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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

８月号は江崎昌子さん、８月号は三橋和子さん、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     

２０１６年 8 月９日です。 会山行、北岳～農鳥岳 縦走の時です。 

農鳥岳の頂上で、2 人連れの親子に出会いました。子供は、小学校 高

学年でした？ 

休憩中でした。微笑ましい表情でした。羨ましくてシャターを切りまし

た❕                       ～四元一成～ 

 



日 曜日 　8　月 日 曜日 　9　月

1 土 1 火

2 日 2 水

3 月 3 木

4 火 4 金

5 水 5 土

6 木 6 日

7 金 7 月

8 土 8 火

9 日 9 水

10 月 10 木

11 火 11 金

12 水 12 土

13 木 13 日

14 金 14 月

15 土 15 火

16 日 16 水

17 月 17 木

18 火 18 金

19 水 19 土

20 木 20 日

21 金 21 月

22 土 22 火

23 日 23 水

24 月 24 木

25 火 25 金

26 水 26 土

27 木 27 日

28 金 28 月

29 土 29 火

30 日 30 水

31 月

　　　　　 1

　例会（19：00～21：00）

秋分の日

編集会議（9：00～12：00）

第二例会（19：00～21：00）

　予定表　2020年7月・8月

第一例会（19：00～21：00）

山行部会

山行部会

山の日

入笠山

入笠山予備日

敬老の日

神武寺～鷹取山ウォーキング

　　★10/24（土）雨引山

　　★10/18（日）大坊山・大小山

　※2020年10月山行予定　　　　

編集会議（9：00～）

岩船山・清水寺

　　★10/4(土 )宝篋山ウォーキング
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例会報告 

7月例会出席者         2020/7/22              41名 

安彦、松本、加藤、岡部、桐生、村上、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、 

山岡、入江、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、永木、石塚、嶋本、 

菊池、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、逢地、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、菅原、 

小林正、井上順、山口幸、清水、畑中、高木､鈴木正、柳 
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7 月例会議事メモ  ７月２２日（水） 

・コロナ感染予防のため中央公民館の利用時間が変わり、通常の例会時間とは違う日程で例会

が開催された。（今月は 1回のみ） 

 

・６月山行報告 

   会山行は新型コロナ感染予防のため中止。個人山行…５件。 会山行の下見が多かった。 

 

・山行案内     

9/5 入笠山…宿泊を止め日帰りバスハイクに変更。（大型車 22人まで） 

担当者より新型コロナ感染増加の状況で実施可能かとの提案あり。➡様子を見なが

ら準備を進め、8/12山行部会までに決定する。募集用紙回覧。 

9/19 神武寺～鷹取山ウォーキング…参加希望者は八巻さんにメールか電話で。 

9/26 岩船山・清水寺…低山だがアップダウン・階段多し。帰りタクシー利用。 

募集用紙回覧。 

10月の山行はやまびこ 8月号に掲載 

 

・各部報告 

 事務局 中央公民館の運営が、（株）せいうん に移行となる。中央公民館のホームページの

サークル紹介欄に載せる予定。 

7/10公民館まつり（令 3.2/27～28）の第 1回会合に参加。 

新会員紹介 柳 嗣穂さん 

 山行部 8/12山行部会…11月の会山行の検討  

 会報部 やまびこ電子化により各自印刷を。レーザープリンターは処分した。 

8月号原稿協力依頼 

 県連  7/16 理事会  ふれあいハイクは今年度中止 

 

・会長 今後の例会実施について 

8 月…8/21（金）19：00～21：00 集会室 

9 月…9/15（火）19：00～21：00 集会室  

☆当面例会は月 1回とし、参加人員制限のため第 1週の集会室が取れる日とする。 

☆その他についてはメールにて連絡する。 
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第 44 回定期総会議事録 

 

日時  ：  2020 年 6 月 28 日（日）  12：30～16：30 

場所  ：  鎌ヶ谷市中央公民館 集会室 

 

会長挨拶（安彦） 

総会開催できるまでの経緯、限られた時間を有効に使って有意義な会議としたい。 

議長、書記の選出   

議長に清水利夫、書記に笹眞一郎、髙木保を選出した。 

出席状況（四元）会員 54 名中 41 名出席、委任状 12 通で総会成立の報告があった。 

 

議事（議案書 p.3～8 参照） 

議案 1 第 43 期活動報告 

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

に従い報告された。 

議案書 p.17 個人山行（№3）で、2 ヶ所の訂正がされた。（菅谷） 

①  №133 の次の行の「ハイキング計」：31 → 364 

②  下から 2 行目の「個人山行計』：128 → 461 

議案 2 第 43 期会計報告 

会計(山口) より 2019 年度会計収支決算が報告された。 

議案 3 監査報告 

監査(高見)より監査結果が報告された。 

 

質疑応答（議案 1,2,3 について） 

①コロナ禍を機に、会報の電子化に移行するのでカラー印刷機を処分する。 

コピー用紙も大量購入したが電子化で不要となり、パソコン環境のある人に

配布するので、各自でホームページから会報をプリントするために活用して

ほしい。（安彦） 

②会報部活動報告で 2.の「〇4～5 月号… 山行部と会員の…」の部分は、部長個 

人が 行ったので、この「山行部と」を削除してほしい（菅谷）→４文字削除する。 

 

採決 

 以上の議案は、満場一致（挙手）で承認、可決された。 

      

    〈 5 分間休憩、13：45 より再開 〉 
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議案 4 第 44 期活動方針（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。県連の「ふれあいハイク」と「東葛地区交流山行」 

は、今年度は中止となった。 

議案 5 第 44 期会計収支予算（案） 

会計（山口）より 2020 年度会計収支予算案が提案された。 

 

