いた時には雨が止み快晴

に変わっていた。引き返した青年には余

計なことを言ってしまったと後悔した。 

越後湯沢駅前のそば処『中野屋』での舞

茸の天ぷらと蕎麦と生ビールが美味し

かった。 

2時過ぎで田舎の蕎麦屋で 5組も並んで

いるのには驚いた。どうも人気の蕎麦屋

のようでした。 
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【湯沢の２大銘酒『鶴齢』と『上善如水』の話】 

赤湯温泉の夕食時に地元湯沢の銘酒と言って『鶴齢』が出されたが、『甘口でもなく、辛

口でもなく、すっきりした味わい』で山形の銘酒『十四代』に似て美味しかった。  

・もう 1つの銘酒『上善如水』はバブルの頃酒通の間では『スーパー銘酒菊姫』で働いて

いた『スーパー杜氏』が作った酒と聞きました。今では全国ブランドで何処の酒店でも

普通の値段で良く見かけますが。 

・銘酒『菊姫』の話：バブルの頃一般の間では『越乃寒梅』が大人気であったが、酒通の

間では菊姫が 1番の人気で、2万円の 1升瓶の大吟醸がプレミアムつきで 4倍になった

とも聞きました。中野の普通の居酒屋で 1 合 8 千円（おちょこ 4 杯）には驚かされま

した。 

・越後湯沢駅お土産売り場で『銘酒鶴齢』の吟醸酒を買うつもりで手に取り、レジで『大

吟醸酒はないのですかと聞いたら、『ずーっと奥に酒専門店がありますから聞いて見て

下さい』との事。人の好い店員さんにびっくり！言われるままに吟醸酒を返して奥の酒

店で大吟醸酒を買った。先ほどの店に通りかかったので、『大吟醸酒買いました』と言

ったら『良かったですね』と言われ、そのまま帰るわけにも行かず『2合入りの酒とつ

まみを買った。『そんなに人が良くて商売にならんでしょう』と店員さんに声掛けたら、

『大丈夫です』と笑っていた。その酒で新幹線で永木さんと 3度目の乾杯をした。 

 

【永木さんの話】16 歳から山登りを初めて 4 年間大学の山

岳部に所属、当山の会では本格的な訓練を受けた珍しい一

人です。卒業して教員になり、退職までは多忙につき山を

断ち、定年後即東葛山の会に入会したと言う。学生時代か

ら百名山を目指したわけではないでしょうが、結果として

ある程度登っていたようで、会に入ってから 15 年で今回

達成したことになります。この会には百名山達成者は多く

居ますが凄い事だと思います。 

『永木さん改めておめでとうございます』 

 

【余談：私事ですが】今回の山旅では話題にはしませんでし

たが、私は下山した次の日 10月 15日 80歳になりました。

おかげで記念の山行となりました。 

・かみさんから貰った『80歳の壁』を読み、『80歳になればストレスが何より悪い、好き

なように生きるのが 1番』と書いてあり、しめたとばかり『飲み放題、食い放題』を続

けたら血糖値が上がり、かみさん益々うるさくなりました。 

・息子夫婦に新鎌ヶ谷駅前の寿司屋でお祝いをしてもらったので、息子に『有難う、お前

も 80歳になったら盛大に祝ってあげるから』と言うと息子はニヤリと笑っていました。 

・誕生祝いでワコールの登山用タイツを貰ったのでますます頑張ろうと思いました。 

         『皆さん今後ともよろしくお願い致します』 

2022,10.13 日本百名山達成 
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安達太良山 会山行 

 

日 程：10/15～16日 

参加者：桐生、五十嵐（幸）、間瀬、菊池、井上勝、山口（洋）、金子、柳 

五十嵐（朝）、畑中、清水(記) 

 

