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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

1月号は蓮見久美子さん、2月号は菅原恵子さんです。 

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            

小金沢山の頂上に登りつめた時の富士山です。霧が上がっていました。 

霧はあっという間に消えてしまいました。 

前日が雨で、この日は晴天。晩秋の富士山です。 

                          ～山口洋子～                                                               



1 水 1 土

2 木 2 日

3 金 3 月

4 土 4 火

5 日 5 水

6 月 6 木

7 火 7 金

8 水 8 土

9 木 9 日

10 金 10 月

11 土 11 火

12 日 12 水

13 月 13 木

14 火 14 金

15 水 15 土

16 木 16 日

17 金 17 月

18 土 18 火

19 日 19 水

20 月 20 木

21 火 21 金

22 水 22 土

23 木 23 日

24 金 24 月

25 土 25 火

26 日 26 水

27 月 27 木

28 火 28 金

29 水 29 土

30 木 30 日

31 金 31 月

　※2021年11月山行予定

    ★2/6(日）三浦富士ウォーキング（雨天中止）

    ★2/19（土）四阿屋山（秩父）・・予備日2/20

運営委員会（19：00～）Zoom

編集会議（9：00～11：00）

2022年2月山行予定

 

　　公民館休館日12/28～1/3まで

　※県連より・・　★1/29(土)第36回房総ロングハイク（日帰り）募集中

入笠山・・雪山

予定表2021年12月・2022年1月

破風山（皆野アルプス）

鎌ヶ谷市内ウォーキング（雨天中止）

例会（18：00～20：00）

  公民館休館日1/3まで

1

山行部会（18：00～20：00）

編集会議（9：00～11：00）

運営委員会（19：00～）Zoom

　

    ★2/27（日）三浦アルプス（雨天中止）

第36回ロングハイク日帰り

1　月

成人の日　例会（18：00～20：00）

山行部会（18：00～20：00） 　　元日

12　月

矢倉岳（雨天中止）
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例 会 報 告 

11 月例会              11/8（月）              35 名 

安彦、加藤、岡部、桐生、八巻、高見、前田え、山岡、村田、入江、間瀬、 

鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、永木、嶋本、猪狩、羽鳥、井上勝、 

山脇、梅田、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、井上順、山口幸、清水、 

畑中、笹、柳、岡登 

     2021年 11月例会議事   司会（山行部）嶋本 

１、10 月山行報告 

計 13 件（内 2 泊 4、1 泊 4、会山行１）、延参加者；61 名（男；22、女；39）

好天・紅葉で復活の兆し。本誌「2021 年 10 月山行実績＆コメント」参照 

２、山行案内 

 １）11/28 大福山（柳）；変更・切符購入他注意事項の通知 

 ２）12/5 皆野アルプス（安彦）；32 名予定、バス￥7,000～7,500 で 

 ３）12/14 市内ウォーキング（入江）天気予報で中止の場合は 12/10 に連絡。 

 ４）1/9 矢倉岳（柳）；集合は新松田駅。当地からの推奨掲載。12/12 下見予定。 

 ５）1/13 入笠山（羽鳥）；やまびこ誌に案内掲載、雪山体験に。特急「あずさ」  

   船橋発 6：53 で。帰りは時間が合わず新宿乗換。 

 11 月の山行部会で決まった 2 月の会山行予定： 

2/6(日)三浦富士ウォーキング、2/19(土)四阿山、2/23(水・祝)→2/26（日）三 

浦アルプス 公民館まつりが中止となり、日程を変更する。 

３，各部報告 

１）事務局（四元） 

  ・公民館まつりが 2 年続けて中止となった。会場が使用不可のため。 

・原田幸三さん退会、伊藤弘子さん 11/13 に面接予定・入会？検討  

２）山行部（菅谷）・山行部会案内次の会山行検討。記念登山は提案なし。 

   ・次年度会山行計画(五十嵐)：アンケートのメール配信済み、よろしく。 

３）会報部（梅田）・やまびこ 11 月号発行 

  ・やまびこに関するアンケート調査未提出の方は本日提出を。 

・山登りの筋肉の記事、別途例会で講習を企画してはどうか？ 

４）県連（羽鳥）・1/29(土)ロングハイク 浪花～御宿 6 時間コース。各会 5～   

6 名で、やまびこ 11 月号に案内掲載。 

・10 月理事会で、事故報告。昨年と同じ滝であり。沢登りの事故多い。 

４．その他(安彦) 

・事故防止交流集会、筋肉テスト・教遭委の資料を配信する。 

・ZOOM のオンライン講習の案内・全国連盟の総会（2/19-20）千葉 3 名。 

・モロクボ沢落石事故の報告書＆再発防止のため疑問を出してほしい。 

 3 月までにまとめる。その後の 2 名の容態報告あり。 

・例会の時間：12 月以降、18：00～20：00 とする。                                                   



          202１年10月 山行実績 ＆ コメント 

山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

小浅間山(こあさまやま)
黒斑山（くろふやま）

ハ
10/2
～3 個 5

小町山ウォーキング（下見） ハ 10/3 個 4

筑波山（つくばさん） ハ 10/3 個 5

涸沢（からさわ）カール ハ
10/5
～7 個 1

3

No 参 加 者

1 岡部、羽鳥、井上勝、山口幸、山口洋

　　浅間山を西側から見る小浅間山と東側から見る黒斑山へ。浅間山はどちらから見ても、
見事な円錐形の美しい姿でした。この季節、紅葉と黄葉、八ヶ岳、槍ヶ岳などの眺望が登山
道を楽しいものにしてくれました。　（山口洋）