質疑応答（議案 4,5 について） 

①他市の広報で会員拡大を図るとしているが、実際やってもらえるか、また同

市に「労山の会」があっても問題ないか。（入江） 

・白井市の例：原則市内のサークルに対しての広報とのことであったが、市内

に「山の会」がないのでＯＫだった。（猪狩） 

→各市での受入れ状況を精査し、地道に進めていく。（四元） 

②ワカメ販売は、もはや支援とはなっていない、販売継続の必要性もそうだが、

増量に大いに疑問がある。（伏見） 

→個人的には、支援は継続していきたいと考える。 

   理由として、現地の状況はその後の自然災害なども含めて震災前の状況には

まだ戻っていないと考えられるため。（安彦） 

③ 予算案で会報の印刷代が電子化により大きく減額となったので、会費の値 

下げなどができるのでは。（入江） 

→今期は下げない。４５周年記念事業を控え経費削減分を充当したい。その後 

に値下げをするかどうかを検討したい。（安彦） 

④ 月例山行報告のコメント記事集約等の担当部署などについて。（菅谷） 

・下山報告記事として、このコメント欄に記入はとても良い方法と思う。（梅田） 

・今後例会が再開できるのであれば、例会時に発表出来ればそれで良い。（江崎） 

・緊急対応の為にとられた記事報告であったが、この方法であれば例会での山

行報告を省け、月１回の例会でも十分となるかもしれない。（羽鳥） 

・この記事は良い方法だ、例会で山行報告を止めても良い。担当などは検討し

たい。（井上順） 

・山行報告年間 200 件弱を記事報告としてまとめるのは大変で難しい。例会で

の発表報告が望ましい。（菅谷） 

・議事録として記事を書くのは困難が多く、報告一覧のコメントが望ましい。 

（梅田） 

・山行部発信で、報告一覧の備考欄コメントを会報部でまとめる…という事で

はどうか。（安彦） 

→山行報告のコメントの件は先送りとする。（議長） 
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⑤ p.13 会計収支予算(案)の「会報部活動費」の備考欄→空欄に(桐生) 

「支援金・募金」の備考欄→空欄に(安彦) 使途がなくなった為。 

⑥ 遭難対策基金は、現状ではもはや必要不可欠財源と思われないので、今あ

る財源の使途についてはいろいろ検討をしていきたい。例えば、5周年ごと

に実施している記念事業費の一部に充当することなどを考えている（安彦） 

 

採決  

 議案 4、5 の議案は、満場一致（挙手）で承認、可決された。 

 

議案 6 第 44 期役員選出 

・立候補者なしの為、議案書の新担当者(案)が提案された。 

 

採決 

 役員・担当選出議案は、満場一致（拍手）で承認、可決された。 

 

新役員挨拶 

 新 事務局副局長 清水、 監査 笹、 会計 岡部 

 

その他  

・労山『栄誉功労賞』授与  入江一郎、村田綾子 （在籍 20年以上） 

・今後の例会開催は、コロナ禍の暫定措置として、集会室（暫定定員 45 名）

でもって、月一回、19：00～21：00 で平日に行いたい。 

7月は、希望の時間を予約できなかったので、次の日程で開催する。 

7 月 22 日（水）14：00～16：00 集会室 （安彦） 

 

採決 

 『月一回とし、集会室を使用、夜 18：30 又は 19：00～２時間で、第 1 週か 

第 3 週の月、火曜を希望』として採択された。事務局が公民館予約を行う。 

 

補足 

・宿泊を伴う会山行については、当面(年内）行わない方向で進めてほしい。 

 いつから OK とするかについては今後の状況次第で判断したい。(安彦） 

・本日配布の「山岳事故の防止と対策」の付録ページ①～④事故対応を 

山行時に携行してください。(菅谷） 

 

閉会 
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2020 年度事務局役割分担 

 

「メンバー」 

局長：四元一成、 副局長：髙木保、清水利夫 

局員：高見信明、村上和子、渡邉正夫、伏見純子、逢地春雄、三橋和子、菅原恵子、 

井上勝代、山口幸雄、池谷道隆、石塚洋子、金子真紀、笹真一郎、吉仲幸子 

 

「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 清水 高木 

３．運営委員会               担当 四元 清水 高木 

４．総会と懇親会              担当 四元 高木 村上 伏見  

５．例会場所の確保             担当 全員 

６．会員拡大 市広報掲載、公民館掲示等   担当 四元 

７．入会・退会・労山手続          担当 四元 高木 清水 菅原 伏見 

８．入会面接                担当 四元 高木 清水  

９．労山特別基金手続・スポーツ安全保険   担当 管原 伏見 

１０．公民館まつり             担当 全員 

  写真収集               担当 清水 石塚 菅原 伏見 

１１．新入会員 フォローアップ       担当 村上 石塚 伏見 清水 高木 

１２．ロッカー管理             担当 逢地 四元 

１３．全国労山との窓口、          担当 四元 

 １４. パソコン全般、名簿管理、連絡網管理  担当 清水 四元  

１５. ちばニュース 配信 ・ 印刷製本   担当 高見 三橋 

１６．登山時報     担当 高見 

１７. 規定類管理 改定・作成(マニュアル)   担当 四元 清水、高木 笹 

１８．備品管理               担当 高見  四元 逢地 

１９．例会運営の見直し           担当 高見 伏見 井上 菅原  

２０．入会しおりの見直し          担当 四元  
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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、手塚 

      （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          ○ 永木、猪狩、五十嵐朝、菊池、小林正、畑中、蓮見 

    （会山行を中心とした山行の計画） 

 

    ②訓練山行の立案            ○  赤塚、嶋本、安田、小林和、間瀬、鈴木正        

    （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、小林正 

    （会山行についての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      ○  手塚、江崎          

    （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、赤塚                

    （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教育（講習、新入会員等の指導）        ○ 菊池、赤塚、村田、蓮見 

  B ②研究（山行、用具等の研究）             ○ 安田、鈴木正、鈴木隆 

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

 

４、 庶務 

①山行部会の会場確保         ○ 小林正、入江、江崎 

 

    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、永木        

       （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。 



 2020.6.22 
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2020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 高山 前田え 井上順 山脇 前田悟 清水 

 

★会報「やまびこ」 

○表紙/お知らせ/編集：鈴木か 

○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 前田せ 梅田の 3名交代で第一、第二例会を以下の通り

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 

  

○山行案内：山岡 

○山行報告・感想文：鈴木か 前田せ 山岡 

○ちょっと一言：高山 

○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 

八巻  加藤 清水 山脇 鈴木か 山岡 前田せ 高山  前田悟 桐生  梅田  井上 

前田え  高山 前田悟 桐生 梅田  井上 八巻  加藤 清水  山脇  鈴木か 山岡 

 

★「やまびこ」印刷・配布：桐生（白黒５名分） 

★ 会場予約・支払い：八巻 

★ 例会司会：第一第二とも 

 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）：梅田 清水 

★ ホームページ関連：清水 

 

