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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

7 月号は小林和子さん、8 月号は伏見純子さん、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、前月第二例会までに、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     

世界三大花木の一つといわれるジャカランダの花です。 

2017 年 6 月に熱海の「金色夜叉の像」近くの公園で見ました。街路樹

にもなっていました。木が小さくても紫色の花がとても優雅に咲いていま

した。                                    ～八巻幸子～ 

            

 

 



日 曜日 　６　月　 日 曜日 　7　月

1 土 1 月

2 日 2 火

3 月 3 水

4 火 4 木

5 水 5 金

6 木 6 土

7 金 7 日

8 土 8 月

9 日 9 火

10 月 10 水

11 火 11 木

12 水 12 金

13 木 13 土

14 金 14 日

15 土 15 月 　 海の日

16 日 16 火

17 月 17 水

18 火 18 木

19 水 19 金

20 木 20 土

21 金 21 日

22 土 22 月

23 日 23 火

24 月 24 水

25 火 25 木

26 水 26 金

27 木 27 土

28 金 28 日

29 土 29 月

30 日 30 火

31 水

1

編集会議

　　　　　第二例会

山行部会

　★県連より・・・11/9（土）事故防止経験交流集会

　★8/4（日）～8/5（月）塩原自然研究路（ウォーキング）一泊二日

　★8/31（土）入笠山バスハイク

カラー印刷

　美ヶ原高原（一泊二日）

　第43回総会（13：30～）

2019年8月の予定　              ★8/1(木）～8/2（金） 巻機山（一泊二日）

　予定表　2019年　6月 ・7月

　　　　　伊豆ヶ岳

第一例会

　　　　中国大姑娘山

守門岳（一泊二日）

印刷（7月号）

第一例会

　　（６日～１５日）

切込湖・刈込湖

　　　印刷（８月号）

編集会議

カラー印刷（加藤宅）

　　山行部会

第二例会

県連初級登山講習（鹿沼岩山）

伊豆ヶ岳予備日
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例会報告 

第一例会出席者                  2019/5/8        43 名 

安彦、安田、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、羽鳥、井上勝、山脇、逢地、前田節、 

赤塚、菅谷、星田、蓮見、菅原、小林正、畑中、高木、村上義、金子、鈴木正 

第二例会出席者                  219/5/22        39 名  

手塚、安彦、桐生、村上、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、村田、鈴木か、 

五十嵐朝、四元、江崎、三橋、鈴木隆、永木、菊池、猪狩、羽鳥、梅田、逢地、 

前田節、赤塚、菅谷、星田、山口洋、蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、 

清水、畑中、高木、金子、笹､ 鈴木正、水沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年4月山行報告

山　　名
ジャ
ンル

　日
山行
区分

人数 参加者

石垣山一夜城史跡巡りハイキング ウ 2 個 1 小林正　　（ツアー参加）

宝篋山 ハ 2 個 3 清水、猪狩、井上順

三つ峠山 ハ 7 会 13
松本、山口洋、菅原、前田延、加藤、鈴木か、
五十嵐朝、嶋本、井上勝、梅田、蓮見、 山口幸、
金子

かぐらみつまたスキー場 雪 8～10 個 5 安田、江崎、池谷、井上順、畑中　　他１名

神成山（県連ウィークデー山行富岡市） ハ 11 県 28

安彦、加藤、村上、八巻、小林和、伏見、 高見
前田延、間瀬、鈴木か、江崎、三橋、池谷、
嶋本、五十嵐朝、菊池、羽鳥、井上勝、 山脇
梅田、逢地、前田節、山口洋、小林正、 山口幸、
前田悟、高木、笹

愛宕山～難台山～吾国山　　　　　　　　　　　　　（山行のおさそい）ハ 14 会 17
菅谷、村田、五十嵐朝、五十嵐幸、四元、江崎、
永木、嶋本、菊池、羽鳥、山口洋、 蓮見、菅原、
山口幸、畑中、高木、村上義　他２名

京都一周トレイル「西山・北山コース」 ウ 21～23 個 7 羽鳥、石塚、蓮見、小林正、四元、鈴木か、逢地

四ツ又山　三ツ岩岳　（群馬） ハ 22～23 個 5 山口洋、井上順、井上勝、山口幸、清水

東海自然歩道シリーズ① ウ 22 個 1 入江　　（ツアー参加）

大平山(富士山麓) ハ 23 個 1 入江

小丸山 ハ 28 個 6 山口洋、小林和、村田、村上、山口幸、井上勝

御嶽山から雨引山 ハ 28 個 4 安田、菅谷、江崎、嶋本

坂戸山・米山・五頭山・飯士山 ハ 28～5/1 個 6 五十嵐朝、五十嵐幸、桐生、伏見、菊池、羽鳥

倉岳山 ハ 29 個 1 梅田　　他9名

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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５月例会議事録    

第一例会   5 月8 日（水）              司会 山行部 村田 

☆ ４月山行報告 P2参照 

・計14件（会山行2、個人山行 11、県1）参加人員98名 

 会員外参加者山行実施（愛宕山～吾国山）市民2 名参加、無事終了報告。            

最後の春スキー（ベチャ雪）・雪解けの花の感動報告あり。 

 

☆ 山行案内 

・5/12  鳴虫山（安彦）会員外参加者山行（一般 4・会員 27 名参加）、中止連絡 10

日(金)18:00～20:00メールで配信する、確認を。ない人は電話連絡します。 

一般参加者への計画書は会員と同じものを配布しました（例会で確認） 

・5/18  箱根旧街道ウォーキング（小林正） 

 休日お出かけパス、購入しづらい方、申し出があれば小林がまとめて買います。 

・5/26  笠取山（江崎）塩山は特急が止まらないので、各駅で行きます。 

 宿、食事なしですので食事と心の準備をしておいてください。 

・6/2  伊豆ヶ岳（前田節） 5/5 下見に行ってきました。歩きがいのあるコースです。 

 歩行 7時間、登山道男坂は岩崩れがあるので、女坂を行きます。18 名参加。 

 第二例会〆切、△の方連絡を下さい。 

・6/28～29  守門岳（嶋本） 変化なし、 それほどきつい山ではありません。 

・7/20  切込・刈込湖（高木）バスJR日光駅8：37です（8：40は東武） 

 第二例会で出欠をとる。まるごと日光東武フリーパスは東武の各駅で販売。 

・7/26 ～27  美ヶ原（江崎） 帰りのバスは松本まで送ってもらう（山本小屋） 

・海外 7/6～15中国・大姑娘山（安彦）19 名参加、 6/7(金))説明会（船橋西部公民

館 18:45～20:45）例会後高所登山説明会をします。 

県連（羽鳥） 

・6/8  初級登山講習 6 名参加、説明会県連事務所で、赤塚さん代表参加。 

・11/9  事故防止 経験交流集会   会山行を入れないでほしい。 

 

☆ 各部報告 

事務局（四元）5/29 運営委員会 19:00～                   

新会員紹介 鈴木さん（沢登が好き・鳴虫山参加） 

山行部（菅谷）①個人カード作りましたか？難しいと思う方代行します。 

 ②6/15  8月の会山行を検討します。19:30～関係者は参加を。 

 ③来年度9月～の会山行計画進んでいます。 

（永木）来年度の計画表が 6 月の山行部会までに間にあわないので、9 月のみ知らせ

ます。9 月：富士山5 合目まで（鈴木か、山口幸、江崎、高木） 

 大蔵高丸（松本、村田、井上勝、加藤）6月第 2水曜日に提案書を提出。 

会報部（桐生・前田節） 月毎の山行報告に会山行中止の記録をのせてほしい。 



4 

 

