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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

６月号は清水利夫さん、7月号は畑中眞澄さんです。 

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            

今年、令和 4 年は寅年。 

寅のお寺として有名な奈良県の信貴山
し ぎ さ ん

朝
ちょう

護
ご

孫子寺
そ ん し じ

に詣でました。参道を登

ると張り子の大寅が迎えてくれます。傍らには「世界一の福寅」と刻まれた石

碑があり、福を願う信者や観光客が訪れていました。本堂の舞台からは、満開

の桜とともに奈良盆地が見渡せ、素晴らしい眺望でした。 ～前田 悟～ 

 

                                                               



1 日 1 水

2 月 2 木

3 火 3 金

4 水 4 土

5 木 5 日

6 金 6 月

7 土 7 火

8 日 8 水

9 月 9 木

10 火 10 金

11 水 11 土

12 木 12 日

13 金 13 月

14 土 14 火

15 日 15 水

16 月 16 木

17 火 17 金

18 水 18 土

19 木 19 日

20 金 20 月

21 土 21 火

22 日 22 水

23 月 23 木

24 火 24 金

25 水 25 土

26 木 26 日

27 金 27 月

28 土 28 火

29 日 29 水

30 月 30 木

31 火

　※2021年11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
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★7/2(土)首都圏自然歩道歩き・・予備日7/3（日）

★7/19（火）～7/20（水）北八ガ岳・天狗岳他

　※労山基金を5月、6月の例会で、また年会費は6月の例会で集金します。

★7/24（日）～7/25（月）甲武信ヶ岳

　　月山

　

　　富山（ウォーキング）雨天中止

6/26編集会議（予定）

第46回総会（10：00～12：00）

  

　　編集会議（10：00～12：00）

　　　運営委員会（19：00～

　　　宝篋山・小町山（雨天中止）

　　　運営委員会(19:00～

千手ケ浜（ウォーキング）雨天中止

　　例会（18：00～20：00）

例会（18：00～20：00）

こどもの日 　　　6/4の予備日

　　山行部会（18：00～20：00）

鳴神山（雨天中止）

憲法記念日

みどりの日　　 　　　高原山

予定表2022年5月・6月
5　月 6　月

　　　山行部会（18：00～20：00）
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例会報告 

4 月例会出席者            4/11（月）             38 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、永木、菊池、羽鳥、井上勝、 

山脇、梅田、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、菅原、井上順、山口幸、清水、 

畑中、金子、笹、岡登、伊藤、岡田、浅野 

 

 

４月例会議事           司会（事務局）高見 

１、３月山行報告 

計 10 件（内 2 泊 2）、延参加者；41 名（男；14、女；27）会山行はコロナ感

染防止のため中止となる。 

 

２、山行案内 

 １）4/12 裏筑波周遊ウォーキング（桐生）15 名参加で実施予定。 

２）5/7 鳴神山（前田え）13 名参加で実施予定。 

 ３）5/14 宝篋山から小町山（鈴木か）：5 月例会で締め切り。  

４）5/24 富山ウォーキング（入江）5 月例会で出席確認。 

５）6/4 高原山（笹）募集回覧中、6/5 予備日の記載もしてください。 

バス代は会からの補助あり。 

６） 6/12 千手ヶ浜ウォーキング（五十嵐あ）バスの時刻変更あれば 5 月号で。 

７） 6/27～28 月山（菅谷）募集回覧中、今年は雪が多いので花には早いかも。

15 名程度の募集。そう危険な場所はない。 

 県連：6/4 登山講習会（羽鳥）古賀志山、基本を学べる機会なので新しく入っ

た人はぜひ参加を。千葉ニュース参照 

＊4 月の山行部会で決まった 7 月の会山行予定…詳しくは 5 月号で。 

7/2(土) 外房ウォーキング、7/19～20(火～水) 天狗岳、 

7/24～25(日～月 )甲武信岳 

 

 

３，各部報告 

１）事務局（四元） 

・2022 年度ロッカーは 13 番 入会希望者例会見学 1 名。 

・総会は 6/26（日）中央公民館 13：00～15：00 の予定。（その後 10：00
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～12：00 に変更） 

２）会報部（梅田） 

・やまびこ 4 月号配信済み。 

  ・45 周年記念誌みちしるべ完成、例会終了時配布。夫婦会員は 1 部で良

いか。OB 会員の希望者にも配布予定。 

３）山行部（菅谷） 

・記念山行、無事終了。 

・5 月の山行部会…期日は後日連絡。8 月会山行検討 関係者参加のこと。 

４）県連（羽鳥）・千葉ニュース 4 月号一読を。 

総会や理事会など Zoom で実施。 

 

４．その他 

・労山基金の集金（金子）5 月・6 月の例会で集金予定。 

・会計（岡部）4 月末がしめ、各部請求してください。 

会長より（安彦） 

・山の日講演会…8/11 参加費 1000 円だが、会員やその友人・知人 

にも県連から 500 円の補助を予定している。多くの参加者を募る。 

・例会日程…7 月以降毎月第 2 日曜日 14：00～16：00 に変更。 

・会報部の編集会議、毎月第４月曜日 10：00～12：00（時間のみ変更） 

・千葉ニュース…表紙写真募集（海外登山の物） 

・45周年記念行事はすべて終了 

・総会議案書は 5/14までに関係者に送信、活動報告・活動方針等 A4 1枚 

MS明朝フォントサイズ 12で統一 5/18 の Zoom 運営委員会で検討  

  ・落石事故報告書…5 月例会で報告・説明の予定。 

 

