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会報部からのお願い 

＜表紙写真＞ 

1 月号は伊藤弘子さん、２月号は浅野瑞季さんです。 

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 

提出して下さるようお願いします。 

 

＜思い出の山＞ 

 12 月号はお休みです。令和 5 年 1 月号より名簿順 1 番に戻り手塚春雄さん、

新しく入られた方の順番、竜口まゆみさんとの２名体制で載せる事になりました。

２月号は安彦秀夫さんと和田弥生さんです。前月の 20 日までに会報部(加藤)へ

提出して下さるようお願いします。  

表 紙 写 真 紹 介            

2018年 7月 23日から千畳敷カールの宝剣岳→中岳→駒ヶ岳→頂上木曽小屋

で 1 泊しました。千畳敷カールはキツイ登りの途中に振り返ったら素敵な景色

があり、疲れが吹き飛ぶ瞬間を味わいました。素敵な景色を眺めている息子、

いつまで一緒に行ってくれるかわかりませんが、宝剣岳にはまた行きたいと言

っています。子育ては期間限定、あと 5 年で 20 才に。引き続き今を楽しみ、

親離れするまで親子のいい時間を過ごしていきたいです。 ～岡田友子～ 

                            

                                                             



日 曜日 12月 日 曜日

1 木 1 日

2 金 2 月

3 土 3 火

4 日 4 水

5 月 5 木

6 火 6 金

7 水 7 土

8 木 8 日

9 金 9 月

10 土 10 火

11 日 11 水

12 月 12 木

13 火 13 金

14 水 14 土

15 木 15 日

16 金 16 月

17 土 17 火

18 日 18 水

19 月 19 木

20 火 20 金

21 水 21 土

22 木 22 日

23 金 23 月

24 土 24 火

25 日 25 水

26 月 26 木

27 火 27 金

28 水 28 土

29 木 29 日

30 金 30 月

31 土 31 火

※

※

★1/21～22（土・日）関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」

　忘年山行（12/16午後9時発）

　大島三原山

　運営委員会

 隅田川ウォーキング 予備日1/23

予定表

　衣張山　　予備日1/13

1月

山行部会（18：00～20：00）

　元日

2022年12月・2023年1月

　振替休日　　　1/3まで休館日

　山行部会（18：00～20：00）

　例会（14：00～16：00）

　運営委員会

　成人の日

2023年2～3月山行予定

★2/4（土）高麗山・八俵山・浅間山　　★2/17（金）～2/18（土）沼津アルプス　　

1

★1/26（土）関東自然保護集会(オンライン）　

県連　　★12/22（木）オンライン講座（19：00より）石田先生

　例会（14：00～16：00）

★2/25(土)小倉山　　★3/6(月)～3/7(火)玉原高原スノーシュー(予定)

　編集会議（10：00～12：00）

　県連 房総ロングハイク12/28～1/3休館日

 編集会議（10：00～12：00）
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例会報告 

12 月例会出席者           12/13（日）           35 名 

手塚、安彦、松本、加藤、岡部、桐生、村上、高見、前田延、村田、入江､ 

間瀬、鈴木か、四元、江崎、石塚、嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、 

梅田、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、清水、畑中、金子、柳、 

伊藤、竜口  
 

 

11月例会議事               司会（事務局）高見 

１，10 月山行報告 

会山行 3 件含め計 14 件の報告があった（うち 1 件は全国連盟集会）。コロナ

感染の谷間か？ 山もハロウィーンのような人出に見舞われている様子。宿泊

山行 7 件、うち 2 泊が 2 件、紅葉の時期に多数の会員が秋山を楽しんだ。 

計 13 件 延べ参加者；73 名 

 

事務局報告（四元） 12 月例会は中央公民館。 

新入会：野沢さん(本日説明会 16：00～ )と佐藤さん(本日欠席) 

 

２．山行案内 

 11/23（木・祝）丹沢・権現山、弘法山（井上か） 

   現地集合、トイレは駅改札出る前に。他にコースで 4 カ所あり。ヒルが出 

るので心配な方はスプレーを。 

   急登 30 分急がずに。尾根歩き時間をかけて楽しく歩く。 

 11/28（月）成田ウォーキング（入江） 

   参加人数でガイドが 2 名になった。参加希望者点呼⇒14 名＋2 名 

   ウナギは解散後各自で自由に。 

 12/16～18（金～日）伊豆大島忘年山行（安彦） 

   参加者 32 名に。旅行支援の適用になったのでその注意事項と関係 4 社の 

キャンセル規定。東海汽船に合わせ 12/5 から発生する。（2 割～全額） 

 2023 年 

 1/12(木) 衣張山（山口よ）9：15 鎌倉集合、コース案紹介も下見後に再点検。 

弁当持参、旅費 3,000 円程度。 

 1/22（日）隅田川辺テラスウォーキング（高見） 

  14 の橋を越えて 12Km 4 時間 新鎌 8：27 集合 歌舞伎座前で解散  

   12 月に募集、雨天中止 
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1/28（土）房総ロングハイク（羽鳥） 今月下見の結果で理事会に諮る。首都

圏自然歩道 東金～土気 14.8Km の予定。 

 

３．各部報告 

１）山行部（菅谷） 

  山行部会で決まった会山行は以下の通り。 

① 2/4（土）大磯ウォーキング 

② 2/17-18（金土）沼津アルプス 

③ 2/25（土）小倉山 ザゼンソウ 

   12/7（水）18：00～20：00 山行部会で 3 月会山行の検討を行う。 

   参加者指名 南高尾山稜（金子、松本、前田せ）、裏磐梯？（羽鳥、手塚、 

安田）ウォーキング六万騎山（桐生、八巻）山行部担当（間瀬、嶋本、 

猪狩、畑中）出席のこと。 

本日ミニ講習はなし。計画中：足攣り対策、スマホの山アプリ使い方 

２）会報部（梅田） 

・やまびこ 11 月号配信済み。12 月号寄稿は編集会議（12/21）の前日ま 

でにお願いします。原稿は山行報告に限らずお好きなことを。 

 ３）県連（羽鳥） 

・3 月山行の案：3/6-7 で玉原スノーシュー、鎌観で計画中。宿、バス、 

 旅行支援等の動向次第。 

・10/20 県連理事会 Zoom にて⇒ちばニュース議事録掲載。読んで。 

・登山時報が変わって無料化、ネット配信に。カレンダーの予約。 

  ・事故防止：当会 3 名出席、佐賀の 3 名 1 月の天狗岳 70 代女性凍死。 

その他 

 ・霊山山行の返金（岡部） 鎌観の精算で、食事入浴代も含めて割引対象と 

なった。8,580 円/1 人 会から端数の補助（計 15,080 円 26×580）を 

受け、1,000 円を返金する。 

会長より（安彦） 

・自然保護関東ブロック：安彦 1 名参加。 会員数報告：後日事務局と。 

・県連オンライン講習会…11/24（ココヘリ）・12/22（石田先生） 

・運営委員会（11/16）：会の規約・規定見直し。参加を。 

 

 

運営委員会報告 （11月 16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。  次回の日程は未定。 
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山行計画書の提出を 

山行部 菅谷眞一 

 