（菅谷）ホームページの関係もあり、山行部では消している。やり方色々ある。 

     ・・・次回の検討事項として皆で考えよう・・・ 

 やまびこ、7月で500 号になる。思う事がありましたら記事募集しています。 

県連（羽鳥）4/18理事会参加。 

・組織委員会：アンケート（2 回）会長が提出済み（詳細は 4/23 安彦メールに記載） 

・自然保護委員会：千葉県自然保護連合への加入について各会で論議してほしい。 

 （詳細はちばニュースに記載されている）意見を頂きたい。 

・HP部会を立ち上げた。各会で情報公開をし、HP の足並みがそろうようにしたい。 

 東葛山の会HP は詳しい人がいるので他会より先に進んでいる。 

・ワンコイン講習会計画中。 

・総会後の会の役員名簿を提出する。（連絡に使用） 

・全国連盟で各会の宣伝リーフレットを無料で作成してくれる（A4、カラー、200枚

迄） 

・5/25 クリーンハイク：参加したい方は小林まで。（詳細はちばニュース） 

会長より 

・6/30(日) 総会の部屋がとれていない。6/24(月)編集は取れている。同週（月曜日～

日曜日）で同じ会が 2 つの会場は取れない規約があるので、6/24 をキャンセルし

て 6/30 を押さえることにした。編集日は改めて 5/24 に部屋取りをする。 

・公民館に会員名簿を提出した。鎌ケ谷市民の会員数を知りたいとの意。 

・千葉県連は設立55周年になり記念行事を考えている。東葛山の会も 45 周年になる

ことを頭において準備期間としたい。 

・5/29 運営委員会、19:00 ～21:00部門責任者は報告・方針を5/22までに運営委員

会構成メンバーにメール配信して下さい。内容として、昨年度の活動方針の結果報

告をあげてほしい。                       （加藤 記） 

 

 

第二例会   5 月22日（水）               司会 山行部 村田 

☆ 山行案内 

 5/26-27 笠取山（江崎）14 名、今日の例会前に打合せを行った。 

笠取小屋で「かつ丼、けんちん汁」を作って食べる。天気良さそう。 

 6/2 伊豆が岳（前田節、梅田）16名参加。西武池袋駅№7 ﾎｰﾑ 6-7号車内集合 

ｺｰｽは歩行時間 6時間かかる。中止連絡は 5/31（金）、6/9予備日。 

 6/28-29  守門岳（五十嵐）現在17 名参加。△あり、6/21 最終決定とする。 

7/20  切込・刈込湖（村田）6月第1 例会に出欠回覧。梅雨明け下見予定。 

7/26-27 美ヶ原（江崎）上田駅集合。6 月第 1例会に出欠回覧する。 

6/8  県連 初級登山講習（羽鳥）5名参加。5/30県連の打合せ－（赤塚） 

7/6～15 海外登山「大姑娘山」（安彦）8名（全体19名）参加 6/7説明会 

高所ﾃｽﾄ及びﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 6名予約済み。 

8/1-2 巻機山（羽鳥）「やまびこ 6月号」掲載。新幹線で行き、六日町民宿泊 
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翌日4：30出発、11時間の健脚者向けロングハイク。現在2 部屋予約。 

 8/3-4 塩原自然研究路ｳｫｰｷﾝｸﾞ（小林正）年度末企画で一泊して歩く。 

8/31 入笠山（高見）バスハイク 5:30発 18：30 帰着。歩行休憩含め4：00位。 

予算：ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ（6,300～8,500円）「やまびこ」6月号掲載。   

☆ 各部報告 

・会報部（梅田）山行報告の中止会山行を「やまびこ」に記入しているが、当面この

ような形で残していきたい、山行部へ提案。500号記念原稿のお願い。 

・山行部（永木）来年度会山行計画配布：内容説明。希望を考慮し一人1～2回担当。

6 月第 1 例会で決定とするが、担当となって異議ある人は連絡ください。 

(菅谷）部会で「山行のお誘い」は概ね良かったとの意見が多かった。 

(安彦）鳴虫山：4 人参加、良かったと思う、そのような回答頂いている。

広報で鎌ヶ谷の参加者がない、方法の課題。「お誘い」の維持継続望む。 

新・入会者の意見： 

（鈴木正）2回参加、良かったが当会の情報知らなかった。宣伝不足か！？ 

（水沢） 鳴虫山同行した。個人歩行と団体歩行の違いで、楽しめた。 

(菅谷）会の名前を広げる意味で良かった。このまま途切れないように、会

山行計画、やり方を検討していく。 

・事務局（四元）水沢さんが入会した。 

     来週5/29（水）19：00～ 運営委員会を開く。 

・県連 （羽鳥）理事会の報告：事故報告4月 2件。房総ﾛﾝｸﾞﾊｲｷﾝｸﾞ 20.1/25-26 

     25 日御宿辺り、26 日七里川～亀山駅で検討。ｳｨｰｸﾃﾞｨﾊｲｷﾝｸﾞ今回 66 名。

次回①清和県民②神成山続き③丹原湿原の3か所から検討。 

     自然保護連盟加盟→差し戻し。全国連盟から東葛紹介記事無償で 200 枚。 

☆その他（安彦）運営委員会に向けて連絡：5部門役員は事前に資料をよく読んで。 

各部門の役員、部員、局員変更については早めに調整をしてほしい。 

総会6/30(日) 13：30～17：30 学習室①にて行う。 

※例会の在り方について ： 開催の ①曜日 ②時間 ③月何回行うか、

について話しあって欲しいとの提案があった。4～5月で2 度、例会を18：

00に変更して試みた。この件に関して忌憚のない意見をお願いする。 

（各自意見）時間＝18：00など早い時間、19：30、 

月回数＝1回、例会1＆運営委1、2回、 

曜日＝土日に変更、平日 1＆休日1、水曜日 

などについて議論百出、終了時間となった。  （髙木 記） 
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山 行 案 内              

6月の山行予定 

✽伊豆ヶ岳（851m）     （☆☆） 

日 時：６月２日（日） ＜日帰り＞ 予備日：６月９日（日） 

担 当：（ＣＬ）梅田 、（ＳＬ）畑中・星田・前田節 

 

 

✽守門岳 200名山  （体☆☆   危★） 

日 時：6月28（金）、29日（土）雨天中止 

担 当：（ＣＬ）五十嵐 、（ＳＬ）菊池・嶋本・清水 

 

7月の山行予定 

 

✽切込・刈込湖  ややゆるい山 （体☆☆）  

原生林の中の内陸湖 

日 時： ７月 20日（土）     集合場所：新鎌ヶ谷駅 5：20 

交 通 

（往路）東武線新鎌ヶ谷 5:26―春日部 6:34_6:44―南栗橋 7:01_7:02―東武日光 8:16 

東武日光駅…0.05…JR日光駅 8:37－（バス）－ 湯元温泉 10:05 

（復路）光徳牧場 －（バス）－ 東武日光駅   

① 15:27－16:31  ②15:57－17:01（最終）    

コース：湯元温泉…0:55…小峠…0:35…刈込湖（昼食）…1:00…涸沼…0:35…山王見

晴し…0：55…光徳温泉日光アストリアホテルバス停  解散 

歩 程：４時間００分 8.2ｋｍ  累計標高差(登り４７７ｍ、下り５３３ｍ) 

エスケープルート：なし 

コメント：バスの便数が少ないので、コースタイム通り歩く。 

交通費概算：まるごと日光東武フリーパス（新鎌ヶ谷発価格） ￥4,520  

その他：日帰り入浴－光徳温泉日光アストリアホテル ￥1,000（～16：30） 

担 当：（ＣＬ）村田 、（ＳＬ）山脇・小林正・髙木  
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✽美ヶ原 (焼山沢登山コース)  ややきつい山  （体☆☆） 

