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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

４月号は山口(幸)さん、５月号は前田(悟)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、前月第 2 例会までに、会報部鈴木(か)

さんへ提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介 

昨年 8月、唐松岳頂上山荘から五竜岳を目指した時の写真です。 

朝日を浴び遠く剣岳に写る五竜の影を見ながら快適に縦走開始。 

しかし遠見尾根テレキャビンまで 11時間以上掛った長丁場に 

ヘトヘト。その夜の宿の風呂とビールは最高でした。 

                                     ～井上順之～ 

                                                     

                   

  

                    

 

 

 

 



日 曜日 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

　　　     ※

●5/18(金）～5/19（土）七面山

3　月

●2018年5月予定

山行部会

沼津アルプス予備日

愛宕山～吾国山

雪上訓練（マチガ沢）県連

山行部会

　宝篋山ハイキング（県連）

鍋割山、南高尾山

カラ—印刷・製本（加藤宅） 会報部印刷（４月号）

昭和の日

振替休日

春分の日 第二例会、机上講習

谷根千ウォ—キング

●5/12(土）  羽賀場山

●5/19(土）深大寺ウォーキング

会報部編集会議

カラ—印刷（加藤宅）

会報部編集会議

第二例会

第一例会 青梅丘陵ウォーキング

予定表 2018年 3月・４月

４　月

南高尾山予備日

会報部印刷（3月号）

沼津アルプス、県連総会

第一例会

この写真

のライセンスを許諾されています

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Sakura_(cerezo)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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例会報告 

第一例会出席者         2018/2/7             44名 

北川、手塚、安彦、松本、加藤、岡部､桐生、村上、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、 

山岡、村田､入江,間瀬、鈴木か、渡邊正、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷､永木、石塚，

嶋本、菊池､猪狩､羽鳥、井上勝、山脇､逢地、前田節、赤塚、菅谷，星田、山口洋、蓮見、

菅原、小林正、山口幸、畑中､高野 

第二例会出席者         2018/2/21      36名 

北川、安彦、栗山、松本、加藤、桐生、村上、八巻、伏見、高見、前田延、村田､入江,間瀬、 

鈴木か、四元、江崎、三橋、池谷､永木、石塚，羽鳥、井上勝、山脇､梅田、逢地、前田節、

菅谷，山口洋、蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、清水、畑中 

 2018年1月　山行報告

山　　名 ジャンル 　日
山行
区分

人数 参加者

南貫ケ岳　 ハ 4 個 6 山口洋、山口幸、江崎、菅谷、安田、井上順

大山（丹沢） ハ 6 個 4 桐生、石塚、伏見、蓮見

たんばらスキーパーク 雪 11 個 5 岡部、井上順、江崎、嶋本、羽鳥

富山 ハ 13 会 19
高見、小林和、三橋、菅原、北川、加藤、桐生、伏見、
前田延、間瀬、鈴木か、渡邉正、池谷、羽鳥、山脇、
逢地、五十嵐朝、小林正、髙木

ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー 雪 15～16 個 4 池谷、羽鳥、井上順、清水

千部ヶ岳（栃木の山150） ハ 16 個 1 安彦

三つ峠 ハ 18 個 2 猪狩、井上順

宝篋山 ハ 19 個 5 入江、逢地、渡邉正、伏見、小林和

大磯ウォーキング ウ 20 会 9 北川、八巻、山岡、高山、三橋、井上勝、小林正、菅原、松本

三毳山（栃木の山150） ハ 20 個 1 安彦

森吉山・阿仁スキー場 雪 20～22 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷　　他1名

志賀高原スキー 雪 20～23 個 6 岡部、井上順、五十嵐朝、五十嵐幸、菊池、池谷

シダンゴ山 ハ 27 個 5 山口洋、江崎、桐生、嶋本、蓮見

房総ロングハイキング ハ 27～28 県 9 北川、安彦、高見、三橋、羽鳥、小林正、八巻、加藤、間瀬

グランディコスキー 雪 30～31 個 4 池谷、羽鳥、井上順、清水

雲竜渓谷（氷瀑見学） 雪 31 会 7 安彦、安田、鈴木か、江崎、菊池、赤塚、菅谷

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
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2月例会報告  

