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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

１月号は入江さん、２月号は高山さん、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            

昨年の忘年山行は、赤城山と大沼でした。私は待機組でしたので、湖畔は一

回りしましたが、頂上からの景色は見ることができませんでした。鈴木さんに

『地蔵岳から見た黒檜山』の写真を提供していただきました。数日後現地は天

気が大荒れで、ワカサギ釣りの人やテントが吹き飛ばされている様子がテレビ

で映し出されて驚きました。最近自然災害で胸が痛むことが多いのと、山歩き

のできる日が少ないのがとても気になります。       ～村田 綾子～ 
 



日 曜日 　12　月 日 曜日 2020年 　1　月

1 日 1 水 元旦

2 月 2 木

3 火 3 金

4 水 4 土

5 木 5 日

6 金 6 月

7 土 7 火

8 日 8 水

9 月 9 木

10 火 10 金

11 水 11 土

12 木 12 日

13 金 13 月 成人の日

14 土 14 火

15 日 15 水

16 月 16 木

17 火 17 金

18 水 18 土

19 木 19 日

20 金 20 月

21 土 21 火

22 日 22 水

23 月 23 木

24 火 24 金

25 水 25 土

26 木 26 日

27 金 27 月

28 土 28 火

29 日 29 水

30 月 30 木

火 31 金

　　　　　 1

　★2月山行予定の幕山は3月に変更

編集会議

カラー印刷(加藤宅）

（奥鬼怒温泉加仁湯）

第一例会（18:30より）

足利・行道山

　　第一例会（18：30より）

忘年山行（外山・葛老山）

第二例会（19：30より）

第二例会（19:30より)

　山行部会・浅草七福神巡り

　　房総ロングハイキング

　予定表　2019年12月 ・2020年1月

　　　　（一泊二日）

大霧山

　　　京都の山

山行部会

房総のむらウォーキング

　★2/29（土）三浦アルプス

　★2/９（日）～2/11（火）オグナほたかスキー

　★2/15（土）宝登山（東武健康ハイクに参加）

編集会議・カラー印刷(加藤宅）

2020年2月予定表

印刷(1月号） （一泊二日）

　　　印刷(2月号）
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例会報告 

第一例会出席者             2019/11/6              42 名 

手塚、安彦、安田、加藤、岡部、桐生、村上、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、山岡、村田、

鈴木か、渡邊、五十嵐朝、三橋、永木、嶋本、菊池、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、小林正、井上順、山口幸、清水、畑中、高木、金子、笹、          

鈴木正、水澤 

第二例会出席者             2019/11/20              31 名 

手塚、安彦、松本、加藤、岡部、桐生、八巻、高見、前田延、村田、入江、間瀬、五十嵐朝、 

池谷、永木、嶋本、菊池、羽鳥、梅田、逢地、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、               

小林正、清水、畑中、笹、鈴木正 

 
2019年10月山行報告

山　　名
ジャ
ンル

月　日
山行
区分

人数 参加者

荒船山（あらふねやま） ハ 3 個 3 山口洋、井上順、畑中

黒部　下の廊下（しものろうか） ハ 5～7 個 2 桐生、菊池

八幡平（はちまんたい）・
赤水沢（あかみずさわ）

ハ・
沢

6～7 個 4 安田、伏見、江崎、菅谷

安達太良山（あだたらやま） ハ 7～8 会 9
小林和、小林正、前田節、間瀬、
嶋本、梅田、清水、髙木、笹

晃石山（てるいしさん）・
馬不入山（うまいらずさん）
（栃木の山150）

ハ 9 個 1 安彦

北八ヶ岳　縞枯山（しまがれやま）・
池巡り ハ 9～10 個 4 山口洋、畑中、菅原、山口幸

西吾妻山（にしあづまやま） ハ 14～15 個 4 四元、逢地、井上順、鈴木正

秋の秩父札所巡り　（下見） ハ 15 個 2 羽鳥、小林正

高宕山（たかごやま） ハ 17 個 3 安田、江崎、菅谷　　他1名

大明神山（だいみょうじんやま）
馬不入山（うまいらずさん）
（栃木の山150）

ハ 23 個 1 安彦

雪入山(ゆきいりやま)・
浅間山(せんげんやま)

ハ 24 個 7
鈴木か、前田延、江崎、小林正、
安田、嶋本、蓮見

コスモスふれあいロードハイキング
(久喜市)

ウ 27 会 10
入江、三橋、加藤、村上、八巻 高見、
鈴木か、髙木、山岡、小林正

三床山（みとこやま）
（栃木の山150）

ハ 28 個 1 安彦

弥彦山（やひこやま） ハ 29 個 1 羽鳥

南会津山椒山（さんしょうやま） ハ 30～31 個 7
安田、小林和、伏見、江崎、 嶋本、
井上順、菅谷　他１名

会山行「大坊山・大小山」は天候及び台風災害への配慮から、山行を中止しました

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



3 

 

11月第一例会メモ （11月 6日） 

10月山行報告 

・会山行 2件（ハイク、ウォーク）、個人山行 13件（ハイク 12件、ハイク＆ 

 沢 1件）。 時期的に紅葉報告、度重なる台風での倒木・通行止め・鉄道不通 

 等の障害事例報告。房総の山も場所によってかなり荒れている模様。七点セ 

 ットを準備したほうが良いとのアドバイスあり 

山行案内（変更内容のみ） 

・1/17  浅草七福神めぐり（三橋）1 月 17日（日）から 15 日(水)に変更 

県連 

・11/9  事故防止経験交流会（羽鳥） 

  事前配信された交流会資料、大変参考になるので是非一読を 

・1/25～26 房総ロングハイク（羽鳥） 台風来襲の後下見の結果コースに問   

題なし。新しい会員の参加を。新たなコース採用（首都圏自然歩道千葉県 

No17…等） 

・登山時報の購読を（高見） 

各部報告 

 山行部 11/13 19:00 から山行部会 来年 2月山行計画提案審議、 

終了後、遭難対策時の対応について話し合うので山行部全員出席のこと 

10月「山行のお誘い」3名参加 無事終了 

その他 

・10/17 関東地域の労山基金説明会出席（菅原） 

事前の Q＆Aに対する報告あり。台風通過後の登山道の状況は「台風○号 

の登山道の状況」で検索すると分かる 

会長 ・理事会報告は「ちばニュース」参照。11月末時点の会員数報告のこと 

（事務局）。県連へ山行活動報告アンケート 11/30提出（会長）。江崎さん 

検査入院。2月の全国連盟総会時、永年会員表彰あり。メールアドレス最新 

版配信済（今後新たに設定する場合は、見分けにくい文字は避けて欲しい） 

 

11月第二例会メモ（11/20） 

冒頭、山行部からのアンケート依頼：過去 10年間の事故・怪我等の報告を。 

山行案内 

・2月の予定が、花の時期とふれあいまつり（2/22-23）日程の都合で 3月にず 

れ込む。2/29（土）三浦アルプス、湯河原幕山を 3/8（日）に設定した。 

3/7（土）は県連総会。当会から 5名参加要。 

各部＆会長から 

・水沢さん、退会。11月末の会員数を県連に報告する。 

・房総の山：台風後の状況は、山道は歩けるが初心者は厳しい。伊予ヶ岳等倒木

処理済み箇所もあるが、崩落もあり。鋸山は HPでは、通行止め箇所多い。 

・栃木の山は比較的ダメージが少ない。忘年山行の下見にも行く予定。 

・山岳看護師・山ナース（小林美智子）の紹介、プロ活動開始している。 
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山 行 案 内              

