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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

9 月号は笹眞一郎さん、10 月号は柳 嗣穂さんです。 

その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月 20 日までに、会報部（桐生）へ 

提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介     

11月に行った七面山。到着した日の夜は雨でしたが、翌朝は止み、富士山が

雲海と共に姿を見せてくれました。敬慎院からの眺めです。秋分の日の頃は 

ダイヤモンド富士が見られるかもしれないそうです。  ～金子 真紀～ 

                                                             



8　月 9　月

1 月 1 木

2 火 2 金

3 水 3 土

4 木 4 日

5 金 5 月

6 土 6 火

7 日 7 水

8 月 8 木

9 火 9 金

10 水 10 土

11 木 11 日

12 金 12 月

13 土 13 火

14 日 14 水

15 月 15 木

16 火 16 金

17 水 17 土

18 木 18 日

19 金 19 月

20 土 20 火

21 日 21 水

22 月 22 木

23 火 23 金

24 水 24 土

25 木 25 日

26 金 26 月

27 土 27 火

28 日 28 水

29 月 29 木

30 火 30 金

31 水

　飯盛山

運営委員会  中止

山の日（田中陽希氏講演会）

山行部会（18：00～20：00）

例会（14：00～16：00）

　燧ヶ岳（8/21～8/22）

編集会議（10：00～12：00）

敬老の日

秋分の日

1

予定表2022年8月・9月

鎌倉アルプス（ウォーキング）

※2022年10月山行予定

★10/15(土）～10/16（日）安達太良山

★10/23(日)首都圏自然歩道歩き（ウォーキング）

運営委員会（19：00～Zoom）

山行部会（18：00～20：00）

★10/29（土）～10/30（日）大菩薩嶺

　　大蔵高丸

秋川渓谷（ウォーキング）

編集会議（10：00～12：00）

北横岳・蓼科山（9/25～9/26)

例会中止
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例会報告 

7 月例会出席者           7/10（日）             32 名 

安彦、安田、松本、加藤、村上、八巻、高見、前田延、山岡、入江、鈴木か、

四元、江崎、嶋本、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、山口幸、清水、畑中、岡登、岡田、伊藤、竜口 

 

７月例会議事               司会（事務局）高見 

１、6 月山行報告 

計 11 件（内 1 泊 2）、延参加者；71 名（男；24、女；47）他 2 名 

会山行 2 個人山行 9 

 

２、山行案内 

 １）7/19-20 天狗岳（清水）16 名参加。2 名余裕あり。中止連絡は 7/16 に。 

２）7/24-25 甲武信ケ岳（赤塚）8 名参加。2 名余裕あり。 

 ３）8/6 鎌倉アルプスウォーキング（山岡）土牢など史跡見学も。 

４）8/21-22 燧ケ岳（羽鳥）12 名で実施予定。 

５）8/27 飯盛山（江崎）担当者に替わり参加確認。 

６）9/5 大蔵高丸（安田）甲斐大和駅集合 歩行時間 5 時間ほど。 

７）9/10 秋川渓谷ウォーキング（加藤）下見は雨で未実施、変更あれば連絡 

８）9/25-25 北八ヶ岳・北横岳・蓼科山（菅谷）9 月例会で確認 

  

＊7 月の山行部会で決まった 10 月の会山行予定…詳しくは 8 月号で。 

10/15-16（土-日） 安達太良山、 

10/23(日) 首都圏自然歩道…7 月中止で未実施の分 

10/29～30(土-日 ) 大菩薩嶺 

 

３，各部報告 

１）事務局（四元） 

・2023、2/25-26 ふれあいまつり実施予定。・7/12 事務局会議 

・新入会員紹介 竜口まゆみさん 

２）会報部（梅田） 

・やまびこ 7 月号配信済み。 

  ・8 月号原稿募集…7/20 まで。総会議事録・各部役割分担も。 

３）山行部（菅谷） 
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・8/3 山行部会…11 月会山行検討 関係者参加のこと。 

・会山行、個人山行とも熱中症やコロナ対策に注意。 

・7/10 市民キャンプ場で講習会実施。またやるのでぜひ参加を。 

・例会時にも講習を続けていく。 

４）県連（羽鳥）・千葉ニュース 7 月号一読を。 

会山行や行事などは県連行事と重ならないようにしてほしい。 

 

会長より（安彦） 

・山の日講演会…チケット配布済み。まだ余裕があるので追加応募可能。 

コロナ感染状況により参加人数に制限がかかるかも… 

・7/20 運営委員会は中止。8 月は検討中、メールで連絡。 

・梅田さんの会改善提案について 

総会は例会と同日に…来年はできれば 6 月に実施の方向で進めたい。 

労山との関係は早急に決せず、時間をかけて話し合っていきたい。 

 

 

終了後 山行部によるミニ講習会が行われた。 

 

＜地形図の読み取り＞  

15000分の 1の地形図では、1cmは 150ｍを表す。 

等高線は、太い線が 50ⅿ、細い線は 10ⅿを表す。 

 

地形図から標高を読み取り、5㎜方眼紙に縦軸に標高・横軸に距離を取り、断

面図に表す作業を体験した。 

 

→この体験を積み重ねると、実際の登山で、机上の作業無しでも頭の中で高低を

読み取っていくことができるようになる。  

 

 

運営委員会まとめ 

 

7月の運営委員会は中止でした。       



   2022年６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
高原山バスハイク　　　　　
（たかはらやま）

ハ 6/4 会 21

笹、山口幸、梅田、加藤、小林、間瀬、                   
五十嵐幸、菅原、前田節、清水、岡部、伏見、                    
鈴木か、江崎、羽鳥、山口洋、桐生、前田延、　　
五十嵐朝、嶋本、山脇

本誌　７月号　掲載　（梅田）

2 県連登山講習（古賀志山） ハ 6/4 県 4 畑中、蓮見、岡田、柳

本誌　７月号　掲載　（岡田）

3
小町山（こまちやま）・宝篋山　

（ほうきょうさん）
ハ 6/10 個 1 安彦

本誌　７月号　掲載　（安彦）

4
薬師岳（やくしだけ）・夕日岳

（ゆうひだけ）・地蔵岳（じぞうだ
け）を千手ヶ浜に変更 

ハ 6/11 個 5 安田、江崎、嶋本、菅谷、菅原

　参考タイム 東武日光駅(8:45)―竜頭の滝(9:45-10:10)…熊窪(11:45-12:20)…千手ヶ浜(12:35) 
…九輪草見学…船着き場(13:25)…菖蒲ヶ浜(13:40) ―東武日光駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日光薬師岳・夕陽岳・地蔵岳に行く予定が、天候がよろしくないので、千手ヶ浜の九輪草見学に変
更。　湖のヘリを千手ヶ浜まで歩いて行く。九輪草は満開。ちょうどいいころに雨が降り出す。船で
菖蒲ヶ浜に行き、日光駅に戻り、温泉に入って帰る。なんだかいい調子である。足の調子がいまい
ちだったが、これなら気分良く歩けた。（菅谷）

5 男体山（なんたいさん） ハ
6/11
～12

個 2 蓮見、金子

・　天気予報があまり思わしくなかったが、少しの希望をもって予定通り出かけた。一日目、天気は
曇りから小雨に、赤沼から低公害バスで千手ケ浜のクリンソウを見に行った。ちょうど見頃だった。　　
二日目　夜中から降り続いた雨が上がったので、二荒山神社の登山口から山頂めざし出発した。
山頂はガスで何も見えなくて残念。当初下山コースを北側の志津乗越にしていたが、雷注意報が
出ていたため出発点の二荒山神社へ戻るコースに変更した。コースには避難小屋が三か所あり、
登るときに確認していた。四合目まで下ったところで青空も出てきて中禅寺湖がとてもきれいだった
。　シロヤシオが多く残っていて想定外のうれしさに更に感動した。(蓮見)　　　　                                                                                                      

・　日光方面に行く度に美しい山容に憧れ、一度は登ってみたかった日光男体山。先輩の助言を
元に一泊する。正解だった。宿はHPの会員の部屋、従前の山行計画書で見つけたすぎもと館。登
山客にも特化していて清潔感もありこれも正解だった。(金子)
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No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

