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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

５月号は前田(悟)さん、６月号は清水さん、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 2 例会までに、会報部鈴木(か)

さんへ提出してくださるようお願いします。 

 

 

表 紙 写 真 紹 介 

 ちょうど１０年前、カナダロッキー MT.ヤムナスカ 2240ｍにて。 

樹林帯を抜けると斜面全部がお花畑です。 

カタクリ花と言えば薄紫から桃色のうつむいて咲く花。 

心に残る、「ナンダーこれはスゲー！」の景色の１枚です。 

絶景に会いに山行にとりくみたいです。 

                                            ～山口幸雄～ 

                                                     

                   

  

                    

 

 

 

 



日 曜日 　４　月 日 曜日 　５　月

1 日 1 火

2 月 2 水

3 火 3 木

4 水 4 金

5 木 5 土

6 金 6 日

7 土 7 月

8 日 8 火

9 月 9 水

10 火 10 木

11 水 11 金

12 木 12 土

13 金 13 日

14 土 14 月

15 日 15 火

16 月 16 水

17 火 17 木

18 水 18 金

19 木 19 土

20 金 20 日

21 土 21 月

22 日 22 火

23 月 23 水 　台湾 （玉山）

24 火 24 木

25 水 25 金

26 木 26 土

27 金 27 日

28 土 28 月

29 日 29 火

30 月 振替休日 30 水

31 木

1

※6/30 ～7/1森吉山

※6/24 第42回定期総会

5/2　第一例会で集金します。　蓮見、星田

5/16（第二例会）・6/6(第一例会）で集金します。

※6/10初級登山講座（鹿沼）※2018年度会費集金のお願い（￥4000）

第一例会・机上講習会

山行部会

第二例会・運営委員会17：30

※6/2 鶴寝山

※2018年6月の予定

憲法記念日

羽賀場山

みどりの日

こどもの日

　　　地図読み　唐沢山

　予定表　２０１８年４月、５月

会報部編集会議

2018年４月・５月

印刷（5月号）

第一例会

山行部会

第二例会

カラー印刷（加藤宅）

青梅丘陵ウォーキング

  宝篋山ハイキング（県連）

※2018年度山岳事故対策基金集金のお願い 山口　

　　カラー印刷（加藤宅）

　　会報部編集会議

　七面山（18日～19日）

　　愛宕山～吾国山

　　愛宕山予備日

※6/1会報部印刷（6月号）

　　深大寺ウォーキング

昭和の日
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例会報告 

第一例会出席者              2018/3/7                   43 名 

安彦､栗山、松本､加藤、岡部､桐生､村上､八巻、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、猪狩、羽鳥、井上、山脇、梅田、逢地、前田節、菅谷､星田、             

山口洋､蓮見､小林正、菅原､井上順､山口幸、畑中、高野 

第二例会出席者              2018/3/21                   36 名 

北川､安彦､安田､加藤、桐生､八巻、小林和、高見、前田延、村田、入江、鈴木か、 

五十嵐朝､四元､江崎､三橋､池谷、永木、嶋本、菊池、猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、 

梅田、逢地､前田節、菅谷､星田、山口洋､蓮見､菅原､小林正、井上順､清水、畑中、 

 

 

2018年2月　山行報告

山　　名
ジャ
ンル

　日
山行
区分

人数 参加者

城山～葛城山（伊豆） ハ 5～6 個 1 羽鳥　　他４名

多高山（栃木の山150） ハ 8 個 1 安彦

オグナほたかスキー場　 雪 8～9 個 3 池谷、羽鳥、安田

ノルン水上スキー場・吾妻耶山 雪 9 個 1 菅谷　　他1名

大山（丹沢） ハ 10 個 5 桐生、五十嵐朝、江崎、菊池、嶋本

七飯・ニセコ　スキー場　 雪 11～14 個 1 井上順

琴平山（栃木の山150） ハ 14 個 1 安彦

入笠山スノーハイキング 雪 17 会 10
伏見、蓮見、安田、桐生、小林和、江崎、池谷、
猪狩、梅田、菅谷

たかつえスキー場 雪 18～20 個 7 岡部、五十嵐朝、五十嵐幸、嶋本、菊池、羽鳥、赤塚

雨巻山　 ハ 19 個 6 山口洋、山口幸、井上順、桐生、石塚、前田節

松田山・嵯峨山・曽我梅林 ハ 22 会 17
山口洋、村上、前田延、池谷、北川、松本、
小林和、高見、鈴木か、井上勝、山脇、前田節、
菅原、小林正,　山口幸、髙木、高野

