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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

1 月号は石塚洋子さん、2 月号は嶋本道子さん、よろしくお願いします。 

その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月 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            

 

三浦アルプスの下見に行ってきました。 

コロナウイルスの影響で 9ヶ月振りの山行でしたので、皆さんの足をひっぱら

ないか心配でした。歩き始めると意外と体調もよく、道端の花を見ながら歩く

余裕もありました。 

                          ～永木十三夫～               



日 曜日 12月 日 曜日 　1月

1 火 1 金

2 水 2 土

3 木 3 日

4 金 4 月

5 土 5 火

6 日 6 水

7 月 7 木

8 火 8 金

9 水 9 土

10 木 10 日

11 金 11 月

12 土 12 火

13 日 13 水

14 月 14 木

15 火 15 金

16 水 16 土

17 木 17 日

18 金 18 月

19 土 19 火

20 日 20 水

21 月 21 木

22 火 22 金

23 水 23 土

24 木 24 日

25 金 25 月

26 土 26 火

27 日 27 水

28 月 28 木

29 火 29 金

30 水 30 土

31 木 31 日
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　　★2/28（日）三浦アルプス（雨天中止）

　　★2/20（土）三浦富士（雨天中止）

　※2021年2月山行予定

県連・房総の海岸線を歩く

　　★2/6（土）大坊山・大小山（雨天中止）

　

成人の日

山行部会（19：30～21：30）

城山・弁天山ウォーキング（雨天中止）

編集会議（9：00～11：00）

　　　　　破風山

山行部会（19：30～21：30）

　予定表　2020年12月・2021年1月

　　例会（19：00～21：00）

　　例会（19：00～21：00）

編集会議（9：00～11：00）

手賀沼遊歩道（ウォーキング）

　　　入笠山（2コース）
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例会報告 

11 月例会出席者           2020/11/2（月）          43 名 

安彦、松本、加藤、岡部、桐生、村上、八巻、小林和、高見、前田延、山岡、入江、

間瀬、鈴木か､五十嵐朝、四元、江崎、永木、石塚、嶋本、菊池、羽鳥、井上勝、 

山脇、梅田、逢地、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、小林正、山口幸、

清水、畑中、高木、金子、笹､鈴木正、吉仲、柳、山谷（見学） 

 

 

例会議事メモ              司会 山行部：嶋本 

１．10月山行報告 個人山行、次頁以下にコメント入り一覧参照。 

２．山行案内： 

12/19 城山ウォーキング（高見）やまびこ 11月号のとおり。 

12/6 破風山（安彦）4 コースから選択、人数次第で統合もあり。市役所駐車

15台分確保。下山集合場所の迎バス駐車場を詰めている。 

  1/12 手賀沼ウォーキング（小林）やまびこ掲載の通り。12月例会で募集。 

1/14 入笠山（羽鳥）ややきつい山とゆるい山とが合同で催行。募集回覧。 

   15名以上でバス決定。鎌観で日帰り。11/6に下見予定。 

３．各部からの報告 

  会報部：原稿のお礼。電子版となった会報やまびこを一般公開するかどうか 

についてのアンケートを行う。11月にメール配信、12月と 1月の 

例会で回収する。 

 事務局：入会者…山谷昭博さん。 

ふれあいまつり及び全イベントが 3/31まで中止となった。 

山行部：11/11部会、2月山行の検討を行う。出席乞う。 

県連：ちばニュース配信済み 10月の理事会から、11/7の事故防止会は 10会

21 名参加、ロングハイクは泊りを止め、1/30 に房総ハイクを企画中。

交流山行は裏筑波コース、かかりび 5 岳人あびこ 3 東葛 7。 

４．会長から 

・バスハイクは定員制限で高額となるため、会から補填しケースバイケースで金額

を決めたい。領収書を会計へ、担当には立替依頼。コロナ防止策を励行。 

・労山会員証更新：ヘボン式ローマ字で統一訂正。事務局へメール済。11月末まで

発送とのことであったが？（12月の例会に間に合わないと期限切れ） 

・例会の開催日を山行部会の週と入れ替えをしたい。会報発行から例会までの日数

が短いため、第 2週の月 or火に学 1で 19～21時。2月からでも。 

・労山基金とスポーツ安全保険は会員の加入義務なのか？会員によっては必要な

い人もいる。 



                   2020年10月  山行報告

No 山　　名
ジャン

ル 月　日
山行
区分 人数 参 加 者

1 　八甲田山（はっこうださん） ハ
10/2
～4

個 3 　五十嵐朝、五十嵐幸、菊池　　他1名

2 　篭岩山(かごいわやま) ハ 10/3 個 5 　山口洋、山口幸、前田延、鈴木か、畑中

3 　宝篋山（ほうきょうさん） ハ 10/12 個 1 　江崎

4 　三床山（みとこやま） ハ 10/13 個 1 　安彦

5
西吾妻山 （にしあづまやま）
（山形県）

ハ
10/13
～14

個 6
桐生、小林和、伏見、五十嵐朝、
五十嵐幸、菊池

6
面白山（おもしろやま）
葉山（はやま）

ハ
10/16
～17

個 4 　安田、江崎、嶋本、菅谷

　　やまびこ11月号参照

　ツツジが丘駐車場に車を置き、不動滝から岩場を登る。イワタバコがすごい。籠岩、篭岩山とスリル満点の山行
だった。（山口）　　やまびこ１１月号に鈴木かつ子さんが掲載

　中旬の山形山行のトレーニングとして、一人で宝篋山に行きました。極楽寺コースをサッサと登り、ランチを取ると
早々に小田城コースを黙々と下って来ました。話す相手もいないので歩くしかないですね。たまにはいいですね
（江崎）

　一泊2食＋ロープウェイ・リフト往復券付のプランで『アルプ天元台』泊。　リフトから真っ盛りの紅葉を楽しんだ。
（桐生）　　やまびこ1１月号に伏見さんが掲載。

　清水さんグループと2日ずれて八甲田山に登りました。
・10/2新青森～バスで奥入瀬渓流「銚子大滝」から「馬角岩」まで歩きました。　時間に限りが有りましたが、色々な
滝を楽しみながら渓流沿いを散策しました。　・10/3　始発のロープーウェーで山頂駅～赤倉岳～酸ヶ湯を歩きまし
た。　上毛無岱、下毛無岱の紅葉が見事でした。　・10/4　酸ヶ湯の日帰り温泉を楽しみました。　今回はＧＯＴＯト
ラベルを利用してのリーズナブル旅でした。　（五十嵐朝）