※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。 



10 

 

山 行 案 内                      

 

新型コロナウイルス感染防止により、8 月の山行は中止です。 
 

✽8∕3～8∕4 霧ヶ峰 

✽8∕4～8∕5 苗場山 

9月の山行予定 

✽入笠山（にゅうかさやま）1955ｍ ややゆるい山 （体☆☆）  
 初秋の花と頂上 360度の大パノラマ・天空の花園 入笠山で絶景散歩 

日 時： ９月 5日（土）小雨決行 予備日は翌日９月６日（日） 

集 合：鎌ヶ谷市役所 ５時３０分出発 (鎌ヶ谷観光バス)   

日 程  

往 路：鎌ヶ谷市役所 5：30発―談合坂 SA―諏訪南 IC―ゴンドラ山麓駅 9：00 

復 路：ゴンドラ山麓駅 13：30発―鎌ヶ谷市役所 18：00着 

コース ゴンドラ山麓駅9：15発―山頂駅…30分…マナスル山荘…40分…入笠山頂（パ

ノラマ観賞 30分）（昼食 30分）…30分…マナスル山荘 …15分…入笠湿原

（散策 45分）…山頂駅―ゴンドラ山麓駅 13：15着 

歩 程：標高差 ゴンドラ山麓駅からは 900ｍ ゴンドラ山頂駅からは 175ｍ  

コースタイム：約４時間 

交通費概算： 

 ・バス代中型車 27人のり 158,480円   一人当たり 13人で 12,200円 

・バス代大型車 45人のり 174,340円   一人当たり 22人で 7,925円 

・電車 ジパングとタクシー使用で    一人当たり 11,000円 

・ゴンドラ料金 往復 1,700円【団体割引あり】 

その他： 朝食 1 昼食 1   

新型コロナ対策  

・バス会社は車内の消毒と換気をこまめに実施する。 

・また参加者全員に車内でのマスクの着用を要請する。 

・三密を避けるため 乗車定員を半減する。 

・行動中は３～５人と人数を制限して、班別に行動する。 

・山行部案では宿泊予定ですが山荘でのコロナ感染を防ぐ為 日帰りに変更しまし

た。 

・昨年の案では沢入り登山口からでしたが、中型、大型車では通行できない為ゴン

ドラ山頂駅からの登山にしました 

担 当：（CL）笹、（SL）村上・鈴木正  
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✽神武寺～鷹取山（139m）（横須賀）ウォーキング 
森に佇む古刹と湘南妙義の奇岩風景と巨大摩崖仏と出会うウォーキング。 

日 時：9月 19日（土） 

交 通 

往 路：新鎌ヶ谷 8：21一船橋 8：34_8：42（久里浜行き）―東逗子 10：20着 

※船橋駅では前から 2両目に乗車 

復 路: 追浜駅 14：20金沢文庫＿横浜（横須賀線・千葉行き）＿船橋（16：00） 

コース：東逗子駅…6分神武寺表参道入口…16分神武寺…20分鎖場…15分鷹取山展望

台…15分摩崖仏…10分鷹取第一配水地…5分湘南鷹取センターバス停…追浜駅 

歩行時間：2時間くらい 

費 用：3000円位 

担 当：（CL）八巻、（SL）三橋 

 

✽岩船山（いわふねやま）・清水寺（せいすいじ） 
 ややきつい山 体力度 ☆☆  山は低いが、少し行程が長くなる 

岩舟駅近くの岩船山（172ｍ）から清水寺をめぐり、岩舟山の山容や彼岸花を楽しむ。 

日 時： 9月 26日（土）雨天時、公共交通機関使用出来ない時は中止 

日 程： 

集合：東武鉄道利用者は新鎌ヶ谷 5：38に乗車 

   その他の方は柏駅：②番線ホーム（春日部行）最後尾の当たりに 6：00 

（往 路）：新鎌ヶ谷駅 5：38－柏 5：54_6：08－春日部 6：51_ 6：5９－南栗橋 7：20_7：

21－栃木 7：56_ 8：13－岩舟駅 8：21 

（復 路）：バス 歴史民俗資料館 15：51－16：07栃木駅 

    栃木駅 16：34－南栗橋 17：08 _17：11－春日部 17：27_ 17：39 －柏 18：24_18:27

―新鎌ヶ谷駅 18：44 

コース：岩舟駅…20岩船山（高勝寺散策）…30鷲神社…40馬不入山（昼食）…30 

桜峠…30晃石山…50清水寺…20歴史民俗資料館 

山の特徴（危険）： 多少のアップダウンは有るが特に危険は無い 

歴史民俗博物館（入場料 100円・郷土資料館 100円）自由見学、自由解散 

栃木ふれあいバス（29人乗り）15：58－栃木駅 16：14 

タクシー：大平タクシー：0282-43-2543  バスに乗れなかった場合タクシー 

       岩舟タクシー：0282-55-1181 

歩 程：標高差 上り 450ｍ 下り 400ｍ コースタイム 約 4.5時間+散策+休憩  

エスケープルート：無し  

概算費用   交通費概算： 2400円 

交通費詳細： 電車 2200円 バス 200円 

その他： 参加者：班分け：（担当４人）４班×５人（一班５人）＝２０人位 

コロナ対策：マスクの着用、電車内での飲み食い禁止、電車は分散して乗りおしやべり慎む。 

担 当：（CL）菊池、（SL）山口、五十嵐、井上（勝） 
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10月の山行予定 

✽宝篋山（ほうきょうさん）ウォーキング  
宝篋山はつくば市北東部にある標高 461ｍの山です。山頂には宝篋印塔が建立され

ています。周辺には歴史的石造物が数多く残っています。 

日 時：10月 4日（日） 

交 通 

（往 路）：東武線新鎌ヶ谷発 7：28―柏 7：39_7:44 ―流山おおたかの森 7：49_7:55

―つくばエクスプレス―つくば 8：15・・・バスに乗り換え 

    バス（小田シャトルバス）8：40発―小田東部 9：42着 

（復 路）：小田東部からバス…14時 35分発・・往路戻り 

         新鎌ヶ谷着 16時 30分頃 

コース 登り：小田城コース（小田休憩所）・・要害展望所・・愛宕神社・・上り大峰

ルート・・山頂    登り：約 2時間 

    下り：極楽寺コース・・山頂・・滝コース・・極楽寺跡・・小田休憩所 

下り：約 1時間 10分 

歩行時間：3時間１0分 

費 用：電車代（往復）約 2000円とバス代（往復 500円）合計 2500円 

担 当：三橋（CL）、八巻（SL） 

 