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  
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運営委員会まとめ （4 月 20 日 Zoom にて） 

 

『会創立 45周年記念事業』無事終了。多くの会員のご協力、ありがとうございまし

た。新たな気持ちで『50周年』に向けて活動を続けていきたいです。（安彦会長） 

 

1）定期総会について 

①6 月 26日（日）13：00-15：00鎌ヶ谷市中央公民館学習室 1で開催予定 

②議案書作成準備     （→その後 10：00～12：00に変更） 

 *5月 18日（水）19：00-21：00に Zoomで開催する運営委員会で検討。 

  *議案書用原稿を、5月 14日（土）21：00までに、運営委員会メンバー全員に

メール配信するように。 

③議案書は、遅くとも 6月 21日（火）までにホームページにアップするように準備

を進める。*非メール環境会員に対しての対応を検討する。 

④役員改選 

*各部門で話し合いを進めていくが、時間的制約もあり非常に難しい状況。会員

のご協力をお願いする。 

⑤事務局・山行部・会報部への配属 

  *会員は、上記 3つの部門のどれかに配属する。入会 1年未満の会員は、原則、

どの部署にも配属は見送る。但し本人が希望する場合は、その限りではない。 

 *各部門の人数に偏りがないように調整する。 

2）例会日程変更について 

毎月第 2日曜日 14：00-16：00学習室 1 に開催（7月例会より実施） 

5/9（月）と 6/13（月）は、従来通り、集会室で 18：00-20：00に開催 

（5月と 6月については、他団体がすでに予約済みのため。） 

3）会員の動向について…入会・退会希望者あり 

4）田中陽希講演会について 

『房総の山復興プロジェクト（千葉県内 3山岳団体）』主催で、 

8 月 11日（木・山の日）13：00-17：00、千葉市民会館にて開催。23日（土）時

点で、参加希望者は『24名』。ご家族や知り合いの方にも声かけを。 

5）西丹沢モロクボ沢落石事故報告書について 

山行部役員（菅谷さん、江崎さん）と同行者（赤塚さん、蓮見さん、畑中さん） 

そして井上順之さんが、事故現場検証や打ち合わせを繰り返し、菅谷さんから 

4月初めに報告書がメールで提出された。報告書を全会員にメール配信し、5月例

会時に補足説明する。※4/18（月）に配信済みの報告書参照 

6）経費精算について 

4月末で 2021年度が終了。年度をまたがないように至急行うこと。 



　　　　　　 2022年3月 山行実績 ＆ コメント

月件 山　　名
ジャ
ンル

月日
山行    
区分

人数 参 加 者

1 大多喜町を歩く (下見） ウ 3/4 個 4 羽鳥、山岡、三橋、清水

　街歩き、県民の森、大多喜城址を巡りました。いすみ鉄道から車窓の景色も良かっ
たです。いすみ鉄道と小湊鉄道を乗り継ぐ「房総横断キップ」があることを知りました。
一日1,730円(途中下車可）来年こそは・・・。　（羽鳥）

2 飯盛山　（めしもりやま） 雪 3/8 個 4 安田、桐生、伏見、江崎

　本誌　4月号　参照　（伏見）

3 会津たかつえスキー 雪
3/8
～10

個 6
五十嵐朝、五十嵐幸、岡部、菊池、　　　　　　　　　　　　　　　　

羽鳥、清水

　本誌　4月号　参照　（羽鳥）

4
ハンターマウンテン                    

スキー場
雪 3/10 個 1 菅谷

　コース　「流山おおたかの森 ― ハンターマウンテン塩原 ― 流山おおたかの森」    　　　　　　　　　　
朝発日帰りのバスツアーでスキーに行きました。スキー場は日塩もみじラインの途中、
高原山の北西斜面にあるので長く雪が残ります。時期的にも人が少ないのではと思っ
ていたが、日帰りのバスツアーで来ている高校生などが来ていた。気持ち良く晴れて
、雪もたくさん残っていたが、凍ってガリガリしたところが多く、残念だった。　（菅谷）　

5 オグナほたかスキー 雪
3/19
～21 個 4 羽鳥、清水、安田、江崎

　今シーズン最後のスキーでした。皇海山、日光白根山、上州武尊山を眺めながらの
春スキーと「みやま旅館」の料理、花咲温泉を楽しみました。　（羽鳥）

6 坂戸山（さかどやま） 雪 3/25 個 4 桐生、伏見、五十嵐朝、菊池

本誌　4月号　参照　（桐生）

7
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）下見 
ハ 3/25 個 3 間瀬、江崎、嶋本

　本誌　4月号　参照 （江崎）
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月件 山　　名
ジャ
ンル

月日
山行    
区分

人数 参 加 者

8 宝篋山（ほうきょうさん） ハ 3/26 個 4 羽鳥、清水、岡田、伊藤

　本誌　　P12,13　参照　（伊藤・岡田）

9
熊の山（くまのやま）・

盛金富士（もりがねふじ）
ハ 3/30 個 7

安田、江崎、嶋本、山口洋、山口幸、
畑中、岡田

　この２つの山は、ＪＲ下小川駅から登れます。車でも下小川駅に広い駐車場があり、
便利です。イワウチワの群落は、盛金富士の北西斜面にありました。２時間程で下山
したので、久慈川の反対側の熊の山も往復しました。サクラは蕾、イワウチワは見ごろ
でした。（山口洋）                                                