2 三橋、山岡、安彦、高見

　交通：新鎌ヶ谷6：34―柏6：49_6:52(大宮行)―川間７：22―安彦車で小町の館まで行く。
コース：小町の館…（尾根コース）…小町山…（天の川沢コース）…小町の館  歩行時間：約3
時間30分。  　　7月に下見をした結果、下りを変更して天の川沢コースとしたので、今回は2
回目の下見である。安彦さんが同行してくださり心強い。登りの尾根コースは歩きやすくそし
て面白い。1合目～8合目までの各所に書かれている言葉に思わず笑ってしまう。「恋に溺れ
るのが18才・風呂で溺れるのが81才」　「自分探しをしている18才・皆が自分を捜しているの
が81才」等々、人間観察をしたユーモアあふれた表現でゆかいだ。里山愛好会の人達も楽
しんでボランティアをしているようだ。ちなみにこのコースは「長生きコース」との別名がある。1
回目の下見で気づかなかったことが、安彦さんの同行で気づかされたこともあり感謝です。
（山岡）

3 桐生、村田、菊池、五十嵐朝、五十嵐幸

　混雑を避けて早立ちしました。7時前に歩きだしました。いつもは下山道にしている、白雲
橋コースを登りました。つつじヶ丘駐車場からの登山者が増えたので、女体山からつくば高
原キャンプ場に下り、つつじヶ丘から迎場コースでつくば神社駐車場まで歩いたので歩数が
20000歩でした。

4 猪狩

　鎌ヶ谷発　6：00出発　        1日目（5日・火）　歩行時間　3時間
　　　　船橋6：53　あずさ3号　～　10：23松本10：40　～バス　　12：00上高地　12：00　～　大
正池・明神池散策　～　15：00嘉門次小屋泊
2日目（6日・水）　5～6時間　　標高差　登り800ｍ
　　　嘉門次小屋7：00　～　8：00徳沢　～　9：00横尾9：30　～　13：00涸沢小屋　泊
3日目（7日・木）　5～6時間　 　下り800ｍ
　　　涸沢小屋6：00　～　8：00横尾8：30　～　徳沢・明神池　～　12：00上高地　～バス　松
本14：00　～　17：30船橋
朝船橋からあずさ号に乗れば昼には上高地に着くことから大正池で下車、嘉門次小屋（宿）
まで上高地の景勝地、大正池、田代池、岳沢湿地、明神池巡りをしたが紅葉には程遠かっ
た。涸沢カールは紅葉の真っ盛り、さすが日本一の紅葉。日本一は年度で変わるが標高2，
300ｍでは他は寄せ付けないでしょう。（猪狩）



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

涸沢（からさわ）　紅葉 ハ
10/6
～8 個 4

黒斑山(くろふやま)
池の平（いけのたいら）

ハ
10/7
～8

個 3

秋田の旅（小又峡トレッキン
グと乳頭山）

ハ
10/12
～14

個 6

霧降高原　大山(おおやま） ハ 10/15 個 4

筑波山（つくばさん） ハ 10/21 個 2

4

No 参 加 者

5 岡部、羽鳥、清水、菅原

10/6～10/8　紅葉の涸沢にいってきました。詳細につきましてはH・Pの山行紹介/ブログ及
び動画の部屋に掲載しています。一度ご覧ください。（清水）

6 安田、江崎、嶋本

　10/7 黒斑山　車坂峠11:00…表コース…車坂山…槍ケ鞘12:30…トーミの頭…黒斑山
13:30…中コース…車坂峠15:00　　槍ケ鞘で少し紅葉したトーミの頭の荒々しい景色を見な
がら昼食休憩、残念ながら雄大な浅間山は雲にかくれていました。
10/8　池之平散策　　　登山口9:20…見晴岳…三方ケ峰…登山口11:40　登山口から尾根を
登り三方ケ峰では360°パノラマ、周りの山々を眺めながら尾根を一周しました。　（嶋本）

7
桐生、伏見、菊池、五十嵐朝、五十嵐幸、

羽鳥

本誌11月号に掲載　（五十嵐朝）

8 安田、江崎、嶋本、菅谷

　参考タイム；東武日光 (8:30)―霧降高原キスゲ平(9:00)……大山(10:30-11:30)…三滝
(11:20)…隠れ三滝バス停(13:30)―東武日光(14:00)  　　東武日光駅から霧降高原までタク
シーを使う。あまり好天気で暑そうなので、丸山への階段上りはやめ、人のいない方に下って
いく。大山は営業を止めた牧場のもっとも高い地点に三角点がある。その前のベンチに座る
と、日光の山が高くそびえて見える。ゆっくりと昼食。まっすぐに降りて三つの滝を見物。けっ
こう立派な滝である。そばの舗装路を登るとバス停。バスで霧降の滝を通って日光駅へ。（菅
谷）

9 清水、井上順

　筑波山神社9:30―（御幸ヶ原コース）―女体山―（白雲橋コース）―筑波山神社14:30
久々の山行。体力確認の場として利用。結果は下山後数日筋肉痛。登りでは幼稚園園児に
遭遇。長い列を追い抜くのに気を遣う。下山時は、女体山直下の急峻な岩場で登攀中の小
学生低学年の超団体に遭遇。担当の先生は、生徒の写真を撮るのに大忙しで交通整理無
し。よって一般の登山者の多くが足止め。下山して神社駐車場に着いたら、何と20台の大型
バスが止まっていた。背丈程の岩を必死でよじ登る子供達の溢れるエネルギーの凄さにしば
し見とれてしまった。　（井上順）



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

雨引山（あまびきさん） ハ 10/23 会 14

信越トレイル(第5、第4セク
ション）＆飯山市内寺社巡り

ハ
10/24
～26

個 4

七ヶ岳（ななつがたけ） ハ
10/28
～29

個 4

小菅山(こすげやま)
いいやま七福神巡り

ハ
10/30
～31 個 5

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

5

No 参 加 者

10
岡部、江崎、嶋本、加藤、間瀬、山口洋、
桐生、前田節、菊池、伏見、村田、前田延

菅原、岡登

・岩瀬駅9:07⇒バス⇒9:25雨引観音・観音参拝10:15…11:15雨引山(ランチ)12:15…御嶽山
13:10…岩瀬駅13:40着
コロナ緊急事態宣言が解除となり初めての会山行、心配していた天気も晴れ参加者全員女
性14名。登山口の雨引観音では七五三の可愛い子供達やお宮参り赤ちゃんをおばあちゃ
んの心で見ていました。雨引山の山頂までは1時間弱、早めのランチをゆっくり摂り。全員マ
スクで記念撮影これも思い出。御嶽山から岩瀬駅まで秋の花を愛でながら、ワイワイ楽しく下
山。（江崎）