 第一例会  2月 7日（水）           司会 山行部  間瀬 

☆ 山行報告 

・1月は１６山行があり、そのうち 5山行がスキーでした。絶好調で滑ったワク 

ワク感・上達した会員の様子等が報告されました。 

・ロングハイク、２年連続でコース途中の下山をしている。高年齢の方が多くな

ってきているので、短縮したコースを考えてもいいのでは…の意見が出ていた。 

・松戸遠足クラブの方が左足首を痛め急遽帰った。後日骨折とわかったとの事。  

☆ 山行案内、 

2/17 入笠山スノーハイキング（菅谷）：11名参加、これで打ち切りとします。 

レンタル希望者申し出る、ワカン・アイゼンあった方が良い。帰りは自由 

席を購入して下さい。3日前に中止を判断します。味噌汁を作る予定。 

食器・お湯持参。連休頃計画書送ります。 

 2/22 松田山・嵯峨山・曽我梅林（山口洋）：21名参加、計画書送りました。 

   3班に分かれる（電車乗り換え等の人数把握・切符購入のため） 

 2/27 南会津「たかつえ」スキー（畑中）：代金、井上順さんが立て替えている。 

 男７名・女 8名の参加。 

 3/3 沼津アルプス（前田節）：3/4 予備日 2/21 〆切。集合解散は沼津駅。 

  切符は各自購入。登山道一部凍結している。24名参加予定。 

  全山縦走ではありません。（2山登りません） 

 3/23 谷根千ウォーキング（山岡）：谷中・根津・千駄木を歩きます。 

 3/31 鍋割山（五十嵐朝）：きつい登りになる。アイゼン必要。雪多いかも。 

 3/31 カタクリの里（猪狩）：4月の山行分です。2月第二例会で出欠取る。 

 4/7 青梅丘陵ウォーキング（山岡）：歩行 3時間 10分位、詳細は後日。 

 4/14 愛宕山・難台山・吾国山（江崎）：色々な種類の桜がある。歩行 7時間。 

  夏山に向けてのトレーニング山行。集合は柏駅常磐線ホーム。 

☆ 各部より 

 会報部（桐生）：予定表の 2/21、「第二例会」が抜けています。記入して下さい。 

 事務局（四元）：ふれあいまつり→参加表を回しましたので記入、ご協力を。 

  山行部さんへ、山道具展示、お願いします。 

  ワカメ販売、伏見さん責任者です。ご協力を。 

 山行部（菅谷）：3/7 第一例会、補習実施、6：30～7:30 、学習室２（例会 

の部屋は別）前回の続きを行います。 

2/14  7：30～より山行部会、5月会山行係りの方・関係者参加ください。 

来年度アンケートについて（永木）：来週木曜日までに提出して下さい。 
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 県連（羽鳥）：ちばニュース配信。3/3 県連総会です、来期への要望・提案事項 

等第二例会までに出してください。 

  会山行の日程決め、なるべく県連行事と重ならないようご協力を。 

4/7～8 雪上訓練、谷川岳マチガ沢。 

  4/12 宝篋山（八巻）：県連ウイークデー山行、雨天決行、〆切 3/15 

   第二例会で出席とります。やまびこ 2月号 9P詳細あり。 

（安彦会長）3/3 総会、6名（代議員）出席。議長→安彦・高見、理事→羽鳥、 

にお願いした。 

  ・山行部のアンケートに、忘年山行の希望地・山名等も入れてほしい。 

  ・2/17～18 全国連盟の総会、千葉の代表として 3名（安彦・竹口・菅井）3

名、全国連盟の理事として 2名（廣木・山本）が参加されます。 

  ・海外登山の資料、メールで配信した。ミャンマーの最高峰間違っていまし 

た。（カカボラジ山に訂正して下さい） 

  ・玉山、正式に許可がおりました。申込金 3万円。 

  ・台湾で大きな地震があった。玉山とは方向がちがう様です。 

    

 第二例会 2月 21日（水）            司会 山行部 間瀬 

☆ 山行案内 

2/22 松田山・嵯峨山・曽我梅林（山口洋）：パンフレト配布あり。山はゆっく

り歩きます。状況によりコース変更あり。 

 2/27 南会津「たかつえ」スキー（井上順）：乗車券・特急券渡しました。 

  集合場所は春日部駅特急ホーム 8：10です。 

  3/3 沼津アルプス（前田節）：21名参加、明日計画書メール配布します。 

  沼津駅集合、乗車券は往復で買えばジパング使えます。 現地雪無しです。 

  3/23 谷根千ウォーキング（八巻）：3月第一例会で出欠とります。 

  3/31 鍋割山（山口幸）：出欠の用紙を回します。 

  3/31 カタクリの里・草戸山散策（加藤）：3月第一例会で出欠とります。 

  4/7 青梅丘陵ウォーキング（入江）：出発一緒で途中、A・Bに分かれて歩きま 

す。帰りは別々になる。 詳しくは３月号に載せます。 

  4/14 愛宕山・難台山・（縦走コース）（江崎）：雨の場合 15日。3月第一例会 

  で出欠とります 

4/12 宝篋山（県連）（八巻）：3/15〆切。雨天決行。鎌ケ谷市役所 7：00出発。 

 出欠用紙回します。 

☆ 各部から 

 事務局（四元）3月第一例会 6：30～机上講習あります。 

  ・ふれあいまつり→やまびこ・みちしるべを展示（会報部よろしく） 
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   山行道具展示（山行部よろしく）。2/18 ふれあいまつりチラシ 150枚 6人 

で撒きました。ワカメ今年は 500円で販売します。 

   ふれあいまつりの準備、８０％終わりました。 

 山行部（永木）：会山行で行ってみたい山一覧表と、アンケート用紙を配布し 

  ましたので、3/8までに必ず提出してください。  

  「会山行で行ってみたい山一覧表」訂正箇所多数あり（詳細は山行部にお 

  尋ね下さい） 

  追加分として、97番、1月 シダンゴ山 98番 6月玉原鹿俣山 蓮見。 

  （菅谷）：3月、第一例会で補習をしますので、コンパスと前回配りまし 

   たプリント持参して下さい。 

 会報部（梅田）：2月会報はさみしかったので、原稿をお願いします。 

 県連（羽鳥）：明日 2/22理事会。3/3県連 総会。総会資料ふれあいまつり時に

渡します。雪上訓練 4/7, 〆切 3/18ですので早めの申し込みを。 

  女性委員会（伏見）：4/21～22、足尾銅山植樹祭。詳しくはちばニュースで。 

  その他（安彦）・県連総会 6名出席する。 

   ・2/17～18全国連盟総会に出席した。代議員 66名の参加。労山パートナー 

ズ制度閉鎖になったが、費用千万円単位かかっている、その扱い方が議 

論され、総括をしっかりやってほしいとの声が出ていた。 

報告は千葉ニュースに載せます。 

   ・ゲレンデスキー事故は、新特別基金は対象外となります。計画の段階で「山 

スキーの訓練」と記入すれば対象となります。4/1以降が対象です。 

    山スキーとゲレンでスキーの違いは、はっきりしていません。 

    ・玉山、3万円振り込みました。海外保険も至急加入してほしい。 

   ・40周年記念誌・Tシャツ、新人に渡してほしい。会員で希望の方は Tシャ 

ツ 2500円です。 

   ・冊誌ハイキング A・B・Cの「目で見るハイキング A・B・C」が全国連盟総 

会で会に一枚配られた。希望者に回覧します。音楽も入り、9分 30秒。 

    ・手塚さんから怪我の報告あり、仕事帰り歩いていて転倒右鎖骨骨折。 

                                 以上 
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山 行 案 内 

３月の山行予定 

 