　本誌　P14　参照　（岡田）

10 宝篋山（ほうきょうさん） ハ 3/30 個 4 加藤、間瀬、井上勝、山脇

　記念山行の足慣らしに宝篋山へ行ってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コロナ禍で２，３月の山は中止、昨年の忘年山行 以来の人もいて、歩きやすい山口１
コースを登りました。平沢官衛遺跡入口バス停で降り、北条大池の満開の桜に思わず
、「うわー、きれい！」と大歓声。それから登山口を探すのに少し右往左往しましたが、
登山口からは適度な斜度の歩きやすい山道でコースタイムの通り山頂へ到着。曇っ
ていたので山頂からの景色は今一つでしたが、こぶしの森を抜けて、極楽寺コースを
下りました。こぶしの花も満開で、素敵な写真が撮れました。　（間瀬）

古…古道　ハ…ハイキング　ウ…ウオーキング　沢…沢登り   岩…岩登り　　 雪…雪山、スキー

6

山古志村の棚田
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山 行 案 内                      

5月の山行予定 

 ✽鳴神山（群馬県桐生市））980ｍ   ゆるい山（体 ☆） 

鳴神山固有の「カッコウソウ」の鑑賞と新緑の山道をのんびり歩きます。       

日 時： 5月 7日（土）雨天中止 

担 当：(CL)前田延、(SL)加藤・蓮見 

✽宝篋山と小町山  きつい山 （体 ☆☆） 

低山であるが見どころが多い。夏山に備えての長時間歩行訓練。 

日 時：5月 14日（土） 雨天中止 

担 当：（CL）鈴木か、（SL）間瀬・江崎 

※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のですが、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。 

（下見をした間瀬さんからのメッセージです） 

✽富山(349.5ｍ)ウォーキング  

日 時：5月 24日(火) 雨天中止 

 ジパング利用可：船橋⇔館山で乗車券購入 600円強安い 

担 当： (CL)入江、(SL)高見 

６月の山行予定 

✽高 原 山 ややゆるい山(全会員対象）（体 ☆☆）  

山の駅高原（標高 1046m）を起点に広葉樹林帯を行く。全行程約 4時間半の周回コース--大間々

のレンゲツツジの群生が見ごろ。初級者向けハイキングコース（標高差約 550m） 

日 時： 2022年 6月 4日（土）（雨天時の予備日/6月 5日） 

交 通：  

（往 路）：鎌ヶ谷観光バス(出発 10分前までにお集まりください） 

 鎌ケ谷市役所(出発 5:30)-三郷南 IC--上河内 SA(7:30-45/休憩）-矢板 IC--山の駅高原

(8:50-9:05/トイレ休憩）-大間々駐車場（9：20） 

（復 路）：鎌ヶ谷観光バス 

  山の駅高原(14:15)-矢板 IC-蓮田 SA(16:25-16:40/休憩)-三郷南 IC-鎌ケ谷 市役所

(18:00) 

コース：約 4時間 30分（休憩含む）の行程(班分け班別での行動とします） 

大間々駐車場（9:30）-≪見晴らしコース≫-八海山神社（10:30）-昼食休憩(30分)-剣が
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峰(11:20)--大入道(12:20-小間々(13:20)-山の駅高原（13:45） 

エスケープルート： なし 

概算費用：(参加 20名の場合/定員数に補助席含まず） 

大型バス利用(定員 45名） 総額 188,800円(昨年は 175,600円でしたが,この4月より

値上げとなる予定です）よって一人あたり料金は 9,440円になります。 

＊密対策として 2席を 1名で利用の場合、参加者の定員は MAX22名までとなります。が参加希望

者が多い場合は補助席使用や、2席 2名での利用をお願いするかもしれません。 

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 ☆☆） 

クリンソウとミニクルーズ 

日 程： 6月 12日（日）、   雨天中止 

集 合：東武鎌ヶ谷駅 5：23発、新鎌ヶ谷 5：26発、柏 5：51発に乗って下さい。 

解 散：日光駅 

（往 路）：鎌ヶ谷 5：23－新鎌ヶ谷 5：26（大宮行）―柏 5：41（乗り換無し）―5：51―春日部   

6：34_6：43－南栗橋 7：01_ 7：03―東武日光 8：17  

バス：東武日光駅 8：45＝＝9：46竜頭の滝  

（復 路）：バス：竜頭の滝 15：06＝＝東武日光駅 16：01着 

     東武日光 16：21（リバティけごん 44号）―春日部 17：41 _17：49（柏行）―柏 18:33 _18：

46(船橋行)―新鎌ヶ谷 19：0５―鎌ヶ谷 19：07 

コース：竜頭の滝…0.50赤岩…0.35熊窪 0.15千手ケ浜…0.30千手ケ原…0.30千手ケ浜（途中昼

食）千手ケ浜乗船場：14：25―― 14：40菖蒲ケ浜乗船場…0.15竜頭の滝  

※中禅寺湖畔を歩き、クリンソウ鑑賞とミニクルーズ（15分程度）。 

【歩 程】：3時間 30分程度 

※ アドバイス（装備等）：梅雨の時期なので、雨具持参  

エスケープルート： なし 

交通費概算： 約7500円 

 ・交通費詳細：1383×2+特急券 1250＝4016 円 バス 1450×2＝2900円 船 400円 

昼食：1食  入浴：無し 

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★） 

 湯殿山、羽黒山とともに出羽三山のひとつに数えられ、山頂には月山神社が鎮座し、多くの修

験者や参拝者が訪れる。まだ残雪があるが、雪が解け始めたところにはたくさんの花が咲いてい

る。花を楽しみながら、山岳信仰の尾根を歩く。 

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

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%AE%BF%E5%B1%B1_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E9%BB%92%E5%B1%B1_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%BE%BD%E4%B8%89%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0
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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） 