・本誌今月号　P10　に掲載　（ 村田 ）

13 菊池、桐生、五十嵐朝、五十嵐幸、山口洋

本誌今月号　P15　に掲載（菊池）

9月の会山行「岩船山」「入笠山」「鷹取山（ｳｫｰｷﾝｸﾞ）」は、コロナ感染防止のために中止しました。

11 羽鳥、清水、柳、四元　　他1名

本誌今月号　P11～14　に掲載　（ 四元、柳　）

12 安田、江崎、嶋本、菅谷

　尾白山・七ヶ岳  　参考タイム； 10/28 新鎌ヶ谷(8:00)―会津荒海(12:00-12:45)―久川城
址駐車場(14:00) …尾白山登山口(14:20)…散策…久川城址駐車場(16:00)―桧枝岐
(16:30)泊  10/29 桧枝岐(8:30)―山椒山登山口(9:00)―たかつえスキー場駐車場(10:00-
10:10)…登山口(11:40)…スキー場トップ(12:30-12:50) …休業中レストラン(13:30-14:00) …
たかつえスキー場駐車場(15:10)―新鎌ヶ谷
塩原から会津までの紅葉は、尾頭峠など標高が高いところでは盛りである。荒海の農産物直
売所で蕎麦を食べ、リンゴ園で林檎を購入。田島のスーパーで柿購入。尾白山の麓できのこ
に挨拶するが、今年は機嫌が悪いらしい。桧枝岐は標高が高いため、紅葉がみごとである。
翌日、予定していた大杉岳には七入り～御池が積雪で通行が困難なため、行き先を山椒山
に変更。それが幸いして桧枝岐から木賊温泉に越える峠はみごとな紅葉だった。しかし、山
椒山には小学生が集団登山をしているという。山椒山は埼玉市の管理地なので、遠慮して
行き先を七ヶ岳に再変更。途中で赤かぶを買ったりしていて、出発は10時を過ぎてしまっ
た。ここでも紅葉が良く、会津駒あたりに山の雪も見えていた。だが、全日晴れの予想だった
天気は目まぐるしく変わり、あられやみぞれが降ってきたので、リフトトップから下山した。ゆっ
くりと降りてくると、青空が見えたりした。良かったのか悪かったのかよくわからないが、温泉に
浸かり、美味しいご飯をいただき、買い物ツアーをして楽しめた山行だった。　　　　　　　（菅
谷）
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山 行 案 内                      

 

12月の山行予定 

＜会員バスハイク＞ 
✽皆野アルプス：破風山（はっぷさん）627ｍ 

日 程：１２月５日（日）＜日帰り＞ 
担 当：CL：四元一成 SL：桐生千惠子、村田綾子、間瀬芳枝、井上順之、安彦秀夫 

『（やや）きつい山』と『（やや）ゆるい山』の合同で実施します。 

 

✽鎌ヶ谷市内ウォーキング 

日  時12月14日(火) 雨天中止 

担 当：（CL）入江、（SL）高見 

 1月の山行予定  

✽矢倉岳  体☆ 危険・技術★  標高 870ｍ 標高差 828ｍ 

日 時：1月 9日(日) 雨天中止     

集 合：新松田駅改札08：40 

交 通：（往 路）：新鎌ヶ谷 05：50―松戸 06：08_06：21(常磐線 向ヶ丘遊園行)―経堂 07：

17_7：23 (小田急・小田原行)―新松田8：34 

新松田09：10（箱根登山鉄道バス)― 矢倉沢09：40 

(復 路）：地蔵堂バス停15：25～（15：52関本乗換16：00）～新松田16：17 

新松田16：46（小田急線快速新宿行）―代々木上原18：03_18：04（メトロ千代

田線・我孫子行）-―松戸18：55_19:03―新鎌ヶ谷19：21 

コース：コースタイム 3時間30分 

  矢倉沢9：45 ～ 11：10矢倉岳11：50 ～ 13：20聖天堂13：30 ～ 14：20地蔵堂 

  1：25           1：20          0：50 

費 用：（概算）  4,200円 

担 当：（CL）畑中（SL）柳・猪狩 

✽入笠山（にゅうがさやま）1,955ｍ  雪山 体☆ 危★ 

日帰りで雪の入笠山を登る。雪山装備で登り、雪山の体験をする。 

 天気が良ければ山頂からの八ヶ岳他の眺めは素晴らしい。 

日 時： １月 13日（木）日帰り 

＊JR特急あずさを利用（行きは「あずさ 3号」の指定券を購入してください）。 

＊集合場所：現地集合です。富士見駅の改札を出た所にお集まりください。 

交 通： 船橋(あずさ3号)6：53―富士見 9：42－無料シャトルバス 10：00－富士見パノラマリ

ゾート 10：10－ゴンドラ山麓駅 10：30―山頂駅 10：40  
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登山開始：11：00－下山山麓駅 14時頃・・・シャトルバスで富士見駅へ 

＊帰りの列車は下山時間が確定する当日に対応します。 

【予想される列車】 

・富士見 15：29―小淵沢 15:37/15:58あずさ 42号―新宿 18:04―船橋―鎌ヶ谷 

   ・富士見 16:30あずさ 44号―新宿 18:43―船橋―鎌ヶ谷 

山の特徴：ゴンドラで山頂駅に着いてから歩き出し雪の中を入笠山山頂までを約3時間往復する。

雪の具合により難易度は変わる。 

冬山装備：防寒ウェア・冬用登山靴・アイゼン・ストック orピッケル・手袋・他が必携 

交通費：JR特急あずさ往復利用の場合 約＠9,000円(ジパング利用の場合) 

ゴンドラ代：(往復)1,700円(昨シーズンの実績、今年は未定) 

     合 計 約 10,700円 

担 当：（CL）安田、（SL）羽鳥・手塚・菅原 

 