 12 月の山行予定 

✽京都の山・2日間  ややきつい山  ☆☆☆ 

日 時：12月 2日（月）～3日（火）雨天決行   

担 当：（CL）高木、（計画書）桐生・（宿）嶋本・（会計）山口洋 

 

 

✽千葉県立 房総(ぼうそう)のむら（ウォーキング） 

日 時： 12月 10日（火）雨天中止 

担 当：（CL）小林正人・(SL）八巻 

 

 

2020年 1月の山行予定 

✽足利 行道山（ぎょうどうさん） 441.7m 体☆  危技★ 

足利市のハイキングコース「歴史のまちを望むみちコース」を歩く。 

日 時： 1月 5日(日) 荒天中止 予備日なし 中止の場合 3日(金)に電話連絡 

交 通 

（往路）東武新鎌ヶ谷駅 5:26発―春日部 6:34_6:52―足利市駅 7:54着  

足利市駅 8:15―(バス)―行道山 8:45        集合：足利市駅     

（復路）足利市駅発時刻 15:32、15:49、16:15 

コース：バス停…行道山浄因寺…行道山見晴台…大岩山…大岩毘沙門天…両崖山… 

鏡岩展望台…織姫神社            解散：織姫神社 

※織姫神社から足利市駅まで徒歩 30分 

希望者は鑁阿寺(ばんなじ)、足利学校にお立ち寄りください。 

標高差：＋415ｍ、－680ｍ   行動時間：5時間(行道山バス停～織姫神社)     

山の特徴（危険）：低山であるがアップダウンが多い。  

コメント：2020年の安全登山を祈願する。  

交通費：電車 985×2＝1,970円、バス 210円 (現金のみ可) 

その他： 昼食 1食、入浴：なし 

担 当：（ＣＬ）鈴木(正)、（ＳＬ）前田(延)・鈴木(か) 
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✽＜2019忘年山行＞ 奥鬼怒温泉郷『加仁湯』 
外山（とやま）880ｍ、葛老山（かつろうやま）1127ｍ 

熱くて豊かな温泉にあふれ、肌がツルツルになる日本一の美人の湯だそうです。 

本当かどうか、自分で入浴して試してみよう！ 

日程：２０１９年１２月１５日（日）～１６（月）＜１泊２日＞ 
宿泊：奥鬼怒温泉郷『加仁湯』 11,490円（1泊 2食付）☎ 0288-96-0311  

交通：①１２月１５日（日） 

東武アーバンパークラインの電車内で合流（山行計画書に、参加者乗車駅記載） 

鎌ヶ谷 5：23→新鎌ヶ谷 5：26→柏 5：53→川間 6：23→春日部 6：34_6：44

→南栗橋 7：01_7：02→東武日光 8：16…（外山ハイク）… 

東武日光 12：30→下今市 12：38_13:20（加仁湯送迎バス）→加仁湯 15：20 

  ※東武日光発 12：30 に間に合わない場合は、加仁湯に電話連絡し、次の電車

で向かう。東武日光 13：16→下今市 13：25 

（送迎バス出発を 15分ほど待ってもらいます。） 

   ②１２月１６日（月）（朝食 7：00～） 

加仁湯 8：00→（加仁湯送迎バス/特注）→道の駅『湯西川』9：30… 

…（葛老山ハイク）…下山後解散 

    …湯西川温泉発 13：44（特急）、14：41（普通）、15：40（特急）、 

16：34（普通）、17：31（普通）、18：36（特急）、20：01（普通） 

ハイク：①東武日光503m…神橋…出版健保組合『つがのき』看板…登山口…外山880m

…（往路戻る）…東武日光 （標高差：377ｍ、歩行時間：約 3時間） 

   ②道の駅『湯西川』606ｍ…送電鉄塔…第 1休憩所…葛老山 1127ｍ… 

  …（往路戻る）…道の駅『湯西川』（標高差：521ｍ、歩行時間：約 3時間30分） 

会費：１５，０００円（宿泊費、飲み物代、2日目入浴代510円など）＜2日目朝徴収＞ 

交通費（鎌ヶ谷起点/IC）：3,870円 + 特急料金（例：湯西川温泉→春日部：1,630円） 

装備：防寒具/雨具、帽子、手袋、ロングスパッツ、登山靴、ザック、ザックカバー、

ストック、軽アイゼン、テルモス、着替え、タオル、昼食 2食、行動食など 

 

メモ：１）2日目の葛老山ハイクをしない人は、 

① 加仁湯の定時送迎バス（10：00発下今市行き）を利用できます（無料）。 

② ハイク組と一緒のバス（8：00 発）で移動し、道の駅『湯西川』の 2

階に併設されている『湯の郷』で、のんびりと過ごすこともできます。 

休憩室はありますが、飲食はできません。別に、1階に食堂があります。 

2） キャンセル料は、1週間前から発生します。 

3） 雪上ハイキングは、当日の天候や積雪状況などによって変更もあります。 

極端に積雪量が多い場合は、途中で引き返すこともあります。 

4） 道の駅『湯西川』、『湯の郷』、野岩線『湯西川温泉駅』は、同じ場所です。 

5） 葛老山下山後解散とします。従って、次のどれでもOK です。 

① 即帰宅  ②入浴後帰宅  ③入浴・食事後帰宅 ＜基本は②です＞ 

幹事： CL安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  SL三橋和子、笹眞一郎 

♪♪♪ お好みの飲み物と肴を適量ご持参ください ♪♪♪ 
 



6 

 

 

✽東秩父 大霧山（おおぎりやま）（766.6ｍ）  ☆☆  

  秩父方面が一望できて、眺めは抜群。 

日 時：１月 11日（土） 予備日12日（日）  

交 通 

（往路）新鎌ヶ谷 6:46－松戸 7:05_7:12―日暮里7:29_7:32―池袋 7:44_8:00―小川町

駅9:03着―白石車庫行きバス 9:12発―20分―橋場 9:35着 

（復路）白石車庫 15:10発―30分 ―小川町駅―池袋―日暮里―松戸―鎌ヶ谷 

コース： 10:00発 橋場…60…粥新田峠…40…大霧山山頂（昼食）…40…旧定峰峠

…50…定峰峠…40…白石車庫バス停 14:40着  

バス①15:10発―40―小川町駅 15:50着  ②15:57 

エスケープルート 旧定峰峠―30―経塚バス停 （白石車庫発①14:03 ②15:10） 

歩 程： 約４時間 

交通費概算：電車＋バス（500+640）＝約 4000円  

その他：昼食１  

担 当：（ＣＬ）梅田、（ＳＬ）四元・間瀬・村上 

   

 