✽沼津アルプス                 

日 時：3月 3日（土） 予備日 4（日） 

担 当： （ＣＬ）前田（節）、（SＬ）梅田・小林（正） 

 

✽谷根千ウォーキング 

日 時：3月 23日（金） 

担 当：（CL）栗山、（SL）高山 

 

✽鍋割山  

日 時：3月 31日（土） 

担 当： （ＣＬ）手塚、（ＳＬ）山口幸・五十嵐朝・菊池 

 

※上記の山行予定は 1月号・2月号を参照してください。 

 

✽カタクリの里～草戸山散策（２ケ所のカタクリの里を巡る） ☆ 

日 時：３月３１（土）・・・雨の場合翌日（4月 1日） 

集 合：橋本駅（京王相模原線）８時 45分  バス 9時 

交 通：（往路）新鎌ヶ谷（東武線）発 6:41―船橋 6:54_7:02 ―本八幡 7:09徒歩 5

分本八幡（都営線）7:20―調布 8:11_8:15―橋本 8:42着 

        バス 9:00_9:20 カタクリの里着  

      ＊他の交通網を利用の方、橋本駅集合とします。 

コース：カタクリの里一時間散策・出発 11:00･･･城山湖（昼食）･･･草戸山･･･ 

     カタクリの里…梅の木平･･･高尾山口 15:30 (解散とします) 

       累計標高差４５０ｍ  行動時間 4時間 30分（休憩・食事含む） 

費 用：約 3,000円  電車 2300円 バス 220円 入園料 500円 

担 当：（CL）猪狩、 （SL）赤塚・小林和・加藤 
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4月の山行予定 

✽青梅丘陵ウォーキング 

青梅駅から矢倉台までは、比較的平坦な道で緩やかな丘陵歩きが楽しめる。 

矢倉台休憩所からは、青梅の市街地が一望できる。 

日 時：4月 7日（土） 

交 通 

(往路) 新京成・新鎌ヶ谷 6：56―八柱・新八柱 7：08_7:15（武蔵野線）―西国

分寺 8：16_8:26（中央線）―立川 8：32_8:36(青梅線)―青梅 9：08 

    ※後ろから 2両目に乗車 新八柱で休日おでかけパスを購入（154円お得） 

(復路)往路を戻る。 

コース：Ⓐ青梅駅･･･青梅鉄道公園･･･業雨橋･･･矢倉台(380m)･･･宮ノ平駅 

       ※歩行時間約 2時間 30分 

Ⓑ青梅駅･･･青梅鉄道公園･･･業雨橋･･･矢倉台 (380m) ･･･名郷峠

（382m）･･･二俣尾駅 

※歩行時間約 3時間 40分 

交通費：約 3000円 

担 当：(CL) 山岡 、(SL) 入江・八巻 

     

✽愛宕山～難台山～吾国山（縦走コース）  体力度★★・危険度★     

愛宕山（標高 306ｍ）～難台山（標高 553ｍ）～吾国山（標高 518ｍ）の縦走 

愛宕山は桜の名所、随所に桜並木、また、吾国山からの下山ルートにはカタクリ

群生地、コースはアップダウンがあり健脚者向き。夏山に向けてのトレーニング

山行です。 

日 時：4月１４日（土） 雨天順延 4月 15日（日） 

集 合: 柏駅 6:20 常磐線ホーム 

交 通：（往路）柏駅 6:32―岩間駅 7:38_ 7：45タクシー－8：00愛宕神社登山口   

（復路）：吾国山登山口（下山）14：20ー･･･福原駅着 15：10_15：54 

友部 16：15_16：20－松戸 17：48_18：03－初富 18：23 

コース：愛宕神社登山口 8:00…南山展望台…団子石峠…難台山山頂…吾国山山頂

…吾国山登山口（下山）…福原駅 15:54発電車   

※歩行時間 7時間 10分（休憩含む） 

歩 程：最高標高：553ｍ 最低標高：34ｍ 累計距離：12.9㎞（除くタクシー3.2㎞）  

交通費概算： 電車往復 3,412円+タクシー代 3人乗車：483円/人 合計 3,895円 

その他：復路の電車の利便性からコース起点を福原駅とすることも要検討か 

    ただし、吾国山登山口からのコースは即、ややきつい急登から始まる 

エスケープルート：①団子石峠～平沢バス停～羽鳥駅 

         ②道祖神峠～恋瀬小前バス停～羽鳥駅 

担 当：（ＣＬ）畠山 、（ＳＬ）江崎・安田     
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5月の山行予定 

✽羽賀場山（７７５ｍ） 一等三角点 

５月はシロヤシオ、ツツジが見ごろです。 

日 時：5月 12日（土）予備日 13日（日） 

集 合：東武新鎌ヶ谷駅 （6時 21分発） 

交 通：（往路）  新鎌ヶ谷‐新鹿沼着 8時 49分 バスで天王橋へ 

    （復路）  上大久保バス停‐新鹿沼駅着（16時 32分） 

         東武新鎌ヶ谷 20時着 

コース： 羽賀場山･･･お天気山 

歩行時間：5時間 5分（登り 3km １時間 50分／下り 3・5ｋｍ 3時間 15分） 

交通費 ：3,000円 

担 当 ：（CL）山口幸、（SL）星田・逢地・井上勝 

 

✽七面山 1982.4ｍ   ☆☆＋★ 

七面山信仰の聖地を巡り、勤行体験をする。 

日 時：５月１８日(金)～１９日(土)  

交 通 

（往路）：船橋 6:06―新宿(スーパーあずさ 1 号)6:53_7:00 甲府(ふじかわ４

号)8:28_8:44下部温泉 9:25―(タクシー)―羽衣  

（復路）：下部温泉(ふじかわ７号)15:20―甲府(かいじ 118 号)16:03_16:10 三鷹

17:37_17:39御茶ノ水 18:03_18:05船橋 18:36 

コース：5/18 表参道 

羽衣10:00…敬慎院…七面山頂上…敬慎院16:30  歩程：5時間30分(休

憩含まず) 