山行に出かけるときは、山行計画書の提出をお願いします。 

気分的に計画書も出さずにでかけることに軽快感があるのはわかりますが、どんな

に簡単に思える山でも、計画書を作り、地図を持って出かけてください。私も同行者の

甘言に乗って、遊歩道のようなところでしたが、届けを出さずに出かけたことがあります。

しかし、山に行くときには計画書を出していくという約束を違えたことに後ろめたさを感

じました。そんなに堅苦しくしなくてもいいというセリフも聞こえますが、万一事故に遭っ

たりした場合を考えると、約束を守ることの大事さを思います。 

私は単独で山行することも少なくありません。それが危険を伴う山行でも、すべて自

分の責任で行動すべきだと考えています。それに加えて、なんらかの支障があったと

しても、自分以外の誰かや組織に責任があるとは考えていません。できる限り自分であ

らゆることの責任を持ちたいと思っています。 

しかしながら、自己責任といいながら、自分の行動にどこまで責任を負えるものでし

ょうか。ほとんどの人は、事故に遭遇した場合に、国や自治体の救助までも拒否しよう

とは考えていないでしょう。山行計画書を作っていない人の方が、簡単に救助の要請

をするという統計もあるようです。また、できるだけ自力での解決に努めたとしても、気

付かないうちに周囲の助けを受けているものです。 

そういうことはちょっと考えれば、すぐ分かることでしょう。ですから、きちんと計画書

を作り、必要な装備を持って、計画書の提出と山行からの帰着の連絡をしてください。 

 

              

 



          2022年10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 景信山（かげのぶやま） ハ 10/1 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

・ 参考タイム 高尾(8:30)―タクシー―梅園入口(8:50-9:00)…木下沢林道…広場(9:30)…大欅
(10:00)…景信山(11:00-12:00)…堂所山(13:00)…底沢峠(13:45)…陣馬高原下バス停(14:40-
15:30)―バス―高尾　（高尾駅―梅園入口はバスがある）。　　　景信山へ高尾から小仏に向かう途
中の沢に沿って登る道があるという。　浅川から日陰沢に曲がり、景信山に向かう。　途中の滝場を
避けるように大きく高巻きながら急な斜面を登ると小仏峠からの道に出会う。　登り詰めると景信山。　
茶店には人が多い。　昼食を済ませ、陣場方面に向かう。　堂所山で以前に道を間違えた地点を
本人が検証する。　ちょっとしたことで間違えることを確認。　底沢峠から陣馬高原下に一気に下っ
て終了。　初めて行ったが変化があり、涼しいコースであった。　夏などは高尾山の隣にあるいい山
である。　（菅谷）

2 那須：茶臼岳（ちゃうすだけ） ハ 10/2 個 1 安彦　　〈野田市民ハイキング〉

11月号に掲載　（安彦）

3 沼田街道(ぬまたかいどう) ハ
10/3
～4

個 6
鈴木か、前田延、山口洋、蓮見、清水、四元　　

他1名

１１月号に掲載　（蓮見）

4 尾瀬・三条（さんじょう）の滝 ハ
10/4
～5

個 6
桐生、伏見、菊池、江崎、嶋本、前田節　　            　

〈バスツアー〉　　

・ ツアーに参加してみました。　津田沼からバスで鳩待峠まで連れていってもらい、　御池から津田
沼へ送ってもらうという、楽々山行です。　　しかし、二日目は朝から雨。　三条の滝の水量が多く見
ごたえがありましたが、一日中雨の歩きは、楽しくありませんね。　ツアーの参加者は、健脚揃いで
、休憩時もテキパキと行動して、参考になりました。　（桐生）

5 苗場山(なえばさん) ハ
10/12
～14

個 4 安田、江崎、鈴木か、猪狩　　他1名

１１月号に掲載　（猪狩）

6 安達太良山（あだたらやま） ハ
10/15
～16

会 11
桐生、五十嵐朝、五十嵐幸、畑中、間瀬、　　
菊池、井上勝、山口洋、金子、清水、柳　　

１１月号に掲載　（清水）
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No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

7
三国山（みくにやま）・

大源太山（だいげんたさん）
ハ 10/20 個 1 菅谷

・ 参考タイム　越後湯沢―バス―西武クリスタルバス停(9:20)…三国峠登山口(9:50)…三国峠
(10:25)…三国山(11:15)…三角山(12:30-13:10)…毛無山(13:40)…浅貝バス停(14:30) ―バス―越
後湯沢       好天と紅葉をめがけて、また、ひざの状態を見るために出かけた。　湯沢からのバスが
妙に混んでいたが、ドラゴンドラでの紅葉見物の人であった。　山行計画書とは逆回りにして、クリス
タルバス停から三国峠登山口まで国道を歩く。　黄葉の気持ちよい道である。　青空もきれいだ。　
三国山ですれ違った登山者が、大源太山までは時間がかかるので、日が暮れてしまうからやめた
方が良いと言うので、三国山から三角山までの稜線はしっかり歩く。　そのせいで実際にはすぐ着
いた。　三角山で昼飯を食べ、目の前の大源太山を見ているうちに、目の前の丘のようなでっぱり
をカットすることにした。　ちょうど、膝がチクチクしてきたので、平標から来た道に不案内の人と一緒
に降りることにする。　浅貝までの下りは静かな良い道であった。　しかし、予定よりずっと前に着き、
延々とバスを待つことになった。　大源太までの２０分くらいを往復していればよかったようだ。　人
の話を聞いてはいけない例であった。　（菅谷）

8
大菩薩嶺(だいぼさつれい)　　

下見
ハ 10/22 個 3 松本、菊池、菅原

・ 一週間後の会山行『大菩薩嶺』は介山荘に一泊しますが、介山荘と打ち合わせを目的に日帰り
山行を計画しました。　甲斐大和駅は上日川峠へ向かうハイカーでごった返し、若い人がほとんど
で高齢者の姿は探しても10人くらいです。　バスが一台しか見えないので松本リーダーがバスは無
いの？　と問いかけると、係りの人からの返答は運転手がいない…！でした。　20分遅れで三台目
のバスに乗れました。　兎に角帰りのバスの混み具合が気になったので先ずは介山荘へ向かうこと
にし、コースを逆回りに登山を開始。　若者集団の楽しそうな声が後ろに迫って来ると、道をゆずっ
てマイペースで歩きました。　1時間10分程してお昼前に介山荘に到着。　観光地のお昼時のよう
な混み合いかたで、家族連れや若者で賑わっていました。　味噌おでんを注文して直ぐ女性の声
で「うどん・味噌汁売り切れです！」…が。　心配になり待っていると、私達の味噌おでんが出来上
がりました。　とても美味しかったです。　大菩薩嶺まで登り、雷岩から福ちゃん荘へ。　上日川峠に
戻るとバスはフリー時間で運行。　直ぐに発車になり予定より早く帰ってくることが出来ました。　途
中の下山口からは立ち席で乗り込んだハイカーもいました。　　混みかたが想定外だったことを本
番の参考に、担当者で充分に話し合えたので良かったです。 （菅原）