6 鎌倉アルプス ハ 6/12 個 1 猪狩　　他1名

　日帰りで尾瀬ヶ原に水芭蕉の撮影を計画しましたが天候が悪く断念。神奈川県方面が晴れ模様
、手軽なコースとして鎌倉アルプス等、鎌倉殿の13人の歴史を辿ってきました。紫陽花の最盛期と
重なり、北鎌倉駅周辺、鎌倉宮、鶴岡八幡宮そして鎌倉駅のストリートは若者で大変な混みようで
した。   参考情報 ： 尾瀬ヶ原日帰りバスツア（たびらい）　松戸発7時、鳩待峠着11：00　帰り16：00
発　　5時間滞在ツア料金　7900-　（新幹線利用よりかなり安いです）　（猪狩）

7 成田ウオーキング・下見 ウ 6/17 個 3 入江、高見、井上順

　１２月予定のウォーキング下見だったが、宗吾霊堂のアジサイ見たさで、早めの日程になった。計
画しているコースは、①成田山新勝寺裏の成田山公園散策　②宗吾霊堂。　おまけは新勝寺表参
道で「ウナギ」を食べようという計画。下見結果は、検討の余地ありとなった。　（井上順）

8 日光高山(たかやま) ハ 6/17 個 7
桐生、伏見、五十嵐朝、五十嵐幸、小林、
菊池、嶋本

　涼を求めて日光へ。高山から満開のクリンソウを期待して千手ケ浜へ行くと、今年は花付きが良く
て一面の花園でした。その奥にある千手堂までの小道は人も少なくおすすめの道です。
静かな遊歩道を歩き西ノ湖まで行ってきました。（桐生）

9 月山（がっさん） ハ
6/27
～28

会 18
安田、羽鳥、梅田、金子、前田節、前田悟、
山口洋、蓮見、山脇、菅原、嶋本、清水、　　　　　
江崎、鈴木か、岡登、間瀬、菊池、菅谷

　参考タイム　姥沢 宿舎(8:30)…リフトトップ(9:00)…姥ヶ岳(9:40-10:00)…牛首(10:50)…　リフトトッ
プ(12:30-13:45)…姥沢(14:00)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
さくらんぼ東根～姥沢は月山ライナーという乗り合いタクシー。月山の麓の西川町のいくつかの企
業が集まって運営。１名3000円。登山当日は悪天が次第に好天に変るというシチュエーションだが
、好天になったのは帰るころ。山行中は霧と強風。牛首までで帰る。下山は雪のつまった谷をアイ
ゼン履いて、ホワイトアウトで30メートル先も見えない中、スマホを頼りにそろそろと降りる。簡易型の
アイゼンがずるずるしたりして、けっこうおもしろかったらしい。多くの方は、無事リフトトップまで降り
て、アイゼンをはずす時には緊張が溶けていた。そんな中でも雪解けのこの時期に咲く花が多く、
心を慰めたようである。　（菅谷）

10
泉ヶ岳(いずみがたけ）　　　

（仙台市）
ハ

6/28
～30

個 4 羽鳥、鈴木か、清水、間瀬

・　泉ｹ岳は地元のファミリー登山の山といった感じで、当日は地元の小学生も林間学校で登って
いました。登山口にはオーエンス泉岳自然ふれあい館があり、生涯学習施設で学校関係の宿泊施
設になっています。学校利用のないときは一般利用もできます。キャンプの設備も整っていました。　
私たちはやさしい水神コースを往復（約４時間）しましたが、難易度の違うルートが６本ありました。
心地よい風に助けられて、快適に歩けました。賽の河原を過ぎると素晴らしい展望が待っています
。（間瀬）

・　本誌　P20　掲載　（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 荒船山(あらふねやま) ハ 6/29 個 5
五十嵐朝、五十嵐幸、桐生、小林、伏見　　　　　
他1名

　猛暑の日でしたが、標高1000ｍの駐車場に到着すると涼しくて別天地です。セミと小鳥の大合唱
の中グリーンシャワーを浴びての山道は快適でした。
しかし、山頂に到着しての感想が、揃って「以前来た時の記憶が全くないね」
今回が全員はじめての山ということにした。　（桐生）

６月に予定していた会山行「日光　千手ヶ浜　九輪草」は悪天候のために中止しました。      　　　　　  
古…古道　ハ…ハイキング　ウ…ウオーキング　沢…沢登り縦…縦走　岩…岩登り　 雪…雪山、スキー

　ヒヤリハット　（　虫刺され情報　）

No 山　　名
ジャ
ンル 月日

山行    
区分

人数 参 加 者

1 南八ヶ岳 ハ 7/2 個 3

　美濃戸口から2時間位の間アブの大量襲撃に会い、虫除けなどの効果も薄く追い払いながらの
登りに3人とも疲れ果てました。　ズボンの上からも刺されたので翌日は雨具着用で備えましたらま
るでいませんでした。　気温や湿度の関係？らしい。　（畑中）

2 北海道・アポイ岳 ハ 7/8 個 8

　アポイ岳に登山中の事です。（尾根道）
腕に痛―と衝撃が走りました。見ると小さな穴があき、蜂ともアブとも見分けがつかない虫でした。
翌日になるとドンドン腫れまして痛痒く３日間氷で冷やしました。
2週間経ちましてやっと痒く無くなり初めての体験でした。（伏見）

注）　本誌　P７　に、初歩的な「虫刺され対策」を掲載しました。　これからの山行の参考にして下さい
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夏山でやってますか？　　「虫刺され対策」 井上順之

　　ここに来て、会報部へ虫被害に関する情報提供が２件ありました。

　　一件は、アポイ岳の尾根道で虫に刺されて、２週間掛かってやっと痛みが緩和された話。

　　もう一件は、南八ヶ岳で虫の大群に２時間付きまとわれ、精神的に疲れたという話です。

　　６月から９月、この間が虫の活動が最も盛んな時期です。楽しいはずだった山行が思わぬ　アクシデントで

　　辛い山行にならないように、「虫刺され対策」を心掛けましょう。

　　マダニ 　　過去に刺されて、急遽下山、医者に直行したケースあり

  2～3mm 　　嚙まれたらそのまま医者へ、無理に引き離す事は禁物

　　命に関わる事があります

　　草むら等での休憩は注意、直接座らない…等

アブ（写真）・ブヨ　　全く別な生物、刺すのではなく、皮膚を嚙み切る … 穴があく

　　　アブ；２～３Cm,　噛まれたら痛みや腫れがひどくなり、回復に時間が掛かる

　　　ブヨ；２～３ｍｍ、　噛まれると翌日位から腫れたり痛みが出る

群れで行動しているので、刺される箇所が多い

　　　ブヨで重度の反応が出る人　⇒　抗ヒスタミン剤の入った薬を持参

　アブ 　　「ﾎﾟｲｽﾞﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ」（下記）で毒物を抜くと治りが早い、傷口の消毒を忘れずに。

　「虫よけグッズ」を活用しましょう

　　夏場は暑いので、素肌が露出気味　⇒　「虫さんどうぞ」のスタイル　　

　　長袖、腕カバー、虫よけネット、ハッカ油スプレー、携帯用蚊取り線香・・・等

　　トレッキングタイツ・腕カバーには、「虫よけスプレー」を周りからこまめに

　　油断している時が危険 ； 宿に着いて着替えてからの散歩、露天風呂で・・・等

その他、「ヒル」の侵入予防には「塩水」を靴やズボンに掛ける。

  「ポイズンリムーバー」

7

　ﾊｯｶ油をｽﾌﾟﾚｰ状
にした商品は虫除
けに便利。ﾌﾞﾖには
効果大

　蜂・アブ・ブヨや蛇等の毒抜きに便
利、　ｸﾞﾙｰﾌﾟで一個持参、使い方注
意
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第４６回定期総会議事録 

                   書記 井上勝代 山口幸雄 

 

日時 2022年 6月 26日（日） 10：00～12：00 

 

場所 鎌ヶ谷市中央公民館 (学習室 1） 

 

議長・書記の選出 

 議長に笹眞一郎、書記に井上勝代、山口幸雄を選出した。 

 

会長挨拶（安彦）（議案書 p.3参照） 

会員の中にコロナ罹患者が出てきています。注意をしてください。 

 

出席状況報告（事務局） 

 「出席者 41名、委任状 10名、会員 51名にて総会成立」が報告された。 

 

 

議事（議案書参照） 

 

議案１ 2021年度活動報告 

 事務局（四元）、山行部（菅谷）、会報部（梅田）、県連（羽鳥）の各部の報告

については省略。 

 