5/19 裏参道 

敬慎院 8:00…角瀬(すみせ)12:30 歩程：3時間 30分(休憩含まず) 

角瀬―(タクシー)―下部温泉 

※5/18に頂上に行けなかった場合 

敬慎院 8:00…七面山頂上…敬慎院…角瀬 14:20歩程：5時間 15分(休憩含

まず) 

角瀬 14:33―(バス)―下部温泉 14:59 

累積標高差 登り 1590m 下り 1780m 

危険個所：ナナイタガレは縁に近づくと危険、下り厳しい。 

概算費用：14600+タクシー 

    船橋⇔下部温泉 7500(ジパング、往復特急利用) バス 400+手荷物 200 

タクシー代は人数による 宿泊費 6500 

その他：昼食×２ 

担 当：（ＣＬ）手塚、（ＳＬ）畑中・鈴木か 



9 

 

4日 千葉発 7:00＝鎌ヶ谷発 7:00＝国道 6号線＝筑波総合体育館駐車場 9:30着定 

   （トイレ：準備体操していざ出発）大池公園桜見物 

10:00 出発･･･分岐 10:10･･･（山口コース 2）･･･車道終点 10:25･･･（山口コース

1）分岐 10:40－（新寺コース）分岐 10:55/11:05･･･（小田代コース）分岐 11:25･･･

トイ 11:45･･･宝篋山 山頂 12:00着予定   （昼食・休憩）） 

13:00下山開始･･･（山口コース 1）･･･万博の森 13:20･･･宝篋の水 13:50/14:00－

（山口コース 2） 

分岐14:40･･･新寺コース分岐･･･駐車場 15:00着予定15:30乗車各地18:00着予定      

歩行 約 5時間 00分 休憩含む 

注：雨天でも散策できますので決行します。雨具の用意はお忘れなくお願いします。

当日は、濡れてもよい服装、靴(又は着替え・履き替えを持参ください。) 

●道路状況によりスケジュールや時刻等は変更となる場合があります。 

募集人員  50名  （千葉発 25名・鎌ヶ谷発 25名） 

（今回は桜見物が主ですので気楽に参加ください） 

費 用   5,000円 バス料金値上げの為変更あり、 

持ち物  山行に必要装備：コンパス（雨具必須）。              

申し込み先：羽鳥・八巻   申込〆切 3月 15日（木） 

 

✽ 野川公園（奥武蔵）から深大寺へウォーキング 

日 時： ５月１９日（土） 

交 通： 往路―船橋―新宿から中央線快速２２分東小金井駅 

     復路―深大寺バス停から調布、三鷹、吉祥寺行きが出ている。 

コース：東小金井駅･･･武蔵公園･･･野川公園･･･龍源寺･･･近藤勇生家跡･･･御塔坂  

橋･･･深大寺 

歩行時間： ２時間１０分（約 6.2ｋｍ） 

担 当：（CL）八巻、（SL）山岡 

県連予定行事 

3月 3日（土）県連総会･･･千葉市スポーツセンター会議室 

4月 7日（土）雪上技術講習･･･谷川岳 マチガ沢出合(予定) 

6月 10日（日）初級登山講習･･･栃木県鹿沼市・岩山（予定） 

✽第 20回 県連ウィークデー山行（ハイキング委員会） 

4月 12日（木）宝篋山 日帰り バス利用  雨天決行 

テーマ： 桜の花見とその他の花見のんびり山行 

集合場所と時刻   

Ａ車 ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 7時 00分集合出発 

Ｂ車 鎌ヶ谷市役所 7：00集合出発＝我孫子駅北口 7:30集合出発 

行 程   マイクロバス（26人） 2台（筑波総合体育館：大池駐車場集合） 

      （又は人数により自家用車も有り） 
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大 山 詣 り 

桐生 千恵子 

2018年 1月 6日（土） 

今年の歩き始めは『大山』と決め、冬山装備で出かけた。ヤビツ峠行きのバ

スは長蛇の列で臨時便も出た。あれ…、ヤビツ峠でバスから降りると、乾燥し

きってシモバシラも立たないほどカラカラの登山道で雪の降った気配もない。

風も無くおだやかな登山日和に恵まれた。 

のんびりと富士山を拝んだり、湘南の海を眺めたり…して山頂に着く。下山

は日向薬師方面に下り、見晴らしから下社に向かった。下社からケーブルを使

わず男坂を歩いたが、これは失敗でしたね。ちょっと正月から身体を苛め過ぎ

でした。遅いランチに美味しいお蕎麦を頂いて、今年の山初めをスタートしま

した。 

（Ｍ：伏見、石塚、蓮見、桐生） 

 

1月 27日（土） 

 東葛の花案内人さんからのお誘いで、ロウ

バイの花を愛でてからシダンゴ山に登ってき

ました。極寒の日でしたが、松田のロウバイ

園は小春日和のような日差しでした。シダン

ゴ山の山頂から見える『大山』、「私まだ登っ

た事がないの」と道子さん。「じゃあ行きまし

ょうよ」とその場で決まった次の『大山山行』

です 

 （Ｍ：山口洋、江崎、嶋本、蓮見、桐生） 

 

2月 10日（土） 

 伊勢原から大山ケーブル行のバスに乗る。スニーカーを履いた観光客がどん

どん登って行く。幼い子供連れのママグループ、インド人のグループ等々の服

装を見て心配する東葛メンバー。凍った階段の女坂、アイゼンを付けて、まず

は人の心配より自分達が転ばないように…・。 

 山頂では、美味しい味噌煮込み雑煮を食べながらの山談義に花が咲く。下山

はもっと慎重に歩き、安全第一にケーブルに乗り無事に下

山した。 

 （Ｍ：嶋本、菊池、五十嵐朝、江崎、桐生） 
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松並木 

大磯ウォーキング（高麗山・八俵山・浅間山） 

日程：2018・1・20（土） 

参加者：北川（記）高山、山岡、八巻、三橋 

井上勝、菅原、小林正 松本、羽鳥 

 