川のせせらぎを聞きながら緑の中を歩き、百名山へ 

日 時：７月２６日（金）～２７日(土)  

集 合 8:30 （上田駅） 

交 通 

（往路）：東京6:52発あさま601号―上野 6:58―上田着 8:26_しなの鉄道上田発 8:40

―大屋着 8:46  大屋 (タクシー・約 1時間)―焼山沢登山口 

（復路）：バスで松本駅へ（特急あずさ）―新宿 

解 散：松本駅 

宿 泊：美ヶ原高原ホテル 山本小屋 

コース:1日目（26日） 焼山沢登山口10:00…（4:00）･･･塩くれ場…（0:30）… 

山本小屋泊 15:00  ※行動時間：約５時間 

    2日目(27日)   山本小屋…(1:10)…王ケ頭…(1:30)…三城いこいの広場 

                  ※行動時間：約４.時間 

エスケープルート：なし  

交通費概算：約15,000円 (電車+タクシー) 

宿泊費：約 10,800円  昼食：２食 

担 当：（ＣＬ）江崎 、（ＳＬ）桐生・鈴木か 

 

8月の山行予定 

 

✽巻機山（まきはたやま）1,967ｍ（御機屋 1,933ｍ） 体☆☆☆ 

＊最高点は植生保護のため立ち入り禁止。桜坂から御機屋までの井戸尾根コースを往復。 

新潟の百名山で山頂はお花畑と池塘が点在し尾根からの景観は素晴らしい。 

夏場で約 11時間のロングハイクのため、健脚向きである。 

日 時：８月１日（木）～２日（金）１泊２日 

交 通：新幹線利用、送迎ｏｒタクシー 

日 程 

 第１日目：東京13:40―越後湯沢 15:00_15:13－六日町 15:35六日町駅前から民宿の

迎車かタクシーで宿へ16:15頃  

第２日目：宿出発 4:45 桜坂登山口 5:00－５合目 6:00－６合目展望台 8:00－前巻

機（ニセ巻機）9:00－御機屋10:30 

下山 11:00－桜坂登山口 16:00－民宿－六日町駅前 16:30－駅近くの銭湯－六日町
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17:59－越後湯沢18:16_18:28－東京19:52 

歩 程：標高差：約1,200ｍ・登り（ 5時間30分）、下り（5時間） 

エスケープルート： 桜坂登山口から山頂を往復する。道は整備されている。 

山の特徴：（危険）：真夏のロングハイクなので健脚向きの山。熱中症に注意する。 

アドバイス（装備等）：適当な水場がないので３リットルは持参する。 

概算費用：約 20,000円 

交通費詳細：新幹線、在来線、タクシー 

宿泊費：１泊 2食 6,500円 「民宿やまご」☎025―782―3402  

     （希望者：２日目のオニギリ弁当500円）  

その他：昼食、水を持参。入浴は銭湯が400円  

山行部コメント：夏場のロングハイクなので水の確保、熱中症対策、早朝の出発に留

意する。 

担 当：（ＣＬ）羽鳥 、（ＳＬ）四元・間瀬 

 

 

✽塩原自然研究路 ウォーキング 

日 時：8月 4日（日）～8月5日（月）(1泊2日) 

交 通 

（往路）新鎌ヶ谷8:04―松戸 8:24…松戸劇場9:00(バス)―塩原温泉、ホテルおおるり  

※新京成電車は前2両目に  松戸劇場 駅より7～8分 

(復路) 塩原塩釜バス停 14:34―上三依塩原温泉口駅 15:00_15:27―春日部―鎌ヶ谷

18:53 

コース：1日目（4日）渓流散策 

    2 日目（5 日）ホテル(タクシー) ―新湯温泉神社…ヨシ沼…大沼…須巻分

岐･･･須巻富士…須巻富士山公園…塩原塩釡バス停 

行 程：7.5km  約 4時間 

交通費概算：松戸劇場～ホテル 500 円 ホテル～新湯温泉神社タクシー1 台 2500 円  

塩原塩釜～駅 バス200円  

上三依駅～鎌ヶ谷駅 3980円 （指定席1600円込） 

宿泊費：ホテル代6264円 入湯税 150円  10畳（3人～4人） 

担 当：（CL）小林 、（SL）高山 
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✽入笠山（1955m） ややゆるい山 （体☆☆） 

 初秋の花と頂上360度の大パノラマ 

日 時：8月31日（土）  

集合・出発：鎌ヶ谷市役所 5時30分発（鎌ヶ谷観光バス） 

交 通 

（往路）鎌ヶ谷市役所5:30発―談合坂（ﾄｲﾚ）―諏訪南―沢入り登山口9:30（トイレ）  

（復路）：沢入り登山口14:30発―鎌ヶ谷市役所18:30着 

コース：:沢入り登山口10:00発･･･やまびこ荘…マナスル荘…入笠山（昼食）･･･やま

びこ荘…入笠山湿原…沢入り登山口 14:20着 

歩 程：標高差480m、歩行時間４時間  

交通費概算：小型バス15人で8,410円、20人で6,310円  

     ※人数次第で電車にした時は、ジバングとタクシー使用で 11,000円 

その他：朝食１ 昼食１ 

担 当：（ＣＬ）高見 、（ＳＬ）小林和・村上和 

 

県連予定行事   

✽初級登山講習 

6月 8日（土） 9時～16時 場所 鹿沼・岩山 

趣 旨：登山初心者に対する基礎実技 

担 当：羽鳥 

  

✽事故防止 経験交流集会 

11月 9日（土）13時～10日（日）12時 富津 市民の森 

趣 旨：事故の共有化 、再発防止と各会交流 

担 当：羽鳥 

海 外 登 山  

✽中国 『大姑娘山 5025ｍ』登頂とブルーポピーウォッチング 10日間 

7月 6日(土)～15日（月・祝） 

① 大姑娘山登頂グループ  ②高山植物ウォッチンググループ 

 

※山行計画が承認されましたら、山岡まで送付してください。 
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京都トレイル 

 

日 程：2019年 4月 21日～23日            

参加者：羽鳥・小林(正)・逢地・鈴木(か)・蓮見・石塚・四元(記) 

４月２１日(日)晴 

１日目：嵐山→清滝川→六丁峠→嵯峨鳥居本→嵐山→松尾山 

7人の男女がリックを背負い、京都駅のバス停に、京都の街には、馴染まない 

感じでした。京都市内の道路は混雑すると覚悟はしていたのですが、意外に順

調に渡月橋に着きました。嵐山駅前は観光客で道が塞がっていました。 

渡月橋で、バスに乗り換え、清滝に定刻に着き、昼食を取りました。 

12時・第一目のトレイル開始。 

清滝川の川沿いを歩きました。下流から１００人位の団体に出会いました。 

川崎沿いは、釣りをする人、また、バーベキューをする人がいました。 

川沿いの道から山道にトレイルが変化しました。 

清滝川と保津川の合流点を眼下に見ながら、最高点の六丁峠を越えました。 

しばらく歩くと、風景が一変しました。トレイルからウォーキングに変わりま

した。京都嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区は、愛宕神社の門前町とてして

発展した 600ｍの街並みです。保存館で休憩し、歴史ある保存館を見学しました。 

和服姿のカップルと外国人の観光客との間を（場違いの恰好なので）邪魔にな

らないように歩きました。 

大河内山荘を横目に見、亀山公園を通りぬけ、保津川にぶつかりました。 

渡月橋を渡り、今度はウォーキングからトレイルに変わり、気持ちを切り替え、

3時半に登りを開始しました。3時間半の行程で、松尾山を登り終えました。新

しい山道で、歴史が感じられませんでした。 

保養所に定刻より少し遅れて着きました。ご馳走に感激！感謝‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動距離：13.1km 