議案２ 2021年度報告 

 会計（岡部）より、2021年度会計収支決算が報告された。 

 

議案３ 監査報告 

 監査結果については省略。 

 

質疑応答（議案１，２，３） 

 

採決 

 以上の議案１，２，３は満場一致（挙手）で承認可決された。 

 

議案４ 2022年度活動方針（案） 

 事務局（四元）、山行部（菅谷）、会報部（梅田）、県連（羽鳥）の各部門より 

 議案書に従い提案された。 

 

議案５ 2022年会計収支予算（案） 

 会計（岡部）より、2022年度会計収支予算案が提案された。 

 

質疑応答（議案４，５） 
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規約、規定について 

 「規約・規定」の見直し時期を示してほしい。 

規定を三部門に割り振りした。 

  運営委員会を中心に 10月までに改定案を持ち寄り検討する。 

  12月 11日の臨時総会で決定する。 

   

 年間計画について 

 山行計画は下見が必要か 

  やる必要があるものとないものがある。 

 (現状では担当者がネットで情報を集めて山行部が検討している） 

 10人以上が参加の場合は必要という「会」もある。 

 下見の補助があればよいが、という意見もあり。 

  

計画書の CLと SLについて 

 名前順に引き受けてもらえればありがたいが、役割については担当者で相談

してほしい。 

 

会計から 

 対策基金の使い道を考えてみる。 

 バス山行に参加できない人がいる。 

 

提案 

 全国連盟、県連への参加について 

 将来の高齢化に対してあるべき方向を考える一考として アンケートを取っ 

てみたらどうか？（金額にあった活動がなされているか等）  

 連盟主催の各行事に参加してほしい。 

 規約を改定してから今後検討する。 

 県連の事故防止の規約で一人 1000 円の補助が出ているので請求するように

と。（今までは請求されていない） 

 入会したばかりであるが比較的高い山の担当になっている人もいるが 

（山行部より 日頃の状態を見て判断し、そこにはベテランが入っているの 

 大丈夫です。） 

備品について 

 保管されている物は申し出により使用可能。12～16に関しては保管されてい

るが廃棄予定である。 

 

などの質疑応答がありました。 

 

採決 以上の議案４，５は満場一致（挙手）で可決された。 

 

議案６ 第 42期役員選出 

 立候補者がいないので、会長より役員、部局員などが提案され、提案通り承

認された。 
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2022年度事務局役割分担   

「メンバー」 

四元、清水、笹、高見、村上、井上勝、金子、三橋、伏見、山口幸、石塚  

「主な業務」 

１．ホームページ運営             担当 清水、四元  

２．例会の運営 司会          担当 四元、笹、高見 

３．運営委員会             担当 四元、清水、笹、金子、井上勝 

４．総会                担当 四元   

５．例会場所の確保       担当 四元、高見、伏見、井上勝、三橋、村上 

６．会員拡大 市広報掲載、公民館掲示等   担当 四元、松戸市・白井市 

  笹、鎌ケ谷広報   

７．入会・退会・労山手続          担当 四元、笹 

８．入会説明                担当 四元、清水、笹 

９．労山特別基金手続・           担当 金子 

スポーツ安全保険            担当 井上勝 

１０．公民館まつり              担当 四元、笹   

 写真収集                担当 清水    

１１．新入会員 フォローアップ       担当 清水、金子 

１２．ロッカー管理                 担当 四元 

１３．全国労山との窓口           担当 四元 

１４．規定類管理 改定・作成         担当 四元、笹、全員 

１５．駐車場使用許可書申請書 規定化    担当 笹 

１６．東葛山の会の規程の見直し       担当 全員 

１７．備品管理               担当 四元  

 

 総会で決められた東葛山の会の規程の見直しを行います。 

山行部  ［3］山行規定 

会報部  ［4］山行時の自家用車に関する規程 

     ［7］山行時のバス利用に関する規程 

会計   ［1］規約 第六章 財政 

     ［２］会費規程 

事務局の担当はつぎの部分です。 

事務局  ［1］規約 第六章財政を除く部分 

     ［5］遭難対策貸付規程 

     ［6］慶弔規程 

規程を見直しには次のように行ってください。 

  削除：修正部分 赤字    修正 緑  追加  青 

見直しスケジュール 

10月 12日の運営委員会に改正案を配信する 

12月 11日に改正案討議出来るようする。 
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山行部の仕事 

1、山行部連絡調整 

 

      ① 山行部の役割           ○ 菅谷、手塚   

      （会全体の方向性と山行部の役割） 

 

     ② 山行部の仕事の分担        ○ 菅谷、江崎 

      （仕事の内容の検討、役割分担） 

 

     ③ 各部への連絡調整         ○ 菅谷、江崎 

      （他部への連絡、委員会への出席） 

 

２、山行管理 

 

  A   ①年間山行計画の立案          ○ 五十嵐朝、菊池、安田、間瀬、猪狩、山口、蓮見 

    （会山行を中心とした山行の計画） 

 

    ②講習、訓練山行の立案         ○  赤塚、嶋本、小林和、畑中、手塚、江崎       

    （講習会、実施訓練の計画） 

                      

  B  ①会山行の具体化及び実施        ○ 江崎、菅谷 

    （会山行、山行部会での司会と意見調整）  

 

    ②会山行と個人山行との意見調整      ○  菅谷、手塚          

    （個人山行計画との問題点の指摘と補足など） 

 

  C   ①会山行・個人山行の把握         ○ 菅谷、江崎、手塚  

    （山行計画書・下山報告の受理。参加者の確認と記録） 

 

    ②山行記録                ○ 菅谷、蓮見             

    （会員の山行のジャンル別整理と記録〈上記①を補足するかたちで〉） 

 

３、教育、研究、遭難対策 

    

  A ①新人受入（講習、新入会員の受け入れ）     ○ 赤塚、山口、菊池、手塚 

  B ②研究（山行の研究、用具）              ○ 江崎、蓮見、畑中、小林和 

  C ③遭難対策（事故防止、対策）           ○ 安田、入江、五十嵐朝、五十嵐幸  

 

４、 庶務 

 

① 山行部会の会場確保          ○ 江崎、村田 

 

② 第一、第二例会での司会        ○ 猪狩、嶋本、間瀬、村田  

     （８月、１１月、２月、５月）       （８月、１１月、２月、５月） 

 

５、装備の把握・管理               ○ 手塚、五十嵐幸、菅谷      

       （装備の購入、廃棄などの管理） 

○は主になってやっていただく方です。 



 2022.7.1 
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2022 年度会報部役割分担表 

 

部長：梅田 副部長：桐生 前田せ  

部員：山岡 加藤 八巻 鈴木か 前田え 井上順 山脇 前田悟 清水  柳 

 

★会報「やまびこ」 

○表紙/お知らせ/編集：桐生  

○もくじ：前田せ 

○予定表：八巻 

○例会報告（出席者・山行報告）：前田え 山脇 

○例会報告（議事）：井上順 前田せ 梅田の 3 名交代で以下の通り担当する。 

 7 月  8 月 9 月  10 月  11 月 12 月  1 月  2 月 3 月 4 月  5 月 6 月 

前田せ 井上 梅田 前田せ 井上  梅田 前田せ 井上  梅田 前田せ 井上 梅田 

〇運営委員会報告：前田せ 桐生 梅田  

〇山行実績＆コメントまとめ：井上 

○山行案内：山岡 

○山行報告・感想文：鈴木か 前田せ 山岡 

〇思い出の山：加藤 

○ちょっと一言：柳 

○編集後記 編集担当：山脇（当月の当番は編集後記テンプレートに書込むこと） 

7 月  8 月  9 月  10 月  11 月 12 月  1 月 2 月  3 月 4 月  5 月  6 月 

梅田 八巻 前田せ 清水  柳  鈴木か  山岡 前田え 加藤 前田悟 山脇  桐生 

井上 前田え  加藤 前田悟 山脇 桐生  八巻 前田せ  清水  柳  鈴木か  山岡 

  

★ 会場予約・支払い：八巻 

★ 例会司会：  

 9 月 清水  12 月 加藤  3 月 鈴木か   6 月 井上 

★ 「やまびこ」電子化（PDF）：鈴木ゕ 梅田 清水 

★ DROP-BOX管理：清水 

★ ホームページ関連：清水 

★ 会報部総務：桐生（やまびこ関連統括＆新たな業務） 

 