✽浅草七福神（しちふくじん）めぐり （ウォーキング） 

古来より縁起が良いとされる浅草九社寺の七福神を巡ります。 

日 時：1月 15日（水）  雨天中止 

交 通 

（往路）新鎌ヶ谷 8:56―松戸 9:15_9:24 （上野行）―上野 9:45_9:53（東京メトロ銀

座線） ―浅草９:59 

（復路）往路をもどる。 

コース：浅草寺（大黒天）…浅草神社（恵比須）…待乳山聖天（毘沙門天）…今戸神

社（福禄寿）…石浜神社（寿老神）…橋場不動尊（布袋尊）…吉原神社（弁

財天）…鷺神社（寿老人）…矢崎稲荷神社（福禄寿） 

歩 程：約 7km 昼食休憩を入れて 4時間位。 

その他：昼食は街の食堂で食べます。 

交通費：約 1,500円 

担 当：（ＣＬ）三橋、（ＳＬ）山岡 
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２月の山行予定 

✽会山行スキー  「オグナほたか」  

「馴染みのゲレンデと、気心知れたアットホームな宿にお世話になります」 

日 時 ：2月9日（日）～11日（火） 

集 合 ： 新宿駅南口 バスタ新宿４階ロビー 

交 通：①東武鎌ヶ谷駅 5:20―船橋 5:30_5:40―御茶ノ水 6:12_6:15ー新宿 6:30 … 

6:40バスタ新宿 

    ②小室5:09―白井5:11_5:12 ―浅草橋5:50_6:08－お茶の水6:12_6:15―新宿

6:30 … 同上 

バスタ新宿 「かたしなスノーエクスプレス」（関越交通）7:15 乗車ー道の駅 10:55

「尾瀬かたしな」－旅館みやま（昼食・着替え・リフト券・レンタル 

       スキー等）－スキー場 

2日目 ： 一日スキー 

3日目 ： オグナほたかスキー場 15:00－（シャトルバス）－道の駅「尾瀬 かたしな」

16:00発―（かたしなスノーエキスプレス）－19:45新宿駅着 解散 

宿 泊 ： 「旅館みやま」 群馬県利根郡片品村花咲 731  TEL0278-58-3512 

費 用 ： バス代 往復￥6,000、宿泊 一泊￥8,100×2日、リフト券 宿割 

     3日券 ￥7,800、シニア（55歳以上・証明持参）￥7,400、 

     スキーセットレンタル 一日￥3,100  

     合計 レンタル無しのシニア ￥29,600 

参加者募集 12月第一例会、 締め切り 12月第二例会 

その他 ： １日目 昼食持参（車中又は宿にて） 

     一泊二日も可 

担 当 ：（ＣL）池谷、（ＳＬ）畑中・井上順 

 

 

✽長瀞 宝登山（ながとろ ほとさん）ウォーキング 

 東武健康ハイキングに参加 

日 時：2020年 2月 15日 (土) 

交 通：東武鉄道 新鎌ヶ谷 6：30（前から２両目乗車）―柏 6:47_6:51―大宮

7:49_7:59(ＪＲ高崎線・8番線）―熊谷 8:36_9:01（秩父鉄道 5,6番線）―

長瀞 9:49 

コース：秩父鉄道：長瀞駅…長瀞観光案内所受付…宝登山神社…表参道…あずまや…

宝登山神社奥宮…宝登山山頂（蝋梅園）往路を戻る。 

歩行時間：8ｋｍ…約 3時間  ※エスケープルート（ロープウエイあり片道 480円） 

費 用：約４３００円 

担  当：ＣＬ八巻、ＳＬ山岡 
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✽三浦（みうら）アルプス縦走  （ややきつい 体☆☆＋危技★） 

アップダウンする道を歩いて体力増強。梅鑑賞。 

日 時：2月29日（土）   予備日 3月 1日（日） 

集 合：6：15 ＪＲ船橋駅   解散 ＪＲ田浦駅 

交 通  

（往路）新鎌ヶ谷駅 6：00―船橋 6：13_6：27（快速逗子行）―逗子 7：58  

    逗子駅バス 8：23 ―風早橋バス停 8：30 

千葉ニュータウン 5：42－新鎌ヶ谷 5：53 

（復路）ＪＲ田浦 14：17―逗子 14：44_14：55（上総一ノ宮行）―船橋 16：22 

コース：風早橋バス停…仙元山…観音塚…乳頭山…田浦梅林…ＪＲ田浦（下山） 

   08：30    09：00 10：00 12：00 12：20～13：20 13：50 

【歩程】：5時間20分（休憩含む） 累積標高差約 500ｍ 

山の特徴（危険）： 尾根歩き アップダウンが多い  急傾斜あり  

アドバイス（装備等）： ストック  梅林でゆっくりするので防寒具 

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逗子駅行きバス

あり） 

交通費概算：新鎌ヶ谷～逗子 1464円 逗子駅～風早橋バス停 200円 

            千葉ニュータウン～新鎌ヶ谷 580円 

担 当：（ＣＬ）石塚、（ＳＬ）永木・山口（幸）・蓮見 

 

 

✽歴史と花「幕山～湯河原梅林」 （体☆☆） 

景勝地と湯河原梅林をめぐる。 

日 時：3月８日（日） 雨天中止 （2月の山行予定だったが事情により3月に実施） 

集 合：船橋駅さっちゃん前・6:50  

交 通 

（往路）：船橋 6:55（快速久里浜行）―戸塚 8:09_8:18（熱海行）－湯河原 9:24  

     (新鎌ヶ谷 6:32－鎌ヶ谷6:35－船橋6:45) 

(復路)：幕山公園解散 14:30  湯河原駅 16:12 16:27 16:51 

コース：湯河原駅―バスで幕山公園 or 五郎神社(鍛冶屋)行きの場合…30…幕山公園 

(湯河原梅林)…70…幕山山頂…70…大石ヶ平…13…一の瀬…15…幕山公園 

※1 バス 梅まつり期間中は 20分間隔で運行 

 ※2 湯河原駅から城願寺(柏槙ビャクシン)・五所神社(楠木クスノキ)パワーポイ

ント巡り徒歩圏内 

【歩程】：標高差・登り（400ｍ、1.5時間）、下り（400ｍ、2時間） 

※2徒歩巡りは除く 

山の特徴（危険）： 根に注意する。 

アドバイス：梅まつり開催中なので混雑予想  
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エスケープルート： 梅林を散策コース 

交通費概算： 約4,500円  ・ジパング利用  3,234円 

・休日おでかけパスのフリーエリア(小田原) 2,720 円＋660 円(小田原―

湯河原往復)  

・青春18きっぷ 12,000～13,000／5 枚 

担 当：（ＣＬ）岡部、（ＳＬ）金子・菅原 

 

 

 

 

県連予定行事   
 

 

第 36 回 房総ロングハイキング 

主催  千葉県勤労者山岳連盟ハイキング委員会 

日 時 2020年 01月 25日(土)～26日(日)一泊二日 バス利用 雨天決行 

詳細は、11月号を参照してください。 

担 当  羽鳥・八巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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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山岳遭難は自分ごと  