✽大坊山・大小山（だいぼうさん・だいしょうやま） 

＜ややきつい山＞ ☆★ 
低山とはいえ展望を楽しみながら岩尾根のアップダウンを繰り返し歩く縦走コース 

 

日程：１０月１８日（日）＜日帰り＞ 

集 合：各電車乗車駅の出発時刻 5分前、改札口またはホーム 

交 通 

（往 路）：鎌ヶ谷 5：23→新鎌ヶ谷 5：26（大宮直通）→春日部6：34_6：51→ 

→館林7：33_7：34→足利市 7：54（タクシー8：00頃）→大山祇神社 

（復 路）：富田発 14：52、15：52、16：25→佐野→館林→春日部→柏→新鎌ヶ谷 

コース： 大山祇（おおやまづみ）神社 100m…大坊山 285ｍ…足利鉱山山頂番屋…

越床峠…妙義山314ｍ…大小山282ｍ…大小山見晴台…阿夫利神社70ｍ…

富田30ｍ 

歩行時間：約４時間３０分（休憩含まず） 標高差：約２８４ｍ（妙義山～富田） 

費 用：約３，０００円（新鎌ヶ谷駅起点往復、タクシー料金含む） 

装 備：雨具、昼食、水筒、行動食など 

備 考：①大小山見晴台から岩場を見上げると『大』と『小』の文字がバッチリ！ 

    また、富田駅までの道では、振り返ると岩壁の『大・小』が望まれ、歩き切

った…という達成感・満足感に浸りながら歩くことができる。 

    『大・小』の巨大文字（高さ 7.6ｍ、幅 7.2ｍ）』は、無病息災を祈る周辺住

民により江戸末期に掲げられたのが始まり…と伝えられているそうです。 

    ②小さなアップダウンが続き、岩場や分岐もあり、前の人を見失わないように。 
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   ③途中駅から乗車の方は、電車の中で合流してください。 

   ④体力と時間が許せば、『栗田美術館』に寄ってみるのも良いのでは…？ 

    世界最大級の陶磁器美術館。9：30～17：00 開館。月曜休館。 

担 当：（CL）安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  （SL）石塚・山口(幸) 

 

 

✽雨引山（あまびきやま）409.3ｍ  体☆ 
雨引山は茨城県にある筑波連山縦走路の一角。 

日  時： 10月 24日（土）日帰り   雨天時・10月 25日（日） 

交 通：松戸～岩瀬駅(JR)・市バス(桜川号) 

（往 路）：松戸：6:23（常磐線・水戸行）―友部 7:43 _ 7:52 ―岩瀬 8:20 _9:07(バ

ス) ―雨引観音入口 9:25  

コース： 雨引観音入口 9:40 … 雨引山楽法寺(雨引観音)10:40 / 11:00 …雨引山 

12:20 / 13:00 …御嶽山 14:20 …岩瀬駅 15:20 

歩 程：約 4.5時間 

山の特徴（危険個所）：中腹にある雨引山楽法寺(雨引観音)から山頂までハイキングコ

ースを歩き、雨引山から岩瀬駅までは筑波連山縦走の道を歩く。 

＊岩瀬駅で解散   岩瀬 15:45 ― 16:15 / 16:20 (友部) 

           16:15 ― 16:40 / 16:46 (友部) 

エスケープルート：雨引山往復 

概算費用： 約 4500円(ジパング利用・約 3000円)1920円(松戸～岩瀬)、 

コミュニティーバス 200円、その他 

その他：  ① 柏駅乗車あり(ジパング利用切符・松戸～岩瀬) 

     ➁計画書には新鎌ヶ谷駅(東武線柏行)時刻記載する 

担 当：（CL）江崎、（SL）岡部・畑中 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

県連関係予定行事   
 

日本勤労者山岳連盟 創立６0 周年記念講演会・レセプションのご案内  

   
夏山シーズンを迎えましたが、今年は４月に緊急事態宣言が全国に発令され、いつ

もと違う日常とな っております。皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか？  

さて、私たち日本勤労者山岳連盟は、1960 年５月 12 日に創立され、本年 60 周

年を迎えました。この 間、登山・ハイキングが健康で文化的な生活のひとつであり、

平和で民主的な国民生活に根ざしたスポ ーツ・レクリエーションとして、普及し発

展させることを目的として活動してきました。これは、多く の方々にご支援とご協

力をいただいたおかげと、深く感謝申し上げます。  

今後の活動の飛躍と登山文化発展のために、節目の年をご一緒に祝いたいと思います。

ぜひ、ご出席 くださいますようご案内申し上げます。 

 2020 年５月 30 日 日本勤労者山岳連盟 会長 佐々木功  

 

記念講演会 日 時 2020 年 11 月 14 日（土） 

 受付開始 12 時半 開会 13 時 終了 17 時 

 会 場 神田明神ホール 〒101-0021 東京都千代田区外神田 １－１０４－１９  

電話 03-5285-1121 会 費 1,000 円（記念レセプション参加者は無料） 

 

 記念レセプション 日 時 2020 年 11 月 14 日（土） 

 受付開始 17 時半 開会 18 時 終了 20 時 

 会 場 ホテル東京ガーデンパレス 〒113-0034 東京都文京区湯島 １－７－５  

電話 03-3813-6211 会 費 10,000 円（記念品代を含む） 

 振込先： 郵便振替口座 口座番号 ００１４０－５－５６３３２８  

加入者名 労山行事会計係 郵便局（ゆうちょ銀行）以外からの振込は 金融機関名  

ゆうちょ銀行 店名 〇一九 預金種目 当座 店番 ０１９ 口座番号 ０５６３３２８ 

詳細・問い合わせ： 全国連盟事務局 jwaf@jwaf.jp：０３－３２６０－６３３１ 

 千葉県連会長 広木 国昭：danphiro@zpost.plala.or.j 

  