高 低 差：251m 

累積標高(登り/下り) 

671m / 749m 

 

 

 

山 行 報 告 
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鈴木 かつ子 

４月２２日(月)晴 

２日目は「北山東部コース」ケーブル比叡駅から大原戸寺町、標識 NO.1から

標識 NO.24までを歩いた。 

叡山ケーブルは 9:00からの営業なのに 8:15に着いてしまい待ちぼうけ。 

ケーブル比叡駅スタート 9:15  

歩きだしてすぐにヤマザクラとミツバツツジの群生が見られ歓声が上がる。

伝教大師最澄の御廟所「浄土院」、比叡山最古の建造物「釈迦堂」を通り、回峰

行道を歩いた。 

釈迦堂には赤いよだれかけの石仏と白いよだれかけの石仏があって、この違い

は何だろうと思った。辻峰ではカタクリが咲いていた。比叡山は聖地なのでカ

タクリとの取り合わせが意外でちょっと感激。 

辻峰から急登の横高山 767ｍは登ったが、このコースの最高峰水井山 794ｍは

作業道を歩いたのでスルーした。出会ったハイカーは 1 人だけ、静かな山歩き

を楽しんだ。大原戸寺バス停ゴール 14:05 

比叡山の頂上まで行きたかったし、大原の里もゆっくり散策したかったが、

次の楽しみにとっておこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動距離：9.5km 

高 低 差：567m 

累積標高(登り/下り) 

419m/896m 
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四元 一成 

４月２３日(火)晴 

３日目：大原戸寺→江文峠→薬王坂→鞍馬寺 

天気は良い。前日の続きを開始。3日目だと京都の交通にも慣れたせいか、足

どりも軽い。出町柳駅の地下鉄のロッカーに荷物を預け、身軽になりました。 

出町柳のバス停で、少し早めに着きすぎたので、時間がありました。小学生か

ら大学生の通学を思わず観察することが出来ました。思い思いにバスを待って

いる様子でした。ゆったりと時が流れていきました。８時のバスに乗り、昨日

の大原戸寺のバス停で降りました。 

今日の行程は戸寺町から鞍馬寺までの、高低差の少ないトレイルです。 

江文峠を下り、静原地区の農家の満開の八重桜を眺目ながら、ゆっくり歩きま

した。薬王坂を下りるともう鞍馬寺でした。 

鞍馬寺は平安時代に創建された寺で、牛若丸との縁が深い寺です。 

興味が有り期待をしていましたが、期待通りの歴史のある寺でした。山門は朱

塗りで、仁王門と呼ばれ堂々とした門です。距離の短いケーブルカー（200ｍ）

に乗り、台風の影響で倒木が多数有るのが車窓から見え、被害の大きさが解り

ました。また道路脇には社が倒木で潰れていました。 

霊宝殿から眺めのは良く、また、八重桜の花が咲き、春爛漫でした。 

京都と丹波・若狭を結ぶ鞍馬街道は門前集落の薪炭・黒木・柴・山椒皮等の運

搬の中継基地として栄え、現在、江戸時代の町屋が数軒残っています。 

最後に有名なパノラマ列車（きらら号・座席が窓向きに）乗りました。 

京都駅前の風呂で汗を流し、早めの新幹線の電車で帰りました。 

春の京都トレイル 3日間満喫しました。羽鳥さんありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

移動距離:8km 高低差:217m 累積標高(登り/下り):554m/ 535m 
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           「あかやしお山行」と「日航機事故」 

井上順 記  

 4 月 22 日～23 日、「あかやしお」を求めて群馬県下仁田にある「四つ又山」

「三つ岩山」への個人山行に参加した。初日「四つ又山 899m」から下山後、南

に一山超えた国道 299 号線（秩父から十石峠を越えて長野県佐久へ至る道）沿

いにある「国・重文・旧黒澤家」の建物を見に行った。 

 

 この建物は、徳川幕府の天領であったこの地を管理する大総代、旧黒澤家の

屋敷。玄関が三箇所もあり、幕府要人を迎える四間連続の客間、畳敷廊下、珍

しい栗板葺きの屋根など、山奥にある建物とは信じがたい威風堂々とした手入

れの行き届いた建物だ。その中で見た説明文の一節に目が止まった。「当主は御

巣鷹山の管理を任され…」とある。そうだ、この地は「群馬県上野村」、例の日

航機事故の墜落現場のある場所なのだ。見学を終え受付のおばさんに聞いたら、

近くに「慰霊の園」があると言われ向かった。 

 

 そこは旧黒澤家から程近く、広い高台に合同慰霊碑と資料館があった。当時

墜落現場は、バラバラになった五体、肉片、炭化した死体等が散乱し、おぞま

しい地獄絵の世界。DNAによる鑑定技術が未熟な時代、目視だけの収容から身

元不明者が続出した。そこで当時の名村長・黒澤丈夫氏（10 期 40 年）が村と

して身元不明者の遺骨を永代供養すべく、村の中心部に地主から土地の提供を

受け、合同慰霊碑を建立した。救助作業・遺体収容等水際だった救難作業の指

揮振りが話題になり、その名を全国に轟かせた。その後もこの地を訪れる遺族

に心のこもった対応を続けられた。平成 23 年 97 歳で亡くなられた時の上野村

との合同葬儀には、政府要人、日航関係者はもとより、多くの遺族の方々が、

せめてお礼にと出席され、その功績を称えたと言われている。刻まれた犠牲者

520名の中に「大島九（坂本九）」さんの名前もあった（写真）。 

 

 35年近くにもなる過去の出来事。そして大

事故とは知りつつも訪れることの無かったこ

の地。それがたまたま登山を通じて、悲惨だ

った現実と際立ったリーダーシップを発揮し、

日航・遺族両者から絶大な信頼を得ていた村

長の存在を知り、不思議な出会いを感じた。 

 予断だが、「御巣鷹」の地名は、この地が徳

川幕府に鷹狩り用の巣鷹（巣に居る鷹の雛）を献上していたことが由来らしい。

遅まきながら、亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。 
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平成、最後の山行 上州 四ッ叉山、三ッ岩岳 

 

H.31.4 月 22日～4月 23日       山口夫妻 井上順 井上勝 清水記 

４月 22日 

 アカヤシオの花を求めて最初は静岡の岩岳山に行く予定でしたが地元に問い

合わせた所、花はまだ蕾の状態との事で山口（洋）さんが頑張って上州の四ッ

又、三ッ岩の両山を見つけ宿の手配までしていただき、平成最後の山行に行く

ことになりました。車で関越道、上信越道を走り下仁田 IC を降りて 30 分ほど

で四ッ又山登山口につきます。支度をして歩き始めると中腹位から山つつじが

ピンクの花を咲かせて新緑の緑と合わさり、春の山を思い切り感じさせてくれ

ます。またしばらく登るとちらほらとアカヤシオの花が見えてきます。天気も

登るにつれ良くなり快晴の空につつじとアカヤシオの競演となりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但しこの山、当初考えていたよりアップダウンが激しく昇りも岩場の急登で

何度も何度も尖山のピーク越えがあり両手両足を使って登る悪戦苦闘の連続で

緊張感たっぷりの山行です。四ッ又から鹿岳に登る予定でマメガタ峠までくる

とあまりの険しさに負けて下山し、下山口近くのグランドの桜が満開だったの

で桜の下で昼食をとりました。ここの桜もアカヤシオに負けないくらいに満開

に咲き誇っていました。桜の下で昼食の後は今日の宿泊先、民宿かわくぼに向

います。到着後お風呂につかり冷たいビールを飲みのんびりくつろぎました。 

因みにこの民宿かわくぼ、は料理も良く料金も安いのでお勧めの宿です。                                      
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因みにこの民宿かわくぼ、は料理も良く料金も安いのでお勧めの宿です。 