全国ハイキング学校での日本山岳救助隊、代表理事北島英明さんの講演より    

                             赤塚 義政 

山登りは、レクリェーションですか？スポーツですか？ 

スポーツならば毎年３００人以上の人が死ぬスポーツっておかしいでしょ！ 

私は登山は、大自然に踏み込んだ時点で、もはや冒険だと思います。一歩間

違えば死の世界、浮石踏んだり、つまずいたり、靴に入った石ころを気にした

り、ちょっとした気のゆるみが大事故に繋がります。 

人は２つの事を同時にやると、どこかで気が抜けて転倒したりします。 

人が倒れるときは、いきなり顔面からバタンと倒れ顔面強打。手をついても突

き指したり、捻挫したり、骨折したり…。山登りには、事故や遭難はつきもの

です。遭難する人は単独、無届け男性（６０歳以上のおじさん）が７０％、自

業自得です。 

絶対にやってはいけない事は、行方不明の遭難です。お金が大変、残った家

族も大変です。生きているか死んでいるか分からない、お葬式もできない、年

金・税金・生命保険・住宅ローンも払い続け、本人のお金にも触れない。キャ

ッシュカードがあればいくらか現金は下ろせます。山岳遭難は自業自得です。     

地震・台風・津波など自然災害の特別失踪ですと、おおむね１年で死亡認定

されます。一般的には７年です。２～３年後に死体が発見され免許証などで身

元が判明すれば死亡認定してくれますが、出てこなければ家族は、７年間苦し

むことになります。 

行方不明の事故は、家族も巻き込んだ非常に悲しい事故になります。行方不

明はだめです。入山する時は、身元が判明できる身分証を携帯しましょう。 

山で事故に合うのは仕方がないです。ただし生きて帰って来ることです。 

もし山で遭難したら、３日間動かないで生き延びてください。そうすれば捜索

隊が必ず見つけてくれます。出来れば日中は見通しの効くところに出て、ツエ

ルトとかエマージェンシーシートを広げて待っていてください。ヘリを見たら

カメラのフラッシュをたいてください。そうすれば捜索隊が必ず見つけてくれ

ます。 

もう一つ大事な事は、遭難したら警察に電話することをためらってはいけま

せん。人に迷惑をかけるからと言ってためらってはいけません。 

道迷いによる滑落や、低体温症など状況が悪化する前に電話してください。 

警察に電話して自業自得だとか、今忙しいとか、そんな事は言いません。 

きちんと相談に乗ってくれます。ためらわずに電話してください。 

「今どこそこで、こうゆう状態で動けません、どうしたらいいでしょうか」こ

の様に電話してください。警察はきちんと相談に乗ってくれます。 

もし山で遭難したら３日間動かないで生き延びてください、捜索隊が必ず見

つけてくれます。 
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黒部・下の廊下を歩く 

桐生 千恵子 

メンバー：菊池光子、桐生 

10/5（土）新幹線＝長野（バス）＝扇沢（トロリーバス）＝黒部ダム… 

ロッジくろよん（泊）宿泊者はほとんど下の廊下に行くようだ。 

10/6（日）朝食を部屋で済ませて、まだ暗い 5：00 にスタート。昨日トンネル

入口は下見していたが、不安でいっぱい。まさか今日の先頭か？そこへおじさ

ま二人連れがやってきた。夕食で一緒だったので気安く声をかけて後ろを歩き、

橋を渡った所で「お先にどうぞ」と言われて追い越した。この二人とは阿曽原

温泉と最終のトロッコ電車までずーっと縁があり、楽しい道連れとなった。 

天気予報は午前中は小雨で昼から晴れマ

ーク。出発から上着は雨具を付けていたの

で小雨になっても慌てず、慎重にゆっくり

歩く。追い越していくグループは少なく菊

ちゃんと二人の世界が続く。岸壁をへ釣る

ように歩きながら対岸にそびえる大岸壁の

山肌とゴーゴーと流れる水の流れを眺める

にも、片手には張られている針金を離せな

い。私には写真を写す余裕はなく、肝っ玉

母ちゃんの菊ちゃんにお任せする。 

紅葉はまったく始まっていなく少し残念

だが、黒部の渓谷を歩いている自分に高揚し、

無事に安全に歩くことに集中する。緊張で喉

がカラカラになる。 

見どころの十字峡に着くころには雨も止んで、青空も見えてきて更に気分が

高揚する。緊張の糸が切れそうなころやっと阿曽原温泉の屋根が見えた。 

15:00 到着。10 時間の歩程だった。小屋番さんご夫婦は、実にテキパキと指

示をして、次々と到着する登山者を部屋に案内していた。布団 2 枚に 3 人だっ

た。場所決めを、なぜか仕切っているグループにお任せして、私達は部屋の隅

っこに寝場所を確保して、温泉に行った。小屋から 5 分ほど下った所にあり、

囲いも脱衣場もなく、大自然の真ん中でした。サッパリしたら『やっぱりビー

ルでしょ』 
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10/7（月）朝食をいただいて 6：50 出発。いきなりの急登。その後は針金が

張られた水平歩道をルンルンで歩き、水が流れる真っ暗なトンネル、つり橋と

変化に富んだ 5 時間の歩程で、無事に欅平に到着。 

一息つく間もなく、すぐにトロッコ電車に乗った。昨夜から仲良くなったア

ラフォー女性と一緒に解放感から 3 人で大はしゃぎ。あまりにも乗り継ぎが良

くて入浴もせずに、新幹線に乗ってから、朝小屋を出発してから一回もトイレ

にも入らず、昼食も食べていない事に気が付いた。 

社内販売では、最近お弁当は売っていないと言われ、ザックの中の潰れたパ

ンや非常食で帰路についた。満足感で一杯のシニア女子には最適の食事でした。 

二人とも新品のヘルメットです 
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西吾妻山山行（2035m） 

 

日 程：2019年 10月 14日(月)～15日(火)  四元(記) 

同行者：井上(順)、逢地、鈴木(正) 

 

1日目 10/14(月) 

鈴木さんの新車で 5時前に出発。台風 19号の影響をネットで調べて、猪苗代

湖経由で行きましたが、通行止めの印がナビに表示されたので、廻り道をし 30

分の遅れで湯元駅に到着しました。 

ロープウェイは故障なので、バスで天元台高原駅に行きました。 

歩いてペンション「アミテイエ」に荷物を置き、弁当を貰いに行きました。ス

キーのリフト３基を乗り継ぎ(40分間)、紅葉を眼下に見ながら、北望台（1820m）

に１0時 40分に着きました。 

高低差がたったの 210mです。頂上を目指し、10時 45分登山開始。 

 

かもしか展望台（1940m）―（池塘）―大凹―（湿原）―梵天岩（2005m）―（大

岩石の海原）―天狗岩―（2005m）―西吾妻山（2035m） 

 

変化に富んだコースで池塘・岩場等を２時間の行程です。頂上は展望がない

のが残念です。霧雨の中、急いで昼食を摂り下山しました。 

下山ルートは人形岩（1964ｍ）経由にしました。しかし、これ程までの悪路と

は?、  

悪路で下りも２時間を要しました。 

4時間・高低差・200mの歩行でしたが、変化に富んだ満足感のある山行でした。 

リフトに 3時 35分に乗りました。 

霧雨の中の 40分間で体は十分に冷えました。ペンションの風呂で体を温めまし

た。食後はペンションのライブです。オーナーと奥さんの歌とエレキギターで

30分間を楽しみました。 

 

2日目 10/15(火) 

東光の酒蔵⇒米沢織⇒米沢城址⇒旧米沢工業高等学校⇒白河小峰城を見学し

帰りました。 

台風一過で快晴を期待しましたが、残念ながら曇りと霧雨でした。 

同行者の皆さんありがとうございました。 

ペンション アミテイエ 8500円（税込 弁当付き） 
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雪
ゆき

入山
いりやま

～浅間山
せんげんやま

 

 

日 程：10月 24日(木) 

参加者：前田延、江崎、小林正、嶋本、安田、鈴木か、蓮見、安田(記) 

コース：上佐谷バス停…ふれあいの里公園…剣ヶ峰…雪入山…浅間山…権現山

…上志筑バス停    

 