9
東浪見（とらみ）～長者町　　

（ちょうじゃまち）ウォーキング
ウ 10/23 会 18

松本、桐生、高見、岡部、伏見、前田延、　　　
山岡、村田、羽鳥、四元、江崎、間瀬、　　　

井上勝、 菅原、山口洋、伊藤、竜口、和田

本誌　P１６（竜口）　、P１７（和田）　参照

10 三浦（みうら）アルプス ハ 10/29 個 4 鈴木か、前田延、猪狩、井上勝　　他1名

本誌　P18～１９　参照　（鈴木か）
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No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

11 大菩薩嶺(だいぼさつれい) ハ
10/29
～30

会 9
松本、菊池、菅原、桐生、五十嵐朝、赤塚、　　

清水、蓮見、金子

本誌　P２２～２３　参照　（桐生）

12 第18回　全国登山研究集会 他
10/29
～30

県 1 羽鳥

本誌　P９～１１　参照　（羽鳥）

13
小菅山(こすげやま)・高社山　　

(こうしゃさん)
ハ 10/29～3個 5 岡部、伏見、小林、江崎、嶋本

本誌　P２０～２１　参照　（伏見）

14
野田むらさきの里ふれあい　　

ウォーク2022
ウ 10/30 個 1 安彦

・　『清水公園』を発着の『健脚コース15㎞』にエントリー。　9：20に受付を済ませたら、「スタートして
ください！」と言われ、9：30にスタートしました。　かなり早くから多くの参加者が来たため、スタート
を早めた…とのことでした（案内では、10：00スタート）。
住宅街を通り江戸川へ。　第1チェックポイントでスタンプを貰い、何も変化のない土手を黙々と歩き
ました。　追い越す際に声を掛け数分一緒に歩いたりもしましたが…。……。　第2チェックポイント
でスタンプを押してもらい、休憩所で他の参加者と談笑。
この先、私が所属している『むらさきの里 野田ガイドの会』会員が、5箇所の地点でガイド案内をす
るため2名づつ待機中でした。　しかし、殆どの参加者は、先を急ぐのか、足を止める人も少なく、手
持ち無沙汰な感じの所もありました。
私はガイドの会のユニフォーム（Tシャツ）を着て、あちこち寄り道をしながら14：00過ぎに清水公園
にゴールしました。　秋晴れで風もなく穏やかな日だったので楽しく歩くことができました。　『歩くガ
イド役』を担ったつもりでした。
参加者は、健脚（15㎞）、ファミリー（8㎞）、おてがる（4㎞）の3コース全体で、500名弱だったようで
す。　想定以上の参加者で、予め準備していたゴール後の景品は全てなくなり、急遽、『パン1個』と
『水500ｍｌペットボトル1本』だけでした。　　（安彦）

次ページに続きます
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2022年11月 山行実績 ＆ コメント ；　受領分

No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

1
南高尾山稜（みなみたかおさ

んりょう）下見
ハ 11/10 個 4 松本、前田節、前田悟、金子

・　来年3月の会山行予定。　行った事がなかったので先輩方にお願いして下見を兼ねて歩いて
きました。　高尾駅よりバスにて大垂水へ出、高尾山口駅を目指す縦走。　最も高い大洞山で
536ｍ。　ほぼ樹林帯であるがおよそ30分毎にピークを繰り返し、巻き道もたくさんあり、どの道を
選ぼうかと飽きる事無く楽しめた。　ベンチ等休憩ポイントも所々あり、大変良く整備されており、
地元愛を感じた。　(金子)

2 滝子山（たきごやま）　　 ハ 11/17 個 3 赤塚、蓮見、金子

・　始発電車を利用し、笹子駅より出発し初狩駅を目指す。　ヘルメット持参で寂悄尾根。　想定内
の岩場ラッシュ。　快晴無風・緊張感で汗だく。　誰にも会わない。　すれ違わない。　一人、女性が
追い抜いたのみ。　12:20頂上に着いた時には雲がかかり富士山は拝めなかったが達成感はあっ
た。　下りは想定外の落ち葉ラッセル、ラッセル、ラッセル。　見えない木の根や浮石等が怖かった
。　しかし天候に恵まれたお陰もあり注意深く進む事ができ、ほぼ道迷いせず下山出来た。感謝。　
(金子)

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

大菩薩嶺での記録（菊池さん提供）
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第 18 回全国登山研修集会に参加して 

羽鳥健一郎 

日  程：2022年 10月 29日(土)～30日(日) 

場 所：府中市「ホテルコンチネンタル府中」 

参加者：80名 

（第 1日） 

13:00開会 

挨拶   浦添会長「平和と登山」 

基調報告 川嶋理事長 「私たちの登る山」 

13:35 講演：「山と人と街 プロジェクト」 

   ―伊藤新道の復活、三俣山荘図書室、山小屋の未来― 

   講演者 伊藤圭氏（北アルプスの三俣小屋と水晶小屋を経営 

             創立者の故伊藤正一氏の長男） 

15:30～18：30分科会 

   第 4分科会「魅惑のトレイル、その楽しみ方」に参加しました。 

以下の発表の後、質疑応答がありました。 

① 吉備路の山全山縦走大会  岡山・倉敷 HC 

② 旧街道をたどるシリーズ企画 東京・太田 HC 

③ 近場のウォーキング・トレイルの創造 同上 

④ 信越トレイル       京都・田辺山友会 

⑤ 京都トレイル       千葉・かがりび山の会 

⑥ 女二人、裏剣を行く    埼玉・新座山の会/大宮勤労者山岳会 

⑦ ブータン遊牧民の生活と花の回廊トレイル 東京・石神井山の会 

⑧ スペイン巡礼         栃木・野木山の会 

19:00～22:00 夕食＆交流会 

(第 2日) 

8:30～10:00 

    各分会の発表と質疑応答 

    アピール採択「核兵器のない平和を求める」 

(参加しての感想) 

初めて全国登山講習会に参加しました。理由は「伊藤新道」の復活の話を聞き

たかったからです。 

東葛山の会に入会して間もない頃に「双六小屋」集中山行がありました。私は

折立～薬師岳山荘～薬師岳～太郎平小屋～薬師沢小屋～雲ノ平～水晶小屋～鷲

羽岳～黒部源流～三俣小屋～三俣蓮華岳～双六岳～双六小屋を巡るコースに参

加しました。百名山が三座もありました。感激続きの大縦走でしたが一番びっく
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りしたのは三俣小屋で休憩していた時です。反対側から何と会社の先輩が数人

の仲間とで登ってきました！「羽鳥、なんで此処にいるの？」「何方まで行くの

ですか？」「高天原温泉に行く途中・・」短い時間のすれ違いでしたが感激の瞬

間でした。相手の人は私が登山を始めるきっかけを作ってくれた恩人でした。 

都岳連に所属されていて「雪山教室」の講師でもお世話になりました。まさか北

アルプスの深層部で会えるとは… 

 そんな訳で「三俣小屋」は泊まったことはありませんが気になっていた山小屋

でした。「伊藤新道」を作った方が経営していることはその後知りました。 

 前置きが長くなりましたがその長男の方が講演をすると知り参加を決めました。

同じ日に東葛の会山行の大菩薩嶺がありました。介山荘のワインも飲みたかった

のですが次回の楽しみとしました。 

伊藤さんの講演で印象に残った言葉を以下に記します。 

・父の時代の北アルプスと山小屋は文化的でサロン的な面も多くあった。 

（コロナ禍で山小屋としてのビジネスモデルの限界を感じた） 

・山小屋は一私企業であり、しかも 3か月間で稼ぐしかない。 

・環境庁との対立もある。 

・2019年ヘリ 3機が故障して荷物の運搬等、山小屋を圧迫する事態が発生した。 

2020年は営業を諦めようかと悩んだ。2021年はコロナで臨時休業。 

(解決に向けて) 