2 月の山行案内 

✽三浦富士（１８３m・横須賀）ウォーキング 雨天中止 

山頂からは房総半島や真鶴半島の眺めがよく、三浦富士～砲台山～武山の 3 つの山のミニ縦走

が楽しめる。 

日 時：２月 6日（日）雨天中止 

交 通： 集合…JR船橋駅のさざんかさっちゃん像前 7時 10分 

（往 路）新鎌ヶ谷 6：56―船橋 7：09_7:17(快速大船行)―横浜 8：17_8:27 ―（京急本線快特三崎

口行き・1番線発）―津久井浜 9：10 

（復 路）往路を戻る 

コース：津久井浜…高田橋…横須賀警察犬訓練所…三浦富士…砲台山…武山… 

津久井浜観光農園案内所…津久井浜駅 

歩行時間：3時間 

交通費：約 3,500円 

担 当：（CL）山岡、（SL）入江 

 

✽四阿屋山（あずまやさん） 771ｍ ややゆるい山（体☆） 

四阿屋山の山頂直下は岩場でクサリがある。凍結の可能性もあり危険なため山頂までは行かず、

手前の両神神社奥社で引き返す。秩父の山々や早春の里山の景色を楽しみ、フクジュソウやロ

ウバイなどの開花を期待したい。 

日 時： ２月１９日（土）予備２月２０日（日）  

集 合：7：00（西武池袋駅）    解散(西武秩父駅) 

交 通 

（往路）：西武池袋 7：20（準急、飯能行）―飯能 8：17 _8：33―西武秩父 9：36着    

 タクシー 10：20頃 小森バス停付近で降車 

(復 路)：薬師の湯バス停 小鹿野町営バス 15：46―西武秩父駅 16：34着 

   （町営バスは約１５人乗り） 

コース：小森バス停付近・・・宝泉寺・・・桜本コース・・・山居広場、フクジュソウ園・・・
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両神神社奥社・・・山居広場・・・薬師コース・・・薬師の湯バス停 

歩 程：標高差 登り約390ｍ 下り約 390ｍ   歩行時間約 4時間 

エスケープルート： 来た道を戻る 

山の特徴（危険）：山頂直下は危険なので今回は山頂へは行かない。 

交通費概算： 約 5000円 

交通費詳細  新鎌ヶ谷駅～西武秩父駅 約 1400円（片道）  

   タクシー1台約 6200円（4人乗り） 小鹿野町営バス 500円 

装備等： 防寒対策（帽子、手袋、スパッツなど）、ストック 

下 見: 11月下見  入浴なし 

担 当：(CL）蓮見, (SL）菊池・金子 

 

✽三浦（みうら）アルプス   体☆☆+危技★ 

 アップダウンの多い道を歩いて体力を増強する。 

田浦梅林で梅を観賞する。  

日 時： 2月 27日（日） 雨天中止（2月 25日にメールで連絡） 

集 合：JR逗子駅 8：10（東口改札外側） 

交 通  

（往路）：（参考）新鎌ヶ谷 6：02―船橋 6：15_6：27（快・逗子行)―逗子 7：58 

        バス②乗り場 長井行き 8：26－風早橋 8：37 

（復 路）：(参考） 15：36逗子行き  16：14千葉行き  6：34成田空港行き 

       上野方面は戸塚乗り換えで東海道線（上野東京ライン）も可 

コース： 風早橋（8：50）…(9:05)仙元山（9：15）…ソッカ…(10:35)観音塚（10：50）…（11:10）

どんぐり並木（昼食）（11：40）…（13：40）乳頭山（13：55）…（14：45）田浦梅林

（15:10）…（15：50）JR田浦駅（解散） 

歩 程：標高差 累計 500ｍ   歩行時間 約 6時間 

危険個所：下山が急斜面で滑りやすく、ロープが数か所ある。 

エスケープルート： 南尾根 栗木分岐から新沢バス停へ降りる。（JR逗子行バスあり） 

装 備：ストック必携（ダブルストックが良い）防寒具持参 

    念のためアイゼン持参  

費 用：概算 3300円  

     新鎌ヶ谷～逗子 1464円   田浦～新鎌ヶ谷 1640円    バス 200円 

その他： 昼食１  予備日なし                

    トイレは電車で済ませる。（1、５、１１号車にあり）  

コロナ対策 

※ 公共交通機関等ではマスクを着用する。 

※ 電車では大声で話をしない、大人数でかたまらず分散乗車する。 

 ※  明らかに健康でなければ登山は中止する。 

 ※  登山中は余裕のある距離を保つ。 

 ※ 登山中は声掛けを控え、笑顔や会釈、手をあげるなどで、表現する。 

担 当： （CL）永木、（SL）山口洋子・清水 ・江崎 
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県連関係予定行事  

 

第 36 回 房総ロングハイキング JR 浪花→御宿 募集 

山行日：2022年 1月29日（土） 現地集合・現地解散 日帰り 

コース：房総海岸を歩く（浪花駅～御宿駅 歴史探訪） 

参加者：各会5～6名程度（各会で行動） 間隔開けて行動 マスク必携 

移 動：電車利用  

費 用：交通費 約3,000円（往復）＋少  々

 

当日行動：（往）各地―千葉7:10（外房線勝浦行き）―浪花駅8:24着 

 浪花駅 8:45 出発⇒八幡神社参拝 9:00/10⇒岩船港入り口⇒岩船地蔵尊 9:45/55⇒釣師海岸

10:05/10⇒瓢箪池10:20/30（オーシャントレイルコース）尾根道⇒小浦海岸12:00（昼食）12:30

⇒海洋生物研究所12:40⇒ドン・ロドリコ上陸地見学（往復）13:00⇒小浪月⇒メキシコ記念塔入

り口 13:20⇒記念塔 13:40/30（オーシャントレイルコース下山）⇒岩和田海岸⇒月の砂漠海岸⇒

月の砂漠象14:30着⇒御宿駅15:00着（電車の時間に合わせて歩く。）解散   

（帰りの電車） 

 御宿発千葉行き） 15:10発 16:05発 

歩行時間： 6時間15分（休憩含む） 

尚、天候、道路事情によりコースの変更あります。 

参加申し込み：羽鳥まで  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

「やまびこ」アンケート調査速報 

 10～11 月に掛けてご協力頂きました「やまびこアンケート調査」の結果が出ましたので、速報という形

でご連絡致します。分析並びに会報部としての見解は来月号に掲載予定です。 

 