（往路）： 東京(8：00)―やまびこ 181号―山形（11：04_12：46）つばさ 185号―さくらんぼ東

根(13:03)―月山ライナー（13：35）―姥沢(14:55)…周辺散策…宿着   

※ 山形駅周辺で昼食の予定 

（復路）： 姥沢(16:15)―月山ライナー―さくらんぼ東根(17:35-18:02)―山形（18：35-1902） 

つばさ 190号―東京(21:48) 

    コース：姥沢(8:00)…リフトトップ(9:00)…姥が岳(9:30)…牛首(10:30)…月山

(11:30-12:15)…姥が岳(14:00)…リフト下(14:45)…姥沢(15:00) 

歩 程：累計標高差又は標高差 ・登り（500ｍ、2.5時間）、下り（500ｍ、2.0時間） 

山の特徴（危険）： 残雪がある。樹林帯を超えているので、天候が乱れれば吹かれる状態になる。 

装備等：雪が残る標高なので、長袖、フリース、ストック、軽アイゼンあれば安心。 

エスケープルート：往路を戻る  

交通費概算： 30,900円 （大人の休日パス使用の場合…21,270円） 

交通費詳細：山形新幹線往復 24,900円（大人の休日俱楽部パス 15,270円）、 

+月山ライナー（タクシー代） 3,000円×2 

宿泊費 1泊 2食+往復リフト代込みで 11,880円（人数により、変更有）  

姥沢・月山リゾートイン   0237-75-2316     

＊ 往復新幹線切符・大人の休日俱楽部パスは各自購入してください。…発売日 5/23～ 

残りの代金（月山ライナー代・宿泊費）を会費として集金します。 

＊キャンセルの場合、キャンセル料がかかります。（3日前 30％から発生） 

その他： 昼食：２食＋行動食   装備：防寒具・ストック・軽アイゼン 

     下見なし。下山後姥沢で入浴可 

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） 

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            
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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 

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  

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 

 

4月 12日の裏筑波ウォーキングは春の花が見ごろでした。 

   ニリンソウ           カタクリ           キクザキイチゲ 
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宝 篋 山 

日 程：3/26(土) 

参加者：羽鳥、清水、岡田、伊藤(記) 

 

宝篋山へ行って来ました。私にとっては大福山に続き 2度目の挑戦です。 

予報では夕方からの雨が家を出たら既に降っていて、果たして決行になるのか

不安に思いながら筑波迄行きました。 

羽鳥さんの顔も分からずバス停で待っていたらスマホが鳴り対面出来ました。 

バスに揺られ「あそこが頂上だよ」と教えてもらい(461m、何だ大したことな

いじゃん)と思いつつ麓の休憩所で 4人で合流となりました。 

しばらくは良かったのですが途中岩場になり、渓流沿いの登りが続き少し苦

しかったです。コブシの花にはまだ少し早かったみたいで去年より今年は寒か

ったのかもしれません。そして頂上に着いたのですが、あいにくの天候で景色

がパッとしませんでした。少し下りた所で昼食を食べていたら雲が暗くなり、

ポツポツ降ってきたので慌てて片付け、又下り始めました。下りの岩場が濡れ

て滑りやすく、変な所に力が入って肩こりした感じでした。 

羽鳥さんから借りたズボンを泥だらけにしてしまいながらも、無事下山出来

ました。靴もズボンも汚れているのは私だけでした。 

下から見たら何て事ない頂上なのに途中こんな風になっているとは··· 

実際登ってみないと分からないものだと痛感しました。 

普段自分なりにストレッチとかウォーキングをしていて、少しは筋肉体力あ

るかと過信していましたが全然でした。先ずはウォーキングコースから始めた

いと思いますので皆さま誘って下さいね。 

最後になりましたが、羽鳥さん、清水さん、岡田さん、初心者の私のペースに合

わせていただきご迷惑をお掛けしました。 
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はじめての宝篋山 

岡田 友子 

 

3 月 26 日(土)土曜日に羽鳥さん、清水さん、伊藤さんと私の 4 人で宝篋山へ

行ってきました。清水さんから「宝篋山に行く？」とお尋していただき、場所も

何もわからなかったのですが日にちだけ空いていたので即「行きます！」とお返

事しました。お返事したのも束の間、どこだろー？、ほう？？？ざん？？、山の

名前もよく聞き取れなかったまま、体力は大丈夫か遠くないのか等半分不安は

ありましたが、すごく楽しみにしていました。 

ヤッター！！！山に行けるーーーー！！！ 

どうやら筑波山の近くらしい。筑波山は行ったことあるけどどこだ？ 

宝篋山の筺ってはじめて見る字だ、へー！、ほー！、と（笑） 

当日の朝を迎えていざ車に乗って走り出したら雨がポツポツ、、、！途中からザ

ーーッと土砂降りに。あらー、これは中止かな、とリーダーの羽鳥さんに連絡、

大丈夫天気予報は OKだ、とお返事をいただき、到着の時にはすっかり止んでい

ました。すげー！さすが！と。 

集合場所に全員集合。さぁ登るよー！ 

里山から眺める宝篋山は遥か遠くになりそうな山を歩きはじめました。 

小川や小さな滝や木々の素敵な視界の中、心地よいハイキングでした。 

ちょうどコブシが満開の時期で、去年は大木に真っ白な花が満開で素晴らしか

ったということで見に行きましたが、今年はほぼ枝しかなくて咲いてるのはか

ろうじて 1 割。その年によって咲く時期のズレがあるのも自然相手のことでそ

んな比較も楽しかったです。 

自然に囲まれて歩くハイキングは気持ちよく心地よいものです、とあらため

て思った山行でした。羽鳥さん、清水さん、伊藤さんとおしゃべりをしながらと

ても楽しい時間を過ごさせていただきました。 

近いしここなら来られる♫と思いました。ホームグラウンドな山だというくらい

通えたらいいなと思いました。あ、まだあれから宝篋山 1 回も行ってませんが

（笑）通いたいです。ご一緒していただきました羽鳥さん、清水さん、伊藤さん、

ありがとうございました。 
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イワウチワを見に行ってきました 