・他企業と人材派遣等の提携。 

・ヘリ物資輸送コストを入山料として登山者に負担してもらえないか？ 

・新しい登山文化を作ろう。 

・山小屋の営業をマーケットとして捉える。これから 10年何をしていくのか？ 

・「山と人と街プロジェクト」を立ち上げる。 

・伊藤新道，湯俣エリアを中心とした大町から黒部源流までの再開発。 

・北アルプスにおいての利用と（自然）保全のバランスをどうとるか。 

・2022年 4月クラウドファンディングで 974人から 1,350万円の応援を頂く。 

・湯俣山荘を中心に第二の上高地をめざす。 

・それにつけても大町市にはやる気のなさを感じた。 

・目指すゴールラインは大町市発着の周遊トレイルコースの設定と山小屋経営

の復活です。 

・詳しい取り組みは「(一般社団法人)NEOALPSネオアルプス」のホームぺージを

ご覧ください。 

以下の URLをクリックすると閲覧できます。 

https://neoalps.com/ 
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・「賛助会員」も募集しています。11月からスタートします。 

 伊藤さんはコロナ禍で経営が苦しい中で 10年先を睨んだプランを作られてい 

ました。個人事業主から如何に脱皮するか？仲間を募る。大町市を巻き込み伊 

藤新道を復活させて新たな山の愛好者を呼び込むため色々な計画が作られてい

ます。考えられる色々なことに挑戦する姿勢が伝わってきました。 

伊藤さんは講演の中で他企業との提携や地元行政との二人三脚について熱く語

っていました。近年、企業の経営理念や経営方針には環境対策、サステナブル、

SDGs などの言葉が多くみられます。一方、北や南アルプスの山小屋のトイレや

水は昔から大きな問題です。全国組織としての山岳団体が「南アルプスの水」等

で利益を出している企業とのタイアップが出来ないものだろうかと考えさせら

れる講演でした。 

 

 

 

 

                                   

今年はコロナで中止となった 

吉備路の山の募集チラシ 

2023年 3月に実施予定とのこと 

講演者の父、伊藤正一氏の本 
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山 行 案 内 

 

12月の山行予定 

＜2022忘年山行＞ 伊豆大島：三原山 758ｍ ☆★ 
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 

『全国旅行支援』適用で、40％割引の『7,350円』になりました。 

★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。 

集合：１２月１６日（金）午後９時 竹芝客船ターミナル （時間厳守） 

会費：２２，０００円（12月 18日朝食前に集金します！） 
 船往復運賃、現地路線バス料金、朝食（入浴付）、昼食 2食、宿泊費（2食付） 

夕食時飲食費、島内観光バス料金など 、ジャンボタクシー1台料金など  
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・朝食等）8：38→＜路線バス＞→三原山頂口8：45 

③１２月１８日（日） 

 大型観光バスで島内観光（8：00～12：00） 

（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） 

ホテルにて昼食（島っこ膳）12：00～13：00 

ホテル発13：30にホテルのバス（定員 26名）で港まで送ってもらう。 

但し、残りの人（6名）は、ジャンボタクシーで移動 

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？）も検討中です。  

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 

17朝食、17昼食（おにぎり弁当）、18昼食の3食は、ホテルから提供されます。 

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。 

★ 乗船日16日（金）の10日前（12/6）よりキャンセル料が発生 

★ 『身分証明証』必携 → ホテルチェックイン時に提示必要 

 

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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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 程：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 

 

 

            ２月の山行予定 

 

✽（大磯）高麗山
こ ま や ま

167m～八
はっ

俵山
ぴょうやま

151m～浅間山
せんげんやま

181mウォーキング 

国内で初めての海水浴場が造られた大磯。その海岸を見下ろすように、浅間山の丘陵地帯が広

がっている。海風を受けながらの縦走も楽しい。 

日 程：2月 4 日（土） 

交 通  集合 船橋駅 さざんかさっちゃん像前に 7：30 

（往路）：新鎌ヶ谷 7：14―船橋 7：27_7：38（快速逗子行）―戸塚 8 :48_8:54（東海道本線・熱
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海行き）―大磯 9：21  

※船橋駅 前より 2～3両目に乗車   

※船橋駅でおトクな切符（休日切符）を購入 

（復路）往路を戻る 

コース：大磯駅…化粧坂松並木…高来神社…高麗山…浅間山…湘南平…高田公園…大磯駅 

歩行時間：約２時間 30分 

寒さ対策：防寒着や暖かい飲物を用意 

交通費：休日切符・・・2720円（自販機で購入） 

担 当：（CL）山岡、（SL）加藤・八巻 

 

 ✽沼津アルプス縦走  標高 300m前後の山  々

標高は低いが起伏のある山稜を２日かけて歩きます。急坂、急登、急降下が連続します。やせ

尾根もあり、ロープ、鎖などがあります。慎重に行動しましょう。 

日程： ２月 17日（金）～18日（土） 雨天中止 

交通： 船橋６：４６（逗子行）→戸塚７：５５_８：０５（熱海行）→熱海９：１４_９：２４

（富士行）→沼津９：４２  沼津→バス→多比バス停 

1日目：多比バス停・・・大平山・・・鷲津山・・・志下峠・・・公会堂前バス停 

     歩行距離  4㎞   歩行時間 3時間（休憩含まず） 

2 日目：公会堂前バス停・・・志下峠・・・徳倉山・・・横山・・・香貫山・・・黒瀬・・・沼

津駅 

歩行距離  7㎞   歩行時間 4時間 30分（休憩含まず）  沼津駅にて解散 

宿泊の宿 翠泉閣 宿泊費 11,000円位 

交通費  約 7,000円（ジパング利用 5,300円位）バス代含む 

担当者 （CL）江崎、（SL）梅田・桐生  

 

 ✽小倉山 標高 954.8M  ゆるい山（☆☆） 

甲州市塩山にある山で、ザゼンソウの群生地があり、かつては水晶が取れた。 

富士山の眺めも良い。ザゼンソウを鑑賞しながらゆっくり歩きます。 

日 程：２月 25日（土）雨天中止 

集 合：塩山駅(9：00) 解散:塩山駅 

交 通：（往路）船橋（特急あずさ３号松本行）６:５３―塩山８：５３       

 タクシーにて玉宮ザゼンソウ公園入口（約６㌔） 

コース: ザゼンソウ公園―小倉山分岐―小倉山―上条峠尾根道コース―上条峠―平沢集落― 

船宮神社―ザゼンソウ公園                                                            

歩行距離 4.5 ㌔、歩行時間３時間（休憩含まず）、

標高差 360ｍ  

エスケープルート：小倉山から来た道を戻る。 

概算費用:ジパング利用で約 5,500円（往復で購入） 

    タクシー往復約 4,500円（１台） 

昼食１食、状況によってはアイゼンが必要。 

担 当:（CL）柳、（SL） 猪狩・間瀬 

     