  アンケート回収数 ３９件  回収率 ７８％ （回答に重複が有り、合計 100％にならない） 

 

設問１、「会報を読む手段」  パソコン ８２％、 スマホ １０％、  印刷して １２％  

設問２，「読む時期・頻度」  発行直後 ９０％、 必要な時 １５％  

設問 3、「役立つコーナーは？」  予定表＋山行案内 ５７％ 

設問４，「楽しいコーナーは？」  山行報告＋思い出の山 ４０％、 ちょっと一言 ２４％ 

設問５，「必読しているコーナーは？」  山行案内 ２３％ 

設問６，「HPからダウンロードして読む方法」  今のままで良い ９２％、 印刷物で欲しい ５％ 

設問７，「印刷物での有料配布」  希望しない ７７％、 どちらでも可 １５％、 印刷希望 ５％ 

 

                                                        以上 
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雨 引 山 

日 時： 10月 23日 (土) 晴れ 

交 通： 電車+バス 

参加者： 岡部(CＬ)、江崎(SL)、加藤、桐生、伏見、前田延、間瀬、嶋本 

菊池、前田節、山口洋、菅原、岡登、村田(記) 

 

夜中まで降っていた雨も上がり、上々の天気。 

コロナ禍の中、会山行は一年振り(私は二年振り)にワクワクしながら参加。 

岩瀬からバスで山の中腹に建つ楽法寺に向かう。池を巡らせた庭園を散策。 

庭の端から見える筑波山は頂上が双耳峰ではなく三つに見える。 

四班に分かれて登山道に入る。ぬかってはいないが濡れているので滑らないよ

う気遣いながら進む。所々にわずかに紅葉し始めた樹木を楽しみながら、予定

より早く頂上に着き早お昼！ 眼下にはゆったりとした関東平野の一旦が広が

り、やはり双耳峰の筑波山が堂々と居座る。 

コロナ禍の記念写真を撮ろうと四苦八苦している処に爽やかイケメン登場で

難なくパチリ！ 

撮った写真は勝手に名付けて「東葛 シルバーレディース マスク隊」 

下山では、センブリ、アザミ、リンドウ、ショウマ等を愛でる。 

好天に恵まれ、女性ならではのゆっくり、和気あいあいで身も心も「ホッカリ」

の楽しい山歩きで、CLさん、SLさんに感謝の一日でした。 

 

 

 

 

 

 

山行報告 
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信 越 ト レ イ ル 

柳 嗣穂 

日 程：10月 24日~26日 

参加者：羽鳥、清水、四元、柳、他 1名 

 

10月 24日(日) 

当初 10月 28日からの予定でしたが、天気が悪いとの予報で 10月 24日から

2泊 3日で行きました。 

1日目は関田峠から新潟方面に向かって歩きましたが、道がひどくぬかるんでお

り、まるでチョコレートの泥の中を進んでいるようで大変歩きづらかったです。 

また、豪雪地帯のため雪の重みで木が歪んで伸びており、いたるところで道を塞

いでいました。 

歩いている途中、いきなりバキバキドスンという物音がしたのですが、多分熊

が人間がいることに驚きあわてて逃げる音だったのではないかと思います。 

私は植物の名前はほとんど知らないのですが、ナナカマドだけはどこの山にも

よくあるので覚えました。 

1日目の宿は野沢温泉町はずれの別荘 1棟を借りました。1棟 5万円でしたので

7～8人で泊まれば割安かと思います。 
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信越トレイルの記(セクションー4 と野沢温泉) 

四元一成 

10月 25日(月)               

開田峠-黒倉山‐鍋倉山-小沢峠-仏ヶ峰登山口（歩行距離 8.2㎞） 

 

食堂から火打山の雪化粧を眺めなら、優雅な朝食！ 

7時 30分、ナカオ・ヴィラを松村さんの運転で出発。 

8時 10分、開田峠に着きました。 

（昨日と反対に、南にむかって歩く） 

 恒例の写真撮影。昨日より天気は悪いようですが、暖かくなると信じて、ま

た、悪路でないことを祈りながら歩き始めました。南に向かって歩く為、南斜

面が多いので泥濘が少ないようです。少し安心しました。 

筒方峠を越え 2㎞位歩くと右手に光ヶ原高原、頸城平野が見えてきました。

眺望を楽しみながら歩いて黒倉山山頂(1,242m)に着きました。今日は眺望も道

も良いので、トレイルをやっている感じがありました。 

10分でこの区間の最高峰の鍋倉山(1,288m)着きました。 

雪の妙高山・火打山の景色が見渡せ素晴らしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鍋倉山頂上 
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今日も倒木との障害物競争です。特に頭に気を付けるが、先頭を歩く金沢さ