                              岡田 友子 

 3月 30日水曜日に山口さんご夫妻、畑中さん、安田さん、江崎さん、嶋本さ

んと桧沢口〜熊野山へイワウチワを見に行ってきました。 

イワウチワ？？チワワ？イワ？何？ 

あー、なんだかわからないけど行きたいし嬉しい！！！と、またまたトンチン

カンな発想で迎えた山行。 

 山口さんのお車に乗せていただき行くという、私にとっては初めての試み

で、山口ご夫妻、畑中さんのお顔とお名前がまだ一致しないまま“初めまし

て”のドキドキからはじまった山行でした。 

途中パーキングで安田さん車と合流でまたまた

“初めまして”とお顔合わせでした。向かう途

中に何度か行ったことのある袋田の滝を過ぎて

まもなく桧沢口に到着しました。 

 歩きはじめて小一時間ほどでイワウチワがチ

ラホラと。まぁかわいい！ 

歩き進めて行くとイワウチワの群生が！  

小さなかわいいお花が人知れずたくさん咲いて

いました。なんか健気だなぁ。 

春の妖精達が微笑んでいました。これがイワウチワなのね。 

 まぁびっくりしたのがお姉様方のワイルドなかっこよさでした。おトイレに

行きたいなぁと思ったのは私だけではなかったようで、おトイレですが。 

なんでもない途中でえ？ここで？と。なんと野ション！（野外おしっこ） 

ザッと下ろしてザッと履く！たくましーーーー！！！ 

普段はお上品なご婦人のギャップがたまらなかったです。 

もれなく私も初野ションとなりました。忘れられない山行になりました。 

 帰りは温泉に入ってさっぱりし

て帰りましたが、これまたお姉様

方の脱ぎ着や入浴の早いこと早い

こと（笑）かっこよかったです。

車内も山行での皆さんとのおしゃ

べりも楽しい 1日でした。ありが

とうございました。 
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国上山・弥彦山・多宝山へ花を愛でに 

 

参加者：桐生、伏見、小林、菊池、山口洋、五十嵐（幸）、五十嵐朝（記） 

 

2022年 4月 1日（金）～2日（土） 

4/1（金） 

上野駅 7：54－10：32弥彦駅 ジャンボタクシーで、国上ビジターセンター

で下車、「国上神社」で山行の無事を祈願し登山道へ入る。 

登り始めて早くもカタクリのお出迎え、白く可憐な「オーレン」も群生してい

て、枯れ葉の足元が賑やかになってきた。途中の展望台で早めのランチです。

穏やかな日本海と、うっすらと佐渡が見えます。女性グループと一緒にガイド

だという男性が、「この辺りでは剣ヶ峰のカタクリが一番ですよ！」と教えて

くれた。 

今日、歩くコース上なので心が弾みます。国上山を一旦下り剣ヶ峰へと登り

返すのですが、シュンランの群生も「こんなの初めて！」微妙な花の色で楽し

ませてくれる。剣ヶ峰に登

るにつれカタクリのオンパ

レードです。山頂から斜面

一面ピンク色に埋めつくさ

れて歓声やカメラの手が止

まりません！ 

花も、暖かくて風がないの

で花弁が全開、上を向いて

気分よさそうです。 

剣ヶ峰を下り、雨乞山か

ら野登見平（弥彦山への分

岐）に着くとすでに 4時

30分になっていた。裏参道登山口への下りに沢山あったミスミソウ（雪割草）

をもう一度見たいと、このコースを選んだのだがミスミソウはほんの少し咲い

ていただけで大きな株も見当たらない。みな盗掘されてしまったのだろうか？ 

宿の送迎車で今日の宿「海鮮かわい」へ、温泉です。夕食膳は紅ズワイガニ

一杯付の満足御膳でした。 

宿の人の話では、宿を建てる前はこの辺りはミスミソウの群生地で 1000株ほ

どを弥彦山に登る「田ノ浦コース」に移植したのだが、翌年ほとんど盗掘でな

くなったと聞いた。とても残念な話だ。 
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4/2（土） 

朝食は半バイキング形式の海の幸揃い、しっかり食べます。 

送迎車で岩室温泉の岩室神社前で降り神社に参拝してから、9：30登山開始。

松ヶ岳城址までの登りではショウジョウバカマの群生に朝からハイテンション

です。多宝山の岩室神社ルートを歩きます。多宝山は頂上が見えているのにな

かなか着きません。11：30ようやく山頂です！ 

土曜日とあって次から次へとハイカーが登ってきます。 

展望がよく、地元らしい人に新潟や群馬の山々、飯豊山の説明をしていただき

ました。暖かな日差しの中で 30分ほどのランチをして、目の前に見えている

弥彦山を目指します。お目当てのミスミソウがちらほらと現れました。 

今日の花はピンク、紫、青と、色とりどりで目を楽しませてくれます。 

ロープーウェー乗り場から弥彦の山頂まで階段が続き疲れた足に応えます。

山頂からは佐渡の金北山や昨日歩いた山並みを見下ろし「見納めだね！」 

展望を楽しみ、下山はロープーウェーで降りました。 

弥彦神社に無事下山のお礼をして、

弥彦駅まで歩き帰路に着きました。 

新潟のカタクリの山は色々あります

が、ミスミソウは限られた山でしか

見られない。弥彦連山は日本海の

「海の幸」「温泉」「花」と三拍子、

楽しめます。 

今回の宿もお勧めの宿の一つになり

ました。コロナ禍で個室の夕食はあ

りがたかったです。 

 