 雪入山と云う山名を初めて聞いたので参加しました。今日は一日曇り予報の 

中、新鎌ヶ谷 7:02発、柏で乗り換えて土浦まで行き、バスで 30分くらい乗車 

し上佐谷(かみさや)で降りる。 

雪入山中腹の「ふれあいの里公園」まで車道を１時間くらい歩く。途中、柿の

果樹園が多く目立つ中、作業

している方に道を聞いた後、

全員で柿を頂く。(翌日食べ

たら甘い甘い柿でした) 

公園内でトイレを借り、整

備された翁桜コースから剣ヶ

峰広場までは 30分くらい、

そのうち半分が急登で一汗か

き剣ヶ峰に着き、稜線を 20

分歩いて雪入山頂上(345m)。 

眼下に緑豊かな街と広い霞ヶ浦を一望の中、昼食を摂る。昼食後緩やかな下

りの道を浅間山へ向かう。途中、黒文字平と云う開けたところに筑波山が正面

に見え、一休みして更に進むと急登で一気に浅間山頂上(344m)へ。頂上は狭く

見晴らしが良くないので、更に林の中を標高差 200m下って権現山(99m)着。 

ここは街から見ると小高い丘の様。 

ここで昭和 4年陸軍が大演習を行い、昭和天皇が観閲と案内板にある。東屋

で休憩して上志筑(かみしづく)バス停まで 40分歩き、石岡駅に無事に着く。

リーダーありがとうございました。 

※追伸 

このコースは桜の木が多いので花見最高の様と、手製の木彫りの案内板があり

道迷いはないです。 
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なた豆と宇宙芋 

鈴木 かつ子 

雪入山というきれいなネーミングに惹かれて出かけました。 

雪入山には「雪入探検隊」というボランティアグループがあって、登山道の整

備をしたり、コースマップを作ったりされています。以前この地域は千代田村

といわれていましたので、最近この一帯の山は「千代田アルプス」と命名され

ました。(現在はかすみがうら市) 

当時から果樹栽培の盛んなところでした。 

長閑な田園地帯を歩いていると農家の方が柿の収穫中でした。道を尋ねるとお

とーさんがコースマップを下さり、おかーさんが「持ってけ！持ってけ！お金

はいらないよ」と柿を３個下さいました。お礼にチョコレートと煎餅、飴を差

し上げました。食べたら甘くておいしかったです。ごちそうさまでした。 「雪

入ふれあいの里公園ネイチャーセンター」に向かって歩いていると、先ほどの

おとーさんが「歩くの速いな～」と軽トラで追いかけてきました。センターに

はしょっちゅう来ているようです。 

センターでは新しい出会い？がありました。 

なた豆と宇宙芋です。なた豆はカチンカチンに硬くて凶器にもなりそうです。 

おとーさんは「とーちゃんも殴れるぞー」といっていました。 

福神漬の材料にもなるんですって・・・。若くて柔らかいのを使うんでしょう

ね。帰ってから福神漬の原材料を見る

と確かになた豆とあります。今度福神

漬を食べるときに探してみてくださ

い。センター職員の方から全長 25ｃｍ

のなた豆を頂きました。卵と一緒に撮

りましたので大きさを比べてくださ

い。 

宇宙芋はヤマノイモ科のツル植物

でグリーンカーテンになっていまし

た。むかごの大親分みたいで大きさや形がまちまちです。葉っぱは朝顔に似て

います。食べられるようです。お味はどうなんでしょうか？ 

雪入山の標識は全部手彫りなので、文字が薄くなって読めなくなるというこ

とはありません。地元に愛されている山だということがよくわかります。 

なた豆や宇宙芋を知ることができたし、地元の方とのふれあいも楽しかったで

す。山桜の木がたくさんあったので、春にまた訪れてみたいです。 
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コスモスふれあいロードハイキング 

日 程 10 月 27 日（日） 

参加者 入江・加藤・村上・八巻・高見・鈴木か・高木・小林正・山岡 

三橋（記） 

 

新鎌を 7 時 24 分に乗り、柏・春日部経由で東武久喜に着く。西口ロータリー

には沢山の人が 9 時に出発したそうだ。私たちも受付をして 9 時 10 分にスター

トする。しばらく歩くと光明寺というお寺があり手を合わせて歩き出す。今度

は、遍昭院があり又お参りをして先へ進む。信号や曲がり角には東武の係りの

人が大きな声で誘導していた。前を歩くおじいさんやおばあさんのリュックに

は、ジャラジャラと“駅からハイキング”のメダルをいっぱいつけた人達が歩

いていた。葛西用水路に出るとそこからが、今日のメインの“コスモスふれあ

いロードハイキング”となる。約 9km にわたり、川の両側に種まきから数か月

間手入れをしてきたコスモスが、先日の台風に大分痛手を受けていたが、けな

げに色とりどり咲きほこっていて、目を楽しませてくれた。写真を撮る人も大

勢見かける。曇りから少し陽が射し、秋の心地よい空気の中を 10 人でおしゃべ

りしながら特設イベント会場へ向かった。   

ゴールで参加記念品が出るというので私達も並んだ。会場前には約 200 人位

の人が並んでいて、30 分以上待った。やっといただいたのは、手のひらサイズ

のビニール袋に入った杉のチップだった。 

それから、関東最古の大社、鷲宮神社に行きお参りをする。日曜日のせいか

七五三の着飾った子ども達と家族で、拝殿前はいっぱいで私たちは、横の木影

の涼しいところでゆっくり昼食をとった。1 時からボランティアの人から神社に

ついて説明を聞き、終了後、近くの鷲宮駅から電車に乗り、2 時に下山報告をし

た。今日は神社仏閣のお参りと 18,000 歩も歩けた幸せな 1 日でした。 
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「むきたけ」と毒キノコ   

令和元年 10月 30・31日   南会津；尾白山・山椒山 

参加者；菅谷・安田・江崎・嶋本・伏見・小林和・他 1名・井上順（記） 

山行計画書に、「新そばを食べる」「紅葉とキノコを眺める」「静かな山里に浸

る」とある。さてさて「キノコを眺める」とはどういうことなのか？ Sさんの

企画には、何かミステリーが付きまとう。問い質す程の事でもないので、素直

に同行した。身の危険を感じなければ従う事にしている。 

一日目は尾白山散策とある。軽いハイクかと思っていたら、「キノコを眺める」

の意味が分かった。尾白山に向けしばらく登っていたら、いきなり登山道を外

れ斜面を登り始めた。Sさんの真剣な眼差し。見つけると近くにいる仲間に採る

指示を出し、本人は再び別な場所へ。二時間近くさまよい続けただろうか？そ

こそこの量のキノコが採れた。採ったキノコは「むきたけ」と言う。形の似た

毒キノコがあり、その見分け方は、縦に割った時に茎の内部が黒ずんでいる…

と教えてもらった。私にとっては新鮮な世界だった。 

宿は Sさんが 20年以上も通い続けているという常連宿、湯の花温泉「亀屋」。 

一日 8名様限定、堅牢で清潔感のある古民家（写真）。品の良い母親とその息子

が丁重に迎えてくれた。温泉は外湯めぐり。しっかり温まり夕食。地産地消の

一品一品がおいしく、出されるままに箸を運ぶ。酒は岩魚の骨酒。結構いける。

お代わりお代わりでたらふく飲んだ。翌日知ったが「骨酒はサービスです」。 

益々気に入った。これも Sさんの永年に亘るごひいき振りのお陰です。 

二日目は、晴天下「まじめに」山登り。山椒山（1088m）を中心に最高峰ト

ヤノ山（1135m）をピークにした 4 時間の縦走コース。山頂付近は紅葉真っ盛

り。落葉をカサカサ踏みしめ、真っ赤なもみじに歓声をあげながらの山歩きは、

この季節ならではの自然の最高の贈りものだ。下山後は木賊（物を砥げる草「と

くさ」が群生している地域）温泉の共同浴場でひと風呂。ゆったりとした風情のあ

る湯だった。帰路は地元野菜の買いあさりツアー。車の中は野菜ではち切れん

ばかり。  

南会津…響きが郷愁をそ

そる。関心の薄い土地だった

が、東葛山の会に入ってから、

登山にスキーにと何度も訪

れるに内に、次第に愛着を感

じる様になった。今回の運転

は往復共オーナーに全てお

任せ。ご苦労に感謝し御礼申

し上げます。お疲れ様でした。 



18 

 