たかつえスキー場 雪 27～3/1 会 15
北川、安田、岡部、江崎、池谷、石塚、嶋本、
菊池、羽鳥、菅谷、山口洋、菅原、井上順、清水、
畑中

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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3 月例会報告 

 第一例会  3 月 7 日（水）                 司会  会報部 山岡 

☆栗山孝市さん 退会挨拶、35 年在籍、当会設立メンバー、会長、山行部長・ 

自然保護委員等歴任 

☆山行報告 

・2 月山行実績は計 12 件（会；3 件、個人；9 件）、延べ参加人員；68 名 

内スキー5 件  

・たかつえスキー個人山行；メンバーの一人が、スキー中腰に異常を感じ、後日 

 圧迫骨折と診断された ・入笠山；若い人多い、会の運営にヒント有り 

・たかつえスキー会山行；会員ではないが、スノボで転倒、頭を打った若い人が昼時 

 痙攣を起こし救急車で運ばれた・・・等の報告が有った   

 

☆山行案内 

・5/21～26 台湾玉山 書き漏らしたので追記要請（山岡） 

・3/23 谷根千ウォーキング（山岡） CL；栗山→山岡、SL；高山→八巻  

  に変更、徳川慶喜墓地見学を追記 

・3/31 鍋割山（五十嵐） CL；手塚→五十嵐に変更、参加予定 16 名 

  アイゼン必携、昼休憩が短いため鍋焼うどんダメかも、昼食持参の事 

・3/31 カタクリの里～草戸山（猪狩）計画通り 

・4/7 青梅丘陵ウォーキング（山岡） 誤記訂正；業雨橋→叢雨橋（むらさめ） 

・4/14（予備 4/15）愛宕山～難台山～吾国山（江崎） 夏山に向けてのトレー 

  ニング、CL 畠山氏 3/2 付退会、CL 要変更 

・5/12 羽賀場山（山口幸） 4/28 下見予定 

・5/18~19 七面山（鈴木か）土日混雑のため、金土にした。宿泊費 4 月から 

  値上げ、寝酒程度の酒持込可、勤行体験夕方必修、10 名程度で申し込む 

・5/19 野川公園（八巻）来月募集 

・ 6/29~30 森吉山（村田） 16 名参加希望、JR 大人の休日クラブ切符東北 

 （￥15,000）利用、 

・7/21~22（土・日）会津駒ケ岳（山口洋） 駒の小屋泊、希望者 10 名挙手。 

  平日山行の場合 15 名挙手、山小屋の宿泊条件も良くなるので検討する 

 

県連（羽鳥） 

・4/7 雪上技術講習 谷川岳マチガ沢出合  当会からの参加者無し 

・6/10 初級登山講習 鹿沼・岩山  9 名参加予定 できるだけ参加を（江崎） 

・4/12 県連ウィークデー山行 宝篋山 8 名参加予定 
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☆各部報告 