　沢沿いの幾分荒れた山道を歩き、最後はガレ場を登って尾根に出て、先ずは最高峰の三床山へ。　南側の展望
を楽しんだ後に登ってきた道を戻って縦走開始。　小三床山に寄り道し、二床山そして一床山へ。　360度の展望を
楽しみながら昼食。更に縦走を続けて登山口に戻りました。　低山ですがミニ岩稜縦走気分を味わえる周回コース
でした。　従来の駐車場にはフェンスが張ってあり困っていたら、運よく地元の方にお会いし、ソーラーパネルの裏
側の広い空き地に車を停めるように…と教えてもらいました。（安彦）
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No 山　　名
ジャン

ル 月　日
山行
区分 人数 参 加 者

7 　雨飾山（あまかざりやま） ハ
10/18
～19

個 4 　四元、間瀬、逢地、柳

8 　 三筋山（みすじやま） ハ
10/20
～21

個 4 　山口洋、山口幸、前田延、井上勝

9 　石割山(いしわりやま) ハ 10/22 個 1 　入江　　（ホテルＭｔ富士ツアー参加）

10
根本山（ねもとやま）～熊鷹山
（くまたかやま）

ハ 10/24 個 4 　安彦、石塚、蓮見、金子

11 　大房岬・下見（だいぶさみさき　） ウ 10/24 個 6
桐生、五十嵐朝、五十嵐幸、菊池、
羽鳥、小林正

　1泊2日　「山田旅館」は長野県の割引2000円。　450年以上の歴史ある名湯、江戸期建築の本館を含む6棟は国
の登録有形文化財。　・18日　「川中島古戦場」　、戸隠神社見学　・１９日　６：１０　登山開始。　麓から紅葉が始ま
り、紅葉の中を登山。　ブナ平のブナの幹の太いのに感動、荒菅沢から急登、階段・岩場が1時間続く。　笹平で日
本海・糸魚川市・糸魚川が見える。頂上には9：40分到着。　日本海・後立山・妙高山・火打山　が見える。　　10：20
下山開始。登山者が多く、紅葉の中を歩きました。　13：40　駐車場に着きました。登り　3ℎ30ｍ　下り　3ℎ20m。山田
旅館で無料の温泉に浸り、汗を流しました。　山田旅館の資料館を見学。歴史の重みを感じました。天気に恵ま
れ、紅葉の中を歩き、有形文化財の宿に泊まり、秘湯の温泉に浸かり、至福のひと時でした。　（四元）

・ホテルＭｔ富士のツアーに参加。　参加費4,700円：ガイド代、送迎費、弁当代(ホテル和食堂特製)、保険料込。
・コース：石割山入口→鳥居(石段)→富士見平→石割神社→石割山(1,413ｍ)→分岐→石割山入口を予定(地元小
学6年生の遠足コース)。　・連日の小雨模様で、登山道の状態悪く、石割山入口からのピストン往復に変更。　参加
者10名→7名(他に ホテル添乗員2名)。　途中、石割神社でゆっくり休憩。石割山山頂でホテル和食堂提供の美味
しい弁当(何時 もの楽しみ)を食べ下山路へ。　往路、400数段の神社石段を見上げため息、復路、見下ろして再度
のため息。
・山中湖周辺の山では「御正体山」(1681ｍ)もおすすめ！　10年ほど前、入江、三橋さんで世話役として会山行を
計画、麓の神社(神奈川県)から登り、縦走して山中湖畔の高指山まで歩き、大変シンドイ思いをした記憶が強烈に
残っている。　いずれもこの辺の山は紅葉の11月初旬がお勧め！　天候も比較的安定か。（入江）

　車を道の駅に置いて、冨浦駅からのコースを歩いた。　イラスト地図ではわからなかった事が確認できて下見を し
て良かった。（桐生）

　前日までの雨で水量が気になりましたが、現地に着いて沢の様子を見たら、水量は多くなく、水も濁っていなかっ
たので、予定通り根本沢コースを歩くことにしました。　不死熊橋からいきなりの急登で始まり、何度か渡渉や高巻き
をしながら進み、はしごや鎖場を通過して『根本山神社本社』へ。　昼食を摂り、本日のハイライトの傾斜が垂直で
は…と思われる岩壁を一気に登って『奥社』へ。　紅葉や遠くの山々の展望を見ながら一休み。　その後も鎖場を堪
能した後に、やっと『根本山』山頂へ。　山頂から北へ1分ほど歩いた地点から日光方面の展望を楽しみ、十二山
へ。　気持ち良い緩やかな尾根を進み『熊鷹山』へ。　やぐらに登り360度の大展望を満喫して石鴨林道へ下り、
長ーい林道を歩いて車に戻りました。　真っ暗になっていました。（安彦）

　10/20～21ススキを愛でに伊豆の山へ（稲取温泉泊、GO-TO利用）。
・1日目  大室山  （登山禁止）リフトで山頂へ。  冠雪の富士山、南アルプスの山々、伊豆諸島などの眺めが最高！
・2日目  細野高原の三筋山（821m）山頂までの舗装道路をのんびり2時間ほどの歩き。　 頂上からは目の前には昨
日よりくっきりと伊豆諸島の姿が見えた。　晴天の下ススキが風になびいたり、風向きによってウエーブが起こったり
とススキの魅力を再発見、見事でした。 （ 前田延）
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No 山　　名
ジャン

ル 月　日
山行
区分 人数 参 加 者

12 　宝篋山（ほうきょうさん） ウ 10/25 個 3 　三橋、山岡、高見

13 　大菩薩嶺（だいぼさつれい） ハ
10/26
～27

個 5 　松本、羽鳥、清水、笹、柳

14
皆野アルプス：破風山（はっぷさん）
＜12月会山行下見③＞

ハ 10/27 個 5 　安彦、四元、桐生、間瀬、逢地

15
金石ヶ鳥屋山
（かねいしがとやさん）

ハ
10/27
～28

個 4 　安田、江崎、嶋本、菅谷

　会津の山、人のいない山ということで選んだそうです。山全体の素晴らしい紅葉、熊の糞あり、林の中を目を凝ら
して歩くとキノコがあり面白い山です。天気に恵まれ、俎倉山の山頂からは昨年登った浅草岳、飯豊山、燧ケ岳、会
津朝日などの山々が一望、最高でした。（江崎）

　６：００　東初富の　4人組が出発。　外環自動車　市川北インターを経由し、関越自動車に。途中の美女木ジャン
クションで、渋滞にはまり、30分遅れて道の駅「みなの」に到着し安彦さんと合流。大渕登山口から　9：30　出発。皆
野アルプスの健脚コースを東初富4人組が歩きました。安彦さんは風戸登山口から登りました。途中の風戸分岐で
合流し破風山頂上まで一緒に歩きました。１１：３０　に頂上に到着。秩父街並みが眺められました。１２：００　札立峠
で2組に分かれる。天狗山コースは桐生さんと間瀬さんの２人、水潜寺コースは安彦さんと逢地さんと私の3人です。
水潜寺まで1時間、華厳の滝まで30分で着きました。安彦さんは風戸入口まで歩いてから車で移動、華厳の滝で合
流。　天狗山コースとも合流。　１４：００　5人が合流。大渕登山口まで、安彦さん車で移動後解散し、4人組は「満願
の湯」で汗を流し、１６：３０　帰途に着きました。（四元）