日 程：2019年 11月 5日(火)～７日(木) 四元(記) 

同行者：逢地 宿泊 2泊：ホテルフレアール和泉 

 

1 日目 岐阜羽島駅→レンタカー伊吹山→ホテル 

 登山開始：10 時、逢地さんと 2 人で登山するのは 2 回目です。前回は無言の

時間が多かったのですが、今回は違いました。登山者が多く、話しながら歩き

ました。1合目は樹林帯、2合目からは草原。（夏は暑いだろう？） 

草花が咲き誇るのを想像しながら歩きました。 

４合目頃から頂上らしきものが見えてきました。振り返ると琵琶湖と比叡山が

見えてきました。天気は最高! 

若い登山者が多くて楽しい。また、数羽のイヌワシが旋回していました。 

ゆっくり歩く登山者がいたので話しかけました。87歳で 75歳から登山を始めた

との事でした。”頑張れ”エールを送りました。8 合目から岩場になり慎重にな

りました。頂上には 1時過ぎに到着。頂上は広い。山小屋・売店・トイレあり。 

観光客が多く賑やかでした。福井県九頭竜川近くのホテルに 7 時過ぎに着きま

した。 

2 日目 荒島岳→ホテル 

食事 5 時半・ホテル出発 7 時。荒島岳は４つの登山コースがあり、勝原（か

どはら）を選択しました。登山口探しに手間取り、8時過ぎ登山開始。 

ゲレンデ跡の急斜面を登り、ブナの原生林に覆われた中、木組みの階段を登り、

シャクナゲ平に着きました。「もちが壁」といわれる、鎖・はしごが連続する急

斜面が続き、大変疲れました。 

12 時前に頂上。頂上は 5 組の登山客が食事中でした。越前大野市が眼下に広

がり、大野城がかすかに見えました。 

12時 30分、下山開始。登りの時は気が付かなかったのですが、登山道の両脇は

紅葉に覆われていました。15時 30分に登山口に着きました。ホテルの別棟の平

成の湯で汗を流しました。 

3 日目 大野城→郡上八幡城→大垣城→岐阜羽島駅 

大野市から改めて荒島岳を見ると存在感のある山でした。きれいに整備され

た碁盤の目の城下町。大野城と武家屋敷を見学し、郡上八幡城に立ち寄りまし

た。昭和 8年に再建された木造建築でした。 

天守閣からの街並み・水路と郡上踊りの城下町・飛騨牛で昼食。 

次は大垣城を見学し、最後は芭蕉の「奥の細道」の結び地で私と逢地さんとの 2

泊 3日の山旅を結びました。 

逢地さんには迷惑をかけすみませんでした。また、ありがとうございました。 

※ホテルフレアール和泉 1泊２食 9,000円（税抜き） 

登山客の朝食は 5時半から可能 

伊吹山と荒島岳山行 
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加波山(709ｍ)～雨引山(409m) 

日 程：11 月 5 日（火）ピカピカ天気 

参加者：鈴木か（CL）、前田延、小林正、加藤（記）             

交 通：新鎌ヶ谷~松戸～友部～岩瀬よりタクシー（地域バスもあり）      

松戸⇔岩瀬往復でジパング使用可 

コース：加波山神社 10:00…頂上…燕山…雨引山…雨引観音 16:30…岩瀬駅 

 

筑波連山の中では、2番目に高い、天狗の山といわれる加波山に登ってきた。 

「松戸乗り換え 4分しかないから…」急いだのに 5～6 歩の違いで電車は行ってし

まった…クヤシイ…1 時間🚃🚃は無し、友部駅で待っていてくれた小林正・前田延

さんと合流して、岩瀬からタクシーで加波山神社へ。 

目の覚めるような色彩の加波山神社をお参りして、加波山へ向かう。 

たくさんの加波山神社を通り過ぎ、寝不動尊から山道になる。笹やぶの歩き易い登

り一方の道を、途中の大きな巨岩・奇岩を見上げながら、一時間強で加波山頂上に

着いた。頂上にも何棟もの加波山神社（本宮・中宮・神殿等）がある。それぞれ御

利益が違うのか？…お賽銭100円を本宮に入れて神様同士で分けてもらうことにし

た。 展望のある神社の裏の方は少し紅葉が始まっていました。 

 下山、燕山からの急坂は粘土質でつるつる、頼ってはいけない杖に助けられて、

全員危険地帯を突破、落ち葉に秋を感じながらひたすら歩いた下山道でした。 

 雨引観音の境内には、手入れの行き届いた、あじさい、桜の木がたくさんあり、

開花時の美しさを想定させてくれました。春にもう一度行って見たいです。 

 行動時間 6 時間 30 分位。乗り遅れロス時間 1 時間でした。 

 同行者の方、お世話をかけました。ありがとうございました。 

乗り換えの失敗の一因？でもある、ジパング切符と ICカードの改札口での使い方、

かつ子さんが調べてくれて「ジパング切符入れてからＩＣカード」…試してみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
雨引山からの筑波山、紅葉はもう一歩 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1574423623/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFNSVBNCVBOSVFNyU4QiU5NyVFMyU4MSVBRSVFMyU4MSU4QSVFOSU5RCVBMj9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=%5eADBXVG5XESnkwdJHRjAkpIUaIbY4QQ-;_ylt=A2RiohfHetZdMGAAgSSU3uV7
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京都トレイル-北山西部＋愛宕山  

 

日 程：11/12(火)～14(木) 

参加者：CL羽鳥、SL鈴木か、四元、逢池、畑中、小林(正)記  

 

一日目 11/12(火)  

鎌ケ谷 5：20(私は 5：31)、品川 6：34(ひかり 501号)、京都 9：14 タクシーで

出町柳、鞍馬行きで二つ前の二ノ瀬で降りる、私たちだけ。本日の課題は標識 47～

68、二ノ瀬から京見峠です。残念です、最初から登り、登りです。一部は東海自然

歩道と同じル-トです。私はハァーハァーで夜泣峠です。又ハァーハァーで向山山頂

(標識 51-3)、ピ-クから急坂を下り、そして登りです。  

ようやく下り、でも間違ってしまいました。間違ったら元にもどる、40～50分余

分かな。ようやく家が見えた、氷室です、静かです。舗装道路を登ります、そして

下りです、京見峠登山口(標識 68)、下りてきて登山口です。また登って京見峠です。

遙か昔は街並みが丸見えだったのでしょう、茶店跡もありました。これからがより

くたびれました。一時間近く下りました。16 時 30 分過ぎ、少し暗くなりました。

鷹峯源光庵前バス停です。 

バスに乗り佛教大学の次の次で降りて歩き、畑中さんと一緒になり有名な船岡温

泉に、嬉しい気持になり 3000円の宿に。夕食探しに時間がかかる、鶏料理屋で乾杯。

32000歩以上歩く、歩き過ぎで明日が思いやられる、もう 10時です、おやすみなさ

い。  

※追記  

トレイルとは自然散策ル-ト、自然歩道、自然遊歩道とのこと。鉄道好きな私はトレ

インからかなと思っていました。トレインには長いという意味があるからすいませ

ん。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向山山頂(標識 51-3) 
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京都トレイル 第３回 北山西部コース 