事務局（四元） 

・公民館祭 78（73）団体参加、3,197（3,198）名来場、（ ）内昨年実績 

・当会参加人数 41 名、延べ 78 名 

・会員募集のチラシ配布 300 部、わかめ販売；一日目で売切れ（5 回目、販売 

 価格￥500、知れ渡りリピーター客有り） 

・来年度公開ハイク提案（電車利用で）、山行部検討 

・畠山さん 3/2 付退会、 

・総会；6/24、5/16 例会前 17:30 から運営委員会開催 

・NZ ビデオ 参加者全員分ダビング 井上 

・渡辺実さんの作品販売は問題なかったよう、売上￥3,200、会に戻入 

山行部（菅谷） 

・3/14 山行部会 6 月会山行検討 

・事務局提案の公開ハイク検討 

・来年度山行アンケート明日締め切り 

・机上講習 3/21 第二例会前「天気」 

会報部（梅田） 

・「やまびこ」3 月号配布、公民館祭りの写真、速報で掲載 

県連（羽鳥） 

・3/3 理事会・総会開催、議案全て承認 

・ハイキング委員会（羽鳥、八巻出席）9/30 ふれあいハイク 三浦半島大楠山、 

  鎌ヶ谷市役所 7:00 出発、ちばニュース来月号に掲載、費用￥4,500 

・鴨川・太陽光発電設備建設反対、市長宛に反対署名、「メガソーラ鴨川」で 

検索可  

・事故報告；ロングハイク前日「松戸遠足クラブ」のメンバーの事故は、県連 

  行事中の事故ではない 

会長 

・高齢化で会を解散するところあり、対応策を考えて欲しい 

・「ちば労山ゆう」解散 

・4/21,22 足尾 「銅（あかがね）親水公園植樹」計画あり 内容未定 

宿泊は空き家民家利用、自炊、シュラフ持参、テント OK 

・海外登山 11/28～12/5 タイ「チェンダオ山」ちばニュース 4 月号に掲載 

   ニューハーフショー有、乞うご期待、25 万円前後 

・40 周年記念品「みちしるべ」「Ｔシャツ」 高野さんへ提供 
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第二例会  3 月 21 日（水）                司会 会報部 梅田 

☆山行案内 

・3/23 谷根千ウォーキング（八巻）14 名参加、詳細 2 月号参照 

・3/31 鍋割山（五十嵐）25 日計画書配信、軽ｱｲｾﾞﾝ持参、18 名参加、詳細 2 月 

 号参照、新京成新鎌ケ谷 5:20 発に間に合わない人は再考を、担当者で下見予定 

・3/31（or 4/1 ) かたくりの里～草戸山（猪狩）予定変更の場合 3/28 中にメール 

 する、3/29 am 中に必ず返信を。帰路高尾で希望者のみ入浴。バスはスイカ使用可、 

 （SL)赤塚；不参加、パンフ配布、参加者 12 名 

・4/7 青梅丘陵ウォーキング（入江）11 名参加、4 月第一例会で参加者確認 

・4/14 （or 15) 愛宕山～難台山～吾国山（江崎）18 名参加予定、4 月第一例会 

   で説明 

・5/18～19 七面山（鈴木か）携帯はドコモのみ通話可、4 月第二例会で出欠とる 

・5/19 野川公園から深大寺へウォーキング（八巻）4 月第二例会で出欠確認 

・6/29 変更→6/30～7/1 森吉山（村田）16 名参加予定、遠方のため一泊二日では 

もっ たいないとの意見がある事から、「会山行＋個人山行」として各自計画し 

て欲しい、4 月号に詳細掲載予定 

県連・4/12 宝篋山（八巻）東葛から 9 名参加、4 月第一例会で説明 

・6/10 初級登山訓練・岩山（羽鳥） 回覧で参加者確認 

☆各部報告 

・事務局（四元）・ロッカー変更 No.42。5/16 第二例会前運営委員会開催、 

予定していた机上講習会を 5/2 第一例会前に変更（岡部講師の都合確認中） 

・山行部（菅谷）年間山行計画検討中。地図読み訓練；5/6 栃木・唐沢山で実 

  施予定、4 月号に載せる 

・会報部（梅田）・3/26 編集会議、3/27 印刷（変則）。「おすすめの宿、…知 

恵袋」シリーズの次回投稿者を選ぶ時に必要な「過去の投稿者リスト」を 

提示して欲しい（会長） 

県連（羽鳥）・9/30 ふれあいハイクのため、この時期山行計画を入れないで欲しい、 

  できるだけ参加して欲しい。 ・総会関連 人事；教遭対委員長 岡田→ 

伊藤。全国連からの来賓大沢副理事長の感想「出席率が良い」。総会資料配布を 

早めて欲しい。前年度の会計報告も掲載して欲しい。会計と活動の年度を合わ 

せるべき等の意見あり。各会から出された県連への要望事項は活用したい 

 ・鴨川メガソーラ反対署名 31 名、更なる協力を、 

 ・3/11 第二回山岳自然環境セミナー参加（小林正）；ニホンジカの被害、野生動 

  物の捕獲数（資料配布）等の説明有り 

会長 ・新メールアドレス配信、各自間違いないか確認して欲しい 

 ・ちば労山ゆうの臨時総会、会員は出欠の回答を 

 ・会計報告 最悪監査終了したものが印刷までに間に合えば可     以上 
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山 行 案 内 