紅葉を求めて、会山行で安達太良山に行ってきました。10月に入ってから天

気が不安定で出発までやきもきしましたが、出発 3日前には天候も良好で決行

をきめました。当初 18名の参加予定者がありましたが、決定を決めた 12日に

は 11名の参加者に減っていました。いざ出発の当日、外に出てみると雨が降

り幸先が悪いと思いながら駅へ。 

車窓から外を眺めると雨もやんだようでした。新幹線から東北本線に乗り継ぎ

二本松へ。そこからタクシーでロープウェイ駅まで行くと、なんと登山者でロ

ープウェイ乗り場は大行列、そしてロープウェイ乗り場から見る山々はまだ色

づいてはいませんでした。少し不安な気持ちでロープウェイ頂上駅へ到着。 

ロープウェイ駅を出ると、少し紅葉した木々が出てきて気を取り直して歩き始

めましたが、登山道は『大渋滞』予定時間がどんどんオーバーしてゆきます。 

しばらく歩くと安達太良山の山容がはっきりと見えてきました。そこに見え

る山々はしっかりと紅葉していて色鮮やかに輝き、チョッピリ感動しました。

そこから高度を上げる度に次々と素晴らしい紅葉が姿を現します。安達太良山

には何度か来ていますが今回は最高の紅葉を見ることができました。 
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山頂直前まで来ると山頂へ登る人で大渋滞、順番を待ちながら待望の山頂

へ！感動に浸る間もなく山頂から押し出され山頂直下で昼食をとり下山です。

下りはくろがね小屋を経由してロープウェイ下に出て宿泊先の岳温泉に向かい

ますが大幅な時間遅れで唯一のバスの乗車時間に１時間以上遅れました。急遽

タクシーを呼び岳温泉の『伊藤園ホテル碧山亭』へ向かいます。宿についた時

には周りは既に暗くなっていました。ホテルは想像していたよりずっと良く食

事も大満足でした。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌日は食事のあと 9時に出発して散策コースを歩きました。天気も良く暑い

くらいの陽気で鏡が池の周りや安達太良山を背景に臨む草原を散策し、途中で

昼食を摂りホテルへ到着。荷物を受け取り帰宅です。今回はタイミング良く全

国旅行支援の対象にもなり費用も格安で大満足の山行になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画を HPに掲載してあります。以下の URLをクリックでも閲覧できます。 

https://www.youtube.com/watch?v=-ApVOsu30dE 

https://www.youtube.com/watch?v=-ApVOsu30dE
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北横岳～蓼科山を振り返り 

羽鳥健一郎 

秋晴れのロマンチック街道を走り抜けてロープ―ウェーへ 

坪庭で靴紐をしっかり締めて北横岳へ一歩踏み出す 

 

初めての北横ヒュッテで荷を下ろしニギリ頬張り一休みす 

北横
きたよこ

岳の北峰に立ち見下ろすは霧ヶ峰高原車山 

秋天の青きに映える目
まな

交
か

いの蓼科山の姿麗し 
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右手
め て

に槍穂高の峰が左手
ゆ ん で

には中央南のアルプスの山 

彼方には美ヶ原の牧場が小さく遥か横たわりおり 

苔むした森くぐり抜け開けたる双子池のキャンプ地に着く 

ヒュッテには田中陽希の写真ありグレートトラバース立ち寄りし宿 

大部屋にテント六張り並べおり北八ヶ岳のコロナ対策 

右側に浅間山
あ さ ま

の雄姿眺めつつ大河原峠へ尾根歩き 

蓼科山
た て し な

の将軍平と山頂の岩場の登り下り足に来
く

 

蓼科山の頂に立ち晴れ渡る四方の山を飽かず眺めん 
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思い出の山               

          九重山・冨士山          伊藤弘子           

 

ハイキング程度しか経験がないのですが、こんな私でも九州で一番高い山   

九重山と日本一の富士山に登ったことがあるのです。 

私は九州出身で九重山は高校の時学校の行事で登ったのですが、遠い昔の事で

景色には全く記憶はなくて···頂上でレモンをかじっている少女の頃の写真は

今も持っています。 

富士山は 33 歳の時、会社の子から「お盆休み暇なら行こう！」と誘われ、

登山道具も知識もなく何も考えずにスニーカーとリュックで行ったのです。 

確か須走ルートで、途中、ツエを買って刻印してもらいました。登れど、登れ

ど頂上が見えず、まさか山小屋に泊まる羽目になるとは思いもせず、小屋に着

いた時は食事の時間は終わっていて、登山者の方から食料を頂いて食べまし

た。 

翌朝、皆さん暗い内から出発されるので私達も登り始め、九合目辺りで御来光

を見ることが出来ました。頂上に着いた時はやはり達成感が湧き、これが日本

一の山かぁ～～と思いました。 

よくもまあ、あんな安易な気持ちと装備で登って帰れたと、後で考えると怖い

です。 

 