                            畑中 眞澄 

2日目 11/13(水)  

春の二回目のコースには参加できず、一回目の東山コースから一年ぶりの京

都の山歩き！今回は便利さを優先して二泊別々のゲストハウス泊になり、それ

も初めての事で楽しみでした。一日目は用事で夕方からの参加になり、皆さん

と合流した時は相当な距離を歩き終えて大変だったとの事でした。 

昨日の終点、今日の出発点まではコンクリートの道はタクシーを使ったので

助かりしました。山の中の「はせがわ」という人気のハンバーグ店横のトイレ

を借りて登りはじめ、松茸収穫の時期には迂回路を通らなければならない道（松

茸は見当たらなかった）を進む。昨年の台風の影響と思われる倒木を避けなが

ら進み、切ってくれたばかりの株からは杉の良い香り、なのに春になるとこの

花粉が私を苦しめるのだ。あーあ。 

今年の紅葉は少し遅いらしいが、陽にあたるときれいな樹木の中を歩き、た

まに視界が開け京都の街や比叡山が見える。トレイルの目印のナンバーを頼り

に進む。倒木の影響か迂回路がある。有名な高山寺につく。思わず四人組のヒ

ット曲を口ずさむ。若い頃訪れたはずだが全然覚えていなくて情けない。清滝

の澄んだ流れ沿いのハイキングコースをゆっくりと歩きたいところだが、本数

の少ないバスの時刻が気になり早足で歩く。日暮れの早いのが恨めしい。僅か

な乗車で市街地に入る。 

嵐山近くの上等な材質の和風建築のゆったりしたゲストハウスにつく。今日

は貸し切りで他の泊まり客を気にすることもない。管理人の方も気さくで親切、 

リピーターも多いらしい。嵐山付近はレンタルの着物屋さんやいろいろな国の

観光客もいて平日なのにとても賑わっていました。明日の愛宕山はこの宿に余

分な荷物をおいての登山です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西明寺の紅葉 
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愛 宕 山 

日 程：2019年 11月 14日(木) 四元(記)        

同行者：羽鳥、逢地、小林(正)、鈴木(か)、畑中 

 

清滝でバスを降りると雨は止み、天気は良くなるようです。 

愛宕山は信仰の山です。「火の神」で「火廼要慎」、全国 900 の愛宕山の総本宮

です。創建は 1300年前、当初は白雲寺でしたが、明治時代の廃仏棄釈で愛宕神

社になりました。標高 924m、登山道ではなく、参詣道を歩き始めました。参詣

では無く、我々は登山です。約 4km の参道を管轄の消防団が 40/40 で行程と、

ユニークな標語が表示してあります。 

「捨てないで、ちゃんと家まで連れてって」ゴミ子 

標語を楽しみながら、道連れに歩きました。参道は雨上がりなので、可愛い

沢蟹が足元をかけぬけました。昔の人は健脚で信仰心があったのかもしれない。

19店もの茶店を梯子しながら、のんびりと参詣したのではないだろうか?  

標語を吟味し、批評しながら登ると、40/40の休憩所に着きました。先客の登山

者が一人陣取っていました。温度計が 6 度を指していました。先週は壊れてい

たので交換したのだろう？と言っていました。リュックは縦走用の大きな物で

した。実は 40/40でなく、41/41である事を教えられました。 

一瞬、唖然‼ 此処は、頂上では無く、頂上は４００ｍ先との事でした。納得し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニークな民宿「辻村」の紹介 

日中は管理人不在、夕方と朝のみ駐在し手続きを行う。朝食、弁当は別宅

で作り車で運び、民宿ではコーヒーを入れるだけ、玄関は鍵なし、部屋の

鍵があり、荷物を置いて外出する時は鍵をかけ、鍵を宿泊人が携行する。

宿泊が終了した時、鍵は台所に置いて退出する。 
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登山者と別れ、階段を登り詰めると山門がありました。鳥居ではなく山門の

意味が解りました。江戸時代までは白雲寺であったとのことでした。 

大きな休憩所があり、先ほどの登山者が、寒いのでストーブに薪をくべていま

した。昼食をしながら登山者と会話をしました。リュックから２ℓのペットボト

ル 6 本(12kg)を取り出し、神社に献水しました。リュックの重さは自分の持ち

物 8kgと併せては 20kgです。 

京都の労山に５年前まで在籍、72歳、下の写真右から 2番目の方です。毎年、

夏は北アルプスにテントを背負い、１週間縦走するとのことでした。その為に、

週 2 回夏山のトレーニングを兼ねての参詣でした。食事をしながらの会話で謎

が解け、尊敬の念が出てきました。 

酒・御守り・御朱印をそれぞれ買い、記念撮影をし登山者に別れを告げ、13

時に月輪寺(つきのわでら)経由で下山しました。月輪寺は壊れそうな寺でした。

14時 50分発のバスで民宿に。汗を流し、民宿の部屋に鍵をし、台所に鍵を置き、

京都駅に向かいました。 

２日間のトレイルと愛宕山山行計画の羽鳥さんに感謝!  

同行者の皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写真は『京都 愛宕山』のホームページの Twitter(11/14)に載っています。 
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「京都トレイル＆愛宕山」を振り返る  

 

                            羽鳥健一郎 

 

京の山去年
こ ぞ

の嵐の爪痕が此処に彼処にまだまだ残る 

北山の盗人谷は倒木で埋め尽くされて無残さ晒す 

古民家がゲストハウスに様変わり質素なれども京の風情よ 

真直ぐな枝打ちされた杉の木々仰ぎ見ながら北山トレイル 

光秀が決起の決意したという歌会の場所愛宕山に登る 

山中の「おのぼりやす」や「お下りやす」そんな表示につい癒される 

古希過ぎて二十キロものリュック背負い週に二回も愛宕山
や ま

登る人 

愛宕山水や薪背負い黙々と登る人らに支えられおり 

清滝で修学旅行の生徒らと暫しの会話バス待ちながら 

忘れ物バスの乗り越し落とし物色々あっても無事が何より 
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                                              前田  延津子記 