4 月の山行予定 

✽青梅丘陵ウォーキング 

日 時：4月 7 日（土）  

担 当：(CL) 山岡 、(SL) 入江・八巻  （雨天中止） 

✽愛宕山～難台山～吾国山（縦走コース）  体力度☆☆ 危険度★     

日 時：4 月１４日（土） 雨天順延 4月 15 日（日） 

担 当：（ＣＬ）畠山 、（ＳＬ）江崎・安田     

  

※4月の山行予定は、3月号を参照してください。 

5 月の山行予定 

✽羽賀場山（７７５ｍ） 一等三角点 ☆☆+★ 

５月はシロヤシオ、ツツジが見ごろです。 

日 時：5月 12日（土）予備日 13日（日） 

集 合：東武新鎌ヶ谷駅 （6時 21分発） 

交 通：（往路） 新鎌ヶ谷‐新鹿沼着 8時 49分 バスで天王橋へ 

    （復路） 上大久保バス停‐新鹿沼駅着（16時 32分） 

         東武新鎌ヶ谷 20時着 

コース： 羽賀場山･･･お天気山 

歩行時間：5時間 5分（登り 3km １時間 50分／下り 3・5ｋｍ 3時間 15分） 

交通費 ：3,000円 

担 当 ：（CL）山口幸、（SL）星田・逢地・井上勝 

✽七面山 1982.4ｍ   ☆☆＋★ 

七面山信仰の聖地を巡り、勤行体験をする。 

日 時：５月１８日(金)～１９日(土)  

交 通 

（往路）：船橋 6:06―新宿(スーパーあずさ 1 号)6:53_7:00 甲府(ふじかわ４

号)8:28_8:44 下部温泉 9:25―(タクシー)―羽衣  

（復路）：下部温泉(ふじかわ７号)15:20―甲府(かいじ 118 号)16:03_16:10 三鷹
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17:37_17:39 御茶ノ水 18:03_18:05 船橋 18:36 

コース：5/18 表参道  羽衣 10:00…敬慎院…七面山頂上…敬慎院 16:30   

歩 程：5 時間 30分(休憩含まず) 

5/19 裏参道  敬慎院 8:00…角瀬(すみせ)12:30 歩程：3 時間 30 分(休

憩含まず)  角瀬―(タクシー)下部温泉 

累積標高差 登り 1590m 下り 1780m 

危険個所：ナナイタガレは縁に近づくと危険、下り厳しい。 

概算費用：14600 円+タクシー 

   船橋⇔下部温泉 7500円(ジパング・往復特急利用)バス 400円+手荷物 200 

タクシー代は人数による 宿泊費 6500 

担 当：（ＣＬ）鈴木か、（ＳＬ）畑中 

✽ 野川公園（奥武蔵）から深大寺へウォーキング 

日 時： ２０１８年５月２０日（日） 

交通：（往路） 新鎌ヶ谷 8：39―船橋 8：52_9：00お茶の水 9：31_9：32―東小金

井 10：04着 

   （復路） 深大寺よりバス 三鷹、調布、吉祥寺が出ている。 

コース：東小金井 20 分…武蔵野公園…10 分クジラ山…15 分野川公園…30分龍源

寺…5分近藤勇生家跡…50分深大寺入口（昼食）10分植物園…バス（14：

30分頃の予定） 

歩行時間：2時間 10分（約 6.2ｋ）  

交通費： 約 2,000円+バス代+２５０円 

入園料：植物園（６５歳以上２５０円） 

担当： CL八巻 SL山岡 

 
✽ 台湾最高峰『玉山 3,952ｍ』登頂と台北 6日間 

５月２１日（月）～２６日（土）＜５泊６日＞ 
  

3,000ｍ級の山が 200座以上もある台湾の最高峰で、中腹にある『排雲山荘』に

１泊して登頂（ご来光と大展望を満喫）します。 

１日あたりの入山人数が制限されており、外国人用特別枠の１日２４名を利用

して、入山日４ヶ月前に１２名（参加者１１名＋現地ガイド１名）で登山申請を行

い、許可を得て実現できることになりました。 

日 程： 

① 5/21(月) 成田空港発 9：25（CI 107）✈台北（桃園空港）着 12：10 ⇒ 

⇒＜専用車＞⇒阿里山（泊） 

② 5/22(火) ⇒上東埔⇒タタカ鞍部（登山口 2,900ｍ）…排雲山荘 3,402ｍ（泊） 

③ 5/23(水)…玉山 3,952ｍ…排雲山荘…タタカ鞍部⇒上東埔⇒＜専用車＞⇒台北
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（泊） 