日本勤労者山岳連盟 創立 60 周年記念講演会 

 ―8000ｍのビバークから見えてきたもの― 小松 由佳 （フォトグラファー） プロフ

ィール 1982 年秋田県生まれ。2006 年、世界第二の高峰Ｋ２（ 8611m / パキスタン ）

の南南東リブ ルートより日本人女性として初登頂。2006 年植村直己冒険賞受賞。 

次第に風土に生きる人間 の暮らしに惹かれフォトグラファーを志す。2012 年からシ

リア内戦・難民をテーマに撮影。 シリア難民の自立支援活動も手がける。 ＨＰ：「小

松由佳 ウェブサイト」で検索  

川嶋 高志（日本勤労者山岳連盟 事務局長） 登山者にとって本当に必要なものは何

か？16 年間にわたり 4800 名を超える事故一報を受付け、自らも山岳遭難救助活動に

携わってきた東京都勤労者山岳連盟救助隊副隊長が語ります。 

 

※ちばニュース 7月号より抜粋 

mailto:jwaf@jwaf.jp：０３－３２６０－６３３１
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10月会山行『大坊山
だいぼうさん

・大小山
だいしょうやま

』下見 2題 
安彦秀夫 

 10 月会山行『大坊山・大小山』の山行提案書（プラン）を作成・提出するに

あたり、コースやアクセス等を変えて 3案を作成し、先ずは、他の担当者 2名に

メール配信し意見を募りました。 

 ①周回コース・電車利用 

 ②周回コース・マイカー利用 

 ③縦走コース・電車利用 

 その結果、③の『山川長林寺…大坊山…越床峠…妙義山…大小山…阿夫利神社

…富田駅』という縦走コースが良い…ということになりました。 

＜1＞ 6月 21日（日） 単独 マイカー利用 

 山川長林寺まで車で行き、③縦走コースを完全に歩き、更に、富田駅から山川

長林寺まで県道 67号線を歩く…という、超ロングコースを歩き通しました。 

 天気予報を信じ、自宅を出ました。朝から降っていた雨も現地に着く頃には完

全に止み、車窓からは『大小』の文字を確認できました。 

 コロナ禍で 4 月上旬から山歩きを止めていたので、長時間の歩きができるの

か一抹の不安を抱いて歩き始めました。雲間からは時々陽が射し、大汗を拭きな

がらの歩きとなりました。 

 山川浅間山の尾根を、これから行く大坊山を右手に見ながら進み、自衛隊道路

（毛野スカイライン）に一旦おり、木の生い茂る林道を進み、林道終点から登り

に取りつきました。尾根に出ると展望は開け、気持ちよく歩くことが出来ました。 

 『大坊山（285ｍ）』で早めの昼食を摂り、分岐まで戻り、岩尾根の縦走を続け

ました。『つつじ山』で初めて 2人組に出会い情報交換をし、その後も、単独や

2 人組の数組に出会

いました。殆ど「県

外移動自粛が解除に

なり来ました！」と

のことでした。 

 『足利鉱山山頂番

屋』で小休止し、『越

床峠』に一旦下り、

いくつかのピークを

越え、『がま岩』を慎

重に通過し、岩稜を

登り『妙義山（314

ｍ）』へ。360度の大

小さな文字が画面一杯の写真 2枚は、 

『山頂番屋』」の掲示板です。 

読めるかな…？ 拡大して見てね！ 
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展望を満喫した後、『大小山（282ｍ）』を通り、『大小山見晴台』から『大小』の

文字を仰ぎ見ました。 

『男坂』を下り、『阿夫利神社』

に着き、冷たい水で喉を潤し一

息つきました。 

 時々振り返りながら『大小』

の文字を眺め、富田駅へ。次の

バスまでは 1時間 20分もあり、

歩けば早く着くのでは…と考

え、県道 6㎞弱を歩いて山川長

林寺に戻りました。『疲れた！』 

＜2＞7月 5日（日） 石塚、山口夫妻、安彦（4名） マイカー利用 

 現地の天気予報を数日前から確認し、当初予定の 4日（土）を順延し、我が家

まで山口車で来てもらい、私のクルマに乗り換えて山川長林寺へ。 

 前回と同じく、風もなく蒸し暑い 1日でした。大坊山での早めの昼食は、いく

らかでも陽射しを遮るため日陰で摂りました。 

 岩交じりの稜線を進み、足利鉱山を左手真下に見るピーク（なぜかフライパン

が木にぶら下げられていました）を越え、『山頂番屋』で小休止。遠くに『ロー

ソク岩』を確認し、『越床峠』へ下りました。雨が木の葉を打つ音がしたように

感じましたが、間もなく聞こえなくなりました。 

『がま岩』を、「回り道が無いの？」、「無いよ！」と言いながら慎重に通過し、

最後の岩交じりの尾根を登って『妙義山』へ。『大小山』を通り、大小山見晴台

への分岐で、私は、車の回収のため 3人と別れ、『やまゆり学園』に下り、団地

の中を通り山川長林寺に戻りました。富田駅で 3人と合流し帰途に就きました。  

 

担当者全員がコ

ースを歩き、縦走全

コースを大勢の人

数で歩くことは厳

しい…と判断し、山

行部会（7/8）で提案

し、大山祇（おおや

まづみ）神社から大

坊山に登るコース

に変更しました。 

(2020/7/14/Tue.) 

「大」、「小」の巨大文字 

高さ 7．6ｍ、幅 7．2ｍ 
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愛宕山～難台山（久しぶりの山歩き） 

 

6月 25日（木）   参加者：安田・菅谷・鈴木か・江崎（記） 

 

 6月 19日に新型コロナウイルス緊急事態宣言が全面解除になり、他県への移

動が可能になりました。 

雨を気にしながら、Ｓさんの車で愛宕山・難台山へ向かいました。午前９時

頃まで雨という予報、駐車場でカッパを着て傘をさして歩き始める。今までで

したら「うゎー！雨だー」と沈んだ気持ちになるのに「山を歩ける。わーい！

嬉しい。雨また楽し」そんなウキウキした気持ちでした。 

 木々の緑は雨の恵みを受け

てひときわ鮮やか、見晴らし

の丘からの景色はガスで真っ

白、何も見えない。ふと地面

を見ると白い花びらがいっぱ

い、見上げると丘の周りにた

くさんのヤマボウシ、花の盛

りはちょっと過ぎていました

が緑の中に美しく咲いていま

した。 

 南山展望台、団子石峠へと進むも雨は止む気配なし、緑の森は霧が立ち込め

幻想的な風景、いつもはマムシグサに心奪われることがないのに，みずみずし

い緑の葉に白い斑入り、綺麗だなあ～。雨の中の山歩きが嬉しくて楽しくて、

滑りやすい急斜面も「雨の登山訓練だ～」と、山の全てに感動していました。 

 午前 11:30難台山の山頂に着き、昼食、雨は

降り続く。男性陣が温かい味噌汁と温かい珈琲 

を作って下さり感激。山頂の食事処にも白いヤ

マボウシがいっぱい。来年は 6 月中頃来ると

満開の花が楽しめるようです。ここからＵター

ン、足元に気を付けながら下山となりました。 

 団子石峠辺りまで下りてきたら雨が上がり

傘が不要になりました。午後 2:20 登山口に到

着。 

 およそ 3 か月の山歩き自粛、平地歩きはち

ょこちょことしていましたが、山が登れるか心

配でした。嬉しくてルンルン、雨また楽し、山

の魅力を再発見した一日でした。 
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太平山(341m) 
日 程：2020年 6月 29日（月） 