　今回は上日川峠から入り、大菩薩嶺を登り介山荘で一泊し、恒例のワインもいただきました。翌日小金沢山から牛
奥ノ雁ヶ腹摺山に出て、新しいルートですずらん昆虫館前まで下山しました。新しいルートでは素晴らしい紅葉にも
出会えてとても良い山行でした。（清水）

　道の駅『みなの』で4人と合流し、『大渕登山口』で4人を見送った後、一人で秩父温泉満願の湯の隣にある『ふれ
あい広場』よりのんびりと歩き出す。『風戸分岐』で4人と無事合流し、途中『猿岩』に登りスリルを味わい、未だ紅葉
していない『モミジ平』を通り、東屋へ。馬酔木のトンネルを潜って破風山山頂へ。両神山や二子山などの展望を楽
しみ、札立峠で『秩父華厳の滝駐車場で合流！』と言って、水潜寺に下る。秩父華厳の滝は、相変わらず水量が豊
富で見事な眺めでしたね。これで、担当者4名+1名で12月会山行の4コースを確認できました。本番が楽しみです。
（安彦）

　久しぶりに松本さんを中心に5人で行ってきました。テーマは紅葉と介山荘のワインでした。山小屋は平日三組と
コロナ対策で苦労してましたが、利用者には快適でした。詳細は笹さんの感想をお読みください。(羽鳥)

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

１０月の会山行「大小山・大坊山」、「雨引山」、「宝篋山」ウォーキングはコロナウィルス感染予防のために中止しまし
た。

　8月・10月と2回めの宝篋山ハイク。　さわやかな秋晴れで山中の空気もひんやりとして歩くのには丁度よいハイキ
ング日和。　上りに小田城コースを歩いたが、このコースは下山にとる人が多く大勢の人とすれ違った。　日曜日の
せいか子どもを連れた家族連れが多く、5～6才の子どもも元気よく歩いていた。　頂上では、筑波山や霞ケ浦を間
近に見なが昼食をとり、3時頃に下山したが、喫茶店でコーヒーを飲んでいるうちに下山報告を忘れてしまった。　気
が付いたのは5時過ぎであわてて報告をした。　下山報告が遅くなり申しわけありませんでした。（山岡）

5
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山 行 案 内                      

 

12 月の山行予定 

✽大岳山（おおたけさん） 

  ※ケーブルや奥多摩方面バス混雑の為中止  

 

＜会員バスハイク：北武蔵＞ 
 

✽皆野アルプス：破風山（はっぷさん）627ｍ 
日 程：１２月６日（日）＜日帰り＞ 

担 当：（CL）安彦（SL）桐生・間瀬・四元・村田・井上 

 

 

✽城山（じょうやま 331m）・弁天山（292ｍ） ウォーキング  
日 時：１２月１９日（土）   雨天中止 

担 当：（CL）高見、（SL）山岡 

 

 

2021 年 1 月の山行予定 

 

✽手賀沼遊歩道ウォーキング 

 ※ 年間の計画は浅草七福神巡りだが、都内の人出を考慮して変更する。 

  寒風の中 12ｋｍの散策 

日 時： ２０２１・１・１２（火） 荒天時中止 

交 通：（往 路）：我孫子駅南口 集合…10時 

（復 路）：北柏駅  解散 

コ-ス：我孫子駅南口…手賀沼公園…水の館…我孫子市鳥の博物館…手賀大橋… 

道の駅しょうなん…ハスの群生地…ヒドリ橋…柏ふるさと大橋…北柏駅 

歩行時間：約 3時間 10分 

交通費：電車 409×2  

その他： 昼食 1  道の駅で飲食可 

入 浴：花の湯 

担 当：（CL）小林正、（SL）入江 

 

✽入笠山（にゅうがさやま）1,955ｍ  体☆ 危★ 

日帰りで雪の入笠山を登る。 

日 時 １月１４日（木）日帰り 
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日 程  鎌ヶ谷観光バスを利用（運転手 1名の場合） 

・市役所 5：30出発―花輪 IC－談合坂 SA―諏訪南 IC－富士見パノラマリゾート 

9：45 山麓駅（ゴンドラ）―山頂駅…入笠湿原…入笠山山頂…山頂駅(ゴンドラ)

―山麓駅 13:00 出発 13:15 ―駐車場―諏訪南 IC―石川 PA(16：15～16：30)―

花輪 IC―鎌ヶ谷到着 18：20 

山の特徴：ゴンドラで山頂駅に着いてから歩き出し、雪の中を入笠山山頂までを約 

3時間往復する。雪の具合により難易度は変わる。 

冬山装備：（冬用登山靴、アイゼン、ストック他が必携）。 

概算費用： 鎌ヶ谷観光 大型バス利用 

① 運転手 1名の場合：13時間規制：5：30～18：30  

② 富士見パノラマリゾートが GOTO対象施設なのでバス代は▲35％ 

③ ゴンドラ往復 1,700円 

（バス代+ゴンドラ代） 

運転手１名の場合：15名参加で約 11.500円  20名で約 9,000円 

運転手 2名の場合：15名参加で約 14,500円  20名で約 11,300円 

※（時間に余裕があった場合＝運転手 2名の場合） 

「ゆーとろん水神の湯」70歳以上 500円/ 割引券で 800円/ 駐車場は要事前予約 

＊上記の計画は 1月の「ややきつい山」の参加者対象のコースです。 

担 当：（CL）安田（SL）羽鳥・手塚・菅原 

 

 ✽入笠山・ゆるい山コース 
日時・行程・費用のいずれも上記と同じです。 

鎌観バスで富士見パノラマリゾートへ、ゴンドラリフトで山頂駅まで同一行動しま

すが入笠山登頂をせず、山頂駅から入笠湿原周辺をスノートレック（約90～120分）しま

す。 

装備は、ゲレンデスキー程度の防寒服と防水のきいた山靴、二本ストックとスノー 

シュー又は軽アイゼン（6本詰め以上）を準備願います。 

スキーを希望する方は別途相談とします。 

担 当：（CL）猪狩、（SL）鈴木正 ・畑中・ 梅田 

 

2 月の山行予定 

 ✽大坊山・大小山（だいぼうさん・だいしょうやま） ☆★ 

低山とはいえ展望を楽しみながら、岩尾根のアップダウンを繰り返し歩くミニ縦走   

コース。断崖絶壁の横を通る箇所もあるので要注意。 

日 時： ２０２１年２月６日（土）  雨天中止 

集 合： 東武線 足利市駅 改札外 ８：００ 

交 通  

（往路）： 新鎌ヶ谷 5:26→春日部 6:34_6:51→館林 7:33_7:34→足利市 7:54→＜タクシ
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ー＞→大山祗（おおやまづみ）神社  