 

 

ミスミソウ 
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裏 つ く ば 

岡田 友子 

4月 6日水曜日に裏つくばの下見に混ぜていただき行ってきました。 

4月 12日の会山行は仕事で行かれず残念に思っていたので嬉しかったです。 

筑波山へは何度か行ったことがありましたが裏つくばは未知の世界です。山頂

からキャンプ場へのルートは登山途中の標識などの矢印で見たことありました

が、よくわからないし謎のままでした。「裏つくばいいよ」と聞いたことがあり

行ってみたかったので楽しみでした。 

つつじヶ丘駐車場からスタートして脇道を

入り、途中川を渡って高度を上げました。 

カタクリの時期にはちょっと早かったようで

したが、かわいいカタクリに会えました。 

裏つくばは筑波山とはまた違った魅力のルー

トでした。川があれば橋もないのに渡るという

発想がなかったのですが、躊躇なくジャブジャ

ブ入るお姿におどろいたのとかっこよかった

です。ご一緒いただきました皆さんありがとう

ございました。 
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京都トレイル＜京北コース＞ 

2022年 4月 15日（金）～17日（日） 

参加者：伏見、小林、菊池、五十嵐朝、五十嵐幸、鈴木か、桐生（記） 

 

2018年 11月に東山コースをスタートして、北山東部、北山西部、西山コー

スと京都一周トレイルを終わり、最後に京北コースを計画中にコロナウイルス

でストップしていましたが、春の陽気に誘われて歩いてきました。 

宿のお母さんが山好きでコースにも詳しいので、助言をいただきコースの出

発点とお迎えの場所を 3日間相談に乗ってもらいました。 

 京北地域は、全域が丹波高原に含まれ 9割以上が森林地帯でした。どこを歩

いても北山杉の作業道が四方八方にあ

ります。トレイルの標識を見落とした

ら、どこも同じ杉林の中なので方角が

解らなくなります。全員で確認をしな

がら進みました。それでも、一日目は

実線と点線の読みと感ナビが働かなく

て、失敗しました。 

宿のお母さん一日目のお勧めは、城

山（周山城址）です。前知識がなかっ

たので、「へえー。ここが明智光秀築城の‥‥」と、ちょっとお勉強しました。 

二日目のお勧めは、やっぱり春日神社の百年桜と常照皇寺の九重桜です。 

雨の中春日神社まで送ってもらい、小雨になるまで桜鑑賞していましたが、寒

かった。やっとお日さまがでたのは、お昼ごろです。 

三日目は、宿から歩き始めてバス停のある周山までの道のりです。宿での情

報で、『京都の山中に突然現れる謎の石窟寺

院』『滝又谷』というのがあります。山奥にい

くつもの石仏が存在するというのです。それら

は『滝又の石佛』と言われているそうです。 

地元のお金持ちが私有地に造ったそうですが、

なんだか新しくてありがたいと思えず全部は回

りませんでした。その先にある滝又の滝は、想

像以上に水量もあり眺めが良かったです。滝の

周辺にキバナシャクナゲの大木がいっぱいあり

歓声をあげました。 

どこを歩いても、ミツバツツジが満開でした

が、キバナシャクナゲは滝又の滝周辺以外では

見ることはありませんでした。 
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最後の日は、朝からピカピカの晴天で、宿で作ってもらったお弁当を持って、

8 時前に出発。トレイルの標識にも慣れて順調に歩き、バス停に着いたら、「あ

ら、5 分後にバスに乗れるね」と道の駅に立ち寄る予定を変更し、14：10 には

バスの乗客になり、20 時に帰宅できました。 

三日間共に 25,000 歩超えを歩けて、仲間に脚に感謝です。 

 

【ペンション愛宕道】の紹介 

 

バス停、細野口から案内看板があり、ゆっくり歩いて 10 分弱。北山杉に囲ま

れたポツンと一軒家です。テニスコートも 2 面あり静かなお宿です。 

材木店だったとかで、贅沢に北山杉を使った家で 40 年位前の建物でした。 

 

食事は、おしゃれな和食でちょっとイタリアン？フレンチ？ 

朝食には、厚切りトーストに豪華なサラダ盛りと味噌汁です。料理は二人の娘

さんですが、裏方に徹していました。 

話し相手と、山への送迎はお母さんです。東葛の女性が束になっても、太刀打

ちできない話術でした。 

京北コースの事は、詳しくて送迎も含めてお母さんがいなかったら無理だった

でしょう。 
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京都トレイル・京北コースの見どころ紹介 

    鈴木 かつ子 

 

  

 

春日神社の百年桜 

一本の木に八重と一重の花が一緒

に咲いている。樹齢は 80年ほど。 

 

 

常照皇寺 

お目当ての「九重桜」は葉桜にな

っていた。九重桜とは八重桜より

花びらの枚数が多いことから。 

写真は「左近の桜」の散り桜。 

 