4月 23日  

朝遅めの起床で、朝食をとり曇天の中、竜王里宮登山口より登り始めます。こ

の日も初めは曇天でしたが登るにつれ天気が良くなり途中からは快晴となりま 

した。 

三ッ岩岳も、昨日に負けないアップダウンの激しい岩山で緊張の連続でした。 

しかし山頂近くになるとアカヤシオが満開で、回り一面の群生に大感激です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩岳山から急遽四ッ又、三岩岳に変更したことが満開の時期に巡り合い、好天

気にもめぐまれて最高の景色に出会えた事を今回の計画者山口さんに大感謝で

す。この日は、平日にもかかわらず、三岩山に来る人は多くやはり満開の情報

で沢山の人が訪れたのだと思います。我々は時間にも余裕があったため、山頂

や途中の花の群生地でのんびりと花の観賞をしたりして、アカヤシオの満開の

景色を堪能しました。その後、ゆっくりと下山し西下仁田温泉の荒船の湯に行

こうという事になりました。荒船の湯では湯に浸かったあと、上州名物のうど

んと刺身こんにゃくを食べて大満足で早めの帰路につきました。 

平成、最後の山行として思い出に残る素晴らしい山行になりました。皆さん、

ありがとうございました。 
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新潟県の山 

メンバー：五十嵐夫妻、桐生、菊池、羽鳥、伏見 

坂戸山 (634m) 

伏見 純子 

4/28(日) 晴れ 

「坂戸山さん今日は。又、今年も逢いに来ましたよ。」春 1番の花の山と言えば

私の中では坂戸山です。カタクリ、イワウチワ、タムシバ、マンサクと気分も 

満開になります。 

 今回は新潟県の山を 4座登ると言うことで、初日にまず足慣らしにと、14時

から登り始めました。山頂に行かなくても適当に下山しようとの事でした。 

 いつも初スイカを食べる桃の木平まで行きました。ビックリしましたね。桃

の木が根元から折れていました。雪の重みだそうです。ここのカタクリはまだ

まだ蕾でした。 

 今日の山頂からの眺めは最高です。八海山、中ノ岳、駒ケ岳、金城山とバッ

チリです。来てよかったね。 

 明日は米山です。初めての山ですが「山頂からの眺めは最高だよ」と聞いて

いたのでとても楽しみです。  

 

五頭山（三の峰）  

菊池 光子 

 4 月 30 日、天気予報が良くないので、登山口を下見に出発、登山口に到着。

登山口に駐車している車があり、先客が登っているようなので、私達もみんな

雨具を着てザックにカバーをかけ、登る支度を始めた。だれも反対意見する人

はなく歩き始めた。三

の峰コース入口、ブナ

の若葉が美しく、イワ

カガミ・ショウジョウ

バカマ・つつじの花に

癒されて九合目まで登

ると、ここからは急登

で雪の登山道になり、

枝が雪に埋もれて登山

道は枝をくぐったり、

跨いだりしてやっと三

の峰に到着し、鐘を鳴

らす。 
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『平成最後』の忘れられない山になった。ここから少し行くと、避難小屋があ

り、中に入って昼食にした。ここが分岐で、五の峰、二の峰に続く。 

登山道であった人達も三の峰から折り返していた。私達も来た道を折り返し

た。下見だったのに、登ってしまった。下見に行こうっと言った口車にみんな

乗ってしまった。 

山の会の人は、素晴らしい。体力、人柄が良いですね。 

 

飯士山 (1111m) 

伏見 純子 

5/1(水) 曇り後雨  

 今日から『令和』です。六日町からトンネルを抜けるとマｯターホルンの様な

山が見えます。これが飯士山です。地元では上田富士と呼ばれているそうです。 

 昨夜は坂戸山の麓の『さくり温泉』に泊まりました。羽鳥さんは高速バスで

お帰りですので六日町インターでお別れです。 

 湯沢に戻り岩原スキー場から登ります。歩き始めたらフキノトウの畑です。 

山登りなのか、山菜取りなのか、欲深いばーちゃん達です。ザックも重くなり 

天気も怪しくなったけど山頂を目指します。 

 リフトの上から入りますと雪道になりました。細い尾根道にはイワウチワ、 

タムシバ、マンサク・・・目を楽しませてくれるが、雪と岩で気が抜けず緊張

の連続でした。 

 山頂を目の前にしましたが、雪の状態が悪くそれに私たちはアイゼンを持参

しませんでしたので、ここで撤退しようと決めました。 

 その内にパラパラと雨が落ちてきたので、丁度良いタイミングでした。湯沢

の温泉ランドでお風呂、

昼食を終え雨の中を鎌

ヶ谷に向かいました。 

 平成から令和へと言

う素晴らしい時代の節

目を、山仲間と過ごす事

が出来、とても思い出の

多い山行が出来まして

感謝です。ありがとうご

ざいました。 
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倉岳山（990m） 

4月 29日（月）                      梅田尚志 

 

6年生の孫と約束していた連休の山登りが、膨れ上がってファミリー3世代 10

人のパーティとなってしまった。天気も良く、気持ちの良い新緑の連休。さぞ

混みあうのではと、選んだのが交通の便利な倉岳山。2年生の孫も連れて東京駅

から始発の特快、新宿から 3人の孫娘がその両親と合流、豊田駅（8：08）始発

の甲府行きに。連休にしては行きも帰りもゆったりと着席できこの選択が正解

であった。 

鳥沢駅はトイレがひとつ、出発まで 30分かかってしまった。甲州街道の民家

の軒先を歩き、中央本線をくぐり相模湖へと注ぐ桂川を越えて、山道に入る。

ここまで曲がり角には標識があって迷いようがない。さわやかな風の中の登り

は快適、広葉樹の新緑が吹き出して、大好きな季節を堪能していた。賑やかに

歩く傍らにヒトリシズカ 10株余りがひっそりと咲き、お騒がせして申し訳ない。 

「ナナフシがいる、生まれたばかりの赤ちゃんだ！」。6 年生の孫は目聡く、

林の中の枯草の上に胴も足も白く長い虫を見つけ喜んでいる。大人たちは不思

議そうに虫好きの子供の講釈に聞き入っていた。いつのまにか、孫たちが先頭

を進みだし、追いかけるのがしんどくなっていた。杉林の中、踏み跡が途絶え

「道がないよ」、「遭難だね」！となんだか楽しそうな孫娘の声。林業の作業道

に踏み込んで、本来のルートから外れていたのだ。山頂の方角は分かるし、稜

線まではいくらもない。幸い下草刈もされ、下枝も払ってくれている。尾根に

あるはずの山道を目指して強引に登る。少し頼りない踏み跡に出る。やがて本

来の登山道に。山頂もすぐだ。結局、峠をパスしてショートカットしたことに

なる。新芽が吹き出して間もない疎林を辿って、山頂には昼少し回ったころに

到着した。20数名の登山者が昼食、その中で我がグループが騒ぎまわった。 

富士の展望が売りのこの山だが、天気

は良くても靄が邪魔して富士さんは顔を

見せてくれなかった。それでも全員で記

念写真を撮って下山。しっかりと標識の

ある道を迷うことなく 15 時に下山口着。

梁川駅までの車道も、我々で占領しなが

らのんびりと歩く。梁川駅 15時36分発、

直通の東京行きがジャストタイミング。

孫たちはぐっすりと眠り込んでいた。その親たちも。 

休日お出かけパスが懐にやさしい、高尾山よりすいていて登り応えもある、

山好きファミリーに丁度良い季節の山であった。 
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米山（993m） 