JR大磯駅の駅前広場から旧東海道を越えて７００mくらいで海岸に出ます。 

私たちは駅前広場を１０時３０分位に出発。 

町中通りを１０分ほど歩くと、町は明るく昔の宿場や漁港特有の鉄さびた家は

なく、白を基調とした家並みで窓にステンドガラス等を使った明るい街並みで

す。さらに２０分歩くと、通りの両側の土手は松並木と続き、三沢橋の下をく

ぐり、しばらく行くと高来神社の鳥居に着く。その奥が高麗、浅間山の登山口

です。高麗の文化は朝鮮半島よりの大陸文化が日本に渡来して、文字、宮廷、

山、沢、谷、などの名前がついたものです。黒色粘土質の土に岩稜の尾根二つ。

高麗山には男坂、女坂があり、私たちは女坂を行く。高麗山の山頂は階段を登

った上にあり、祠に手を合わせた。昔［山城］があり、その周りは常緑樹に囲

まれ展望はきかない。谷底は土で掘った掘り切りという。谷と谷の間の木橋を

二回渡っていく。 

昔の城を頭に描いて、緩い上り下りを歩き、浅間神社の小さな祠があり、周り

を木で囲まれていて風もなく暖かいところでゆっくり昼食。（約４０分） 

浅間神社の急な階段を下り少し上がった所が（約１０分位）湘南平です。 

湘南平に着くと思わず「ウォー」と声を上げた。千畳敷の広い中に三つの展

望台があり、四方に湘南海岸、相模湾が拡がっている。伊豆半島は冬霞で見え

ない。富士山と丹沢方面に目を移すと良い景色で感激した。湘南平からの下り

は道幅も広い階段状の道。歩道と合流する道は横道に枝葉に分かれていて山腹

（昭和年代）と思われるが、元首相、文化人、小説家、実業家等の知名人の邸

宅がある。分岐より JR 東海道線の

地下道をくぐり旧東海道の松並木

に出会い、私は５００mくらいで海

に出た。砂浜を見ると、数人の釣り

人を見かけた。 

JR大磯駅に向かい、１５時５０分位

の電車で帰途に。 

 

 

 
松並木 
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 第 34回 房総ロングハイキング   小林 正人 

1月 27日（土）～28日（日）参加しました。3年連続になります、27日は我

孫子 G と松戸 G と私たちの G が一緒に鋸山、車力道コ－スでの登山。雪が少し

あり思いのほか時間がかかりました。昼食場所の展望台（記憶では非常に狭か

った）から雪を被った大島がくっきりと望めました。なぜか予定の下山コ－ス

ではありませんでした。捻挫された人もいたということ。七里川温泉の露天風

呂は良いです。懇親会は羽鳥さんの乾杯と安彦さんの独演会で楽しく終了しま

した。 

ロングハイキング当日は県連会長ご夫婦も参加、寒い暗い 6時スタート。 

登り口がスベル！石尊山、もみじろう、もみたろう、麻綿原、WO ツクバネガシ

11：30、予定より 1H遅れ、昨日よりは全然速いぺ－スなのに？予定変更です。 

清澄山 12；30駐車場 13：00（メモしない、写真も撮らない私なので、時間に

ついては安彦さんのメ－ルを拝借しました。） 

ただただ歩いてそこそこ満足する私ですが、一昨年も変更、昨年は短縮、そ

して今年も変更。多くの先輩方は何回も参加された山行だと思うのですが、如

何お考えでしょうか？ 

今の季節、限られた場所になると思いますが、一考の余地はあると思います。

LONG ハイクが WRONG ハイクにならないために八巻さん、羽鳥さんの活躍をお願

いします。勝手な事ばかり言ってすいません。近い、安い、東大の演習林と良

い条件があるので、各山の会の新加入者が全員参加するぐらいになれたらと思

います。後、何もやっていない自然保護委員にアドバイスお願いします。 

 

参加者  北川、安彦、高見、羽鳥、八巻、三橋、加藤、間瀬、小林正、 
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第３４回「房総ロングハイク」に参加して 

羽鳥健一郎 

「房総ロングハイク」は県連の 51年の歴史の中で 34回を数える企画です。 

私も東葛山の会に入ってから７年余になりますが「房総ロングハイク」という

ネーミングに惹かれて毎年のように参加してきました。今年は 12 の会から 56

名の参加がありました。東葛からは 9名が参加。 

◆日時：１月 27日(土)～28日(日) 

◆参加者：北川、安彦、加藤、高見、間瀬、三橋、小林、八巻、羽鳥(9名) 

◆日程及びコース 

（第 1日目） 

鎌ヶ谷市役所 7:00集合 7:30出発―幕張ＳＡ―富津金谷１Ｃ―鋸山ロープウェー

9：20―車力道登山口 9：40―鋸山山頂 12：00―展望台 12：40(昼食)13：10―

往路を下山―駐車場 14：30/15：00―七里川温泉「沖津屋」16：00 

夕食、ガイダンス、海外委員会の報告その他 17：30～21：00頃・・・。 

（第 2日目） 

出発 6：00―石尊山 6：50/6：55―もみ次郎 8：35/8：45―もみ太郎 9：20/    

9：30―麻綿原 10：50(昼食)11：20―ＷＯツクバネガシ分岐 11：30/11：45― 

清澄寺 12：35(記念写真)12：50―清澄寺駐車場 13：00―海産物販売所―幕張Ｓ

Ａ―鎌ヶ谷市役所 16:45 

  