  

滝又の石佛 

お金持ちが税金対策として造っ

た。凱旋門のような山門をくぐる

と帝釈天、文殊菩薩など 42体の石

佛が並んでいる。写真は帝釈天。 

 

 

 

 

滝又の滝 

周辺にはキバナシャクナゲがたく

さん咲いていた。 

一見の価値あり。 
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奥久慈男体山 

メンバー  羽鳥、四元、菅原、清水記 

 

4/24（日）に奥久慈男体山に行ってきました。メンバーは 4人で当初の計画

は奥多摩の川苔山でしたが土砂崩れなどで、川乗林道が７月まで通行止めとな

った為、計画変更で奥久慈男体山になりました。天気は曇りでしたが前日と比

べ気温も下がり登山日和の一日でした。5年ほど前に一度登ったことがありま

したが、その時には上級者コースという鎖場の多いコースを行きました。 

今回は一般コースを歩きました。西金駅から 40分程歩くと湯沢の集落を過ぎ

大円地の登山道入り口に出ます。途中、新緑やつつじ等の春らしい草花を見な

がら山頂を目指します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気温はそれ程高くないのですが湿度が高く汗が吹き出します。山頂の男体山

には少し遅めで 3時間 15分程で到着しました。食事の時間もそこそこにすぐ

に下山開始です。帰りの電車が上小川駅 14：04発で乗り遅れると 16:00過ぎ

迄電車がありません。途中休みなく歩き続け下山口を過ぎて一般道を歩きます

が、駅までは遠く時間だけが過ぎていきます。最後は『時計をにらみながら駆

け足で滑り込みセーフ』で電車に乗る事ができました。電車に乗ると体中から

汗が吹き出しました。帰りは水戸を過ぎたころには車窓から見える景色は雨降

りの景色になっていました。時間と睨めっこの下山も久しぶりでしたが夏に向

けての鍛錬には最適でした。楽しい一日を過ごせました。 
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京都 山～桜～お寺～トレイルを振り返って十首 

羽鳥健一郎 

【日 時】4/2～4/5 【泊り】宇多野ユースホステル 

【参加者】岡部、嶋本、菅原、四元、羽鳥 

 

桜咲く世界遺産の醍醐寺の参道登りて醍醐山へ 

醍醐山あの秀吉の花見跡静まりかえる山中にあり 

凛とした空気流れる嵐山竹林の径
みち

静寂の朝 

初めてのトロッコ電車より仰ぐ山陰本線の高架橋 

大河内山荘より仰ぎ見るは大文字山から比叡山 

嵐山人混み離れ山中に仏旗はためく千光寺あり 

角倉了以
すみのくらりょうい

の寄進し千光寺観音堂より彼方に比叡山
ひ え い

 

広隆寺微笑含みて穏やかな弥勒菩薩像を崇め佇む 

魅せられて美山の里に移り住み好きな絵を描く八十路の人は 

宇多野よりバスを乗り継ぎ京北の春まだ浅きトレイルを行く 
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思い出の山                         

 

私のスキーは妙高高原から       畑中 眞澄 

 

当初は「わたしの好きな尾瀬」と寄稿しようと考えていましたが、4月号の梅

田さんの寄稿で若い頃の苦い思い出がうかんできてしまいました。 

私を可愛がってくれた叔父の奥様（義理の叔母）の実家が妙高高原で貸しスキ

ー屋（レンタルショップとは呼びませんでした）を営んでおり中学 2 年の冬休

みに、はじめて連れて行ってもらいました。 

母や叔父たちは山形の田舎で竹のスキーで通学していたそうです。 

叔母は雪国が嫌いで東京に上京したそうでスキーも好きでないとのこと。 

私は初めて見る雪山や雪の感触、スキーを近くの公園の山で教えてもらい大興

奮でした。 

お正月でご馳走も並び、親戚のお姉さんたちとも仲良くなりスキーが大好き

に！翌年も連れて行ってもらいました。 

高校に入学しワンゲルに入部し、初めての夏合宿が尾瀬、春休みのスキー教室

は毎年美ヶ原高原でした。当時は T バーが一本、ほとんど登り滑りの講習でし

たが元気いっぱい！初めて食べるジンギスカンも恐る恐る。 

2年生時の参加の検定試験で 3級合格（冬休みは妙高） 

3年生時は、参加資格がないので友達 8人位と今で言う卒業旅行？電車とバスで

美ヶ原高原へ。バス停の民家のこたつで山本小屋の送迎車を待つという企画、 

コーチは、小屋専属の専修大学のスキー部の方だったと？ 

高校のスキー好きの先生が他の高校の先生 3 人でクラブを作っていて、誘わ

れて初参加は湯の丸高原スキー場。自力で登り滑る、滑りはともかく「登りの〇

〇」と言われるくらい必死に登って滑った。 

夜、先生たちは 20歳以上の者たちと飲んでいる。一緒に習った２歳年上の男

性が、夜空の星がキレイだからと誘ってくれて何人かで外に出た。満天の星

空！！素晴らしいのはわかるけど何座、何座と説明してくれたのに授業でも苦

手だったのでさっぱりわからない（泣）。辛く感じる時間。次の日の講習は気持

ちが入らず。 

翌年は木島平スキー場、 あ！彼も来ているドキドキ。私もお酒を飲める歳

になりコンパに参加、民宿のホールにはピアノがあり自由に弾ける。       

彼に『〇〇ちゃん連弾しよう❣』ピアノなんて習ったことないのに弾けるわけ
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ないじゃん（大泣き）心の中はズタズタでした。 