※原稿はＤＲＯＰ―ＢＯＸを活用してできるだけ多くの部員で編集会議までに校

正・編集を済ませるようにしましょう。 

※都合の悪い時は連絡しあって、交代するなど助け合いを！ 

※毎月電子版「やまびこ」発行を続けましょう。 

※持続可能な範囲で無理せずに、楽しみながら内容を充実させましょう。 
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山 行 案 内                      

８月の山行予定 

✽鎌倉アルプス ウォーキング 

日 時： 8月 6日（土） 雨天中止 

担 当：（CL）山岡、（SL）高見 

 

✽燧ヶ岳（ひうちがだけ）2,356ｍ  （体☆☆ 危★） 

日 時 8月 21日（日）～22日(月)一泊二日 

担 当 （CL）羽鳥、（SL）四元・金子 

✽飯盛山（めしもりやま）1,645ｍ ゆるい山（全会員対象） （体☆） 

日 時：8月 27日（土） 雨天中止の時には 24日に連絡します。 

担 当：（CL）岡部、（SL）伏見・小林  

9月の山行予定 

✽大蔵高丸（おおくらたかまる）1,781m   （ 全会員対象 ）（ 体 ☆ ） 

タクシーで一気に標高 1,640mの峠まで登り、なだらかなアップダウンを繰り返しながらの尾根

歩き。晩夏の花々（マツムシソウ、ワレモコウ、カワラナデシコ、ハギ等）を愛でながら、富士

山、南・中央アルプスが一望出来ます。 

希望者には下山後の温泉が有ります。 

日 時： 9月 5日（月）雨天中止 ※中止の場合、9月 2日 pm８頃までにメール連絡します。 

集 合；JR甲斐大和駅 8:45、 解散；天目山温泉 

経 路：東武新鎌ヶ谷 5:41－船橋 5:53_6:00（総武線各駅停車）－お茶の水 6:37_6:38（特快）－

高尾 7:31_7:41（小淵沢行）－甲斐大和 8:42－（タクシー）－湯の沢峠 9:30 

コース：湯の沢峠（1640m)10:00発…大蔵高丸（1781m）11:00発…ハマイバ丸（1752m）… 米背

負峠（1530m 昼食）13:00発…登山口（1250m）…（林道）…天目山温泉（1000m）15:30着、  

歩行距離 約 10Km、歩行時間（含；休憩）5:30、標高差約 800m 

・天目山温泉発バス時刻（甲斐大和駅まで 11分） 16:24、17:32、18:47発、 

 JR甲斐大和発 16:41－（高尾・新宿乗換）－新鎌ヶ谷着 19:48     

 参考；18:17－（同上）－21:08、 19:10－（同上）－22:08 

交通費（概算）JR大人の休日利用 30%割引；船橋－甲斐大和往復 ￥3,300、 

   タクシー約￥1,500/人（参加者数により変わります）、バス代￥300 

注；7月 10日例会以降の参加希望又は中止の方は、7月末日までにメールにて井上順迄ご連絡を

お願いします。8月月頭、タクシーの予約が完了しましたら計画書を配信します。 

担当：（CL）安田、（SL）前田延・井上順 
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✽秋川渓谷ウォーキング   （体 ☆） 

7/17 、下見山行の結果、案内済みのコースタイムよりかなりのオーバータイムが予想されます

ので、計画案を見直し、短縮コースに変更しました、 

  日 時：2022年 9月 10日（土） 雨天中止  

 古社寺を探訪しながら、渓谷の清流沿いをのんびり歩く。    

（往 路） 新鎌ヶ谷 6:18－八柱 6:30_6:46西国分寺 7:47_7:57立川 8:02_8:12（ホリデー快速）

武蔵五日市 8:51着 

(復 路) 戸倉バス停－武蔵五日市駅－新鎌ケ谷着 

      バス武蔵五日市駅行き：13:11・13:40・14:12・14:41・15:16他 

                料金 200円  乗車時間 14分    

        バス瀬音の湯行：14:07/15:69  料金 270円 乗車時間 9分 

       電車：武蔵五日市駅 14:02・14:32・15:02・15:29 (拝島乗換) 

コース：武蔵五日市駅出発（9:10）…阿伎留神社…広徳寺…沢戸橋（11:40～12:20昼食予定）…

光厳寺(13:10)…戸倉バス停 13:20）解散 

            歩 程：3時間 20分（休憩含まず）  

費 用：3510円（電車 3,220円バス 290円） 瀬音の湯入浴料 900円（希望者）  

担 当：（CL）加藤、（SL）前田悟    

 

✽北八ヶ岳、北横岳（2,480ｍ）蓼科山（2,531ｍ）   （ややきつい山 体☆☆＋危技★） 

静かな初秋の北八ヶ岳を楽しむ。 

日 時  ９月 25日（日）～９月 26日（月） 雨天中止 

交 通  集合（あずさ 1号車内） 解散 佐久平駅 

日 程  

往 路： 船橋駅(5：56)－新宿（6：45＿7：00)－あずさ１号－茅野(9：07＿9：20)－ 

アルピコ交通バス－北八ヶ岳ロープウエイ(10：05＿10：20)－山頂駅(10：27又は 10：47着) 

復 路： 蓼科牧場(15：19)－バス－蓼科町役場(15：46＿15：54)－佐久平(16：33＿ 16：47)－大宮(17：

47＿18：05)－(柏 19：12＿19：16)－鎌ヶ谷(19：36)    

【別ルート 佐久平(16：47)－東京(18:12＿18:25)－鎌ヶ谷(19:15)】 

コース  9/25 山頂駅(10：50)…七ツ池・昼食(11：55-12：25)…亀甲池(13：35-13：50)…双子池ヒュッ

テ(15：00)                           

9/26 双子池ヒュッテ(7：00)…大河原峠(8：10-8：25)…赤谷の分岐(10：05-10：15) …蓼科

山・昼食(11：15-11：45)…将軍平…馬返し(13：15-13：25)…蓼科牧場(14：45) 

歩行時間・・・登り（3.2時間）、下り（6時間） 

注意事項：岩の大きな場所がある。9月末は夜が思ったより寒い、防寒用意。 

概算費用 JR 11,862円 アルピコ交通バス 1,300円 ロープウエイ 1,200円 

蓼科スマイル交通 500円 千曲バス 200円   （ジパング利用に注意） 

        宿泊費     9,500円   合計 24,562円 

その他： 昼食：２食（＋行動食）        担 当 （CL）菅谷、（SL）赤塚・江崎 
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10月の山行予定 

✽安達太良山（1,699ｍ）  普通の山（全会員対象）（体☆☆＋危技★） 

 素晴らしい紅葉と巨大火口、飯豊連峰や蔵王連峰の展望 ロープウェイ利用で楽に山頂へ 

日 時： 10月 15日（土）～16日（日）    雨天中止 

 集 合  上野発 7：18（やまびこ 123号）  解散 上野  

（往 路）： 上野 7：18－9：05二本松 タクシーで奥岳へ 30分位 

日 程 

10月 15日（土） 

ロープウェイ山頂駅点…0.35分岐…0.40山頂…0.15牛首ルート分岐…0.15峰の辻…0.30 

くろがね小屋…0.30分岐…1.10 奥岳登山口（途中、安達太良渓谷遊歩道経由 15：30発 

（二本松方面行バス）－15：50着岳温泉…ふれあいセンター（泊）  歩行４時間 

10月 16日（日） 

（復 路）： 岳温泉 14：00タクシー＝14：30二本松 15：02－15：26郡山 15：37－17：10上野 

コース：1.5Ｋｍ、3.0Ｋｍ、5.0Ｋｍ、5.5Ｋｍ、7.0Ｋｍ、と好きなコースを散策（自由行動） 

    宿 14：00集合、出発 

アドバイス（装備等）： 秋は陽が短く、寒くなるので風を通さない物を持つ 

           お湯等暖かい飲み物や足がつった時の為にホカロン等 

歩 程：累計標高差又は標高差 ・登り（365ｍ）、下り（779ｍ） 

エスケープルート： なし  ※天候により初日と２日目の予定の入れ替えもあります 

※（募集人員を最大 18名とする） 

交通費概算： 約 13,687円（ジパング利用）  

交通費詳細：電車約上野～二本松 16,740円、ジバング利用で 11,720 福島交通バス 300円 

タクシー：行き、ジャンボ（9人）9,000×2 帰り 6,000×2  30,000÷18名 1,667円∕人 

宿泊費  岳温泉、ふれあいセンター 一泊二食 11,000円 

費用総額：約 25,000円（ジパング利用） 

その他： 昼食： 1食     

担 当：（CL）清水、（SL）五十嵐・畑中 

 