参加者：伏見 小林(和) 江崎 嶋本(記) 

コース：客人神社―アジサイ坂―太平山神社―太平山―ぐみの木峠―晃石山 

     桜峠―清水寺―大中寺 

 

 6月 30日で切れる東武鉄道の優待券があり、今日しかないという 6月 29日に

太平山に行ってきました。登山は何ヵ月ぶりでしょう。忘れてしまうくらい久し

ぶりです。 

 お天気に恵まれ快晴、暑い暑い一日でした。客人神社までタクシーで行き登山

開始。林道にぶつかったところから、謙信平方面に行かずに連祥院六角堂まで林

道を歩きましたが、身体が慣れていないせいか、ちょっと疲れました。 

 そこから随神門に至る表参道の約 1000段の石段、

疲れる訳です。その両側には 2500 株の紫陽花が咲

き誇り見事でした。所々で写真をとりながら、ゆっ

くりと登りました。丁度あじさい祭りが開催され賑

わっていました。 

 そこから 5分程で太平山頂上、ぐみの木峠、晃石

山へと気持ち良い尾根歩きが続き、晃石山山頂でゆ

っくり昼食、山歩きの気持ちよさを実感しました。        

ここからの下りが急坂、手すりにつかまり緊張しながら桜峠へ、ここは桜峠万

本桜と言われて山桜と若葉の芽吹きが綺麗らしい

です。そこでひと休みして、清水寺に下山、連日の

雨で登山道はぬかるんでいました。 

 清水寺から大中寺までの林道にも、ずーっと紫陽

花が咲き、疲れる林道歩きを癒してくれました。 

 タクシーを待つ間に大中寺を見学する事に、石段

を上ると色とりどりの紫陽花が咲き、ひっそりと佇

む美しいお寺でした。 

このお寺は雨月物語にも登場し、境内の七不思議伝

説も有名らしいです。 

 太平山に来るのは２回目ですが、前回の女性委員

会で来た時はゆっくり見学する暇もなく、今回は色々なところを見ることがで

き良かったです。 

歩けるかしらと不安もありましたが、充実した楽しい一日でした。 

同行の皆様ありがとうございました。 
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太平山紀行 

                            伏見純子 

6/29（月）晴れ 

 毎日ウォーキングではもう厭きました。急に梅雨の晴れ間が訪れましたので、

安近短でそれに東武鉄道の格安チケットが 30日で切れるので実行しました。天

気でしたけど蒸し暑くてアジサイ坂から、太平山神社に着く頃には熱中症気味

でした。 

 太平山神社から山道に入るとビックリするほど

涼しくて、木々の緑が最高でした。今日はゆっくり

歩こうね、と言うことなのでホッとしました。 

 晃石山でランチをする。眼下には馬不入山から三

毳山が眺められ、目前ではふわり、ふわりとパラグ

ライダーが気持ちよさそうに泳いでいましたね。 

 桜峠から花のお寺の清水寺へ。又、沢山のアジサ

イを眺めながら大中寺まで２㎞位の林道がずーっ

とアジサイでした。大中寺の境内のアジサイが今日

1番のハイライトのようでした。 

 駅について楽しみにしていたビール。月曜日は何処もお休みでした。親切な

おじさんに無理を承知で譲って頂きました。感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 中 寺 
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7/11（土）小雨  

2018.12月に関東ブロック女性委員会交流登山で「太平山、晃石山を歩こう」に

参加しましたが、コースが曖昧でしたので再度確認の為に行く事にしました。 

 アジサイは盛りを過ぎていると思って期待はしませんでしたけれど、我等ば

ーちゃんの様にそれなりでした。 

  

 

 

 

 

 

大中寺までタクシーを利用しました。立派なお寺さんを見学後、樹林の中を

ジグザグに登り謙信平から大平山神社に着く。ここからは先月の 29日に歩いた

道でした。何となく 2018年の記憶が甦りました。 

 シトシト小雨が降ったり、やんだりと雨に濡れた木々の中をアップダウンを

繰り返し、晃石神社でランチ。この頃から本降りになりました。桜峠から清水

寺、資料館に着くと雨は上がりました。ゆっくり休憩をして緑の田んぼ道を、 

カエルのベビーが沢山ピョンピョンと跳ねるのを踏まないように、気を付けて

歩きやがて駅に到着。新大下平 13:38 の空いてる電車で山行は終わりました。 

 太平山は四季を通じて楽しめる山だと実感しました。久しぶりに雨の中を歩

きましたが、又、雨も楽しからずや。 

同行者は桐生、江崎、伏見の物好きな 3人でした。 
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自粛解除後の初山行 高水三山 

 

 

日 時 令和 2年 7月 2日 

参加者 井上（順） 羽鳥 清水              清水記 

 