年々参加者も年を取り「ロングハイク」とは言うものの少しずつ短くなって

いるようです。しかし地元からバスで行けてバスで地元に帰れることは大きな

魅力です。第 1 日目は他会も当日夕方の集合時間までにいろんな山を歩いてか

ら七里川温泉に参集しています。東葛地区の会は鋸山に登りました。私は久し

ぶりの鋸山でしたが歩きながら過去に歩いた記憶が戻り楽しみながらの登山で

した。ハイライトは「地球が丸く見える展望台」でした。富士山、丹沢山系、

伊豆半島、そして雪を被った三原山・・。快晴の下、穏やかな海を見下ろし雪

化粧した山々を眺めながら昼食を楽しみました。一方、ヒアリハットや事故も

ありました。4年ぶりの大雪の後でもあり山道には雪も残り、凍結もありました。

他会の方が一名、下山時に足を滑らせ左足首を骨折したことを帰りのバスで聞

きました（当日は足の痛みがあり本人は電車で日帰りをされたとのこと）。天気

に恵まれた車力道往復は約 5時間の山行でした。 

宿に着いてからは一風呂浴びて定番のいろりを囲んでアジ、イカ、イワシの

炭火焼きを肴に乾杯。この一時がロングハイクの楽しみでもあります。 

17：30からの全体集会では海外委員会の報告と今後の予定が安彦県連海外委員

会委員からありました。関心も高く各会から質問や要望もありました。最後に

ジャンケン大会で盛り上がりワカメやコンブの景品に宴も佳境となりました。 
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 第 2 日目は起床、食事、トイレを済ませて 6：00 出発。ヘッデンをつけ防寒

対策をして石尊山を目指しました。途中から朝焼けが広がり山頂手前で夜が明

けました。この朝焼けも一見の価値ありです。 

石尊山から麻綿原をめざしての山歩きは途中、樅の大木「もみ次郎」「もみ太郎」

を見上げながら雪の残る房州の冬山歩きが楽しめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、巨木が根こそぎひっくり返っている箇所や崩れた道も多々あり足元注意

の緊張が続きました。班編成はしているものの 50名からの大人数の移動は大変

です。足並みにもバラツキがあります。結果として麻綿原到着は予定より 1 時

間ほど遅れました。このままではゴールの坂本への到着は大幅に遅れると判断。

ハイキング委員会では各会の意見を聞きＷＯツクバネガシからの予定を変更し

清澄寺に下ることにしました。ショートカットしましたが出発してから５時間

半が経過しておりました。コース変更は寒さも増してきており良い判断でした。

清澄寺で記念撮影のあと駐車場まで歩き解散となりました。 

東葛地区のバス組は海産物屋で沢山の買い出しを済ませ帰路につきました。

参加した皆さんお疲れ様！！ 

 

三原山雪化粧して遥か座す房総の海光り輝き 
 
硫黄臭微かに香る七里川温泉浸かり身体温めん 
 
木立より朝の陽が指す石尊山ベッドランプもお役御免に 
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   「函館七飯スノーパーク」と「ニセコ」  井上順之 

2月 11日（日）早朝、新函館北斗駅でレンタカーを借り、ニセコに向かう途中、

地元知人に勧められた大沼にある「函館七飯スノーパーク」へ寄った。「全長 

3.3Km」日本最長クラスのゴンドラでゆっくりと頂上へ。前方に駒ケ岳を配し、

頂上そして大沼目掛けて広がる緩斜面のゲレンデ（写真）からの絶景が売り物。

頂上付近は前日降ったパウダースノーで快適に滑れたが、中腹は「ガリガリ」。

「道南のスキー場はこれが特徴」と知人の言。外国人でごった返しているニセ

コとは対照的に、静かで落ち着いたアットホームなローカルゲレンデでした。 

 

一方、ニセコヒラフ・アンヌプリ両スキー場は運悪く二日共に吹雪。外気温－

15℃。よって吹きさらしのリフトはパス。時々止まるゴンドラでも仕方なし。

まったく見通しのきかない山頂付近を、コースアウトを繰り返しながら、恐る

恐る抜け出すのに苦労。寒さで目だし帽の口回りがバリバリに凍り、僅かに出

ていた頬が紫色に変色。恐ろしや「北海道の冬」。しかし雪質は「超最高」。 

滞在地「倶知安」は大雪。

朝、車の雪下ろしから一日

が始まります。倶知安は今

アパートの建設ラッシュ。

長期滞在の外国人向け。ス

ーパー、ラーメン屋、日帰

り温泉・・・いたる所に外

国人、良く知ってるネ。 
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入笠山スノーハイキング山行報告 

 

日 程：２０１８年２月１７日（土） 

参加者：菅谷 CL、伏見 SL、蓮見 SL、安田、桐生、小林和、江崎、 

猪狩、池谷（スキーのみ参加）、梅田（記） 

行 程：船橋 6：53－9：45富士見 10：00シャトルバス＆ゴンドラ－ 

山頂駅 11：00－12:30入笠山頂－マナスル山荘－13:50ゴン 

ドラ山頂駅－14:15スキー場 15:00 （以下同ルートの帰路） 

 

 日差しもあってまずまずの天気の中、特急あずさの自由席は往復とも余裕で

着席でき、冷気の富士見駅からはすぐにシャトルバスがスキー場まで送ってく

れた。そこはスキーやスノボーの若者たちで既にあふれていた。急登の 6 人乗

りゴンドラでゲレンデのスキーヤーを見おろし、頂が雲に隠された八ヶ岳を遠

望しながら山頂駅へ着くと、積雪 1ｍ余りの雪山の入り口。入門者向けの雪山ら

しく穏やかな空気である。 

迷うこともない山頂へのルートを歩きだすが、とにかく登山者が多い。土曜

日のせいもあろうが、若い世代がこれほど雪山に繰り出しているとは・・・銀

座のホコテン並みの人ひとヒト。おかげでルートはトレースを探すどころかし

っかりと踏み固められ、ワカンもスノーシュウも無用の長物と化した。 

雪、晴れ、曇、吹雪また小雪といっ

た天候のなか、それでもルンルンの雪

遊び。山頂は強風の吹き曝し、眺望も

期待には応えてはくれず寒さで早々

に退散した。マナスル山荘まで降って

きて、風の避けられるスポットで昼食

休憩とする。味噌仕立ての鍋、たっぷ

り野菜と餅も入って、腹の中から温め

た。担当の皆さまありがとうございま

した。そしてさらにサプライズ！が、3日遅れのバレンタインチョコが男性参加

者に贈っていただき、氷点下 10度ほどの寒さがほんわかと暖まった。ほとんど

計画書通りに行程を消化し、おひとり様スキーの池谷さんとも予定通り合流で

き、予定通りの帰路についた。 

少し物足りないとは思うものの、参加者の年齢を考えれば無理のない、楽し

い雪山遊びでありました。 
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体験から学ぶ山行の知恵袋    間瀨 芳枝 