✽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 10月 23日（日）  雨天中止 

交 通  

（往路）鎌ヶ谷 6:17－船橋 6:27_6:35(総武線 千葉行)－千葉 6:55_7:10(上総一宮行)－上総一宮

7:59_8:03(鴨川行)－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  
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 距離 12㎞ 歩行時間：約６時間 30分(休憩・昼食時間含む)  

 (復路) 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）山脇・村田 

 

✽大菩薩嶺(だいぼさつれい) 2,056.9ｍ   ややきつい：（体☆☆＋危技★） 

 介山荘に１泊して紅葉の山を歩く。 

日 時：10月 29日（土）～10月 30日(日) 雨天中止…２日前に決定し連絡 

集 合：甲斐大和駅 9時 5分   解散：塩山駅  

日 程  

（往路）：①新鎌ヶ谷 5:50－八柱 6：02…新八柱 6:06_6：15（府中本町行）－西国分寺 

7:16_7:27(高尾行) －高尾 7：56_8:02（甲府行）－甲斐大和 9:04  

     ➁新鎌ヶ谷 5:41－船橋 5：53－JR船橋 6:05（三鷹行）－お茶の水 6：38_ 

6:43(高尾行)－高尾 7:56_8:02－甲斐大和 9:04 

山梨交通(大菩薩上日川峠線)－甲斐大和駅 9:20－9:46すずらん昆虫館前  ※9:50―10:16 

（復路）：柳沢峠登山口（下山）塩山市民バス(落合線)柳沢峠通過時間 15:40―バス－16:40塩山駅 

塩山 17:20－立川＿19:02－西国分寺＿19:14－新八柱…八柱 20:32－20:44新鎌ヶ谷 

塩山 17:17あずさ 44号－18:43新宿＿18:49－19:37船橋＿19:43－19:51新鎌ヶ谷 

コース：29日・・すずらん昆虫館…150…牛奥ノ雁ヶ腹摺山…45…小金沢山…90…介山荘(泊)(大

菩薩峠)                      

30日・・介山荘…65…大菩薩嶺…70…丸川峠…90…六本木峠…60…柳沢峠（＋昼食・休憩）  

歩 程：累計標高差又は標高差 ・登り（830ｍ）、下り（580ｍ） 

・山の特徴（危険）： 人通りの少ない道の藪の通行に注意。  

・アドバイス（装備等）：通常の装備  

エスケープルート：牛奥ノ雁ヶ腹摺山まではすずらん昆虫館前に戻る。   

・介山荘から近くまでタクシーを呼ぶ  ・丸川峠から裂石(さけいし)へ下山   

概算費用：交通費概算：約 8,500円 (ジパング利用可) 

交通費詳細：JR往復運賃(新八柱)4,950円又は、(船橋)4,620円 1,580＝指定席 バス往復 1,610 

宿泊費 8,500円 (一泊二食付き) 

その他： 昼食２食＋行動食 

 

 

 

 

担 当：（CL）松本、（SL）菊池・菅原 

 

 

各月の山行計画が、山行部に承認されましたら山岡まで送付をお願いします。 



17 

 

県連関係予定行事 

☆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 

 

 

☆今年の県連オンライン講習会の計画について（伊東） 

（ 1）開催時期：9 月、10 月、11 月、12 月の 4 回 平日の夜間（19:00～20:30）、90 分間。 

 

（2）テーマ： 9 月．労山山岳事故対策基金制度の説明 各会の基金担当者向けに、実務手続きの 

学習。 10 月．海外委員会より 船橋勤労者山の会 酒井氏のネパール・ピサンピーク登山報告。 

11 月．ココヘリの紹介 ココヘリの特徴を紹介し普及させる。 12 月．未定（検討中） 

 

（3）各会より要望のあったその他のテーマ ・ GPS アプリの使い方 ・房総の登山道復興プロジ

ェクトの計画と進捗状況説明 ・石田良恵先生の「一生山に登るための体力づくり」講演 等 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8本の根っこを張る大木（樹齢？百年）          建長寺（鎌倉）  
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月 山 

 

日 程：6月 27日（月）～28日（火） 

参加者：18名：安田、羽鳥、梅田、金子、前田悟、山口洋、山脇、 

菅原、嶋本、清水、菊池、江崎、鈴木か、岡登、間瀬、 

菅谷（CL）、蓮見（SL）、前田節（SL記） 

 

＜行く前＞ 

天気予報はずっと芳しくなく、雨・曇りがめまぐるしく変わりました。登山指

数も   実施するか中止にするか担当者間で連日メールのやり取りをし、天

気が好転するという兆しが見られるというので、実施に踏み切りました。ホテル

とは、予約やキャンセル・弁当注文・タクシーなど何度も電話や PCでやり取り

しましたが、その応対はあまり親切でなく行き違いに困ることもありました。 

＜1日目 6月 27日＞ 

関東地方は梅雨明け宣言が出た日で、素晴らしい夏空のもと出発。ところが宇

都宮を過ぎたあたりから天気は急変、雨模様！山形市では、街中でも時折雨を伴

った強い風が吹きつけていました。東北地方はまだ梅雨の真っただ中でした。 

新幹線を乗り継ぎ、さくらんぼ東根駅へ。月山ライナーのタクシー3台に分乗

しホテルの月山リゾートインに到着したときは、雨はますます大降りに、風も台

風並みに吹き荒れていました。明日の登山は大丈夫かしら… 

山の天気をいろいろと調べると、山頂付近は晴れだけど、風は風速 15～19ｍ

あり、尾根歩きなどでは飛ばされてしまいそうという予報。担当者で何度も集ま

り、どうしよう…どうしよう…と話し合いを重ねた結果、リフトが動かなかった

ら登山はあきらめて周辺散策にしよう、リフトが動いていたら姥ヶ岳まで登っ

てみよう…と決定し、皆さんにお伝えしました。 

＜2日目 6月 28日＞ 

早朝、風は吹いているけど小鳥の声が聞こえ、雨は上がりそうな気配。出発を

30 分遅らせリフト乗り場へ。そのころには雨は上がり、リフト下にはニッコウ

キスゲやアヤメの姿が色鮮やかに見えました。見上げると、雪渓では遥か上を歩

く人の姿も見え、なんとか行けそうな気がしてきました。班ごとに列を組み登山

開始。少し登ると雪渓が広がり、アイゼンを付けて一歩一歩ゆっくりと歩きまし

た。姥ヶ岳に到着。山頂は雪が融け一面のお花畑が広がり、チングルマ・コバイ

ケイソウ・ウスユキソウ…可憐な花々に皆さんの歓声が上がりました。でも辺り

は真っ白、雲の中。何も見えません。集合写真を撮り、もう少し歩き続け牛首ま

で行きましたが、時折強風が吹きつけるのでその先は断念。雪渓を下る途中では

ホワイトアウトで列の後ろが見えなくなることもあり、声を掛け合ったり、笛を

吹いたりして確認しながら進みました。先頭の安田さんのコンパスや参加者の

山行報告 
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スマホを頼りに軌道修正し…何とかリフト乗り場にたどり着き全員無事に下山。

昼食の後は散策したり、入浴したり、談笑したりして過ごし、月山ライナーのタ

クシーでさくらんぼ東根駅に着き解散となりました。 

 

＜後日＞ 

清水さんから送られてきた集合写真です。真っ白な雲の中、展望は全くなし！

でも皆さんの素晴らしい笑顔がいっぱい溢れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天候が心配されましたが、月山山行は何とか実施出来ました。山頂には行けま

せんでしたが、アイゼンを付けて雪渓歩きが体験できたのは良い思い出となり

ました。参加者の皆様、ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

晴れたらこんな景色が目の前に広がっていたはず・・・ 
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泉 ヶ 岳(1,172m) 

 

日 程：6月 30日(木) 

参加者：羽鳥、清水、間瀬、鈴木か(記) 

 