んが油断して、頭をぶつけ血が出ました。頭をタオルで縛りました。 

（大事に至らずに済みました） 

やせ尾根を歩くとブナ林に出会いました。きれいに揃った見事な林は整然と植

林された様でした？  

風がなく、ちょうど休憩には良い場所です。11時です。昼食。 

松村さん手製の弁当を食べました。おにぎり 2個と、小さいタッパーにウイン

ナー・野沢菜等・リンゴ・チョコレート等、美味しい昼食でした。誰かが記念

にタッパーを持って帰ろうという人がいましたが？ 残念ながら！ 回収する

との事でした。 

小沢峠(1,120m)を通過し、最後の仏が峰(1,146m)を通過すると、古いスキー

リフトの鉄塔が見え、道は急に歩きやすくなり下りが続きました。ゲレンデ休

憩で時計に目をやると 12時 30分です。 

早すぎる、3時の予定が 2時間も早い。松村さんとのやり取りの結果、ゴンニ

ム荘のご主人に迎えに来てもらうことになりました。これで一安心。 

登山口まで 15分で下りました。 

今回のトレイルは紅葉にあまり縁がなく諦めていました。 

今日の行程は景色も良く、楽しいトレイルでした。 

2日間のトレイルは粘土の道で、岩とか石ころはありませんでした。 

火山ではないのかも知れません。 

ゴンニム荘に 1時半に着き、その後、買い物に出かけました。 

クーポン券の残り、5,500円を使い切るためです。 

思い思いに買い物をし、（私は野沢菜・リンゴ・そばを買いました）宅配にし

ました。 

宿の近くの「松葉の湯」の外湯に出かけました。2回目の外湯です。 

今日の外湯は昨日の外湯とは温泉の種類が違います。 

村の名前に「温泉」の名がついているのは野沢温泉だけだそうです。 

野沢温泉は外湯が有名で 13か所もあります。天然温泉 100％かけ流しです。 

部屋は少し狭く、洗い湯がない欠点はありますが、無料が良いです。 

野沢温泉は小さい温泉町ですが、長い間、地域の共有財産として、大切に守っ

てきたそうです。 

今も尚、湯仲間が維持管理を行っている為、いつも清潔に保たれています。 

感動！と感謝！です。 

また、野沢菜の発祥の地です。野沢菜を秋に収穫して、ぬる湯で洗う時、温泉

が野沢菜でうまるそうです。『お菜洗い』は村の風物誌だそうです。 

 

 



14 

 

今日は 4時頃から金沢さんを囲み、2時間かけての長い久し振りの懇親会で

した。夕食と朝食は豪華でした。とくに朝食は品数が多く、とてもおいし料理

でした。（金沢さんはスマホに収めていました） 

 

10月 26日(火) 

朝、雨は上がりましたが、山は霧で視界が悪いので、ゴンドラに乗るか？  

検討の結果、中止に決定。朝食後、天気が回復、ゴンドラリフトに乗ることに

変更しました。依然として霧に

包まれていますが、8時半、出発

しました。長坂ゴンドラリフト

に乗りました。我々5人だけで寂

しい気がしました。 

出発の時は、視界は良かったの

で野沢温泉の街並みが見え、（ス

イスの高原のアルプスを思い出

しました）霧の中の数分間が過

ぎました。 

頂上の天気が不安でしたが、終点近

くなると突然，視界がひらけて紅葉が

目にはいりました。 

諦めていたブナ林の紅葉に巡り合えて

感激しました。 

やまびこ駅(山頂駅 1,407m)周辺の紅葉

の撮影に歩きました。 

毛無山(1,650m)の頂上も見えました。 

紅葉を楽しんで宿に帰ると、玄関で甘

酒の出迎えでした！！ 

おかみさんのおもてなしで、また、感

激しました。 

昨日の洗濯の件（汚れものを洗濯のサービス）、料理の美味しい事、金沢さん

は車の提供、鍋料理の買い出し、ありがとうございました。 

羽鳥さん、信越トレイルの計画ありがとうございました。 

11時 30分のバスで野沢温泉の街並みを後にし、（名残を惜しみながら）、飯山

駅で 12時の新幹線に乗り、帰途につきました。 
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小菅山（1047ｍ）・いいやま七福神巡り 

 

日 程：2021年 10月 30日（土）～31日（日） 

参加者：桐生・五十嵐（朝）・五十嵐（幸）・山口（洋）・菊池（記） 

 

上野 6：34（はくたか）新幹線で、飯山駅 8：18着。宿の車が迎えてくれ、小菅

の里まで送ってもらいました。手荷物なども預かって頂き、小菅神社里社本殿

から歩き始める。幻想的な雰囲気の参道です。 

鼓岩（手を打つと小鼓の音が聴こえる）、鏡石、船石といろいろな岩を探しな

がら奥社まで。山頂まではもう少し・・・。クサリを使う所もありました。 

ブナ林の中に小菅山山頂があ

りました。巨木のブナに（森香）

の名がついていました。 

 下山道は、黄金色のブナの黄

葉が続き、次第にもみじの紅葉

になり、眼下の北竜湖周遊ロー

ドに出ました。もみじ・ブナの

紅葉の路、ルンルン気分で北竜湖の駐車場に。宿の車のお迎えで宿へ。 

温泉が待っている・・・。 

翌日は、飯山七福神めぐり。御朱印を頂いて歩きました。来年も良い年を迎

えられますように・・・。 

高橋まゆみ人形館にも立ち寄り、美味しいおそばを食べて飯山駅 16：06で、 

帰って来ました。 
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尾 白 川 渓 谷 

2021年 11月 3日 

加藤 四元 猪狩 菅谷 畑中 前田え 江崎 羽鳥 蓮見 間瀬 嶋本       

梅田 菅原 五十嵐ゆ 菊池 前田せ 山口ゆ 井上か 山脇 山口よ（記） 

  

バスの会山行が久しぶりに実施できました。晴天に恵まれ、渋滞もなく順調に

進みました。 

 途中、車窓から富士山、鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、八ヶ岳などが見え、気分が 

盛り上がっていきました。 

 9 時に尾白駐車場に着きましたが、もう満車状態です。行き先は尾白川渓谷か 

日向山か？黒戸尾根からの甲斐駒ヶ岳か？ 

 私たちは先ず竹宇駒ケ岳神社に登山の安全を祈願して出発。大きな吊り橋を 

渡ると、もうそこが息を飲むような尾白川の清流と山々の紅葉の始まりでした。

この尾白川の清流は、甲斐駒ヶ岳から発する水のようです。10 分程で千が淵。

エメラルドグリーンの滝壺が輝いています。 

 ここから山道を登ります。細い山道に「気を付けて」という呼びかけと、山々

の紅葉に「わあ、きれい」という喜びの声が、交互に飛び交います。三の滝は、

3 本の滝の前に、巨人デーデッポが投げ落としたような巨大岩石が立ちはだかっ

ていて、私は巨大な三角岩に圧倒されてしまいました。次の旭滝からは、木の

根っこや岩と格闘しながらの登りが続きました。 

登りきった所が、神蛇滝。釜を作りながら三段になって流れ落ちる姿が山の紅

葉に包まれています。 

 尾白川渓谷には、滝が 20 余ヶ

所あるということですから、全部

の滝には名前をつけきれないよう

です。そしてこの渓谷が、他の渓

谷より清らかで、明るいように感

じました。水の清らかさや流れの

強さ、川底の白い花崗岩などが、

美しさを際立たせているように思

います。 

 もう一度訪れたいハイキングコ

ースの一つになりました。 
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七ヶ岳 （南会津町） １６３６m 