    

 1月の房総ロングハイキングに参加した際、1週間ほど前に降った大雪がま

だ随所に残っていました。ヘッドランプを付けて、まだ暗いうちに出発しまし

た。凍っているところもあり、歩くのに怖い思いをしましたが、アイゼンを付

けるほどではなくて、ゆっくり歩いたのですが、そんなとき役に立ったのが、

女性のストッキングを利用した簡単なすべり止めです。歩きを始めた最初のこ

ろ平場歩きだけでしたので、まだアイゼンも持っていなくて、その時に先輩に

教えていただきました。ブーツや運動靴にも使えるので便利です。  

 ストッキングを 3つ用意して足の部分を切り離します。それで 6本できるの

で 3本で三つ編みのひも状のものを 2組作ります。それを靴の前方部分に巻い

てしっかりとむすびます。ストッキングは伸縮があるし、丈夫なのでかなり引

っ張っても大丈夫です。男性には少し長さが不足するかもしれないのでその場

合はパンティ部分まで左右の足の延長線状にカットするとよいと思います。 

 またつま先部分に巻いただけでは外れやすいので長さに余裕があれば交差し

て足首で結ぶ方法もあります。ストッキングは軽くてかさばらないですし、救

急用品としても応用が利くのでリュックにしのばせておいてはいかがでしょう

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月号は山の大ベテラン経験豊富な手塚さんにお願いします。 
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おすすめの宿 

村上和子 

 

飯豊山登山口、大杉小屋までの送迎付きで、3年前にお世話になりました 

農家民宿「庄太郎」を紹介します。 

飯豊町は小林和子さんの故郷でタケ子姉さんの民宿です。民宿の規定で１日 5

名まで、1泊 2食体験付 6800円となっています。お風呂は近くの白川温泉（単

純冷鉱泉）でいただきました。お姉さんは菅笠作りの名人です。夕食はお嫁さ

んの手作りの郷土料理と米沢牛でテーブルが一杯です。漬物は絶品、美味しか

ったのを思い出し今すぐにも食べたいよ～。お弁当もお姉さんの手作りのちま

き付きです。 

みんなで感激したのは、迎えに来ていただいた時のことです。暑くて疲れて、

「ビールにスイカ・・・頼んでおけば良かったね」と食べる事ばかり話しなが

ら降りてきた所、なんと私達の願いが届いていたのです。あの時の嬉しさはみ

んなで感動し忘れられない思い出です。もう１軒のヨシ姉さんの家は茅葺きで

観光パンフレットの顔になっています。（15～16 年前に山菜採りの会山行でお

世話になりました）ここから少し入った奥に秘湯があります。渓流添いの林道

を抜けると行き止まりに広河原温泉

「湯の華」宿泊宿でもあり、日本で

たった１つの入浴出来る間欠泉があ

ります。茶色の湯で 5 分～10 分の間

隔で噴水を上げる中、混浴で入れま

す。タイミングよく出ないとのぼせ

ますよ。5月中旬～6月中旬はわらび、

ふき等山菜採りとたまにはゆっくり

とあたたかな時間を過ごしてみませ

んか。 

 

4月号は高木保さんお願いします。 
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ちょっと一言 

猪狩 晃一 

“クラス会 業界には癌が多い” 

今年も 3･9 会（3 月 9 日の卒業式から名付けた）のクラス会をやることになっ

た。卒業以来 4 人で幹事をやって来て 20 回位になるだろうか。 

幹事 4 人の内 1 人は社長現役で 60 歳で亡くなり、1 人は 3 年前同級会の段取

り中に癌が発覚、未だに入退院の繰り返し、1 人は糖尿を治療しながら痴ほうの

奥さんを介護、今回は実質私 1 人幹事である。 

3 年前に“エンディングクラス会”と称して熱海でやることになり、最後だか

ら派手に「コンパニオンを呼んでぱあっとやろうよ」と言う事で寄付を募った

ところ 15 人参加で 3 万円、2 万円、1 万円と何と 20 万円近くが集まった。 

今繰越金が 5万円ほど有る事から、やらざるを得なかったのが正直な話である。 

“本題はここからである“ 3月9日１泊大江戸温泉の案内状を30人に出した。 

10 人からは参加、返信無しが 11 人（どうなっているか？）、不参加の連絡が 9

人、なんと、その内、癌に関わって居る人が 5 人、その他の治療が 1 人、ただ

驚くばかりでした。 

仲間は本来地味な技術屋畑であるが経営、営業関係が多い事も有、バブル時

代を含め、公私混同の遊びボケが祟ったのかと言われる所以か。 

小生真面目人生、胸をなでおろす今日この頃です。 

 