泉ヶ岳は仙台市民に親しまれている山で、茨城県に例えれば筑波山のような

山である。レンタカーで「泉岳自然ふれあい館」から水神コースを往復。 

水神まではハルゼミの合唱を聴きながら緩やかな登り、猛暑の登山で汗だくを

覚悟したが、風があって思いのほか涼しい。 

水神の大きな石碑を過ぎると「賽の河原」までは岩ゴロの急登が続く。「賽の

河原」とはいってもお地蔵さんも風車(かざぐるま)もないが、蔵王連峰の緑の

山並みが一望できて気持ちがよい。ここまで来ると頂上は間もなくだ。 

頂上でランチを摂っていると、賑やかに小学生の集団が登ってきた。 

シルバー組は引率の先生に写真を撮って頂き下山する。 

往復 4時間のハイキング、見かけたお花はいずれも終焉真近のヤマツツジ、ウ

スユキソウ、ホツツジ、サラサドウダン、ベニバナイチヤクソウ、タニウツ

ギ、これから頑張るのがオヤマボクチ、シシウドなど。 

 

頂上で捕まえたハルゼミ 

透き通った羽が美しい。 
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フェリーで北海道の山旅へ 

日 程：2022/7/6～7/15 

参加者：桐生、岡部、伏見、小林、菊池、五十嵐（幸、朝（記）） 

 

コロナの感染前から計画をしていた。今年の春、感染者が少なくなり終息に向

かうかのように見えたので、「今年こそ行けるぞ！」船の予約は二か月前からで、

行きと帰りの予約も別々に取る。予約が取れ、宿の手配もメンバーで分担して予

約も出来た。 

いよいよ行く日が近づいた頃、台風 4 号が発生！心配したがかなり南を通過

したので予定通り出発出来た。しかし温帯低気圧となった台風 3 号がウロウロ

していて、ちょうど東北、北海道辺りに居座る形となった。 

7/6（水） 

大洗港 19：45発に乗り込み、部屋はコンフォート（二段ベッド）で、狭いが

個室のようだ。テレビも備えつけられている。食事は二食付きセット価格 2700

円 20：30でオーダーストップなので急いで食べ、お風呂に入ってご就寝。 

台風の後でうねりが出ていて揺れるので、皆、なかなか寝つけない様子。 

7/7 

眠れない朝をむかえる。テレビを見ていても揺れるので、酔いそうだと早々に

ロビーへ出る人、風呂に行く人、各自、自由人。 

13：30苫小牧港着、港が近づくと樽前山が左前方に姿を見せる。 

苫小牧港、北海道の台地に足を踏み入れました。沼ノ端ＩＣ～日高門別ＩＣの予

定が日高厚賀ＩＣまで高速道路が伸びていて、料金も掛かりませんでした！ 

明日登る予定のアポイ岳の麓に宿を予約していたので、一般道で「アポイ山荘」

へ。山荘と言ってもホテル並み、素泊まり 7600円は少し高いです。 

途中、安倍元首相が銃弾に倒れ、危篤のニュース、夕方、死亡のニュースにびっ

くりしました。日本国中、衝撃が走りましたね。 

7/8アポイ岳トレッキング、下山後「阿寒湖温泉」へ。 

7/9 

阿寒湖温泉の宿から野中温泉の駐車場に車を置き、温泉コースで雌阿寒岳へ。 

樹林帯の歩きやすい登山道、登るにつれ右に左にシャクナゲが咲き誇り、以前登

った時は全然気が付きませんでした。咲く年、咲かない年が

あるようで、今年はちょうど見頃です。三合目、四合目と

展望が開けて岩場の登りです。山はガスにすっぽり覆われ、

何も見えません。霧雨になりザックカバーを着けます。 

下りてくる登山者に様子を聞いてみる。「上は雨、風がひど

くて、上で雨具着けようと思っていたら、とんでもないです

よ！今のうちに着けた方がいいですよ！」その直後、雨が降り出し、あわてて雨
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具を着ける。 

登山道脇のタルマエソウやコマクサが元気をくれる。 

時々、風と共に雨が吹き付ける。寒くはないが、頂上は諦め、五合目を山頂とし

て下山を決めました。  

濡れた岩場を慎重に下りて、樹林帯に入ると雨もおさまりシャクナゲの花に

癒されながら、登山口付近のシャクナゲの花の中でティータイム、何と贅沢な事。

時間がたっぷりあるので一旦、宿に戻り出直して阿寒湖温泉街、阿寒湖畔、アイ

ヌコタンの散策を楽しみました。 

7/10 

阿寒湖温泉～層雲峡への移動日です。北見からサロマ湖の「ワッカ原生花園」、

阿寒の「オンネトーの湯の滝」、層雲峡の「流星の滝」を見学して層雲峡の宿へ、 

ユースの宿です。 

7/11 ニセイカウシュッペ山トレッキング 

7/12 黒岳トレッキング 下山後吹上温泉「白銀荘」へ移動。 

7/13 今日は雌阿寒岳以外の山は

予定通り登れたので、ゆっくり観

光です。 

天人峡温泉の「羽衣の滝」に行きま

した。 

「天人峡温泉とは見捨てられた大規模な廃虚群」とブログに載っていました。 

「御やど・しきしま荘」が一軒だけ残って頑張っています。 

秘境中の湯守の宿です。コンビニも民家もなく、交通手段もないのです。以前日

帰り入浴を利用しましたがとても残念です。 

美瑛の「新栄の丘」「青池」を散策。「青池」は以前、十勝岳や美瑛岳登山の際に

寄りましたが、広い駐車場には大型バスや乗用車がひっきりなしに来る、観光ス

ポットになっていてびっくりです。 

十勝岳の麓では活火山の雰囲気を感じながら仰ぎ見るものの、山頂は分厚い雲

に覆われ姿は見えませんでした。 

「白銀荘」二泊目、自炊なのでスーパーで買い物をし、今日は最後の晩餐です。 

皆、ほろ酔い気分で懐かしい話に、時間を忘れて大盛り上がりです。 

7/14 

早いもので、もう帰る日です。富良野～占冠ＩＣ～沼の端ＩＣで降りて「海の

駅ぷらっとみなと市場」で買い物や海鮮のランチに舌鼓、皆満足！ 

苫小牧港 18：45発 ＝7/15大洗港 14：00着＝鎌ヶ谷は雨でした。 

北海道は広いので、移動時間がかなりかかりました。走行距離 1500キロでした。 

そんな中でも花いっぱいのこの時期に計画し、実行出来、天気も味方してくれ、

経費もとても安く上がりました。何から何まで万万歳です。 

山仲間に恵まれ、幸せな山旅でした。皆さん有難う御座いました。 
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ア ポ イ 岳 

岡部千恵子 

7月 8日（金） 今日はいよいよアポイ岳に登る 

以前北海道の北の地に足を踏み入れたのはいつだったのでしょう。初

夏になり山々から花の便りが聞こえる頃になると、なぜか北の地の風の

ささやき、爽やかな空気が、どこからともなく漂い来る。そんな時いつ

も心の中でそっと夢見ている、色とりどりの花々、青空と白い残雪、今

年は出会えるかなと。 

そんな時、「北海道に行こうよー。」 「ありがとう…」 

 

アポイ山荘を後にアポイ岳ジオパークビジターセンターから歩き始め

る。砂利道を歩くとすぐに登山届のポストがあった。ポンサヌシべッ川

を渡ると、気持ちの良い森の中の登山道に入る。五合目を超えると尾根

歩きになり、様似の市街地と共に太平洋の海も見渡せるようになってき

た。馬の背から最後の登りとなりユネスコ世界ジオパークに認定された

緑色のかんらん岩(マントル内で起こっている出来事を地表で観察できる

貴重な場所)と共にジャコウソウ・シャクナゲ等も咲きだしてきた。シャ

クナゲの花は今盛りと微笑み、アポイ岳からの下山ルートである旧幌満

お花畑からトラバース分岐に至るまでそれは見事に咲いていた。 

アポイ岳植生の不思議。それは頂上にダケカンバの樹林。 

頂上に着くと何故かダケカンバに囲まれていた。馬の背の登りでは、ハ

イマツが生い茂り高山の装いをしていたのに、その上にダケカンバは、

これもかんらん岩の

『しわざ ?』とか。 

北国の『エゾルリ

ムラサキ』綺麗だっ

たね。 

幸せな時をありが

とう。 
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ニセイカウシュッペ山（１８７８ｍ） 

7月 11日（月） 

 