4月 29日（月）快晴     

参加者：桐生、伏見、菊池、羽鳥、五十嵐（朝、幸） 

五十嵐（幸）記 

六日町駅で羽鳥さんと合流、六日町ＩＣ－関越、北陸自動車道の米山ＩＣで

降り、大平登山口へ。途中、車窓から見た米山はかなりの雪を被り、「あんなに

雪が有ったら登るのは無理でしょう！」と口ぐちに言っている。 

8：30登山開始、ブナ林の急登、ブナの新緑が目にまぶしい。足元にはスミレ、

イワカガミ、白いイカリソウ、目の高さにはミツバツツジが咲いている。 

「二の字」の広場（711ｍ）に着く。見上げれば山頂の小屋が見えるが、まだま

だ遠い。妙高、火打や佐渡島が見えてしばし展望を楽しみながらの休憩。 

久しぶりの登山らし

い登山に「もうここでい

いかな？・・」いつもの

弱虫が顔を出す。「ダメダ

メ！もう半分以上登った

のだから、ゆっくりでい

いから行かなきゃダメ！」

女性軍に励まされ、一歩

一歩進む。「日本三大薬師」

の一つと言うが知らなか

った。「日本三大・・何や

ら」は、やはり興味が有

る。山頂直下はまだまだ

雪が深く、行く手を阻む木の枝と格闘しながら、ようやくたどり着いた山頂、   

苦しみの後のご褒美！山頂からは 360°の大パノラマです。 

名だたる名峰「越後三山、北アルプス、飯豊連峰等」雪化粧の山々を飽きる

ほど堪能した。薬師のご本尊は下のお寺に安置されていて、ここには代理仏が

鎮座していた。天気に恵まれ絶好の登山日和でした。 

皆さんのお蔭で登ることが出来ました。お世話様でした。 

 

※写真は米山です。小さく避難小屋が見えます。 

表側は雪で真っ白でした。 
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令和の初山行 残雪の涸沢 

 

令和元年 5月７日  

            参加者 猪狩 梅田 山口夫妻 井上順 清水記 

 

 残雪の涸沢に行きましょうとお誘いを受け 5/7に、船橋駅で待合せしてあずさ

３号に乗車。 特急あずさは今年から全車指定になり車両も新車両になりまし

た。あたらしい車両を楽しみながら松本に到着、ローカル線に乗り換えて新島々

に到着しバスで上高地へ！上高地で出発準備をして河童橋で記念写真を撮り初

日は横尾山荘泊まりの、のんびり山行です。 

横尾山荘では８人部屋の２段ベッドで平日なので空いていてゆっくりとし明日

の英気を養いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８日の朝は朝食を摂り、のんびりして７時の出発です。天気は快晴、本谷橋

まで左手に前穂をはじめとする山々を眺めながら新緑を楽しみつつ歩きます。

所々雪道になりますがツボ足で歩き本谷橋の登りでアイゼンを着けました。本

谷橋から少し行くと、下山してきた登山者がこの先に落石が頻繁にあるので気

を付けるようにとのアドバイスがありビビりながらあるいていましたが幸い

我々の歩いているときは何事もおこりませんでした。斜面も急になり歩行のペ

ースが落ちてきましたが、しばらくすると涸沢ヒュッテの屋根が見えてきまし

た。〝あと少しだ。ガンバロー“と歩き始めましたが、雪道の登りはペースが

遅くいつまで経っても近ずかない。あと少しと思った分疲れが倍増しました。 



21 

 

 

何とかヒュッテの横を通り抜け涸沢小屋に到着。早速手続きを済ませ部屋に荷

物を置く。部屋は大部屋で奥の一角を指定されたが中は暖かく快適です。荷物

を置きテラスに出て生ビールで乾杯❣ 外は快晴で穂高の山を初めとする雪景

色に圧倒され感動しながら飲むビールは最高でした。記念写真を撮ったり景色

を撮ったりして時間を過ごし寒くなってきたので小屋の中に入りストーブを囲

んでの談笑と楽しい時を過ごせました。夕方になると小屋泊まりの人が次々と

到着し平日というのに、いつの間にか小屋も満員となり夕食も予定外の泊り客

にお米を追加で炊くとかで食事の時間が遅くなる程でした。 

翌日の下山は予約した電車の都合もあり 2組に分かれて下山しました。 

私は早い列車で梅田さんと 2人で下山、涸沢小屋を７時に出発し横尾を抜けて、

上高地到着は１２時でした。 

今回の山行は令和の初山行となり、快晴の涸沢を堪能する事が出来ました。 次

回は残雪の北穂高岳にもトライしてみたいと思いました。 

事故も無く楽しい一時を皆さん有難うございました。 
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残雪の涸沢カール 

日程：5月 7・8・9日の 2泊 3日 

メンバー：梅田、山口（夫妻）、井上、清水、猪狩（記） 

 

残雪の涸沢は古い計画書を見ると 2011 年、8 年ぶり、今回で 4 回目となる。

夏の奥穂、秋の北穂を含めると計 6回目に成りますね。 

最初にこの風景を見た時は日本にも『こんな美しい雪景色』があるかと大感激。 

すっかり魅了され、それから残雪巡りを始めました。 

御存じのように涸沢は『日本一の紅葉』と言われ、フェスティバルがありテン

トの数がすごいので有名。夏は夏で高山植物がきれいです。 

船橋駅からあずさ号に乗り、上高地着 12：30、連休明けと言う事で河童橋付近

は人もまばらで穂高連峰だけが雪景色。それから歩くこと 3 時間そして横尾山

荘泊。本来であればがら空きのはずが団体客がおり、50％程度の客入りか。 

 

話その 1（北穂目指す登山グループの話：写真添付） 

18 人位の年寄グループ

で女性 1人、メールで知

り合った登山グループ

との事。 

リーダー格の人が登山

計画をメールで流し、参

加を募る。 

今回北穂を目指す人が

10人は居るとの事、本格

的な登山グループです

ね。夜は談話室で全員で

山の歌を合唱。この形で

結構続いているような

話でした。 

 

2 日目 8 時出発 快晴 

屏風岩を左手に所々に雪交じりの登山道をゆっくりと歩く、本谷橋でアイゼン

を装着、2日前に新雪があったがトレースがしっかり残っているので迷うことな

く歩けた。4時間歩いて小屋に到着。新雪の涸沢カールは期待を裏切らなかった、

素晴らしい風景、皆からも驚嘆の声が聞こえて来た。 
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話その２（女性 2人北穂に登った話） 

2人の女性（30才位）が昨日北穂に登って来たと言うので話を聞いた。 

2人はこの小屋で知り合って、1人は登頂が予定の行動で、片方は頼んで連れて

行ってもらったとのこと。ピッケルの使い方はある程度練習したと言っていま

したが山の会にも所属せず、ベテランとも言えない感じでした。 

天候も良かったこと、トレースが有ったことで『それほど難しくはなかった』

との話。たしかに奥穂

と違い岩場が無い事か

らそれほど危険は無さ

そうであるがそれにし

ても普通の女性が・・・

女は強い。話を聞いて

いて登れそうになりま

したが皆さんどうです

か。頂上小屋は営業し

ていて連休明け 7 日で

も 10 人は泊まってい

たとのこと。 

 

話その 3（陰のある若き女性登山者の話） 

食事前に皆でストーブを囲んでの雑談、その 1人、20代の女性、ちょっぴり陰

のある、なかなかの美人。一昨年連れ合いを病気で亡くし、思い出の山、涸沢

に一人旅と云う。現在は上高地のホテルでバイト生活、休みに近隣の山々を登

っているようで、かなり詳しかったので話が弾んだ。 

皆に混じって表情は明るいが連れ合いを忘れるには相当時間がかかりそう。 

「何か良い言葉を」と思ったが見つからず。 

 