④ 5/24(木) ⇒十分（天燈揚げ、十分瀑布）⇒野柳（奇岩見学）⇒九份（基隆山、 

老街散策）⇒台北（泊） 

 

⑤ 5/25(金) ⇒台北市内観光（中正記念堂、龍山寺、総統府、忠烈祠、故宮博物   

院等）⇒北投温泉（泊） 

⑥ 5/26(土) 北投温泉街散策（地熱谷、梅庭、普湾寺等）⇒台北（桃園空港）16：   

     00 （CI 106）✈成田空港着 20：30（通関後解散） 

歩行時間： ②約６時間／約８．５ｋｍ  ③約９時間／/約１３．３ｋｍ 

費 用： 約２１万円  

担 当： CL安彦秀夫  TEL：０９０-５８２７-０５７１ 

備 考：現地での移動は、全て『専用車』です。 

※11名で全て(飛行機、ホテル、食事、専用車、ガイドなど)を手配済みです。 

✽地 図 読 み 現 地 講 座   

日 時：5月 6日(日)     場 所： 佐野―唐沢山 

集 合：新鎌ヶ谷駅 7:00   講 師：菅谷 

持ち物：昼食・コンパス 

６月の山行予定 

✽鶴寝山（1368m）松姫峠から小菅の湯へ  体☆ 

富士山と雲取山の眺望がよく、巨木巡りのハイキングで多様な巨木に会える  

日 時：６月２日（土）  

交 通 

（往路）：東武鎌ヶ谷駅 5:20－船橋 5:30_ 5:40 お茶の水 6:12_ 6:15 高尾

7:31_7:47 上野原 8:08  

（バス）：南口１番線 8:32（１日１本）松姫峠着 10:19  1430 円  

コース：松姫峠登山口 1250m･･･鶴寝山 1368ｍ･･･山沢入りのヌタ･･･大マテイ山

1409ｍ･･･棚倉小屋跡･･･高指山 1274ｍ･･･モロクボ平･･･小菅の湯（解散     

とします）    ※歩行時間 約 3時間 30分 

小菅の湯 からのバス  

 ・１４：４１－１５：４１大月 １１００円 

・１４：４５－１５：４０奥多摩 ９８０円    

・１５：２５－１６：４７上野原 １１６０円 

・１６：３２－１７：５４上野原 

・１７：４５－１８：４０奥多摩 

概算費用：休日おでかけパス 2670 円＋バス代約 2600 円＋ 風呂代 620 円 

担 当： （ＣＬ）松本、（ＳＬ）高見 菅原 村上 
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✽森吉山    ☆＋危技★   往復ゴンドラ 