（復路）：JR富田発14：52、15：52、16：25、→佐野→館林→春日部→柏→新鎌ヶ谷 

コース：大山祗神社 9：00…大坊山 285ｍ…つつじ山 270m…足利鉱山山頂番屋… 

   越床峠(こしどことうげ)…妙義山 314ｍ…大小山 282ｍ…大小山見晴台… 

阿夫利神社…＜車道＞…富田駅（解散）  

エスケープルート：①大坊山より大山祗神社へ下る 

         ②越床峠より足利病院へ下る 

歩 程： 標高差 284ｍ  約4時間30分（休憩含まず） 

費 用： 約3000円（タクシー料金含む） 

装 備： 防寒対策（帽子・手袋必須 休憩時の防寒等）をしっかりする。 

その他： コース内はグループごとの行動とします。 昼食休憩は広い場所

がない為、適当な場所でグループごとにとっていただきます。 

※コロナ対策を万全にして参加してください。 

担 当： （CL）蓮見、（SL）逢地・金子・吉仲 

  

✽三浦富士（183m・横須賀）ウォーキング 

三浦半島の南部に位置する三浦富士は気軽に歩ける低山で、山頂からは房総半島や

真鶴半島の眺めがよい。三浦富士～砲台山～武山、3つの山のミニ縦走が楽しめる。 

日 時：２月２０日（土） 雨天中止 

交 通： 集合 船橋駅さざんかさっちゃん前 7：50 

（往路）新鎌ヶ谷 7：33―船橋 7：46_7：57（快速・久里浜行）―品川 8：35_8：48（京

急本線快特三崎口行き・1番線）―津久井浜 9：51 

      ※久里浜行きは後方に乗車 

（復路）往路を戻る。 

コース：津久井浜…高田橋…横須賀警察犬訓練所…三浦富士…砲台山…武山… 

津久井浜観光農園案内書…津久井浜駅 

歩行時間：3時間 

交通費：約 3,000円  

担 当：（CL）山岡、（SL）入江 

 

 

✽三浦アルプス 体力☆☆ 危技術★★ 
アップダウンする道を歩いて体力増強、田浦梅林にて梅を観賞する。 

日時：２月２８日（日） 雨天中止（2/26に決定） 

集 合 JR逗子駅 8：10  東口改札（外側に班毎に集合） 

交 通 

（往路）：新鎌ヶ谷 6：02－船橋 6：15_ 6：27(快逗子行)－逗子 7：58  

 バス：②乗り場 長井行き 8：23－風早橋 8：30 
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（復路）：JR田浦発 15：55（成田行き）  16：15（千葉行き） 

コース：風早橋(8:50)‥（9：05）仙元山（9：15）‥（10：35）観音塚（10：50） 

どんぐり並木（昼食)‥（13：40）乳頭山（13：45）‥田浦梅林‥（15：50）

JR田浦駅 （解散） 

歩 程：標高差 累計 500ｍ    歩行時間 6時間 

エスケープルート：南尾根、栗木分岐より新沢バス停へ降りる。（ＪＲ逗子行きバス） 

危険個所：下山が急斜面で滑りやすく、ロープが数か所ある。 

装 備: ストック必携（ダブルストックが良い） 防寒具持参 

費 用：船橋－逗子 1265円  JR田浦－船橋 1441円  合計 2706円 

その他：昼食 1食 入浴なし 予備日なし 

 

コロナ対策 

全員マスク着用、アルコール消毒持参 

電車では大声で話をしない。大人数でかたまらず分散乗車 

現地集合、現地解散する 

明らかに健康でなければ登山は中止する。 

登山中は余裕のある距離をたもつ。 

登山中は声かけを控え、笑顔や会釈、手を挙げるなどで表現する。 

御裾分けなどはしない。 

担 当：（CL）永木、（SL）石塚・山口・清水 

 

県連関係予定行事  

 

県連 日帰りハイキング「房総の海岸線を歩く」 
（関東ふれあいの道千葉 17：浪花駅～御宿駅） 

■日時：1月 30日(土) 

船橋「さっちゃん像」集合 6：30 

船橋 6：45―千葉7：07/7：10―浪花 8：29 

浪花駅 8：45―八幡神社―岩船地蔵尊―釣師海岸線―瓢箪御池湖畔左折 

―林道右折―尾根道歩き―小浦海岸【絶景のビーチ】(昼食)― 

海洋生物研究所―ドン・ロドリゴ上陸地見学―メキシコ記念館入口― 

記念碑(集合写真)―岸和田海岸―月の沙漠―15:00頃 御宿駅 解散 

＊歩行時間：約６時間(休憩含む) 

（帰りの電車） 

御宿 15:31―千葉―船橋 17：16―鎌ヶ谷 17：35 

御宿 16：04(特急)―蘇我 16：58/16：59―船橋 17：25/17：35―鎌ヶ谷 17：45 

御宿 16：48(特急)―船橋 17：56/18：05―鎌ヶ谷 18：15 

■難易度：☆★ 尾根道歩きでロープの箇所が 2か所あり。 
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■費用：約 3,050円～約 4,000円(帰りの特急自由席 950円含) 

■行動：当日は多くの会が参加しますが、会ごとに行動します。 

■その他：小浦海岸で昼食、砂が付かないようビニールシート等を持参する。 

＊今年の 2月に東葛山の会の個人山行でほぼ同じコースを歩きましたが赤字の箇所は

歩いていません。 

＊尚、詳細は 12月 8日のハイキング委員会で決めます。 

 

２０２０年度 第２回ハイキング委員会実施 報告  

ハイキング委員長 田中 康男 

 ◆ 実施日 2020 年 10 月 13 日 県連事務所  

◆ 参加者 寺崎 桑原 羽鳥 深草 金井 田中  

◆ 議題  

１、房総ロングハイキングは中止する。 

① 宿泊は三密になるので出来ない、 又 バス料金は見積もり料金になる 

 ➁ 代案として  

・日帰りで実施  

・外房線 波花駅から岩船地蔵→ひょうたん池から山道→御宿まで  

・各会４～５名以内として各会で計画書を提出 ・詳細は下見の後に決定  

・下見実施 11/8（日）波花駅 10 時 04 分集合実施  

 

２、ふれあいハイキングについて  

(1 )202１年 5 月 30 日（日）予定  

(2)実行委員会に２回出席  

(3)場所 大山千枚田を検討中（１１月１日下見予定） 

(4) 労山会員の知人、友人の身障者、サポーターの参加も募る  

(5) バスの乗車人数 参加費など 詰めが必要 

 

３、来年度のウイークディ山行について 

 ・コロナで先が読めませんが 予定は６月１０日（木）  

・コロナ次第でバス料金が高くなり、参加にも影響する  

 