霊山の紅葉 



15 

 

 

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 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。 

 

 

第 30回関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」 

2023年 1月 21日 9時～22日 14時 

天神平などで    申し込み締め切り 12月 31日 
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東浪見～長者町ウォーキング 

 

日 程：10月 23日（日）晴れ 

参加者：松本、桐生、高見、岡部、伏見、前田延、山岡、村田、羽鳥、四元、

江崎、間瀬、井上勝、菅原、山口洋、伊藤、和田、竜口(記) 

 

 8月に入会しましたがコロナの影響で鎌倉アルプス、飯盛山は中止でなくな

り、やっと今回参加することができウキウキで参加しました。10月 23日は朝

から良いお天気で風も爽やかな絶好のウォーキング日和でした。 

無人駅の東浪見駅を 3班に別れて出発し、田園風景の中を歩き東京オリンピ

ックのサーフィン会場になった海岸へ到着しました。サーファーを横目に砂浜

を心地好い海の日差しを浴びながら歩きました。 

太東ハイキングコース展望台までは坂や階段がありましたが、多少の息切れ程

度で登ることができちょっとホッとしました。展望台では途中で見つけた「ア

ケビ」をはじめて食べました。種が多くて食べる所は少なかったですが甘酸っ

ぱくて美味しかったです。 

太東崎灯台は太平洋の大海原が一望でき穏やかでとても青く綺麗でした。 

予定していた太東海浜植物群落には行けなかったので、予定よりも 40分程早

く長者町に戻ることが出来ました。 

今回のウォーキングは海、山、花（季節外れの桜の花など）と盛り沢山で楽

しい１日を過ごすことが出来ました。 

 

 

 

 

山行報告 
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東浪見～長者町ウォーキング 

 

和田(記) 

10月に入会し初めてのウォ

ーキング参加です。無人の東

浪見駅に着き、皆さんと顔合

わせしドキドキ、ワクワクで

した。この日は天候に恵まれ、

少し汗ばむ陽気の中、楽しい

ウォーキングの始まりです。 

歩き始めてすぐ釣ヶ崎海岸に

着き、沢山のサーファーのい

る中、夕飯のアサリ等を拾い

ながら海岸線を歩きました。 

寄せては引く波の音、磯の香り、砂の感触、海っていいな！ 

次に穏やかな海が見られる高台を登り、途中初めてアケビを食べました。 

美味しい。ほんのり甘く疲れを癒やしてくれました。 

歩いていくと大きな岩が２つ、夫婦岩です。夕日の時はさぞかし綺麗でしょうね。 

待ちに待った太東埼灯台でのランチタイム、別名「恋する灯台」と言い、九十九

里浜の最南端に位置し、南房総国定公園に指定されているそうです。 

高さは 15.9ｍ、灯台の光は 41kmまで照らしています。仕事していますね。太平

洋の水平線を一望することが出来、まさに絶景でした。 

 駅までの道のりは珍しい蝶々や奇麗な花を見ながら、気持ちよくウォーキン

グが楽しめました。 

企画して下さった皆様ありがとうございました。 
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三浦アルプス 

日 程：10月 29日(土)晴 

参加者：前田延、井上勝、猪狩、他 1名、鈴木か(記) 

 

コース 

風早橋バス停・・・仙元山・・・観音塚・・・乳頭山・・・京急田浦駅 

ＪＲ逗子駅からバスで風早橋まで乗車。葉山トンネル手前の信号を右に曲が

り、葉山教会登山口(標高 50ｍ)から急な舗装道路を登って行く。 

舗装道路が終わり、木の階段を登って行くとあっという間に仙元山(標高 118m)

に着いた。頂上からは相模湾や江の島が一望できた。サクラの若木が多かった

のでお花見に訪れるのもいいかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250段の階段を登って次の二股を左にとり、展望

抜群のソッカ山(標高 189m)に寄り道、「冬の花ワラ

ビ」という珍しい花に出会った。その後、元のコ

ースに戻り南尾根登山口から観音塚を目指した。 

観音塚には千手観音と馬頭観音が並んで立ってい

て、樹林帯で展望はなかった。 

乳頭山へは背丈を超すシノダケのトンネルを潜っ

たり、アップダウンの多い尾根道を歩いた。 

頂上からは横須賀北部や横浜方面、横浜横須賀道

路が一望できた。横浜横須賀道路は交通量が多く

かなりの騒音である。 
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乳頭山頂上(標高 202m)は狭くて日当たりも悪く、お弁当を広げるには不向き

だった。開けた平らな場所を求めて移動したが、狭い登山道は片側が切れ落ち

ていたりでいい場所がなかなか見つからない。 

やっと見つけたのがコースを外れた鉄塔の下、展望はないが日向ぼっこしなが

らゆっくりランチタイム。         

元のコースに戻り京急田浦駅を目指す。登山道は平坦で歩きやすい。 

途中、山の東側が削られていたのは宅地造成工事かもしれない。最後に 234 段

の階段を下り住宅街を抜けて京急田浦駅に着いた。 

この時期お花はないだろうと思っていたがシラヤマギクがあちこちで咲き乱れ、

トリカブトはまだ色鮮やかだった。 

お天気に恵まれ、気持ちのよい尾根歩きを楽しんだ 1日でした。 
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小菅山（1047m）・高社山（こうしゃさん 1352ｍ） 

                       2022年 10月 29日～31日 

             岡部、小林、江崎、嶋本、伏見（記）他 1名池谷 

  

 29日晴 1年間大切に温めた小菅山。平成 27年に「国重要文化的景観」に 

指定されました修験の山です。 

 飯山駅で民宿「ごんにむ荘」のご主人と OB の池谷さんが出迎えてくれました。 

登山口でご主人も一緒に登ってくれる事になり嬉しい限りです。 

 ゆっくりと登りますと沢

山の石仏、祠、お社などが現

れその都度にタブレットで

いろいろ説明を聞きながら、

学生時代になった気分で勉

強になり、歩いているだけで

はなく興味深い山になりま

した。 

 山頂はブナ林の黄葉の下

で和気あいあいと楽しいラ

ンチでした。その後はブナ林

の急坂を北竜湖を目指して

下ると、もみじの紅葉となり

いろいろな秋の彩りを満喫

しました。 

 宿に着くなり外湯のチョ

ー熱い湯に浸かり汗を流し

楽しい夕食タイムになりま

した。 

 

 

30 日晴 宿から 40 分も走

ったでしょうか、高社山の登

山口に送ってもらう。 

地元では「たかやしろ」「高井

富士」と呼ばれてとても形の良い山です。 

高社山も信仰の山で杉林を登ると道すがら「地蔵菩薩」「薬師如来」「観音菩薩」 

などの石仏が有り、小菅山とも違って展望に恵まれた山です。 

 

信越トレイルで歩いた尾根道 

素晴らしいブナ林 
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 歩を進めるとブナ林になったり、ミズナラ林になったりと林床には「オオイワ