 

12 月号は浅野さん、2023年 1 月号は畠山さんです。前月の 20日を目安に加藤ま

でお願いします。 
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            ちょっと一言  

                           蓮見 久美子  

 10 月 7 日の新聞の訃報欄に「山脇百合子さん死去」と、他の方の掲載記

事より少し大きな活字と写真付きで掲載されていました。  

“「ぐりとぐら」シリーズの絵を手掛けた画家、80 才”と書いてあったの

と絵本の表紙がその横に載っていたので、あ！ぐりとぐらの絵を描いた方

なんだと分かりました。シリーズ本は海外 13 か国語にも翻訳されたそう

です。  

実姉のなかがわりえこさんが文を、おおむらゆりこさん（旧姓だと思い

ます）が絵を描いています。とても人気のある本で、私も 40 年ほど前、

長女が幼い時に買ってよく読んであげました。  

リズム感があり分かりやすい文章と、

楽しげな絵で色使いもすてき、読んでい

るととても楽しくなるこの本が、私も大

好きで捨てずにずっと持っています。  

先日孫が遊びに来た時、夜おやすみ前に

読む本はどれにする？と聞くと、すぐに

これを選びました。名作はず～っと残っ

ていくのですね。  

ご冥福をお祈りいたします。  

 

 

                           菅原 恵子 

今年の夏は永い間の疑問がガッテン！！となる瞬間と巡り合えました。  

それはトウモロコシの味噌汁との出会いから始まりました。  

山形県鶴岡市では、輪切りのトウモロコシを煮込んだ味噌汁が夏の定番だ

と言うのです。さっそく作って食べてみると芯から染み出た旨味が想像以

上に芳醇で驚き！！！  

その上トウモロコシの茹で時間は 35 分がベストと聞いて半信半疑で試す

とこれもまた想像以上に美味しい！！！！  

茹ですぎは風味を落とすと思いこんでいた私には  

貴重な『トリセツ』でした。  

 

 

 

 

12 月号の担当は井上（順）さんと山口（幸）さんです。 

（11 月 20 日を目途に、柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付願います。） 

（ヤナギ ツギホ norinatsu1130@gmail.com）  



編 集 後 記 

  

現役を引退して２年半が経つ。退職が丁度コロナのはやり始めの時期と重なり、会社から呑み

会禁止令が出たため、自分の送別会はほとんどが流れてしまい寂しい退職となってしまった。 

仕方ないかと諦めつつコロナが終息したら連絡するからと言われたが、コロナは一旦落ち着い

たかなと思うと次の波がきてしまい、タイミングがつかめず会う機会もなかなかなかった。 

しかし、ワクチンの接種回数も増え、感染者数も減ってきたためか、最近元同僚たちとようや

く会うことができるようになってきた。すでに送別会でなくただの呑み会となってしまったが。 

                                     Ｔ.Ｙ 

 

 

  皆さん「梛（なぎ）の木」ってご存じですか？ 

 私は初めて聞く名前で、知人から鉢植えを頂きました。観葉植物みたいで、葉っぱは 

 つややかな緑、縦に同方向にのみ葉脈が走っています。大きくなると 20ｍ位の大木に 

 なるとか（神社の境内にあるみたい）、縦に引っ張っても裂けないことから「縁が切れ 

ない」縁起の良い木と言われているようです。 

「神が宿る木」また「幸せを呼ぶ木」と言われ、最近注目されているようです。 

                                    多美 
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※原稿締め切り、毎月 20 日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/