＜登 山 時 報 購 読 の お 願 い＞ 

 

登山時報 購読料年間（1月～12月）3120円 

申し込み  高見へ 

申し込み締め切り 12月の例会 
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雨飾(あまかざり)山山行記 
（2020年 10月 18日～10月 19日） 

（同行者 間瀬芳枝・逢地春夫・柳嗣穂）   

四元一成  

新潟県と長野県の境にある雨飾山（雨が飾る山」名前の響きが良い。秋はブナ

と楓の紅葉に彩られる。深田久弥さんは 3回目の 1957年にようやく登頂された。

1941 年の登山は根知の山口集落でバスを降り、現在の雨飾温泉まで 3 時間歩か

れた。当時は道が無かったらしい。現在の私たちは恵まれている。 

                        

18日（日）6時 50分、馬橋駅で 4人集合。カーナビをセットし、出発！ 

（安曇野 IC をセットしたつもりが長野 IC にセット、途中で気が付く）安曇野

ICで下りる計画だったので準備不足でした。 

長野 ICで下りて、『川中島古戦場』に立ち寄りました。『古戦場』は想像力を

働かせなくてはならない。武田信玄と上杉信玄の一騎打ちの像があります。実際

は、この地で戦闘があった訳でなく、武田軍が勝鬨を上げたとされたのは八幡神

社境内。また、武田軍と上杉軍とが激突した最前線はこの地から西方 2－3ｋｍ

の所にあります。『古戦場』を 30分ばかり散策しました。出店があり、林檎を売

っていました。「林檎三兄弟」の説明をして貰いました。初めて聞く響きでした。

「秋映(あきばえ)」「シナノゴールド」「シナノスイート」です。林檎の味見をし

ました。美味しかった。林檎の知識を教えてくれた出店のおばさんには（味見だ

けをして）本当に申し分けないけど、道路の反対側の林檎農園の店に行きました。

農園だけあって、種類も豊富で先程の店より安い！宅配料が要らないので、安い

です。沢山買ったのでおまけをして貰いました。林檎農園を見学しました。初め

ての経験でした。 

それから、戸隠神社に行くことにしました。丁度昼飯の時間になり戸隠そばの

店に寄りました。2軒寄り 2軒とも 1時間待ちなので、諦めて戸隠神社に向かい

ました。戸隠神社の近くの、宿『富岡』で蕎麦を食べることにしました。 

蕎麦が出来るまで、30 分ほど戸隠神社を散策しました。腹をすかして、宿に

戻ると、立派な大きな部屋に案内されました。10 畳の 2 部屋続きで床の間付き

の部屋です。ゆったりとした食事です。混雑した店の食事とは、雲泥の差でした。

4人だけの静かな、至福のひと時でした。 

目的の山田旅館に向かいました。ふた山・三山を越えて、ようやく小谷村に着

きました。 

山田旅館の全景と雨飾高原を望める展望風呂 
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 明日の登山の為に、登山口を確認。登山入口の道路は、沢山の車が駐車してい

ました。登山者と紅葉見物の車だと思われます。雨飾荘～登山口～頂上へと雨飾

高原全体が紅葉に包まれ、明日の登山が楽しみです！  

山田旅館に 4時 30分に着きました。450年前の川中島合戦の時に、（偶然かも

古戦場に立ち寄ったのは）武田信玄の家臣に発見された温泉です。江戸期建築で

す。本館を含む六棟は国の登録有形文化財に指定されています。新館に泊まりま

した。新館は大正 3年、宮大工の名棟梁による 3階建です。外観はそんなに立派

ではありませんが、部屋は宮大工の造りなので、建物の中は素晴らしいです。            

展望風呂は雨飾高原を眺めながら、ゆったりとした気分で最高です。旅館の代金

の精算で、Go Toトラベルは電話では駄目でしたが、長野県の 2000円割引が使

用出来るとのことで、やっと少しの恩恵に与りました。 

 

19 日（月）旅館を 5 時 40 分出発。登山口の駐車場は、まだ数台の車だけです。 

大きなブナの木のブナ平を歩きます。ブナの木の幹の太さに、びっくりしました。

今まで、見たなかで最大だと思います。荒菅沢の所迄、順調に来ましたが、沢を

渡ってから、急登が始まりました。梯子・岩場が次々とでてきます。1時間ばか

り、岩場と格闘しました。笹平で、ほっと一息。平坦でなんと歩きやすい。名前

のとおり、笹に覆われています。しかし、眼前には、最後の急登が待っています。

右横に眼をやると、海かな！日本海みたいです？ よく見ると、新潟県の糸魚川

市らしい？ 糸魚川の細い線が横たわっています。八甲田山・岩木山も見えまし

たが、まさか！雨飾山で！！想像もしていませんので、感動しました。 

私の左足の関節の痛みが増してきました。遠くから最後の急登を眺めると、心

配になりましたが、登り下りの登山者とすれ違いながら、何とか登りきり、時計

を見ると、9 時 40 分でした。ようやく、頂上にたどり着き、ほっとしました。

コースタイムでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

頂上は南峰・北峰と二つの峰に分かれていて少し狭いです。狭い頂上で、沢山の

登山者が早い昼食をとっています。 

紅葉の雨飾山 
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日本海、後立山連峰と視界に入り、曇っていますが、景色に問題はありません。