カガミ」の群生があり、花の季節に訪れてみたい山です。 

『このコースの見どころ』 

 春のタムシバ、山桜、カタクリ、ヤシオツツジ、山頂からの展望と記して有り

ましたのできっと花の名山なんでしょうね。 

 山頂から 360 度

の展望を眺めなが

らランチ、その後は

スキー場を一気に 1

時間で下りました。

宿のご主人のお迎

えで周辺の里など

秋を満喫したドラ

イブとなりました。 

 

 31 日晴 昼頃までスキー場をトレッキングしましてランチ後、新幹線で鎌ケ

谷へ。 

 今回は全国旅行割、交通割、お土産付、NOZAWARIクーポンを使用しまして 

とても格安な山行きが出来ました。 

 

 

 

 

数年前に皆で滑ったスキー場を歩く 
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大菩薩嶺 

参加者：松本、菊池、菅原、五十嵐朝、赤塚、清水、蓮見、金子、桐生（記） 

 

10月 29 日（土） 

 登山日和で土曜日の電車はハイカーでいっぱいでした。一週間前に下見に行

った担当者の説明で、「甲斐大和からのバスは大混雑でしたよ」と聞いていた。

駅に到着するや、エスカレーターにハイカーが殺到してバス停は長蛇の列だ。 

私達メンバーは 2台目のバスになんとか乗れてホッとする。 

 登山口のすずらん昆虫館前で下車したのは私達だけでした。大菩薩には何回

も来ているがここからのコースは初めてなので楽しみに参加した。私の持って

いる地図は 2002年発行と古くてこのコースは載っていない。 

 10時 15分出発。紅葉に迎えられて歩き進むと、早々に下りて来るハイカーが

思っていたより多い。牛奥ノ雁ガ腹摺山に着くと、雪を頂いた富士山が待ってい

た。ここから大菩薩峠まではまだまだ遠い。ランチ後のんびりしてはいられない。

小金沢山の記憶はあるが、荒れた登山道の記憶が全くない。狼平のササ原辺りま

で来て、やっと「ここには来たね～」と思い出した。最後のササ原の上りがきつ

かった。へとへとで、4時 15分介山荘に到着。 

付録 談話室が賑やかなので覗いたら「あら～東葛さん」と声が…。千葉県連 

の『らんたん』山の会が 15名で宿泊していた。久しぶりの再会でした。 

 

 牛奥ノ雁ガ腹摺山 
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10月 30（日） 

日の出は 4：55と掲示板に書かれていた。その前に「朝焼けがきれいだよ」の

声で外に出る。気温は０℃と寒い。日の出の瞬間は雲に邪魔されたが、山の上で

見る日の出はいつも感動ですね。 

朝食後 7時 30分に出発する。雷岩周辺は、朝早く登ってきた大勢のハイカー

が朝食時間だった。大菩薩嶺では展望がないので、記念写真を撮って先に進む。

しばらくは展望がないが、丸川峠で又富士山と対面する。日曜日でもこのコース

は人が少なく、歩きやすい山道が続く。途中北八ヶ岳を思わせるような『苔』に

覆われた山もあり、標高が下がってくるとブナの黄葉がきれいで見とれている

と柳沢峠に到着した。 

 計画書は柳沢峠で解散？バスが 15：40記されていたが、バスを待たないでタ

クシーで行こうと朝食時に決まり、タクシー会社に電話を一報入れていた。途中

タクシー会社に電話を入れたいが電波ない。何とか繋がり、14：00 に柳沢峠に

お迎えを頼む。約束時間の 20分前に着く。トイレを済ますと時間よりも早くタ

クシーも来て乗り込む。ジャンボタクシーで 9 人乗り、メンバーも 9 名で最後

まで運が良い山行でした。 

担当者の皆さんと参加者の皆さん、楽しい山行をありがとうございました。 

付録 介山荘で全国旅行支援も数名使わせていただき、『介山荘さんに顔が利く』

リーダーのおかげで、飲み物も格安になり嬉しい山行となりました。リーダー来

年も行きましょうね。 

 

 

 

 

 

2000ｍ地点で振り返る 



24 

 

霊 山 

日程 11月 6日(日)  参加者 26名  

1班 三橋 和子記 

 

 会山行で出席するのは本当に久し振り、26名でバスに乗るのも新鮮な感じが

しました。 

 鎌ヶ谷市役所を 5時 30分に出発、日曜日の早朝で車は空いていて霊山の駐

車場に 10時頃に着いたが、道路脇には一般の車が長蛇の列、大勢の登山者が

来ているようだ。 

 10時半に歩きはじめてすぐに真赤なカエデやモミジの紅葉が目に入り、皆

「ワァーキレイ」の連発。 

日暮岩から少し登って景色が開けたところに天狗の相撲場が見えた。さらに

登ると霊山城跡の広場に着く。一般の登山者も大勢いた。30分で食事を済ませ

る。 

 霊山（りょうぜん）とは平安初期に慈覚大師によって開山され、南北朝期に

は激しい戦いのあと落城、それから 6百数十年たった今、ハイキングコースと

して道は多数あり、その昔は修験者が通った道のようだ。奇岩が多数あり学問

岩だのゴツゴツした五百羅漢岩や、蟻の戸渡りの横を通り、緑の松をバックに

赤や黄色の紅葉が太陽に映えてとてもキレイで楽しい山でした。 

 紅彩館のお風呂で汗を流し岩代屋敷大王で早めの夕食をとり、いただいた

1,000円のサービス券でおみやげを購入し満足してバスに乗る。 

企画から手配、コロナの証明書等、リーダーさん達には大変なご苦労をおか

けしました。とても楽しい旅が出来、感謝でいっぱいです。 
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16 年ぶりの霊山 

                  

２班 嶋本、菊池、井上勝、梅田、前田節 

                  菅谷、山口洋、高見(記) 

 

 ひさしぶりのバスハイクにぎりぎり乗車、最後部座席に座る。 

5時間バスに揺られ、福島県伊達市霊山登山口に着く。好天と紅葉シーズン

に誘われたマイカーが、道路の脇に多数駐車していた。にぎわいが予想され

た。登山者の上り下りで、子供達も交え、多くの登山者とすれ違いを繰り返

す。紅葉と、展望台からの景色、奇岩などを堪能する。 

 

 2006年 5月 21日に『市民公開バスハイク』で来ていた。 

会員 24名、市民 23名と駐車場での記念写真を持参。岩山とあでやかな緑の

背景がなつかしく感じた。霊山の後に、桜の『花見山』にも行き、参加者に

喜ばれたという『公開ハイク』の思い出にひたることができた。 
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           「霊山」山行に参加して  

                  

３班 菅原 山口幸 清水 畑中 柳  

    竜口 和田 五十嵐（朝） 前田悟（記）  

 