3 日目 快晴 

8時小屋を出発、雪上を散策するようにゆっくりと下山の途に就いた。 

“山よ、さようなら、ごきげん宜しゅう” 

“また来る時にも笑っておくれ” 

後はお決まりの明神池嘉門次小屋の岩魚焼きで乾杯 

“仲間の皆さんありがとう、最高の山旅でした” 

（写真集をＨＰに記載予定） 
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日 程：5月 12日(日) 

 鈴木 正 

参加者：安彦、逢地、井上勝、松本、桐生、村上和、小林和、前田延、村田 

鈴木か、五十嵐朝・幸、江崎、永木、嶋本、菊池、山脇、前田節、間瀬

山口洋・幸、蓮見、菅原、小林正、清水、金子、笹、鈴木正、一般 3名 

薄曇りの鳴虫山、男体山、東照宮も霞んでる 

新緑の山肌はまさに、目に青葉、山ホトトギスの心境 

鮮やかに咲くツツジ、私たち綺麗と花を広げ葉を忍ばせ 

存在を強調している様、ミツバ、ヤマ、シロヤシオ等々と思う 

カタクリさんも顔を出してくれたらよかったのに 

山頂付近は混雑、絶景と感動、ゴミと共に持ち帰りましょう 

来年また山が呼んでくれる様に 

憾満ケ淵の並び地蔵さん、赤い帽子とよだれ掛け 

お疲れさま如何でしたか又おいでと語りかけ、妙に神聖な気持ち、 

早く駅まで帰ろう 

4月愛宕山、5月鳴虫山、一般募集で参加させて頂きました。 

5年程前の定年退職後トレッキングを始め、一人で平日近郊の山々に行き沢水の

美味しさ、木々の間に吹くそよ風、新緑の匂い、霞む峰々、五感で感じながら

の山登り、鳥の囁き、音楽もたまに聴きながら歩きたい、至福の時 

ベテランの皆さんには遠く及びませんが調和を乱さない様頑張ります。 

入会の動機は、平均年齢が７１歳程との事、私も７１歳、心地よさと安心感が

大きな要因でした。会員に認めてもらえるかな？鈴木正 

鳴 虫 山 
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二王子岳（1420ｍ） 

日 程：5 月 17 日（金） 

参加者：安田、菅谷、嶋本、江崎 

 江崎 昌子 

 5 月 16 日から 18 日の 3 日間で、新潟の宝珠山(559ｍ)二王子岳（1420ｍ）五

頭山(912ｍ)を登る予定で出かけました。 

 3 日間とも天気に恵まれ鮮やかな新緑と美しい花たちに出逢い充実した山旅

でした。特に 2 日目の二王子岳は素晴らしかったです。 

 新発田の宿から車で 20 分程、杉林の中に静かに建つ二王子神社の登山口を 8

時前に出発。沢沿いの道をゆっくりと登り、途中の湧水で喉を潤しペットボト

ルにたっぷりと美味しい水を汲み急坂になった登山道を登る。樹林帯なので陽

ざしがやわらかくなるが暑くて汗が吹き出しヒーフー言ってしまう。 

 登ること 2時間で独標 1000mくらいかな…残雪が現れキックステップで雪を

けりながら登る。油こぼしと呼ばれる急な雪の斜面を慎重に。雪の下には鎖が

あるそうですが、雪の中で見えない。雪がとけた登山道には白いイワウチワ、

薄紫色のカタクリなどが咲き、心がいやされる。 

 登ること 4 時間、ようやく二王子岳 1420m の山頂に到達。目の前にはたっぷ

りと雪をかぶっ

た飯豊連峰がド

ーンと、圧巻。

4 人それぞれの

飯豊の山行を思

い出しながら感

激。私が登った

時はどしゃ降り

の飯豊山でした。

今回は快晴の飯

豊連峰 素晴ら

しい！！ 

 ゆとりをもって登っていた S さんが摘んできたコシアブラ、ミズ、タケノコ

の入った味噌汁と、Y さんの心のこもったコーヒーで雪の飯豊を眺めながらラ

ンチをいただき、至福の時を過ごす。 

 下山は登って来たルートをゆっくりと下り、午後 4 時に登山口に着く。 

今夜の宿は五頭温泉の今板温泉に…。汗を流し、山談義をしながら名物の鯉料

理をいただきました。一緒に歩いてくださった山仲間に感謝です。 
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箱根旧街道ウォーキング 

 

日程 2019.5.18（土） 晴れ→曇り→小雨→晴れ 

参加者 10名 小林（正・CL）、山岡（SL）、松本、四元、八巻、星田、高見、 

池谷、村上、前田（節・記） 

 ＜行き＞東武鎌ケ谷--船橋（快速）--品川（東海道線）--小田原着～ 

小田原（箱根登山鉄道）--箱根湯本～箱根湯本（箱根登山バス） 

箱根港前下車 

＜コース＞箱根関所跡･･･恩賜箱根公園（昼食、散策）･･･杉並木･･･興福院・・・

箱根馬子唄の碑･･･甘酒茶屋（休憩）･･･七曲り坂･･･畑宿 

＊歩行時間約 2 時間  歩行距離 5．5ｋｍ 

 ＜帰り＞畑宿バス停--箱根湯本～箱根湯本（箱根登山鉄道）--小田原～ 

小田原（東海道線）--戸塚（横須賀線）--船橋        

 

週末は天気が崩れる･･･との予報で心配しましたが、当日朝は晴れ。箱根に近

づくにつれ曇り空に。歩き始めるとぱらぱらと小雨が降ったり、またさぁっと

日が射したり、目まぐるしく変わる天気でした。 

それにしても外国人の多いこと！箱根湯本駅やバス停では何カ国語もの案内

の声が耳に入ってくるし、箱根関所跡や恩賜公園では外国人グループの人たち

が、記念写真で大盛り上がりでした。 

恩賜公園で早めの昼食をすませ、いよいよウォーキング出発。道は良く整備

されていたけど、石畳の道はぼこぼこしているし、苔も生えているし、滑らな

いよう緊張して歩きました。江戸時代に開かれたこの街道、四百年あまりたつ

のでしょうか、巨木となった杉の並木道はうっそうとしてまさに「昼なお暗き

～」でした。急勾配の山道や階段をたどり、所々名所旧跡で足を止めてみたり、

「箱根の山は天下の険、函谷関物ならず･･･」と歌ったりしながら畑宿バス停に

着きました。 

行きも帰りも長道中でしたが順調に

乗り継ぎ、座って乗車できました。周到

な計画、お当番さん、ありがとうござい

ました。他にもいろいろなコースがある

ようなので、また歩いてみたいと思いま

した。翌日、箱根の噴火レベルが引き上

げられ、大涌谷など立ち入り制限のニュ

ース！箱根旧街道のコースは大丈夫の

ようですが、びっくりしました。 
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米山
よねやま

～五頭山
ご ず さ ん

～三国
さ く り

温泉
おんせん

（平成から令和へ） 

 

羽鳥健一郎 

（米山
よねやま

へ） 

列車降り六日町にて合流し山の仲間はいざ米山へ 

イカリソウいわかがみ咲く山道に歓声が沸き米山は春 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪残る米山山頂晴れ渡り平成送る昼餉賑やか 

満面の笑みも眩しき東葛の女子ら輝く米山さんで 

日本海遥かに霞む佐渡ヶ島山頂の時ゆったりと流れ 

 