 

 日 程：2021年 11月 5（土）～6日（日） 

 参加者：岡部、桐生、菊池、菅原、伏見（記） 

 

 会津高原尾瀬口で下車しまして、見上げたらブルースカイと少し色付いた

木々に癒されました。ホテルからのお迎えの車に乗りました。その道すがらも

段々と周りの木々も色付き、ばーちゃん達を楽しませてくれました。 

 さてと、支度をしまして 10:30頃にホテルの前のスキー場を登ります。 

時々振り返ると黄金色したカラマツ林の上に燧ケ岳、薄っすらと雪を抱いた会

津駒ヶ岳などを眺めながら、和気あいあいと、口を動かしながらの山道です。 

 山頂からの展望も 360 度です。燧ケ岳を目前に真後ろは那須連山、その他も

いろいろ見えましたが分かりません。 

  

ランチ後、又来た道を戻りましたが、展望を眺めながらの下りなので気分爽快

でした。16 時にホテルに着きました。お風呂に入り、今夜の美味しいご馳走を

堪能して幸せな一日が終わりました。 

 

 翌日も朝からブルースカイです。気分はハイテンションです。帰りの電車(リ

バティー)まで 6時間ありますので、ゴルフ場一周のウォーキングを楽しみまし

たね。又、途中いろいろな『ふれあい』がありました。まず、親子二代でキノコ

採りに来ている人と色々と話をしている内に「いるかい」「いいの」「ワー、うれ

しい」と、沢山いただきました。 
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 翌日チョット勇気がいりましたけど、きのこご飯、汁物でとっても美味しく頂

きました。又、寄り道をしていると『ニホンカモシカ』に遭遇しました。 

お互いに 3ｍ位で見つめ合ってまだ子供かな。フサフサとした毛並みとか、優し

く可愛い顔をしていました。 

 ２日間でとってもお得な切符『南会津泊って応援キャンペーン』を岡部さんが 

見つけて来まして、交通費、宿泊費共で 10000円でした。 

それにお土産券 2000円付きまして、無事にお土産もゲットしました。 

最高の紅葉狩りと山日和でした。 

 

七ヶ岳登山道からの会津駒ケ岳 
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紅葉の山々を振り返り 

羽鳥健一郎 

(秋田の山) 

焼き栗を頬張りながら里人の秋田訛りに耳傾ける 

抱
だき

返
がえ

り渓谷沿いを往復し明日に備え足慣らしする 

太平湖の遊覧終えて小又峡川沿登り三階滝へ 

            

 

部屋からは田沢湖望む自炊宿露天も内湯も豊富な湯量 

この次は湯治を兼ねてのんびりと泊まるのも良し水沢温泉 

秋晴れの乳頭山の頂で秋田駒ヶ岳仰ぎ見る 

コシアブラ淡き黄色の葉を付けて秋の陽受けて香も残りたり 

紅葉の乳頭山を振り返る秘湯の宿の湯舟に浸かり                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コシアブラ 乳頭山 

太平湖 船着き場 三階滝 
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(信越トレイル) 

イワカガミ光る緑葉ここ彼処信越トレイル道端に群れ 

日本海くびき平や米山の景色に見入り立つ牧峠 

 

豪雪に耐えて曲がりしブナの木々潜
くぐ

り跨
また

ぎて続くトレイル 

出発の関田峠で車止めなめこ採り行く村人と会う 

右側は頚城平や日本海左望めば野沢の村よ 

ひょっとして熊が落ちたかドンと言うヤセ尾根で聞く大きな音を 

鍋倉山の山頂で遥かに望む白き頂き火打山 

真直ぐに伸び天を衝くブナ美林見上げながらの早めの昼餉 

久々の野沢温泉ゴンニム荘まつば乃湯にて足揉
も

み解
ほぐ

す 

山菜やなめこ馬刺しに野沢菜と舌鼓打ち杯を重ねる 
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思い出の山 

『西穂高岳』                       菅原恵子     

20数年前になります。家族と一緒でしたが「西穂高山荘」までの計画を立てたこ

とがありました。それ以前に行った時、新穂高ロープウェイの西穂高口駅から見え

た山荘が、近くに見えていた印象だったので行ってみたいと思っていました。 

鞍部へ下ってからの登りに不安を感じながら、どれくらいかかったのかは忘れま

したが、お昼頃ようやく西穂高山荘にたどり着きました。ひどい頭痛に襲われて一

休みしていると既に夕方になっていて、山荘裏から夕焼けをバックに笠ヶ岳が大き

く見えました。 

計画はそこまででしたが、小屋で同室だった奥穂高岳からジャンダルムを超えて

来たというご夫妻の話しを聞いていて、勧められたこともあって、もう少し行って

みたくなり、行けるところまで行くことになりました。 

独標、ピラミッドピークを超えて西穂高岳山頂へ到着。小さかったけど初めて見

た槍ヶ岳、眼下には航空写真みたいな上高地が…、夢の中のようでした。 

帰り道でアップダウンを繰り返す程にこんなにもピークを越えていたのかと思

うと長丁場になった事を後悔しながらも気持ちが引き締まりました。 

稜線上で休憩していた時、急に雲が湧いてきて飛騨側から上高地側に音もなく豪

快に滝のように雲が流れ始めたのです。滝雲を真上から見ることになっていました。 

初めての穂高！凄かった！ 良い思い出です。  

      

 

 

 

 

 

 

『水室山(ミムロヤマ)』 房総の山 50 選の一つです。 

 