記念撮影し、10時 20分に下山。 

左足をかばいながら、急坂を慎重に下りました。左足に力を加えないように、

慎重に下りました。荒菅沢に着いたときは、ほっとしました。 

休憩し、紅葉を目に焼きつけたり、写真を撮ったりしました。 

最近の山行では、きつい方でした。休憩で、気を取り直して頑張りました。 

1時 40分にようやく、駐車場に

たどり着きました。下りでは皆さ

んに迷惑をかけました。一番気に

なっていたのは、温泉の時間が 3

時までなので、2時 20分までに、

着きたいと思っていました。 

近くに、鎌池があり、１周徒歩 40

分、紅葉で有名ですが、残念なが

ら、今回はパスにしました。 

2 時過ぎに旅館に滑りこみまし

た。展望風呂で、汗を流しました。

旅館の資料館を見学しました。安

土・桃山・江戸時代の資料・民具が

展示してありました。また、旅館

の当主のスキー道具が目につきました。冬は、積雪 3ｍの生活には必要かもしれ

ません？ 江戸時代からの旅館の古き歴史を感じました。 

3時 30分に錦秋の雨飾山を後にしました。同行者の間瀬さん、久し振りの山、

と紅葉、いかかでしたか？ 

逢地さん、厳しい山でした。ご苦労さんでした 

頑張った柳さん、きつい山ですみませんでした。また、長時間の運転ご苦労さ

ん、有難うございました。 
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山行報告（大菩薩嶺） 

日 程：10月 26-27日 

メンバー：松本(CL)、羽鳥(SL)、清水、柳、笹(記） 

お声がけ頂き、上記日程メンバーにて大菩薩嶺（日本百名山です）登山に行

ってきました。コロナ禍で会山行がすべて中止になり、私にとっては 4月の小

町山登山以来６ヶ月ぶりの山行でした。 

実は大したトレーニングもせずに時を過ごしてしまった結果、体重が 3キロ

ほども増えてしまいました。体力的にちょっと不安？があったのですが、怠け

た体に活？を入れるには絶好の機会と思い参加させてもらいました。 

船橋駅 6：53発のあずさ 3号経由にて大月で乗り換え、甲斐大和駅に 9：04

着、ここから登山バスに乗り換えて上日川峠（標高 1587m）まで一気に登りま

す。到着は予定通り 10：31です。 

晴れ渡った青空の下、絶好の登山日和で期待に胸が弾む思いで山行開始です。

事前確認では初心者でも十分楽しむことができる人気の山ということで比較的

安心していたのですが、緩やかな登り道を順調に進み、福ちゃん荘から唐松尾

根を過ぎるころから徐々に傾斜が急になってきました。 

そしてゴツゴツとした石が転がる登山道をしばらく進んだころから、なんだ

か息が上がって苦しい。でもしばらくぶりの登山だからすぐ慣れるはずだと思

って、そのまま同じペースで登って行っ

たのですがやっぱり息が苦しい。これは

まずい、いつもと違う、ということで不

覚にもしばらく休憩をさせてもらう事に

しました。 

そして小一時間？程休んだ後、やっと

体調が落ち着いてきたので最後の登りを

クリア、なんとか雷岩まで到着すること

ができました。 

その後は大菩薩嶺からなんや、かんや、

で大菩薩峠の介山荘にやっとたどり着く

事ができました。同行の皆様にはご心配

をおかけしてしまいました。山行の手助

けをして頂き大変ありがとうございまし

た。 
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絶好の景色も残念ながら十分楽しむことができず、また山小屋では到着後オ

ーナーから胃薬をもらい、しばらく横になって休んでいました。 

その後かすかに聞こえる酒盛りの様子で目を覚ますともう日没の時間です。 

薬が効いたのか気分もだいぶ良くなり、外に出てきれいな夕日を写真に撮るこ

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後夕食を頂き、またビールを飲めるまで体調も回復し、皆さんと楽しい

時間を過ごさせてもらいました。オーナーによると今回の様な症状は高山病？

＋シャリバテ(糖分不足)？＋寝不足？？等が原因で起きるらしいですが、正確

なところはよくわかりません。初めての経験で不覚な一日ではありましたが、

私にとっては大変貴重な体験となりました。 

翌朝の天気は霞がかかって見晴らしはイマイチでしたが、おいしく朝食を頂

き、6時過ぎ頃には全員元気に山荘を出発することができました。 

二日目のコースは介山荘～石丸峠～小金沢山～牛奥ノ雁ヶ腹摺山～大菩薩湖入

り口(バス停）まで、いくつかの峰を乗り越えてから長い下り坂が続く約 6時

間程の行程になります。 

途中からお天気も

回復して尾根伝いの

見晴らしの良いスポ

ットでは富士山、南

アルプスの山々や大

菩薩湖等を眺めなが

ら山行を楽しむこと

ができました。 
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またところどころで綺麗に色づいた紅葉、

黄葉も楽しむことができました。 

そうそう前日の事になりますが数匹の鹿にも

出会いました。 

数が増えているそうで木の幹の皮を食べてし

まい、駆除の対象になってしまっているとの

ことでした。 

さてこのまま順調に下山出来るつもりだっ

たのですが、最後の長い下り道でまたしても

トレーニング不足が露呈してしまい、膝がひ

めいをあげる事となってしまいました。 

その後やっとのことで下山、やまと天目山

温泉の湯舟に浸かった時には、ほんとーに生

き返った様な気持ちになりました。 

今回の登山は私自身のアクシデントのため心に余裕がなくなり、同行の皆様

にはご心配ご迷惑をおかけしてしまった事と思います。 

これに懲りずまた機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。 

教訓～やっぱり日頃のトレーニングは大事ですね～。 

以上 
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大菩薩嶺 ＜男 5人の山行＞ 

令和 2 年 10 月 26 日（月）～27 日（火） 

松本政斉 

 今回の山行は 100％羽鳥さんにお世話になりました。ありがとうございます。

久しぶりの「山」らしい「山」でちょっと疲れました。行きは特急あずさです。

特急で山に行くのは初めてです。静かで速いが前の椅子が高くて外の景色が見

えにくい。自分には合わないと感じた。駅に着いてバスを待つ時間も長く感じた。

自分には普通の電車が合っているみたいだ。バスが大型に変わっていた。上日川

峠には車が多く並んでいた。コロナの影響かな？ 

 唐松尾根からカミナリ岩に行くと、小さい石が敷いてあって歩きやすくなっ

ていた。今日の富士山は機嫌が悪いのか雲が多く姿が見えない。 

 小屋に無事に着いた。ビールで乾杯をして、食前酒はワインを飲んだが、ちょ

っと足りず残念でした。夜はそれぞれの音楽が響いた。 

 27 日朝は霧が出ていて、日の出は見えず残念だった。「又来い」ということだ。

石丸峠は朝の霧でササが濡れていて登山道は滑りやすい。小金沢山に着いた。息

が切れている。会報の表紙写真が撮りたかったが何も見えなくて残念。牛奥ノ雁

ヶ腹摺山でも富士山は見えない。見えるのは黒い雲だ。 

何回か来ているが、ここからのコース

は初めてだ。昔からあったらしい。バス

が上日川峠まで開通したので人気がで

た。かなり荒れていて登山口まではちょ

っと分かりにくい。 

 温泉に入り汗を流してさっぱりして

バスに乗る。駅で特急組と分かれて１人

各駅停車に乗る。柏からは今春から走っ

ている急行に乗車、高柳駅で下車する。

急行は 3 駅しか止まらない。そのひとつ

が高柳駅だ。10 分も早く着いた。 

今回初めて一緒に歩いた、足の長い２人

はストックを上手く使っていた。 

「『ガンバレ』山を楽しんでくれ」と思っ

た。 
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八甲田の紅葉        清水利夫 

 

10/30に八甲田山に登り紅葉を楽しんで来ました。 

まだ紅葉の最盛期には少し早い様ですが、それでも山は綺麗に色付いて 

いました。その中の何枚かを紹介して見たいと思います。 

 

特に綺麗だったのは、やはり仙人岱の紅葉です。 
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長野県「入笠山」 下見 

 

2020年 11月 6日(金曜日) 

参加者：安田・羽鳥・畑中・菅原(記) 

 