コロナウイルスによる長い自粛が解除され会の年次総会も開催されました。

さあ山に行こうということになり、まずは足慣らしとして奥多摩の高水三山に

早速行ってきました。 

7/2車で鎌ヶ谷を出発し軍畑駅近くの駐車場に着いたのは 8：00前。日帰り登

山なので特に準備するものも無いだろうと出かけたのですが、やはり忘れ物は

ありました。手袋がないことに気が付いたのは、駐車場で出発準備の時でした。

準備が終えて出発したのは 8:30頃。駐車場から軍畑大橋を渡り軍畑駅を超えて

登山道迄約 30分。登山道に入ると本格的な山道になる。梅雨の間の晴れ間を狙

っていたのですが、天気は上々でよい登山日和になりました。登山道の入り口

で高源寺や常福院などを見学しながら高水山の山頂に到着、景観もあまり無く

小休止の後出発。久しぶりの山歩きで足腰やスタミナが心配だったが何とか歩

けました。天気もだんだん良くなり暑さで水分補給量が増えてくる。 

前日に冷蔵庫で凍らせた麦茶を忘れてきてしまい悔やまれる。暑い、暑いとい

いながら岩茸石山の山頂に到着。ここの山頂が景観は一番良いようです。ここ

で昼食を摂り久しぶりの山

の景色を堪能しました。秩父

辺りの山がよく見えました。

昼食後、惣岳山まで 40分ほ

どで到着、残念ながらここは

景観もなく「青渭(あおい)神

社」にお参りをして沢井駅に

向けて下山開始。途中、御岳

駅と沢井駅の分岐を沢井方

面に左折し沢井駅からの登

山道入り口に 13:15に到着、

沢井駅には 13:30に到着、休

憩ののち電車で軍畑に出て駐車場へゆきました。そのあと汗を流そうという事

になり、奥多摩駅のそばの「もえぎの湯」で汗を流し、次回の山行を思いなが

ら帰宅致しました。 

久しぶりの山行で十分堪能しましたが、これからの山行も暫くはこのような近

場の日帰り山行になると思います。今年の夏はどこに行こうかと迷っています。 
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雨の七月を振り返り 

羽鳥健一郎 

仲間らと梅雨の晴れ間に軍畑
いくさばた

駅より向かう高水三山 

三月振り山靴履きて奥多摩の高水山で足慣らしする 

奥多摩は一カ月遅れかアジサイが山道飾り我ら和ます 

 

遠出せず三日にあげず畑通い蚊遣り香下げ今日は草刈り 

ジャガイモの後作にネギ植え終えて長雨の中実りを祈る 

手付かずの畑の隅に鍬入れて広がった場所にサツマイモ植える 

採りたてのミョウガ薬味に素麺をすすり昼餉の香り楽しむ 

町内に薄紫が鮮やかにアガパンサスは今が盛りと 

列島に梅雨前線横たわり山行予定がまた先に延び 

夏野菜使ったレシピが浮かんでは消える朝方微睡
ま ど ろ

みの中                                                
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思い出の山     立山（雄山）       井上順之 

 

 コロナ休暇で写真の整理をしていたら、一枚の写真が出てきた。 

 

今から 40 数年前の夏・・・富山に出張した時の事。 

出張依頼の有った東京本社と訪問先の支社との連絡ミスで、翌日アイドルタイ

ムが発生した。 さてどうするか？ 携帯電話もなく、追われる手段の少なかっ

た「出た者勝ち」と言われていた時代。 チャンスとばかり「立山」に登る事に

した。ビジネススーツと革靴での挑戦。山についての知識は全くない。何とかな

るだろう・・・ 

 

 

3000ｍの山は初めての体験。

若さだろうか、室堂から一気に

登った。 

晴天下、素晴らしい景観が迎え

てくれた。周囲は遮るものが無

く、無数のピークが箱庭の様に

見えた。名前は分からなかった

が、3000m へ登り切ったという

充実感に浸った。 

 

 

 

後日出社したら、課長がいきなり「井上、何時いつはどこへ行っていた」 

何故知っているのだろうと思いながらも、小声で「立山に・・・ハイ」 

「なにｲ―」憤る様子が分かった。周りに聞こえよがしに大きな声で「このバカ

者が」。 後で知ったが、当日課長が支社に電話をしたら「本日はお見えになっ

ていません」との返事から発覚したようだ。日頃からこき使われている身、この

程度のご褒美は有っても・・・と後悔はしなかった。 

 

 思い付きで登った山だったが、何故か景色が脳裏に鮮明に焼き付いていた。 

この頃から山を始めて居れば、幾つもの山に登れていただろうに・・・と思った

のは、この会に入ってからである。 
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思い出の山        「薬師岳」 

五十嵐幸治 

2015年の夏、北アルプスの秘湯、薬師沢小屋～大東新道を歩き、高天ヶ原温

泉へ行った時の復路で、太郎平小屋から眺めた、美しく雄大な「薬師岳」の頂

きに何時かは登ってみたいと思いました。 

2017年 8月 12日。夜行で室堂に、室堂から雨の中を歩き出し、三本の雪渓を

渡りました。この雪渓で女性の滑落事故があったばかりで、緊張した覚えがあ

ります。「五色ケ原山荘」は風呂に入れる事が有名ですが、あいにく水不足で入

れませんでした。翌日時間と共に展望が開け、前日見えなかった山並みが遠く

まで見渡せ、何と言ってもアルプスの稜線歩きは登山の醍醐味だ！ 

越中沢岳～スゴの頭～スゴ乗越、この当たりから「スゴ乗越小屋」が眼下に

見えているが、岩場、アップダウンとなかなか着きそうで着かない！ 

小屋は万国旗とネパール人のアルバイトの青年が出迎え。 

翌日、いよいよ「薬師岳」へ。花

畑と岩場と展望を楽しむ。雪渓には

雷鳥の親子が 5羽、何とも可愛らし

い！ 

太郎平小屋でのご褒美のビールの

味は格別だった。 

地図を広げても「薬師岳」の縦走路

は半端ない！よく歩ききったと足に

感謝です。 

 

 

 

スゴの小屋からの薬師岳 

薬師岳山頂 

太郎平小屋 

9 月号は四元さん、10 月号は江崎さんです。8 月第二例会を目安に加藤まで。 
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俺 1 番 思い出の写真【雷鳥と北岳そして富士山】・・・・猪狩晃一 

巣ごもりで写真を整理していた時たまたま新聞の切り抜きを発見し、記事と

撮影日が 3 日違いの幸運の写真を『思い出の写真として』紹介します。 

[登山者の憧れ“雷鳥と富士山”を北岳（標高 2 番の山）で撮る] 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2008 年 7 月 31 日撮影の雷鳥と富士山（北岳山頂付近にて）  