春、就職が決まった彼は、初給料で友達を誘い新宿のコンパに連れて行ってく

れました。都立高校の数学の教師になったのでスキーにどのくらい行けるかな

とのこと。私もそのクラブに足が遠のきました。 

ワンゲルでも面倒見の良い先生方や先輩、友達、後輩に恵まれて幸せな高校生活

でした。ただし勉強不足が最大の汚点ですが（泣き笑い） 

その後のスキーライフもありますがまたにします。 

きっかけを作ってくれた叔父、叔母も 80歳を超え呑兵衛で元気です、一緒に遠

慮なく飲めるくらいのコロナの状況になりたいものです。 

 

 

 

 

６月号は金子さん、７月号は笹さんです。前月の２０日を目安に加藤までおねがいします。 
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ちょっと一言 

                             三橋 和子 

 70才で東葛山の会に入会、いつのまにか 15年がたった。 

気管支の弱い私は、3年位前から咳が出て喘息と診断される。 

朝晩咳がひどくなり、息が苦しく酸素の数値が低下して昨年一週間入院した。 

数値は正常になって退院したが、咳は止まらない。 

山を登っている途中で咳込んだら迷惑をかけるので、もう登山は無理と 12月

末で退会を考えた。年度の計画を立てる前に云わなければと、Ｙさんに相談する。

そうしているうちに小町山の当番があり、下見に誘われて大多喜町や宝篋山を

歩いた。土や草や木の中を歩いて、自然を身近に感じると、足は軽々と先へ進む。

山の空気が良いのか歩いているうちは咳は出なかった。 

Ｙさんに「辞めないで」と引きとめられる。 

先日、創立４５周年記念山行と、裏筑波を皆と一緒に登った。       

花を見ながら、おしゃべりしながら・・・こんなに楽しい気分で山を登れるこ

とに感謝し、退会はまだ考えず、山に登りたいという気持で、もう少し行ける

ところまで行こうという気になった。 

 

嶋本 道子 

2021年の秋に京都の紅葉を見に行きました。 

その時、高山寺から東海自然歩道、嵐山まで保津川沿いを歩き、山の斜面の中

腹に立つ色鮮やかな仏旗はためくお寺が気になっていました。 

今回桜の時期に京都を再び訪れる機会に恵まれ、予約なしでは中々乗れない

トロッコ電車に運よく乗ることができ、嵐山、亀山間を往復しました。 

 その際電車から又、山の斜面の中腹に前回気になっていたお寺を発見、訪ねて

みました。 

そのお寺は大悲閣(千光寺)といい、人の多い嵐山ですが山の中腹にあるせい

か観光客も少なく、遠くに比叡山、大文字山を望める事ができ、お薦めです。 

 

大悲閣(千光寺) 

大悲閣は禅宗寺院で、保津川の右岸を渡月橋から溯って約１㎞の嵐山温泉から、

さらにつづら折りの石段を登りつめた山の中腹にあります。角倉了以が河川開

鑿工事に協力した人々の菩提を弔うため、嵯峨中院にあった千光寺の名称を移

して創建したものです。 

 嵐山公園にある了以の像は、法衣姿で石割斧を持ち片膝立てて太綱の上に座 

し、今も川の安全を見守っています。         （パンフレットより） 

 

６月号の担当は菊池光子様、猪狩晃一様です。 

（５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


編 集 後 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

奈良の古道歩きが退職後の楽しみとなり 10 数年。コロナで行けない年もありましたが、今

年はコロナ感染のまん延防止重点措置が解除となったので、吉野の桜を見に出かけました。 

下千本・中千本辺りは見頃で混雑していましたが、奥千本は残念ながらまだ蕾の状態で人影

もまばら。それでも義経の隠れ塔や西行庵など、歴史を感じさせる山道を散策してきました。

今まで明日香斑鳩路、柳生街道、日本最古の国道である竹内街道や山の辺の道などを歩きまし

た。次は室生寺コースや吉田類さんの百低山でも紹介された龍王山コースなどを歩いてみた

いと思っています。体が動くうちは母の介護の合間をみて出かけるつもりです。今年こそコロ

ナが収まることを願いつつ。 

                         （さとる） 

                                 

発行日 令和４年 5 月 1 日 

発行者 東葛山の会 

会 長 安彦 秀夫 

編集者 梅田 尚志 

原稿作成要領 

用紙設定 Ａ4 

余  白 上下左右 30ｍｍ 

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ ＭＳ明朝 12Ｐ 

 

※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 

 

梅酒のビンほどのコインボトルに小銭をためていた。最近、金融機関の窓口で硬貨預け入

れに手数料がかかるようになった。郵便局の窓口では、50 枚までは無料であるが、51～100

枚で 550 円！！、101～500 枚で 825 円！！ 

銀行では 500 枚まで無料なので銀行に預け入れることにした。100 円玉はサイフに入れて、

1 円玉、5 円玉、10 円玉を数えてみると、1396 枚、3500 円ほどあった。3 回に分けて銀行

に持って行った。ウクライナでは 100 円でジャガイモが 1 ㎏買えるという。このお金はウ

クライナに寄付した。 

ところが、銀行も 5 月 2 日より 1~500 枚で 550 円、 

501 枚～1000 枚で 1100 円、手数料がかかるそうだ。 

銀行よ、お前もか！という感じです。 

お賽銭とか寄付金は硬貨が多いだろうに、なんとも不便 

な世の中になったものだ。         

(かっちゃん) 

https://www.tokatsu.club/