 1月会山行予定の入笠山に、下見に行ってきました。 

 季節は秋真っ盛り、ゴンドラからの眺めは右を見ても左を見ても、真正面も八

ヶ岳中腹から敷き詰めた様な黄金一色でした。こんなにも「カラ松」だらけだっ

たのか！！と圧巻でした。ゴンドラ周りではマウンテンバイクの大会が行われ

ていて、ワイルドな走りにも興味津々。あっという間の 10分間でした。 

 ゴンドラ山頂駅は富士見パノラマリゾートスキー場で、更衣室ロッカー・トイ

レと十分です。歩いて 40分くらい先にあるマナスル山荘前にも、冬季でも使用

できるトイレがありました。いよいよ登山口に着きました。冬山登山では標準時

間 40 分ですが 30 分で登頂です。穏やかな登山から急に強風が吹き荒れて別世

界になりました。風をよけて三密にならないよう気をつけてランチタイムを取

りました。 

山頂からの展望は、富士山・

延々と続くアルプスの連なり・八

ヶ岳連峰・奥多摩の山々を３６０

度見ることができました。 

 会山行では往復ゴンドラリフ

トを利用しますが、安田リーダー

が提案してくださって沢入駐車

場に下山することになり、そこで

もまた素晴らしいカラ松の黄葉

の中に立つことができました。 

タクシーで富士見駅に戻りま

した。会山行では鎌観バスで行き

ます。 

 リーダーはじめ皆さんお世話

になりました。 

 



21 

 

天狗山・両崖山 

日 程：11月 14日（土） 

参加者：鈴木(か)、桐生、岡部、伏見、五十嵐（2名） 

五十嵐（朝）記 

足利市駅～コミュニティバス「通 7丁目」で下車。 

常念寺脇から登り始め、アップダウンを繰り返しながら「富士見岩見晴台」

へ。ここからは真正面に雪化粧した富士山、赤城山、浅間山などの展望が素晴

らしい。しばし、展望を楽し

む。 

天狗山まではゴロゴロと岩の

道を登る。ようやく天狗山の頂

上、天狗の面をかたどった木の

標柱が迎えてくれた。 

狭い山頂は数人で蜜になるの

で、一段手前のテーブルでティ

ータイム。 

天狗山から一旦急な岩を下る。

そして登り返すと両崖山の山頂だ。足利城跡で天然記念物の「タブの木」が有

名らしい。 

ここは大勢の人で賑わっていた。早々に下りることにする。 

ここからの下りも、岩場のロープの付いた登山道になっている。ロープにあま

り頼らず、岩場に手を置きながら慎重に下り、少し広い場所でランチを済ませ

織姫神社まで下る。織姫神社には七色の鳥居があり、人・学業・健康など願い

が叶うようそれぞれの鳥居を通り抜けるのだという。今回はパス。 

神社を後に、向かいに見える浅間山に登るため渡良瀬川を渡った。手前の

「女浅間神社」、次に「男浅間神社」を参拝した。向かい側に目をやると森の

中にひときわ美しく「織姫神社」が望める。 

今日は天気に恵まれ、土曜日とあって多くのハイカー楽しんでいた。年配の

男性が「今日で 99回目」と言っていた。近場の人が

多いようだ。 

ブログに「低山とは言えナメてかかったら、とんで

もなかった」とコメントもあった。本当にその通

り、なかなか侮れません。訓練には良い山だと思い

ます。足利市には沢山のハイキングコースがあるの

で、また挑戦したいと思います。 

ヤブコウジ 
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県連交流山行「筑波山」に参加して 

羽鳥健一郎 

日 時：11月 15日(日) 5時 30分発 

参加者：安彦(野田発)、笹、岡部、間瀬、羽鳥（鎌ヶ谷発）、柳、清水(松戸発)

の 7名 

 

 朝 5時前に星を見ながら自転車をこぎ鎌ヶ谷市役所へ。 

暗がりの駐車場には既に笹さんの車が待っていました。程

なく、間瀬さん、岡部さんが到着。集合場所の桜川市真壁の

つくし湖駐車場に向けて 5時 30分に出発。途中、つくば研

究学園のイチョウ並木は素晴らしかったです。ウォーキン

グのコースにもってこいかも。裏筑波山コースは初めて。こ

れまで見てきた筑波山とは一味違う姿が次第に目の前に大きく広がって来て、

改めて形の良い山だと思いました。７時過ぎにはつくし湖に到着。外の気温は 3

度。やがて安彦さん、柳さんと清水さんの車も到着。 

 今年初めての県連行事、「交流山行」です。柏にある「かかりび山の会」が主

催。6 会 24 名の参加の予定でしたが、当日１会 5 名の飛び入りもあり、なんと

29 名の大人数になりました。他会は、かかりび山の会 5 名、千葉こまくさハイ

キングクラブ 4 名、岳人あびこ 3 名、ちば山の会 3 名、松戸山の会 2 名、山の

会らんたん 5名でした。県連のハイキング委員会、理事会のメンバーや、かつて

海外登山でご一緒したメンバーも数名おり、久々の再会もありました。 

 筑波山は万葉の昔から春秋の二回未婚の男女が集まって歌を詠み交わし、配

偶者を決めた山と聞いております。今回は暗いうちから県内各地から老老男女

29 名がリュック姿で参集しました。主催のかがりび山の会のリーダーは大勢の

参加者を前にその声は否が応でも力が入り、朝から湖畔に響き渡りました。 

 歩いたコースは次の通りでした。 

つくし湖駐車場 8：00－薬王院(参拝、気持ちだけお賽銭をあげ鐘を突き、安全

祈願をしました)―林道―つくば高原キャンプ場（大休憩、集合写真撮影）10：

15―女体山（877m、大渋滞につき有志が登頂）―御幸ケ原（2回目の集合写真

撮影、昼食）―紫峰杉（筑波山は夕日に照らされると山肌が紫色に見えること

から愛称が紫峰とのこと）―身立て岩―男体山(871m)―松岩―坊主山 13:30―

(下山途中の紅葉は素晴らしかった)―林道―薬王院―つくし湖駐車場 15:30

～15：50 散会―鎌ヶ谷 19：00(安彦さんは 17：25着、野田は近い！) 

＊約 7時間 30分の行程でした。皆さん頑張りました。お疲れさまでした。 

 お陰様で初めてのコースを堪能しました。すれ違う人も少なく歩きやすいコ

ースでしたね。ここ数年は宝篋山ばかりでした(今年はコロナのためまだ 3回)。
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個人的には山も然ることながら椎
しい

尾山
お さ ん

薬
やく

王院
おういん

が素晴らしかったです。1200 年の

歴史ある名刹でした（表の筑波山神社しか知らなかったです）。出がけに一旦リ

ュックに入れておいた御朱印帳を置いて来たことを悔いました。桜の頃に真壁

の街巡りを兼ねてまた参拝したいと思いました。 
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秋の山行を振り返り  

羽鳥健一郎 

 

(大菩薩嶺～介山荘) 