菊池 光子 

昨年 10 月の休日に、庭のナニワイバラのアーチの剪定をした。丸イスの上に

乗ってノコギリで枝を切り、入り組んでいる枝をひっぱった途端に、イスから

後ろに転げ落ちた。痛いというよりしびれを感じ、左手首を見るとコブのよう

に腫れて、手の平はそっぽを向いている。これは大変だとすぐに 119 番に電話

して、休日の救急病院を聞いているうちに、だんだん痛みが出てきて、これで

は運転出来ない。夫は少年野球で、どこに行っているのか分からない。 

救急車をお願いし、「サイレンを鳴らさないで下さい」と言うと、「それはで

きません」と断られた。三角巾を山のザックから出し、救急車を待った。救急

隊員に用意が良いと褒められた。これも山の会で勉強したからだ。 

一人の時には、このような危ないことはしてはいけないと痛感させられた。 

雪おろしも、今、ニュースで報道されているように、一人でしてはいけないと

いうこと良くわかった。また、自分の歳も考えさせられた。    

 

４月号の担当は、羽鳥さんと井上(勝)さんです。（３月 18日頃をメドに、原稿を高山宛 

メールにて送付お願い致します。）                                
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速報  平成２９年度  

 

東葛山の会の展示コーナー 

 

 

 

 

 

清水市長も見えました 

 

中央公民館ふれあいまつり 

平成３０年２月２４日・２５日 

 

 

 

 

 

 

 

ワカメはほぼ一日で完売 
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山の唄考（30）「想い出の赤いヤッケ」 

 

 春３月は別れの季節、また旅立ちの月でもある。「なごり雪」、「あずさ２号」などの

フォークソングの多くがこの季節の別れと旅立ちをテーマにしている。彼岸前後のめま

ぐるしく移り変わる季節、うたをつくりたくなるのは万葉集の時代から変わらない。 

桜が咲くまでのこの頃の多くの歌、サクラに託した青春ソングが別れをうたっても暗く

ならないのは判る気がする。そして今も作られ続けている。 

「やまびこ誌」的には山に拘りたいので、「想い出の赤いヤッケ」を引っ張り出して

きた。ナタ―シャセブンといっても？？？となろうが、「高石ともや」といえば、あの

「受験生ブルース」の・・・と頷く方が多いことと思う。意外な美声で、「青葉城恋歌」

に似た甘い歌声で詩情も曲想もなんとなく似通っている。 

良いところでもあり、物足りないところでもあるが歌詞が短すぎること。ほんとにこ

れだけなの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作詞：菊池平三郎 作曲：三沢聖彦 メロディーもフォークそのもの、単純なよくあ

る調子のすぐに歌えるもの。歌詞の解釈は聴く側に委ねて、何があったのかを勝手に想

像させてくれる。しかし、今の多くの歌は、メロディーは難しく、歌詞を憶えるのも一

苦労で、それ以上に詞句が多く、説明がくどすぎる気がする。聞き手に勝手な憶測を許

さないようで馴染めない。時代に取り残されてしまってはいるが、あの頃の良い歌が、

時代背景とともにフラッシュバックしてくる、立派な懐メロ世代なのだ。 

スキーは卒業して 20年、この歌の頃は当時の長い板でよく転んだ。ゆるい坂をゆっ

たりと滑るのが好きだった。20歳の頃、新潟の実家で春休みを過ごし、免許教室に通

いながらスキー場で遊んだが、技量はサッパリのまま。30年前は家族ともに札幌で 3

年。窓から手稲のゲレンデの様子を見てはでかけ、混みだしたら帰る休日であった。  

いずれも山登りと一緒であくせくしないこと、この歌のようにゆったりとした歩みで

怪我のない「安全に長生き第一」を心得としている。 

いつの日にか 君にあえると 

きっと きっと 信じてた 

けど もう やめた やめた 

 

白い雲と 青い空と 

赤いヤッケと あの娘と 

今のゲレンデは 想い出だけ 

 

君のかげさえも 

今はもう見えず 

 

いついつまでも 僕の胸に 

きっと きっと 想い出す 

けど もう あえぬ 

 

いついつまでも 僕の胸に 

きっと きっと 想い出す 

けど もう あえぬ 

 



編　集i　後　記

久々の厳しい冬、インフルの猛威に晒される中、冬季五輪のニュースが次々と

運ぶ歓喜と無念、様々な悲喜を乗り越えて嬉しい春を迎えるo風邪に邪魔され

て氷操山行を諦めだが、初見の諏訪湖の御神渡りは5年振りとのこと。

当会もそうだが、我々団塊の世代のすぐ後の世代が続いてこない、年金制度の

変更や中途半端な景気対策のお蔭で起きた人手不足等が起因しているのか。困

ったもので、サークル役員の役割りが団塊の世代に降りてきて、それを渡せる

相手がいないのだ。30人ほどの別の会だが、とうとう会長をやらなくてはなら

なくなってしまった。仕事もいい加減卒業して自由になりたいと思って相談し

ても、後任が中々いないという深刻な事態に出くわしている。一時の不況下の

物資も動かず仕事もない時代よりはまし、と思うしかないようだo
たかし

寒さの中に春の風を感じる2月の未に、『ハイキング＋ひな祭り＋温泉』楽しい

てんこ盛り山行に行ってきました。

天気に恵まれて、ハイキングも順調に歩き、ひな祭り会場は筑波山麓の真壁で

す。ありがたい事に無料の駐車場も用意されていました。きっそく真壁の街に

飾られているひな人形を愛でながらぶらぶら散策しましたo数百年前の由緒あ

るひな人形あり、現代作家の作品ありと商店の中に入り見せていただきましたo

私も家で数年前に旅先で求めた、小さなひな人形を飾っています。正月のお

花が枯れると飾り3月3日のひな祭りが終わっても、5月の連休ころまで仕舞い

ません。だって・・行き連れる心配はしなくていいんですもの日　（ち－こ）

原稿作成要領

用紙設定　A4

余　　白　上下左右30mm

アルトサイズ　MS明朝12P

※原稿締め切り、毎月第二例会までにお願いします。

＜担当＞桐生、鈴木か、前田せ、高木

写真は1ページ1枚とさせていただきます。

手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。

発行日平成30年3月1日

発行者　東葛山の会

会　長　安彦　秀夫

編集者　梅田　尚志

京島山の会ホームページ　http：〃wwwtokatsu．club
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