伏見 純子 

 山名はアイヌ語で「峡谷の上にいるもの」という意味だそうです。 

今回この山に登った友が 2名いました。 

「とっても花々が沢山あって、危なくない

よ」と、前情報を聞いていたので気持ち的

に助かりました。 

 私にとって未知の山です。楽しみと不安

が一杯でした。事前に上川町の観光課、林

野庁などに何回か連絡しまして情報を得ま

した。が、登山口までの林道が心配でした。 

 層雲峡Ｙ．Ｈを 4時 30分に出ました。登

山口を 6 時出発。緑の美しい白樺林の登山

道を楽しく、ルンルンで歩きました。その

内に花々も顔を出しダラダラと歩きます

が、何処が山頂なのか皆目目指せない。ギ

ザギザの大槍までの登山道をまいて、まい

て、やっと山頂が見えて来ました。9 時 30

分に到着です。 

 山頂でランチ？おやつタイム？なのか簡

単に済ませ、名残り惜しいが午後から雨の

予報が出ていたので早々に下山の途に。 

 帰りも単調な山道を花を愛でながら、ゆ

っくり、事故のないように下る。念願の山

もあっと言う間に終わりを告げました。13

時 30分着。 

 帰りも国道までの林道は大変です。ドラ

イバーさんはとっても神経を使ったと思い

ます。有難うございました。 

 ウコンウツギ、イワヒゲ、エゾコザクラ、

キンバイ、ヨツバシオガマ、チングルマ、

蝦夷ツガザクラ、アオノツガザクラ、 

イソツツジ、・・・・ 

 数えきれなーい。 

2022・7・11 登頂 
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北海道の山・・・《黒 岳》・・・ 

7月 12日（火）晴れ 

桐生 千恵子 

7/6（水）に大洗からフェリーに乗り、北海道に来てもう一週間になり、最後の山は

黒岳です。この山は初めての山なのでワクワクです。宿が層雲峡ロープウェイ駅の近

くだったので 6 時の始発に乗るのも楽ちんでした。テントで縦走する人が多いので、

大きなザックを担いだ登山者の長い列に混じってロープウェイに乗り込む。続いてリ

フトに乗ると足の下は咲き終わったチングルマの稚児車や黄色いウサギギク等々が

咲いている。天気もピカピカして来た。 

昨日登った山『ニセイカウシュッペ』もお花畑が満開だったが、今日の黒岳もキン

バイ、ウコンウツギ等々次々に見ごろの花々が咲いていて、ワイワイ言っていると、

いつの間にか山頂に着い

た。今日はここまでと決

めていたので欲張って先

には行かずに、黒岳山頂

でのんびり雄大な大雪を

楽しんだ。 

「ありがとう‼北海道…」 

キンバイに囲まれて 前日登ったニセイカウシュッペを眺めながらの下山 
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登山講習会に参加して 

 

日 程：7月 10日（日） 

参加者：赤塚、江崎、羽鳥、蓮見、菅原、畑中、岡登、岡田（記） 

 

７月 10日鎌ヶ谷市民の森キャンプ場で山行部主催の赤塚さんが講師となる登

山講習会に参加させていただきました。 

事前にいただいた講習内容や資料のメールを元に丁寧にご指導してくださいま

した。 

三角巾を用いては、腕の吊り方や足首の捻挫時の巻き方、創部保護の巻き方を

一つずつ実演と演習、体内の血液量と致死量をペットボトルを用いてわかりや

すく教えてくださいました。 

ロープワークについては、セルフビレイ、シートベント、エイトノット、半マ

スト結び、マスト結び、プルージック、クレムハイスト、ロープの投げ方、など

を学びました。 

ハシゴの登り降りの方法は赤塚さん

ご自宅からご持参いただいたハシゴで

練習しました。 

三角巾、ロープワーク、ハシゴ、今回

の講習会での学びはどれも安全な山行

や命を守るために必要な内容のもので

大変重要な講習会でした。 

この学びを更に深めてしっかり定着さ

せて身につけたいと思います。 

登山講習会を主催してくださった山行

部の皆様、事前の資料作りから講習準

備やロープやハシゴなど大荷物で来て

くださりたくさんの学びを教えてくだ

さいました赤塚様、ご一緒させていた

だきました皆様、ありがとうございま

した。 

 



天狗岳会山行 

清水 利夫 

日 程：1922/7/19～20  

参加者：清水、桐生、鈴木か、江崎、安田、四元、嶋本、菊池、羽鳥、井上勝 

    蓮見、菅原、前田節、前田悟、柳、岡登 

コロナ禍の中、ようやく会山行も毎回実施されるようになり、天気だけが心

配でしたが、小雨決行という事で、参加者 16名で天狗岳に行ってまいりまし

た。初日は予報通り雨でした。茅野から 2台のジャンボタクシーに分乗し桜平

の登山口から歩き始めると雨に煙る山道に苔があちこちに見え始め、『八ヶ岳

にやって来たな』と実感です。 

そんな景色を楽しみながら暫く歩くと夏沢鉱泉に到着です。雨具を脱ぎ昼食タ

イムに致しました。小屋の方も親切でお茶を振舞っていただき、つかの間の昼

食と休憩タイムを過ごしました。ここから根石岳山荘に向けて出発です。風が

強くなりコンディションはよくありませんでしたが、箕冠山からの稜線はわず

かです。少し歩くと根石岳山荘に到着したので強風の影響も最小限ですみまし

た。小屋には風呂もあり皆さん汗を流し明日の山行に向けて英気を養い就寝で

す。予報では翌日は快晴の予定です。夜は風雨も激しかったのですが夜中の 3

時ころにはおさまったようです。 

 翌朝、天気は曇りでガスも出て快晴の予報は、ハズレのようでしたが、『天

狗岳に着くころには晴れるよ』などと励ましあい出発です。 

出発から岩場の連続で鎖場などもあるためヘルメット着用で雨上がりの岩場を

注意深く歩きます。根石岳を越え東天狗に到着です。 

天気は相変わらず曇りで視界は悪かったのですが、暫く休憩していると雲が流

れ景色が一望に広がりました。『来て良かったな』と思いながら早速景色を写

真や動画に撮りました。景色を堪能した後、西天狗に向かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



西天狗はガスに包まれ景色は全く見ることができません。山頂で休憩の後に

下山です。雨上がりの岩場は滑りやすく細心の注意を払いながら歩きますが、

滑ったり転んだりと大変な下山で雨上がりの岩場歩きの良い訓練になりまし

た。渋の湯までが遠く感じる下山でしたが、温泉に貸し切りで浸かり楽しい思

い出になりました。 

担当者の皆さん、参加者の皆さん大変お疲れ様でした。 

 

 

2日間の軌跡 

 

行動時間：10時間 37分 距離：10.8km 上り：1000ｍ 下り：1021m 

28 
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天狗岳(てんぐだけ) 2,646ｍ 

菅原 恵子 

 

日 程：2022/7/19(火)～7/20(水) 1泊 2日 根石岳山荘泊 

参加者：清水、桐生、鈴木(か)、江崎、安田、四元、嶋本、菊池、羽鳥、井上(勝)

蓮見、前田(悟・節)、柳、岡登、菅原 

 

行 程：１日目  

船橋 6:53(あずさ 3号)―9:51茅野―(タクシー＆迎車)―桜平登山口 

    桜平…30…夏沢鉱泉…40…オーレン小屋…40…根石岳山荘 

 

    2日目  

根石岳山荘…1:10…東天狗岳…20…西天狗岳…20…東天狗岳…1:00…

中山峠…5…黒百合ヒュッテ…1:45…渋の湯下山―(タクシー)―茅野

―(あずさ)―新宿・船橋 

 

費 用：鎌ヶ谷～茅野往復運賃 約 9,200円(ジパング利用) 

    根石岳山荘(1泊 2食)12,500円(労山カードで△500円)、弁当 1,000円 

    渋の湯 1,000円、渋の湯～茅野駅タクシー代金約 8,200円÷人数(4名) 

 