大パノラマの展望 花の百名山 

日 時：  6月 30 日（土）～ 7月 1 日（日） 

交通：（往路）東京 10：20―上野 10：26―大宮駅 10：46（こまち 15号）―13： 

28 角舘 13：58（秋田内陸縦貫鉄道）－阿仁合 15：20      

送迎  ホテルフッシュ 

  （復路）  （下山）14：30 送迎－15：00－阿仁合 解散 

※参考 阿仁合 15：28－角舘 16：34こまち 28号 16：58発－東京 20：04 

コース：宿から車３分送迎…阿仁ゴンドラ 20分…石森…森吉山…山人平…向岳（森

吉山）…石森…ゴンドラ 

登り 宿出発 8：15…ゴンドラ 8：30 発    

登山開始 9：15…山人平 11：30～12：00 

下山 ゴンドラ上乗り場 14：00着     ゴンドラ 20 分 14：30着   

歩 程：標高差 294ｍ 登り（115 分）、下り（105 分） 計 220分  

エスケープルート：無し 

山頂から山人平まで雪渓の見晴らしがよくない時は行かない。 

危険個所： 山頂直下、残雪の急斜面要注意 

      ※アドバイス（装備等）： 心配な人は軽アイゼン   

交通費概算： ４日間大人の休日クラブパス 15000 円（5/30 から売り出し）   

ゴンドラ往復：1800 円  秋田内陸鉄道 1000 円×2     合計 17800 円 

宿泊費：ホテルフッシュ 018-682-3155 10800 円のところ 9800 円     

その他：昼食：宿で昼おにぎり注文可能 

3/17 電車ダイヤ改正あり   

雨天中止：3～4日前決定 

担 当：（ＣＬ）村田、（ＳＬ）山脇 石塚 

県連予定行事 

4月 7日（土）雪上技術講習・・・谷川岳マチガ沢出合 

6月 10日（日）初級登山講習・・・栃木県鹿沼市・（岩山） 

✽第 20回 県連ウィークデー山行（ハイキング委員会） 

4月 12日（木）宝篋山 日帰り バス利用  雨天決行 

✽ふれあいハイク （大楠山） 

9月 30（日）バス 鎌ヶ谷市役所発 7:00  費用：4,500円∕人  
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2018 年 公民館ふれあいまつり 

2 月 24日（土）～25日（日） 

四元一成 

 

今回の“ふれあいまつり”はキリマンジャロ登山と創立 40周年記念行事

を中心に開催しました。目玉はチラシの作成と DVDの作成です。 

 

１． 東葛山の会のチラシの作成 

初めて東葛山の会の入会案内のチラシ作成と配布を行いました。初めての経験でし

たが、挑戦することにしました。ハイキングの募集を載せたらどうかとの意見が有

りましたが、時間が無いので断念しました。来年以降の参考に、公開ハイキングを

４月～６月に設定し、その募集を“ふれあいまつり”の日にも設けたら、チラシの

ＰＲ効果が上がるのではないかと思います。 

チラシを 300 枚作成し、2 月 18 日(日) 13 時から 30 分間 150 枚を公民館のチラ

シと一緒に、イトーヨーカ堂の入口３か所で配布しました。北風の吹く、寒い中で

した。お客様が少なかったので、地下駐車場のエレベーター前に全員集合して配布

しました。暖かく、お客様も多く、30 分間でノルマ？を消化しました。最後に、

コーヒーショップでおしゃべりして帰りました。ご苦労様でした。残りのチラシ

150 枚を 24日と 25日に配布しました。 

 

２． DVD の作成 

前回までは、既成の DVDを放映していましたが、会員作成の DVD を放映したら

どうかとの意見がありました。それで、ニュージーランドトレッキングの DVD の

作成を井上（順）さんに依頼しました。好評でした。有難うございました。 
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３． ワカメの販売と渡辺實さんの人形の販売 

ワカメ販売は今年で 5回目です。「昨年は 600 円でしたね！」と値段を覚えていた

何人かのお客様がおられました。少し、嬉しくなりました。 

今年は、販売場所を初めから事務所の前に設けることができて、完売できました。

場所が良く、また、販売を担当してくれた伏見さん達の完売への必死の執念と奮

闘・努力の賜物と思います。また今年は値段を 500 円にしたので、スムースに販

売できました。 

まさか１日目で、200 個売り上げるなんて！ 

（日曜日の分が無くなると、少し心配になりましたが？！） 

日曜日、販売の手伝いに来られた人達には、手持ち無沙汰で済みませんでした。 

 

販売数     200 個  

総収入     200 個×500 円＝100,000 円 

県連へ（支払） 360 円×200 個＝72,000 円 

会の収入 100,000 円－72,000 円＝28,000 円 

※28,000 円が会の収入になりました。 

 

また、途中から、サプライズで渡辺實さん作成の人形の販売を行いました。評判が

良く、3,200 円の売上げが有りました。全額、会に寄付して頂きました。有難うござ

いました。 

 

４．“ふれあいまつり”の来場者数と参加団体数 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

3178 人 3328 人 3198 人  3197 人 

64 団体 61 団体 73 団体 78 団体 

 

５．東葛山の会 延べ参加人数 78 人  参加人数  41 人 

大勢の来場者の皆さんに会の活動が理解されたと確信しました。 

事務局の皆さん、約 3ヵ月間、6回に及ぶ準備の会合、設営と 2日間の展示の案内

等のご尽力に感謝します。 

また、会員の皆さんのワカメ販売・設営等の協力で、賑やかに開催することが出来

ました。大変有難うございました。 
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花見ハイク(まつだ桜まつりと曽我梅まつり) 