 11 月 6 日（日）総勢 26 人、天気にも恵まれ、快適な山行になりました。  

市役所からバスで福島県伊達市の霊山に向けて 5 時 30 分出発。伊達市

は仙台藩伊達氏発生の地なので、歴史的ロマンも感じていました。しかし

約２か月ぶりの山行だったので膝や腰痛が心配でしたが、標高差も多くな

いようなので少し安心。行きはそう渋滞もなく東北道を快走。途中那須高

原サービスエリアと道の駅「伊達の里りょうぜん」にて休憩し霊山登山口

に到着。天気に恵まれ、絶好の行楽日よりということは他の人たちも同じ

考え、登山口付近には子ども村もあり、車の数も増えて駐車場に入れなか

った車の路上駐車の長い列が続いていました。幸いバス専用の駐車場は確

保されていたので何とか駐車できました。3 班に分かれて霊山庵から登山

開始、僕ら 3 班は比較的「若者」グループかな？よく整備された登山道を

ゆっくり歩き始め、見下し岩、国司沢、天狗の相撲場、西物見岩など眺め

に歓声を上げながら、霊山城跡に到

着し昼食。午後は最高峰の東物見岩

や学問岩、蟻の戸渡りを通過、名前の

由来はわかりませんでしたが…。こ

の頃になると登山者の数も一段と増

え、所どころ大渋滞。無事下山後、紅

彩館で入浴、早めの夕食もおいしく、

大満足で帰途につきました。  

帰りは東北道が渋滞のため常磐道

を利用、渋滞で少し遅れたけど無事

帰宅できました。紅葉もちらほら山

肌を飾り、奇岩の絶景も見ごたえが

ありました。また運よく全国旅行支

援の適用もあり、クーポンも頂いて

お土産を買うことができ、楽しい山

行になりました。  

担当者の皆様、お世話様でした。  

ありがとうございました。  



山行報告 北海道 恵山（えさん 617ｍ）・横津岳（よこつだけ 1167ｍ）

所在地 道南・亀田半島「恵山道立自然公園」域内

日時 11月 6日、7日 報告者 井上順之

北海道江差での所用の帰り、函館から短時間で登れる山を探し行ってきました。

11月 6日「恵山」
函館から東へ車で 1時間半。恵山岬に突き出した独立峰の活火山。標高 300m
まで車で登れる。威圧的な山容は、低山とは思えない迫力で眼前に迫る。駐車

場から 1時間程で登れる。山頂迄の登山道は、山体崩壊した急斜面や硫黄臭漂
う噴煙を見ながら、草木のない荒涼とした山肌を歩く。あちこち「落石注意」

の立札や、登山道をふさぐ落石は、山体のもろさを象徴しているが、道は整備

され急登はない。山頂からは、太平洋、津軽海峡、下北半島等が眼下に見え、

抜群のパノラマを体験出来る（当日は生憎下北半島は雲の中だった。

恵山全容

中腹
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11月 7日「横津岳」

大沼公園の南東にそびえる道南の最高峰。 函館から山頂ゲート手前の標高

900mの駐車場まで車で 1時間。 山頂には国交省、気象庁のレーダーがあり、

道南から東北北部の航空路、気象の監視役を務めている。山頂のゲートからは

一般車通行禁止のため、徒歩で 1時間程舗装道路を登る（登山靴よりスニーカ
ーの方が良かった）。

半世紀前、丘珠空港から函館空港に向った東亜国内航空 YS11「ばんだい号」
が、濃霧のため山頂付近に激突、68名全員死亡という悲劇があった。この一件
が当地に航空レーダーの設置を促した。高所設置では長野県車山山頂に次ぐと

いう。

山頂からは、北側は駒ヶ岳・大沼公園（写真）、東は太平洋、南は昨日登った

恵山等の山々、そして函館山や市街地、西は日本海側の檜山地区との境の山々

が見える。

林道は標高を上げるにつれ白樺林に囲まれ、奥志賀高原を思わせる。山頂は

なだらかで、展望に恵まれたハイキングコースがある。

山頂は生憎風が強く、寒くて長居できず直ぐに引き返したが、季節の良い時

期に再び訪れ、ゆっくりと景色を堪能しながら散策してみたい山だ。

余談だが、山頂ゲート迄の林道は町道だが、この時期施設の工事で一般車は

通行止めだった。ダメモトで登山を理由に町役場に相談した所、事務的に利用

許可書に記載し、林道入口ゲートの鍵を貸してくれた。冬季（11月末～）は通
行止めになる。

横津岳山頂から見る「駒ヶ岳」。見晴らしが良いと、駒ヶ岳右手に、室蘭そして更に

右手に襟裳岬が見えるという。
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鼻 曲 山 

日 程：2022年 11月 11日 (金) 晴れ 

参加者：江崎 CL 蓮見 SL 菊池 山口(洋) 菅原 嶋本 

コース：長日向バス停(9:30)―乙女コース―小天狗―大天狗(12:10)― 

    乙女コース―長日向バス停(14:00) 

 

会山行を実施するかどうか迷っていたが、やってよかったと思います。 

浅間山の眺望は最高でした。(江崎) 

 

カラ松の紅葉が残っていて良かったです。(蓮見) 

 

カラ松の紅葉が、360°パノラマの青空に映えて良かったです。（菅原） 

 

大変な山だと思っていたが、カラ松の紅葉に助けられ歩けました。(菊池) 

 

長日向コースは浅間山が大きく見ることができる地点があるので、とても良い

コースでした。(山口洋) 

 

お天気に恵まれ紅葉の最盛期は過ぎていたが、眺めの良い所に出ると、雄大

な浅間山と赤茶色に染まった山々の景色が素晴らしかったです。 

登山道の道幅も広く傾斜も緩やか、ルンルン気分で歩いていたが、頂上付近

は滑りやすく、木の根交じりの急坂で、落ち葉が積もっていたので慎重に歩き

ました。ロープの付いている所もありました。 

頂上は西方の小天狗、東方の大天狗があり、どちらも鼻曲山の表示しかなか

ったので、頭が混乱してし

まいウロウロしてしまいま

した。 

帰りのバスは旧軽井沢で下

車、お茶をして真赤なモミジ

を眺めながら、駅まで軽井沢

気分をあじわいました。 

リーダーはじめ皆様大変

お世話になりました。 

ありがとうございました。          

(嶋本)   
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外房を歩く「東浪見
と ら み

～長者町」を振り返り 

羽鳥健一郎 

 

九十九里の海岸線を歩み行く砂を踏みしめ潮風を受け 

キラキラと光る海原サーファーら秋空のもと波に戯
たわむ

る 

外房の小春日和の鰯雲仰ぎ見歩く波打ち際を 
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ここ彼処
か し こ

ビーチサンダル並びおるサーファー数多
あ ま た

波間に揺れる 

数隻の舫
もや

う小さき太東の港は静か秋の陽受けて 

登り切り小春日和の岬には太東埼灯台の立てり 

仲間らと弁当広げ太東の灯台眺め長閑
の ど か

な昼餉 

太東の岬に立ちて抱きしめん大海原を両手広げて 

長者町槙の生垣続きたる人気
ひ と け

無き道駅へと続く 

六時間歩き終えたる仲間らの安堵の声が駅舎に溢れ 
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山の民？縄文人は今 