感想文 

 6月 27日の月山山行から久しぶりの山行でした。梅雨に戻ってしまったかの 

ような雨予報に不安な毎日でしたが、清水 CLからの「微妙な天気ですが予定通 

り山行を決行します」の連絡を受けスイッチが入りました。嬉しかったです。 

当日は新宿駅を過ぎた頃から電車の窓に雨粒が一滴二滴と、過ぎ行くホームに 

は雨傘を持った人が見えてきて山行スタートから雨具必須が現実となってしま 

いました。反面では家からズボンは雨具で出たので準備の点でちょっとだけ余 

裕が持てました。 

 茅野駅でメンバーと合流です。夏沢鉱泉まで迎車でザックを運んでもらえる 

と聞き少し楽な気持になりました。夏沢鉱泉で思い思いの昼食を取り雨天装備 

をしっかり整えて出発です。‘‘おしるこ‘‘が美味しかったです。 

 箕冠山(みかぶりやま)までは樹林帯の登り、雨は樹林帯に受け止めてもらえ 

て静かでした。雨に洗われた緑は輝いて見えました。山頂に着いたときには、全 

員笑顔が溢れていました。根石岳山荘は稜線上に建っています。稜線へ出る前に 

安田さんから強風での体の保ち方を教えてもらっていたので、落ち着いて歩く 

ことが出来ました。先輩の方々に感謝します。 
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山荘に到着したころから益々荒れ模様になり、一晩中暴風雨で山荘が揺れて不 

安でしたが、美味しい食事とチームワークのお陰で、標高 2600mで嵐に遭遇し 

ていることを忘れていました。 

コロナ禍のテーブル配置は全員が一方方向で黙食でした。食後はマスクを付け 

いつものように全員で、とはいかなかったけれど談笑のひと時もありました。 

二日目は晴天を期待しましたが相変わらずの強風とガスの中を 7時に出発し 

ました。期待していたコマクサは寂しそうでしたが力強く根をおろしていて、た 

くましくも見えました。強風の中で集中力を高め

て東天狗岳・西天狗岳へ、集合写真は全員笑顔でし

た。大勢で写真を撮ると楽しさ倍増ですね…。 

 いよいよ下山です。長く続く岩場は以前の大岳 

を思い出し緊張しました。何度も滑ってしりもち 

をつく度に僅かな自信は喪失し、疲れは増す一方 

で足元注意が最重要課題になりました。もう少し瑞々しい苔さんたちを楽しみ 

たかった。それでも皆さんと無事に渋の湯に下山出来て良かったです。ありがと 

うございました。担当の皆さまご苦労様でした。お陰様で楽しい山行が出来まし 

た。私のヒヤリハットは、ザックが不安定だったので身体が振られたことです。 

岩場を渡るときに身体から離れてしまっていたので、次回はしっかりベルトで 

背中に密着できるザックを選びたいと思います。 

 

 

 

西天狗岳頂上 
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「六月の山行」を振り返り 

羽鳥健一郎 

(高原山) 

ハルゼミが鳴き若葉萌えヤマツツジ咲く下野の山 

矢板市の最高地点と表示あり高原山
たかはらやま

は万緑の中 

 

 

（月山～泉ヶ岳） 

アイゼンがしっかり雪に食い込みて月山めざし登り始める 

風強く雪残りたる月山の姥ヶ岳に咲くウスユキソウ 

月山の山頂直下牛首のホワイトアウト、スマホ片手に 

訳ありの佐藤錦を四パック土産に買いて仙山線へ 

梅雨明けの青葉城址より望む泉ヶ岳へ明日は登らん 

堂々と水神の碑立つ分岐点泉ヶ岳へ岩場は続く 

夏越しの大祓
おおはらえ

終え仙台の泉ヶ岳はハルゼミ時雨
し ぐ れ

 

山頂に児童らの声響きたり市民の山よ泉ヶ岳は 
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思い出の山  

                              柳 嗣穂 

 那須岳は入会してから２回登っているから思い出深い山だ。 

１回目の登山は２年前の入会時の歓迎登山の時だった。２台の車で行き高速

の蓮田ＳＡで落ち合うはずが、１台がなぜか高速を下りてしまったこと。初日の

天気が悪かったため、急遽翌日に登ることにして初日は近くの八幡自然研究路

を探索したこと。宿は麓のサンバレー那須に泊まり、翌日に予定を変更したのが

幸いしたか初めての山で絶景を見ることができたこと。 

２回目は丁度その１年後に登った。やはり前回と同じく茶臼岳、朝日岳と縦走

したが、その時は三本槍まで足を延ばした。途中の隠居倉では無数のとんぼが飛

び回っていたこと。宿は三斗小屋「大黒屋」に泊まったが、この宿は築何年か分

からないほど年季が入った建物で登山初心者の自分にはこれが「ザ・山小屋」な

んだと思ったこと。帰りには「鹿の湯」というこれもまた年季の入った温泉にも

入ったこと。 

那須岳のこれらの経験は、それまでずっと町で暮らしていた私にとってすべ

てが新鮮であり「山っていいな」と思わせてくれた。 

        

       
 

9月号は岡登順子さん、10月号は岡田友子さんです。 

前月の 20日を目安に加藤までお願いします。 
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ちょっと一言 

                             山脇 多美 

パンフレットを見ていたら「秋のゴールデンルート カナダ」が載っていた。 

10年ほど前、主人の退職記念に奮発して同じようなコースを選び行ってきた。 

カナディアンロッキー、ナイアガラの滝、メープル街道、ローレンシャン高原等

主だった観光地を紅葉の時期に訪れた。ただ時間が足りなく夜中にホテルに着

いて朝早々に出発、有名なホテルも味わうどころか迷子になりそうで高級感ど

ころではなかった。 

今「山の会」に入り、しっかりその場を味わっているので、やはり旅はその場を

十分に味わう！それが満足できる旅だと感じている。 

 

                                           

梅田 尚志 

山歩きの途中に野鳥との出逢いは珍しいことではない。高山帯ではライチョ

ウ、イワヒバリ、ホシガラス等とコンタクトできる。樹林帯でも数多くの種類の

野鳥がいるのだが、「チラッと見」するだけで姿を確認する余裕がない。特に 5

月から 7 月は求愛から巣造り、子育ての季節で盛んに動き回っているのが見ら

れる。その声ならウグイス、カッコウ、ホトトギスは耳で判別がつくが、姿を見

ても多分わからないだろう。歩きながらでも耳は空いているので野鳥のさえず

りが心地よい。三鳴鳥と言われるが定義は不分明で、ウグイス、オオルリ、コマ

ドリ、特にミソサザイは、複雑で美しいメロディとリズムは覚えきれない。最近

の研究で小鳥たちも鳴き声でコミュニケ―ションを取っていることが判ってき

た。警告程度の単純なケースを超えて、高度な会話がなされているらしい。その

研究は研究者や野鳥オタクに任せておき、山歩きの際単に野鳥に出逢うだけで

も我々は幸せになれる。アカゲラ、コゲラ、ヤマガラ、ゴジュウカラ、エナガな

どはよく見られる。鳴き声でおすすめはクロツグミ、見事なさえずりはまねがで

きない難解な響きでそれこそいつまでも聞き飽きることがない。ミソサザイが

ソプラノのアリアとすれば、こちらはメゾかアルトの名調子だ。 

 野鳥の覚え方は今や図鑑などよりも YouTube が手軽でよい。短時間に編集さ

れているし、姿もアップで動画と合わせて鳴き声も流れていて、チョットした時

間を作って一つでも覚えると次の山行が楽しくなることでしょう。 

 

 

9 月号の担当は前田（節）さんと赤塚さんです。 

（8月 20日をメドに、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） 



編 集 後 記 

  

 

6月下旬にはコロナウイルスに感染してしまいお騒がせしました、申し訳ありません。 

心配した同居する家族に感染せず、私自身も今のところ後遺症もなくほっとしています。 

が、10日間の自宅待機はかなり苦痛でした。 

まあ、色々な病気になるものだと我ながらあきれかえっているところです。 

免疫力、体力、等諸々落ちる一方で情けない限りです、これが老化のしるしかとおもいしらさ

れ落ち込んでしまいます。 

これからは自分の体力に合った山歩きを選びもう少し楽しみたいなあ・・・・・と考えている

ところです。                                                 前田え 

 

 

 

   ボランティア団体による防災の講習会がありました。 

このところ大雨、地震とありますが、何か準備をしていますか。 

講習ではトイレがすぐに使えないときの準備（凝固剤、バケツ、等）また 

○予備のトイレットぺーパー 

○おしり拭きウェットティッシュ 

○ハンドティッシュ 

○消臭剤（トイレ、ゴミ箱） 

ビニールシートがカッパ代わりにと作り方を教わりました。 

水くらいは用意してありますが、いざとなった時の連絡先なども用意しておくと 

良いとのことでした。              八巻 
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※原稿締め切り、毎月 20 日までにお願いします。 

＜担当＞鈴木か、前田せ、山岡 

手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 

東葛山の会 ホームページ  https://www.tokatsu.club 
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