コロナ禍で介山荘は三組とゆったりとした時が流れる  

大菩薩一升瓶のワイン待つ介山荘は五年ぶりなり 

鹿駆除で泊まりたる人早朝に猟銃持ちて山小屋を出る 

朝露に濡れた熊笹一面に山肌覆う石丸峠 

期待した秀麗富士は雲のなか小金沢山リュックを降ろす 

日本一長いと言われる山の名は奥ノ雁ケ腹摺山よ  

 

 

 

 

（入笠山） 

富士見駅前待つバスは次つぎとリュック姿の客で埋まりぬ 

赤や黄に車窓を染める綾錦目に焼き付けて入笠山へ 

燃える赤この秋一の紅葉よ入笠山のゴンドラ乗り場 

登り行く黄金に光るカラマツの入笠山へ秋は深まる 

八ヶ岳アルプスの峰一望の入笠山は大パノラマよ 
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乗 鞍 岳 

石塚 洋子              

２０２０年９月２７～２８日、畑中さんと蓮見さんで乗鞍岳に行きました。 

天気は無風快晴でとっても嬉しいです。 

朝、新宿からあずさに乗り、休暇村乗鞍高原に寄り道して、紅葉の善五郎の

滝や牛留池を見学しました。 

その後、畳平の白雲荘に行き、その日のうちに宿からすぐの魔王岳を登りま

した。夕霧が出てきて魔王がいるかのような雰囲気でした。 

宿はお風呂も良く食事も美味しかった。コロナ対策のせいか人数制限をして

いるようで、ゆったりしている空間のなか、大部屋予約から当日に個室がと

れました。こんなに空いていて良いのでしょうか？と思いました。 

もうストーブもつけてありましたので館内は暖かい。 

3 人ともアルコールが OK なのでビールや日本酒を楽しみ、売り上げに貢献で

す。宿のイケメンお兄ちゃんとも話が盛り上がりました。 

トイレで起きた夜中の星空見学は私だけ。他の登山客とまばゆい星を眺めま

した。星が降ってくるようにキラキラしていました。こんなにきれいな星空

はめったにみられません。 

翌日は、大黒岳付近で日の出見学。山々がだんだん赤く染まって素敵なモ

ルゲンロートが見られました。贅沢なひと時です。 

その後、朝食を済ませチエックアウトをしました。 

蚕玉岳、最高峰の剣ケ峰 3025ｍ、富士見岳、大黒岳と満足いっぱいの歩きが

できました。剣ケ峰も空いていました。360 度の景色をゆったり眺めることが

できて幸せです。御嶽山、槍ヶ岳、奥穂高岳、前穂高岳、笠ヶ岳などしっか

り見ることができ、お天気がとても良かったので、紅葉がぼんやりしていて

も文句無しです。自分達で大きな山に行かれた事がとても嬉しいです。 

２回目の乗鞍岳でしたが、心に残る山歩きでした。   

乗鞍岳からの景色、後方に御嶽山 

2021 年 1 月号は嶋本さん、2 月号は菊池さんです。前月の 20 日を目安に加藤まで。 

思い出の山 



26 

 

ちょっと一言  

 

（ 前田 悟 ） 

退職以来、１年の半分は故郷の隠岐（島根県）で過ごす日が続いています。 

未だにコロナ感染者がゼロなので、介護とは言え帰省するのには緊張感を感

じます。先日母の介護の合間に、隠岐諸島の有人島４島の中で最も人口の少ない

知夫里島を訪れました。住人６００人ほどの小さな島ですが、毎年人口が増え続

け、保養所のようなモダンな学校、広い園庭のある保育所などから住民を大切に

する行政の姿勢が伺えます。私の曾祖母の生誕地でもあり、標高の高い山はない

ものの、海岸沿いの道はアップダウンが多く侮れません。世界ジオパーク遺産の

赤壁、赤ハゲ山などが有名ですが、歴史的な遺構も多く点在しています。今回は

後醍醐天皇上陸地や文覚上人ゆかりの松養寺、後亀山天皇の曾孫である小倉宮

教尊親王宝篋印塔などを巡りながら風光明媚な海岸線を歩き、少しリラックス

しました。 

                            

 

（ 井上 順 ） 

「秋麗（うらら）」。そんな言葉がぴったりのこの秋。台風が例年に無く少ない

お陰で、紅葉が綺麗だとの便りを耳にしながら、ついに見ず終いで雪の便りを聞

く季節になってしまった。 

事情有って、今シーズンはスキーも控えなければ・・・と内心落込む中、友人

から近所にある硬式テニスクラブの入会を勧められた。三密を避け、運動不足解

消になる。家族も OK。喜び勇んで入会した。 

テニス歴と言えば、20代前半、軟式テニスをかじった

程度。硬式でも多少は打てるだろうとタカをくくってい

たが、いざ打ち合ってみると、ボールの行き先が定まらな

い。「こりゃまいった」。50年以上のブランクが、ボール

を捉える感覚を忘れさせている。「これは一からのスター

トと同じだ」。先々に不安がよぎる。77歳。新たな肉体的・

精神的挑戦が始まった。 

 

 

 

 

 １月号の担当は、山口幸雄さんと清水利夫さんです。 

  （１２月１５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。） 

 



編 集 後 記 

  

コロナで毎月の「山行報告のコメント」が、会報に一覧表の形で掲載されるようにな 

ってから半年以上が過ぎ、仕組みも定着して来ました。 

最近感じる事。コロナ発生以前の口頭での報告に比べ、内容が明らかに充実してきた 

事です。コロナに感謝とは変な言い方ですが、改革とは、思わぬ出来事を機会に突然変 

わるものだと、一人フムフムと頷いています。 

会報部員の間では、「コメント」の投稿によって一般の「山行報告」が減るのではと 

危惧していました。しかし、有り難い事に今の所その気配は有りません。両者の違い 

を理解し、会報発行に積極的に協力して頂いているお陰と感謝しています。                        

(井上順) 

 

先日、「渋谷総司」と「粟野の森」を訪ねる機会があった。幕末に倒幕運動に加わり、 

 にせ官軍と言われ、下諏訪で斬首された渋谷総司について、佐津間自治会館で詳しい資 

 料や説明等で知ることができた。渋谷総司については、以前から関心があったのでより 

理解することができた。また、総司の生家の渋谷家住宅は、本市初の登録有形文化財と 

して「広報かまがや」で紹介された。代々名主を務めた家柄で旧家にふさわしい堂々と 

した家屋敷で素晴らしかった。 

 「粟野の森」では、案内人の小出さんが植物について詳しく説明してくださった。 

森の全ての草・木は人が植えたものは 1本もなく、自然に生えたもので鳥等によって運 

ばれたものだそうだ。今は秋…。草・木が芽吹く春 3月には、ウォーキングで「粟野の 

森」に行く予定なので楽しみだ。（山岡） 
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