2008 年は私が東葛山の会に入会 2 年前の話です。 

友人 3 人で 7 月 29 日から 3 泊 4 日北岳・間ノ岳・塩見岳の縦走計画、その前日

の 28 日の朝日新聞の記事です。 

29 日に出発し、まさか『その雷鳥に出会える』とは思ってもみませんでした。 

そのまさかの雷鳥に北岳山頂付近で出会えるとは！“それも富士山を背景にカ

メラにおさめられた” あの時の感動は今でも覚えています。  

北岳近辺で前年秋には 1 羽も確認されず、絶滅の心配の中、発見されたと記

事になったのが 7 月 28 日、2 か所でそれぞれ子連れで 1 羽づつ、そして 3 日後

に山頂で撮影したことになる。この幸運は宝くじで言うと 2 等賞ぐらいか、そ

れともコロナ感染の確率と同じぐらいか “ギョギョ” 

登山者であれば誰もが憧れる小動物との出会い（特に雷鳥は別格）や山頂で

の富士山の眺望、これ等は登山の最高の醍醐味でしょう。最高峰富士山（3776

ｍ）、北岳（3193ｍ）は 2 番目、標高差 583m の違いとは言え、富士山の大きさ、

凄さもあらためて知らされました。 

この写真は小さな公募展示会（ナススポーツ）で優秀賞（2 位賞金有り）や、

サークルの展示会でもそれなりに話題になり、見学者からも分けて欲しいと言

う人もいました。私には珍しい事です。 

1 枚の写真にもいろんな歴史、物語があります、展示会では解説はできず、こん

な形も悪くないなあと思い紹介させて頂きました。 
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雷鳥生態の豆辞典 

国の特別天然記念物に指定されており、絶滅の危険にさらされている。 

その原因が我々登山者の食べ残しを求めて天敵のキツネやテン、サルが高所に

侵入してきた事のようです。我々が犯人とは驚きましたね！ 遺憾ですね！ 

日本での生息地は本州中部（妙高山、飛騨山脈、御嶽山、赤石山脈）標高 2200

ｍから 2400m の高所に住み、1 年中住処は変えない留鳥です。日中は天敵から

隠れるためにハイマツの中で過ごし、朝方エサを求めて活動するようです。 

夏場のエサは花のつぼみ、草木の新芽や実を、冬場は雪の中の植物を食べる。 

夏と冬では羽色が変わるのはよく知られており夏場は岩肌の茶褐色、冬場は雪

の白色（冬会うのが難しい！）で天敵から身を守る保護色です。 

 

雷鳥のヒナ 5 羽全滅（中央アルプス）朝日新聞 2020・7.5 

全滅されたとする木曽駒ヶ岳で半世紀ぶりに見つかった雌 1 羽から

の『復活作戦』に取り組んだ自然環境事務所（長野市）が、孵化した

ヒナ 5 羽が全滅したと発表があった。昨年のヒナはテンなどに捕食さ

れた。 

今年は雨や天敵から守る『ゲージ保護』を計画していた矢先だったと

の事、6月 30日の調査で 5羽の死骸が見つかった。巣の近くのセンサーカメ

ラカメラから 10匹のニホンザルが確認されたと報じられた。 

 

雷鳥をくわえた二ホン猿（朝日新聞より引用） 

    



28 

 

冬場白色に変った雷鳥（ネットから引用） 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

昨日、7/19（日） 

梅雨の晴れ間に誘われて 

『風土記の丘』『龍角寺』方面を 

歩きました。 

『ヤマユリ』が見ごろでした。 

森の中がユリの香りで包まれて 

いました。 

 

龍角寺では、ボランティアの 

おじさまの説明で、 

歴史にふれました。（きりゅう） 
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ちょっと一言 

 

二年ほど前のちょっと一言で、私の兄貴三人は健在だと書いたが、たった 

2年で 2人が健在とは言えなくなったようだ。 

コロナが騒がしい今は逢うことも出来ない。コロナはうつされても、うつし

てもいけない。特に私のように高齢者は気を付けなければならない。コロナで

世の中は今後大きく変化して行くだろう。老い先短い年寄りが心配しても仕方

ないが一日、一日を元気で過ごして行くしかないようだ。                         

                          （ 逢地 春夫 ） 

 

 

4・5・6月とコロナ関連の自粛でおとなしくステイホームをしていました。 

6月に入り外出自粛が緩和されても何やら恐ろしく、自宅周りや近所の公園・緑

地などのウォーキング、季節は変わりもう夏です。 

市から特定検診のお知らせが届いたのを機に「7月は、そうだ、病院へ行こう！」

と決意。この際全部まとめて…と眼科 2 回、歯科 3 回、内科にいつもの整体と

連日の病院通い。昨年の人間ドックで夫の腹部大動脈瘤が見つかり、早めの手

術で命拾いしたこともあり、今年は脳ドックを申し込みました。病院も空いて

いて電話した 2日後に予約がとれ、受診しました。「頭の中、空っぽじゃない？」

なんて冗談を言い合っていましたが、CT スキャン・MRI にもちゃんと映ってい

ました。詳しい検査結果は後日ですが、検査後の所見では多分大丈夫でしょう

と言われ、ほっとしています。あとは足腰を鍛えてまた山に登りたいです。 

                          （前田 節子 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月号の担当は赤塚さんと菅谷さんです。 

（8 月 17日頃をメドに、原稿を 高山宛てメールにて送付お願いします。） 
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※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 

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 

 

 去年の秋、シルバーの植木屋を入れた。とにかく思いっきり剪定していき、庭はス

カスカになった。白と紫の配合種をサクラモクレンというらしいが、この木蓮も思い

っきり切っていった。それでも例年通り３月には、しょっぱいながら花をつけ葉が茂

ったが。 

何を勘違いしたのか、５月にまた花をつけ、そのうえ、今駄文を書いている 7 月中

旬になっても葉の茂った中に再再度花をつけている。どうなっているのか。 

(高山) 

 

10 年以上育てている観葉植物《サンスベリア》の鉢

土に、5 月中旬、白いキノコがニョキニョキと 2～3

本生えてきた。ビックリと愛らしさでしばし眺めて

いたが、もしや毒キノコ？と調べてみた。      

名：イロガワリシロカラカサダケ？ 毒；不明？…

ちょっと引いたが色合いがホックリで排除し難い。

20 日位の間隔で 3 回顔を出し、コロナ禍お家時間の

ひと時を和ませてくれた。  

庇をとられたサンスベリアと今後も共生できるよう婆の愛を注いでみることにし

た。                              （加藤）         

 

 

https://www.tokatsu.club/