たくさんあり過ぎて・・・、なのに忘れていることも多くなり悲しいです。 

思い出の山 その①    初めての縦走   加藤、榛葉、山岡さんと 

会に入った動機は越後駒に登りたかったので越後 3 山縦走と聞いて嬉しくな

りすぐに加藤さんにお願いしました。今思えば無謀としか言いようもない申し

出に加藤さん、榛葉さん、山岡さんを困らせたんですね。 何も知らないのにつ

いて行ったのですから。 

駒の湯に前泊、猛烈な暑さの中、何とか越後駒の小屋に到着。 

小屋には豊富なお水があるというので少なめに水を持ったのが間違いのもと、

喉はカラッカラッに、苦しかった！！（榛葉さんは体調悪くここから翌日下山）。 

次の日、中ノ岳千本檜あたりから雷雨に遭い怖い思いをしました。この雨が

一向に止まないのです。十字峡の長～い下りも雨は降り続き私の膝は悲鳴を上

げ、休まないと前へ進めず時間がかかり、予定していたバスには乗れませんで

した。 

登山センター辺りは暗くなりで途方に暮れていた時、一台の車が通りかかり

私達 3人を近くの中野バス停迄乗せて下さいました。 

お蔭様で榛葉さんが待つ六日町のペンションまで無事着くことができました。 

ビショビショの 3 人を拾って下さった親子の方には今、思い出しても感謝の言

葉しかありません。 この時、困っている人には親切にしなければと心から思い

ました。   

 

思い出の山 その②    穂高へ    佐藤昭代、平光子さんと 

2008年 8月夜行バスで上高地へ。 

一日目：8月の上高地は暑くて暑くて 

やっと涸沢ヒュッテに到着。 

二日目は北穂高岳から、奥穂高岳へ歩

き穂高岳山荘泊まり。単独山行の女性が

多いのに驚きました。 

三日目は前穂高から、紀美子平へと歩

き岳沢を下ってきました。 

が、これが大変。 先頭の平さんがバスの

時間を気にして歩くのが速い、速い、ついて行くのにひと苦労、昭代さんと私

は小走り状態。長～く感じた岳沢の下りでした。 

素晴らしい憧れの光景を堪能したのに第一印象が疲れ・・・・。苦しくも 

楽しく懐かしい思い出の一ページです。  

 

1 月号は山岡さん・2月号は村田さん、第二例会までに加藤までお願いします。 

思い出の山 
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ちょっと一言 

 

「全国ハイキング学校」に参加して 

日本山岳救助隊の代表理事でもある北島英明講師は「山岳遭難は自分ごと」の

著者でもある。 

講義の資料の中から、遭難者の大半は目的別で、登山（ハイキング、スキー登

山、沢登り、岩登り）次いで山菜採り・茸狩りが占める。 

態様別では、道迷いが最も多く、滑落、転倒の順になる。 

過去に発生した遭難の原因をきちんと検証してみると 

行動上のミス、危険に対する判断ミス、無知などが原因で起きている。 

安全登山は「準備」が全てである。 

準備には「計画」「装備」「体力（技術）」の３つがある。 

※行方不明者の傾向「単独」「無届」「無保険」である。 

1、登山計画作成、提出は万が一、遭難事故が起きた時、いち早く対応が出来る。 

最近はスマホから最寄りの警察へ届けることが出来る。 

登山口に設けられているポストは悪用される危険性がある事から入れない。 

（義務付けをしているところは提出） 

2、 装備を揃える 

① 絶対必要なもの ②有れば安心なもの ③保険（労山基金） 

装備にお金をかける（雨具、ＧＰＳ、軽量化）携帯は稜線上でないと通じな

いが、ａｕが通じる場合もあるので、諦めないで何度か試みる。 

ココヘリの有効性が注目されている。遭難の発見率も高い（水に弱い、体の

下になると不能と弱点がある） 

3、体力（技術）をつける 

登山に必要な体力。一人で３日間、飲まず食わずに耐えられる体力 

安全装備を持つ（担ぐ）体力 

技術は経験だけではない、正しい技術を使いこなせる事が大事。 

中途半端な技術習得なら絶対使ってはダメ！ 

 

※ 登山のトレーニングは山仕様でこそ有効 

平地でウォーキング、マラソン、自転車等より低い山を何度か登る方が、 

効果がある。ワンコインの安村淳講師も同じ事をのべている。 

私達も安全登山を念頭に、上記の実践が出来るよう心がけていきたいと思 

います。                        

（ 五十嵐朝子 ）                                                              
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ちょっと一言 

 

山に行かなくなって、いや行けなくなって早や 1年がたつ。昨年 10月暫く山

に行っていなかったので近くの宝篋山に入江さん、逢地さんに同行をお願いし

た。ところが山行途中で胸に痛みが走り、なかなか痛みが止まらず足も重くな

りだし、何回も休み休み登った。かなり痛みがひどかったので、同行両氏から

山行をやめて戻ろうと申し出があったが、久しぶりの山行だったので何とかそ

のまま登って山頂に達することができた。しばらく休み落ち着いたところで無

事下山した。 

 以前にも幾度か胸が痛くなったことがあるが、歩いているうちに解消してい

たので気にしていなかった。念のため３年前に病院循環器科にて検査を受けた

ところ、不整脈からくる心房細動と診断されたが、山歩きは心配ないとのこと

でこれまできたものだった。 

昨年 10月山行時の胸の痛みは格別で、以来街中を歩いているときにも急ぎ足

になると胸が痛くなった（1分も休めばすぐやむが）。今年 3月末に再度病院に

て心臓 CTや心臓動脈へのカテーテル検査を受診したが特に問題ないとのことだ

った。しかし何時痛みが発症するかわからないので今は山行を休んでいる状態

です。 

 例会に出席し山行報告を聴くたびに羨ましく思い、またテレビの山旅の番組

を見る度に以前登った剣岳や穂高連峰等の山々が懐かしく、よく登ったなあ～と

思ったりしているこの頃です。 

会員の皆さん、ぜひ元気なうちに一つでも多くの登山機会を作り良い思い出

にしてください。 

私自身も体調が回復次第山を歩きたいと切望しているところです。 

                           （ 渡邉正夫 ） 

 

 1月号の担当は、五十嵐幸治さんと四元一成さんです。 

  （12月の第 2 例会をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願いします。） 

 

 

 



編　集　後　記

今年2019年・平成31年・令和元年もいよいよ1 2月となりました。

月日の経つのは速いというけれど、今年は例年にも増して速かった気がします。年のはじ

めに、 「今年こそ写真の整理をして断捨離を進めよう」と誓ったのに、アルバムを開くとつい

っい昔の思い出に浸り、日がな一日過ごしてしまい、 「いいや、また明日」とアルバムを本棚

に返す・ ‥の繰り返しでした。息子たちに「自分の写真を持って行って」といっても「い

らないよ。」とすげない返事。減るどころか山の写真・孫の写真と増えていくばかりです。そ

のうち、膝が痛くなり、腰が痛くなり、肩が痛くなり、片付けもおっくうになり・ ‥あっ

という間にもう年の暮れ!来年こそはと思う今日この頃です。　　　(せ☆こ)

今年の4月から近所の人に誘われ(薔薇の会)に入りました。

月二回集まりがあります。年齢はさまざまですが80歳以上の方が

たくさんいます。

100円会費でお茶とお菓子、そしておしゃべりとゲーム、またときには

ポッチヤ「パラリンピックの種目」をしたりして過ごします。

あっというまの2時間です。誰かが欠席すると皆さんが心配したりと

情報がながれます。また市民ハイクに参加された方が病気を克服して

ご夫婦で来ている方にお会いすると私も元気になります。

幸　子

原稿作成要領

用紙設定　A4

余　　白　上下左右30皿m

フォンけイボ　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>鈴木か、前田せ、山岡

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。

東葛山の会ホームページ　虻虹e://ww・tOkatsu"吐吐
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