梅田尚志 

ホモサピエンスはアフリカで誕生し、日の昇る方角を目指して移動し始めた。

幾世代も重ねて日本列島にたどり着いたのは、３万８千年前のこと。日本列島は

まだ大陸と地続きで、食料とする大型動物を追いかけてきたものと思われる。 

さらにアリューシャンや南太平洋諸島を経て、南北米大陸へ渡った種族もあっ

た。何世代にも跨がるグレートジャーニーなのだ。 

 縄文時代は石器時代を経て１万８千年前から弥生時代の始まる３千年前まで、

１万５千年も続いたらしい。東北、北海道の世界遺産・縄文遺跡群の分布をみて

も日本列島に多くの縄文人が、火山噴火や大地殻変動、そして氷河期を生き延び

住み続けたことが判る。世界に誇れる縄文土器、土偶等のオブジェはエジプトや

ギリシャの彫刻とは比ぶべくもないが、小人数の集落で強力な支配者のいない

世界で創られたもので、平和な循環型社会が構成されていたことが伺えるのだ。 

 近年のヒト遺伝子をはじめとするゲノム解析技術の

進歩は、従来の知見を覆し新たな発見をもたらすから

面白い。ミトコンドリアＤＮＡは母親から、Ｙ染色体

は父親から受け継がれることが分かっている。各地の

ヒトのＤＮＡサンプルから、日本人には縄文人のＤＮ

Ａが 50％含まれるという。他には遠く離れたチベット

のみなのだ。さらに北海道、沖縄人のそれはさらに色

濃く残っているらしい。稲作に適さない処、征服しに

くい処が結果的に残ったことになる。石器時代までは

大陸に多くの縄文系の人々が暮らしていたであろう。

それが、数百年ごとに繰り返された王朝の交替で、支

配者間の殺戮があった。幾度かの征服王朝の時代も続いた。その度に民族のＤＮ

Ａが上書きされたのだ。極端な例はジンギスカン、朝鮮半島から中央アジア、東

欧までもＤＮＡを塗り替えたのだ。そして今縄文人のＤＮＡは日本とチベット

以外から駆逐されてしまったのだ。それに比べ、日本では政権交代はあっても敗

者を奴隷とする慣習もなければ、王宮に宦官の制度も存在しなかった。政権交替

時の殺戮は極めて限定的なものであったのだ。 

 縄文遺跡の集落跡は、弥生のそれと違い防御設備がないに等しい。平和な時代

であったと思いたい。稲作がもたらされたのは、3,000年前、中国江南（当時の

楚、呉、越等）の人々によるものであったことが、これも稲と弥生人骨のゲノム

解析で判明している。沖縄諸島ではサンゴ礁土壌で稲作が適さず、九州や本州へ

と移住していったものと考えられる。末期の縄文人たちは低地で稲作定住を始
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めた渡来系弥生人と交易、交流そして交雑していったのではないか。稲作が東北

まで普及するには 1,000年以上の時間が必要であったと思われる。 

 吉野ヶ里に代表される弥生遺跡は環濠と柵で集落を防衛していた。稲作の普

及が富と土地を守り、あるいは奪い合う戦を生んだのであろうか？ 発掘され

た人骨の矢傷や刀傷が証明している。縄文人は戦を好まなかったであろう、稲作

は魅力的だが躊躇いも多く、従来の森や山の神といかに融和させるか、凄まじい

葛藤があったであろうことが想像される。そして、古墳時代にはほぼ同化して原

日本人ができあがったと考えられる。そうした中でも一部の縄文人は頑なに山

で暮らし、いわゆるマタギや山人と呼ばれる人々も残ったことであろう。修験者

をも含めてこのような山の民も、永く日本列島に息づいてきたのだ。 

 記紀神話は、これらの膨大な出来事の叙事詩なのだが、縄文時代と同時代のエ

ジプト、シュメール、ギリシャ神話、また旧約聖書の中の様々な物語が共通して

存在していることは不思議に思えたものだ。しかしそれは共通の体験が語り継

がれたものではないかとさえ思えてくる。 

 山を彷徨っていると、かつての縄文人が平地に住み着いた渡来系弥生人と交

流し始めた頃、時々山を下りそしてまた山に戻るという暮らしを思い起こすの

だ。見下ろす平地の煙が旨そうな匂いを運んでくる。密林は神に守られ自分たち

にとって極めて安全な土地であったのだ。そして我が身には縄文人の血が多く

流れているのではないかとの想いが膨らんでいる。 

 今は、遺伝子ＤＮＡ解析のサービスがあって調べることが可能だ。法医学や、

親子関係の鑑定が中心なのだが、個人的な祖先の遺伝子も鑑定できるらしい。少

し費用が掛かるが近いうちに調べてみたいと思っている。 

 

大湯環状列石 
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ちょっと一言  

  山口幸雄 

 

 霊山の会山行に参加できました。紅葉狩りとお風呂そして美味しい夕食に大

満足。久しぶりに会の皆様とお会い出来嬉しかったです。役員の皆さんありが

とうございました。 

天気にも恵まれた会山行に参加させていただき、感謝、感謝です。 

私もとうとう後期高齢者になってしまいました。 

昨年から今年にかけて入院・手術（3 回）と座骨神経痛、背骨すべり症になって

体調が思う様になりません。会の計画や行事に参加出来ずすみません。 

現在リハビリの毎週ですが、皆様と一緒に山行に参加できればと思っています。 

                         

 

 

          色鮮やかな「どうだんつつじ」 

井上順之 

  

 11 月 7 日訪れた道南・七飯町役場の生垣。最盛期は過ぎたものの、依然真っ

赤な色彩を放っているのを見て思わずパチリ。函館市街の紅葉も終わりを告げ

ている中、「どうだ （ん）! 」と言わんばかりに、最後の輝きを放っていました。 

 

 

 

 

1月号の担当は前田悟さんと清水さんです。 

（12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 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

今年もコロナ騒動にめげずに（負けず）そこそこ山に行きました。感じた事は、同年齢の登山

者がグンと減ったと思いました。大きな山には行っていないので、皆さん歩ける山と思うのです

が‥‥。仲間がいなくなったのかな？淋しいですよね。 

 

 今年、一番バテた山は筑波山の薬王院コースでした。経験したことがない汗をかき、どこか身

体が悪いのだろうか？寝不足でもないし、ご飯はいっぱい食べたし‥‥と考えながら歩いた。 

 こんな事もあるから低山でも気を引き締めて山に向かわなくては、と自分に言い聞かせた山

行でした。来年はどこに登ろうかな。                    （ちーこ）  
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手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 
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プチリフォームは気分転換、ストレス解消に最適である。 

長く使っているカーテン飽きちゃったからオーダーした。届いたカーテンが 4 枚足りなか

った。問い合わせると、「コロナ禍で海外からの船が遅れているのだ」という。カーテンの

縫製まで海外に注文とは知らなかった。 

障子の張り替えをシルバーに頼んだ。「この時期忙しいでしょう？」というと「コロナにな

ってからさっぱりで、1 週間に 1 度仕事があればいい方、家の中に入られるのが嫌なのでし

ょう」とのこと。地元の布団屋さんに布団の打ち直しを頼んだ。「職人が少なくなって・・・」

と嘆いていた。フカフカの布団が楽しみである。最後に畳替えも考えている。 

本当は我が身のプチリフォームもしたいのだけれど・・・         (かっちゃん)  
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