（五頭山
ご ず さ ん

へ） 

難儀して登った米山
や ま

が顔を出す海岸線を走る車窓に 

弥彦山遥かに霞む佐渡ヶ島車窓の景色次第に北へ 

新緑のグラデーションのトンネルが五頭山登る我らを癒せり 

イワウチワここに彼処に咲き誇る春の五頭山足取り軽し 

眼下には水を湛えた田が光る五頭山七合目一休みす 

ありがたし避難小屋にて昼餉取る春の五頭山まだまだ寒し 

守門
す も ん

岳
だけ

真白き嶺が遥か座し越後路走る我ら引き付ける 

米山の登山道 
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（三国
さ く り

温泉にて） 

魚沼の三国のお湯に身を委ね平成終いの山振り返る 

雪残る金城山は魚沼の里を守るかどっしりと座す 

シニアらは朝食前に仕度して里を巡りて山菜採りす 

山菜がここに彼処に顔を出すビニール袋も膨らむ朝に 

 

 

米山山頂小屋が間近に 
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思い出の山 

宮之浦岳 

桐生 千恵子 

 2001 年ゴールデンウイークに何のご縁か、北川さんと連れ合いとの 3人旅で

屋久島の宮之浦岳へ出かけた。もう 18年前になりますね。 

鹿児島から飛行機の乗り継ぎで行く予定が、荒天で鹿児島で足止めになり港

の近くまで移動して宿泊。翌日朝のフェリーで屋久島に渡り、レンタカーで北

川さんを登山口まで送り私は民宿に泊まった。北川さんは避難小屋 2泊で縦走、

私達は民宿に泊まり宮之浦岳と縄文杉を日帰りで歩いた。だから計画書は別々

に提出した。 

次の日に淀川登山口で駐車したら、「あら～！偶然」東葛の仲間とバッタリ逢

う。九州に転勤になってい

た鈴木隆司さんと東葛メ

ンバーです。 

 ゴールデンウイークで

登山者が多く、もくもくと

歩いて山頂に到着。記念写

真をとカメラを出すと写

せない。その時初めてデジ

カメを買ってきたので写

し過ぎて電池切れ！！が

っかりしていた時に鈴木

さんグループが到着。一緒に記念写真に納まった。ヨカッタ～～。 

「北川さん来た？？」と聞かれ「会っていないよ」鈴木さんたちは途中で追い

抜いて来たとか。地図を見ると途中で『黒味岳』というのがピストンであった。 

そこに寄ったのだろうか？皆で心配しながら下山した。 

 次の日は縄文杉コースを歩いた。このコースは特に人が多かった。北川さん

は避難小屋泊まりでこのコースを下って来るはず。時間の許すまでのんびりし

ていると、大きなザックを担いだ北川さんが下山してきた。ホットした。 

 一緒に民宿に泊まり、美味しい料理にお酒も入り川の字に休んだ。翌日フェ

リーで鹿児島まで一緒に行き、港から開聞岳を目指す北川さんと別れた。 

 翌日も晴天。レンタカーが借りれなく電車とタクシーで高千穂峰に登り、鹿

児島空港に行ったらもう北川さんは空港で待っていた。「開聞岳も天気で登った

よ」と嬉しそうに‥‥。 

忘れられない大切な思い出の山です。 

 

7月号は村上和さん、８月号は八巻さん、第二例会までに会報部（加藤）へお願いします。 
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ちょっと一言 

うたごえ  

今年になってから二度目の『うたごえ』に誘われて行ってきました。社会福

祉センター 六階でありました。会費（ちょっぴりお菓子付き）を払い中に入る

と楽しかったです。もうすでに大勢の人が椅子に座り始まるのを待っていまし

た。 

歌がはじまると、昔の歌（若いころ）、知っている歌等が次から次へとでてき

ます。普段ほとんど歌うことがないので、あっという間に途中の休憩時間を挟

み三時間が過ぎていきました。その日一日とても楽しい時間を過ごしました。 

                         （ 八巻幸子 ） 

 

 

 

 

 読売新聞に「森は海の恋人」の題名で、気仙沼市で養殖漁業を営む畠山さん

が連載していたので楽しみに読んでいました。農家の人は米や野菜を作るのに

肥料をやっているけど、漁師は何もやらない代わりに山に木を植えて、腐葉土

から地下水になり川から海の恵みを育て植物プラクトンを作っていたと。 

私はこれを読むまで森と海との関係を深く考えたことはなかったのです。畠

山さんは木を植える活動している。その後東北大震災に遭うのです。 

 山の会の人達で石巻市小渕浜大宝の阿部さん家でワカメ作業のボランティア

したことがあります。そこの奥様が震災前はここらの家は御殿ばかりでしたと、

そのはずですよね。 

住所が大宝とつくので、三陸の風土で海からの恵みが凄かったのですね。ワカ

メ、カキ、ホタテ、穴子、ホヤ・・・等。ワカメも値段が高くなり、阿部さん

とも最近ご無沙汰しています。高台に家を建てたとも聞きました。もう少し近

ければ又お手伝いに行きたいところです。懐かしく思い出しました。  

                                  

（村上 和子） 

 

７月号の担当は、小林和子さんと伏見純子さんです。よろしくお願いします。 

（６月の第２例会までをメドに、原稿を高山宛メールにて送付ください。） 
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編 集 後 記 

 

この季節、山を愛する人達の定番は、新緑と残雪。共にこの時期ならではの自

然のすばらしさを満喫できる。5 月中旬、友人数名と佐倉城址公園内にある通称

「歴博」と言われる「国立歴史民俗博物館」を訪れた。今この公園は新緑に包

まれ、心洗われる格好の場所だ。「佐倉お決まりの見学コース」を散策後、来た

ついでにと入館。ところが驚かされた。1 時間程で見たのが「６展示室＋２企画

展示室」の内２展示室のみ。内容の豊富さ、そして分かり易く工夫された展示

方法は、他に例を見ない。最終バスに間に合わせた結果だったが、緑豊かな城

址公園良し、桜の時期もまた良し、次は日がな一日ゆっくり訪れたい所でした。 

                              （井上順） 

 

 

 

 

 

 

 

この４月から５月にかけては、天皇の御世替わりで十連休となり、連日大フ

ィーバーでした。平成から令和へ。夫の祖母は、明治・大正・昭和・平成の４

元号の時代を、そして１９世紀・２０世紀・２１世紀と３世紀にまたがり、百

六才の長寿を全うしました。母も満九十九才、大正・昭和・平成・令和を過ご

すことになります。 

さて我々は･･･昭和に生まれて平成・令和ときました。次の元号の新しい時代

を見ることができるでしょうか。子どもや孫達が、今より良い世の中にくらし

ていることを願うばかり･･･。足腰を鍛えて元気にその日を迎えたいものです。 

（せ☆こ） 

   





                        令和元年５月２４日 

第４３回『東葛山の会』総会のご案内 

日 時  ６月３０日（日） １３時３０分～１７時３０分 

場 所  鎌ヶ谷市中央公民館 第一学習室 

議 題  １．2018年度活動報告、2019年度活動方針案、 

２．2018年度会計報告、2019年度予算案 

３．役員の選出 

    ４．その他 

会員の「健康と仲間」づくりに、楽しい「東葛山の会」の更な 

る発展を目指して、会の現状を直視した、前向きの提案を是非 

お願い致します。 

尚、総会に出席できない方は、下記の委任状か、メール、葉書 

にて 委任状の提出をお願い致します。（提出先、事務局四元宛） 

 

総会終了後、懇親会を開催します。大勢の参加をお願いします。 

 時 間  １８：００～１９：３０ 

    場 所  華屋与兵衛（貸し切り） 北初富駅近く 

    ℡    442-1878 

              

 

 

 

 

委  任  状 

 

令和元年 6月 30日（日）開催の、第 43回「東葛山の会」 

総会における一切の権限を議長に委任いたします。 

令和元年 6月  日 

 

氏 名             

 

 