記念写真用の山名カードがなかった時に三橋さんがルージュで書いてくださいました。  

2022年 1月号は井上順之さん、2月号は山口幸雄さんです。前月の 20日を目安

に加藤までお願いします。 
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貝柄山公園 

山岡 みや 

私は、週に 2～3回貝柄山公園で 1時間～１時間半程ウォーキングをしている。 

時には山の会の人と出会い一緒に歩くこともある。 

貝柄山公園は、四季を通じて素敵だ。春は木々の芽吹きや桜の花に心躍り、夏は高

木が日陰を作ってくれて涼しく、秋はメタセコイヤ等の紅葉が美しい。  

日曜日や休日には遊具で遊ぶ親子等でにぎやかだ。そして、春から夏にかけては、

子ども達が網やバケツ持参で池のオタマジャクシやザリガニを捕まえている。近頃は、

子ども達が自然の中で魚とりの経験をする場所がないので、つい私も、「あそこにい

るよ」「こっちにいるよ」とおせっかいをしてしまう。 

昔この池は、野馬の水飲み場だったそうだ。今ではわたり鳥の飛来地になっていて、

早くも、11月 3日にはカモが 10羽ほど泳いでいた。 

西側の階段を上り 10ｍ程行くと、「中沢貝塚史跡」の看板があり、縄文時代の住居

跡等がそこにあったことを説明している。周辺に、縄文時代の貝塚が残っていたこと

からこの低地を「貝柄山公園」と名付けたそうだ。縄文人はこの池（昔は海又は川？）

から貝や魚を採って暮らしていたのだ。 

貝柄山公園は、歴史を想い四季の変化を楽しみながらウォーキングできるお気に入

りの場所です。   

 

 

 

       

 

 中沢貝塚から出土した遺物
（郷土資料館資料） 

） 

貝柄山公園 

野馬の像 

ちょっと一言 
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美しい日本の秋 

                              前田 延津子 

 9 月下旬は北アルプス 「大日三山」を縦走してスケールの大きい景色と素晴らしい

紅葉を思う存分楽しむことができました。 

 10月下旬には東北の紅葉をめでるツアーに参加。仙台から 3日間で 2000キロのバス

の旅でした。 行く先々はみな紅葉（黄葉）の真っ盛り、特に白神山地や乳頭温泉郷

のブナの黄葉が素晴らしかった。また弘前付近を通った時はリンゴが枝に鈴なりで見

事な景観です。 

 11月 3日には久し振りの会山行、尾白川の紅葉と渓谷美を探勝。 

その後 日光に行き田母沢御用邸記念公園を散策し「日本庭園の秋」の良さをしみじ

み味わいました。 

 何処も天候と紅葉のいい時期に恵まれ趣の異なった最高の秋を満喫。 

近年は春と秋の期間が短く感じられ残念な思いをしていたけれど今年は十分楽しむ

ことができました。 

楽しく一緒に出掛けられる仲間の存在が大きく、ありがたいと感謝しています。    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              田母沢御用邸記念公園 

 

 

 

 

1月号の担当は村田さんと入江さんです。 

（12月 20日までに柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付願います。） 

（ヤナギ ツギホ norinatsu1130@gmail.com） 
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御 礼 

（村上 和子） 

廃棄するテントを頂きました。夫に頼み今の小屋に被せてもらう予定でした。 

簡単に考えていましたが、夫は家の中で小屋の図面を書いたり、本格的に改装を

楽しんでいる様子。ケーヨーホームに行って材料を買い揃え、ポールをつないで

骨組みも出来ました。少々小屋が大きくなってしまいテントは屋根に広げて掛

けるだけになってしまいましたが・・・。久しぶりの大工仕事（？）を夫は楽し

んだようでした。私も小屋がリニューアルし、畑に行った時に近所のおばさんと

お茶飲みするのが楽しみです。ありがとうございました。  

 

  

(羽鳥 健一郎) 

村上さんの紹介で隣の畑を借りて 5 年が過ぎました。私も今回、廃棄するテン

トを頂きました。ブルーシートの上にダンロップのフライシートを被せたら小

屋が立派になりましたよ！有難うございました。       

 

 

備品の有効利用 



 

 

 編 集 後 記 

畑を借りて野菜作りをしている。今まで借りていた畑は返して、隣に新しく借りた。借りた畑

は、3～4年何も作らず草だらけだったので、果たしてどうかなあと思いながら、5月に夏野菜の

苗を植えた。ところが、6 月も半ばになると、ナスやトマトが思った以上にいいのができて感

激・・・。“ナスの天ぷらがおいしかった” 

秋の畑仕事は、葉物類の種まきが主だ。でも、まだ、ナスやトマトが採れるので木を引き抜く

のはもったいないのでそのまま収穫を続けた。 

ようやく 10 月末に木を抜き、ホウレンソウや小松菜の種をまいた。1 週間もすると小さな芽

が出てきた。これから、冬の寒さに耐えて生長し、春においしい野菜が採れるのが楽しみだ。              

（ｍ・y） 

 

  

まるで嘘のように、あのきつい痛みが消えた。昨年 12 月に発症し、数か月苦しんだ。整体院

へ通いだし、さらに整形外科へも。脊柱管狭窄症で、ＭＲＩではヘルニアが素人にもわかる大き

さで数か所できていた。毎週の通院と毎日のストレッチ・リハビリ生活が続いたが、幸か不幸か

コロナ禍の第 3～5波と重なった。 

やまびこ編集に際しては、宣言の合間に出かけた山行報告や楽しむ会員たちが妬ましく、やっ

かみながらの何か月かを過ごした。 

5月、医師とは 7月末を目途に見切りをつけて手術を頼んだところであった。しかし７月半ば

から薄皮を剝ぐかのように回復し始めたのだ。手術もせずに、8月にはゴルフに復帰できた。折

しも感染者数の急減と緊急事態宣言解除、会山行も復活したこの秋、尾白川渓谷の紅葉を楽しめ

た。これは幸運と言うべきだろう。 

頑健な身体を譲ってくれた親に感謝する一方で、パンデミック第 6波の再々来を怖れ、下肢痛

の再発に気を配りつつこれからの山歩きを楽しむこととしたい。 

たかし 

                                    

発行日 令和 3 年 12 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。 
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