山口 洋子  

２０１８．２．22（木） 

参加者：山口(洋)、村上、前田(延)、池谷 

北川、松本、小林(和)、高見、鈴木(か)、井上(勝)、山脇、前田(節) 

    菅原、小林(正)、山口(幸)、高木、高野 

 

 目覚まし時計で起きた朝方 4 時 50 分。まだ暗闇の中、上空から舞うような

綿毛？えつ、目を凝らして見ると・・ゆき？雪！では・・もしかしたら、満開

の桜に雪？白い雪畑に梅？でも寒いかな。 

 空も白み始めて、新松田行きの電車には全員が揃う。9時過ぎ、松田山に向

かう頃には雲間からほほえみの光も。去年は 2 月１４日頃満開だった河津ザク

ラが、今年は冬の寒さでちょうど 1 週間遅れの今日、私達を満開で迎えてくれ

た。河津ザクラはサクラの一品種。ヒカンザクラと早咲きオオシマザクラの自

然交配種とみられ、静岡県の河津町で昭和 30 年に発見されたそうだ。 

私達は「今が一番きれいな時だね」と喜びながら河津ザクラの遊歩道を上っ

た。その一番先の高台は富士見絶好地なのですが、本日は富士山お隠れの日。

矢倉岳、駒ヶ岳など箱根連山が精いっぱいの姿を見せてくれている。 
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本日２つめの花見、あぐりパーク嵯峨山苑へ。黄色い菜の花とピンクの河津

ザクラの段々の山を思い思いに一まわりして、見晴台でテｲタイム。帰り道、

園内を走るふるさと鉄道が満員の大人のお客様を乗せてサクラのアーチの中

をゆっくりと走っていく。「俺たちも乗りたいね」誰かがつぶやいていた。 

（ほんと、私も乗りたいな） 

 欲張りハイク３つめは、曽我梅林。本物の電車に乗っ

て、下曽我駅へ。 

３５０００本の白梅の中に紅梅やしだれ梅。曽我氏ゆか

りの寺、法連寺前を通り三々五々見晴台へ。 

高台に上って行くと、曽我の里は白梅の海原のようです。

相模湾が広がり、真鶴半島や伊豆半島が見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

帰途の新松田駅ホームから、松田山と嵯峨山が見えました。「あのピンクに

そまっている２つの山に登って来たんだね.」 「そだね～」 

 寒い冬の日ハイクでしたが、一足早く春を吸い込んだ一日になりました。 
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会山行 『たかつえスキー』 

日 程： 2月 27日（火）～3月 1 日（木） 

場 所： 南会津たかつえスキー場 

参加者： ＣＬ井上（順）・ＳＬ池谷/現地指導・ＳＬ畑中・岡部・菅谷/現地指

導・ 

    北川・安田・江崎・石塚・嶋本・菊池・羽鳥・山口（洋）・清水・菅原 

費 用： 約 25,000円（東武トップツアーズ平日 2泊プラン料金＋飲み物） 

 

鎌ヶ谷駅 6 時 59 分に乗り、柏乗り換えで春日部に…。春日部から 8 時 33 分

の特急きぬ１０７号で会津高原尾瀬口へは 10 時 45 分に着きました。スキー場

の送迎用シャトルバスに乗せてもらい 30分位でスキー場に到着です。昼食は移

動中に各自済ませていたので、チェックインと着替えを済ませて 13時にはゲレ

ンデに集合できました。 

初心者の石塚さんと菅原の二人は池谷指導員のレッスンからスタート、私は

30 年ぶりだったので見学のつもりの参加でしたが、先生のわかりやすい説明と

丁寧なレッスンのお陰でだんだん楽しめるようになっていました。二日目には

リフトを乗り継いで山頂まで足をのばせたので、去年オサバグサの時期に登っ

た帝釈山と田代山や燧ヶ岳に会津駒ケ岳から越後駒ケ岳まで素晴らしい雪山展

望を満喫できました。 

スキーは疲れるものと思っていましたが、スキーに乗れたときの爽快感を初

めて体験できたことは自分でもびっくりしています。大勢でのスキーは初めて

でしたが楽しかったです。 

三日目は雨のため予定を早めて帰ることになりましたが、充実した内容でし

た。企画して下さった係の皆さんお疲れ様でした。 

皆さんお世話になり有難うございました。 菅原 恵子 
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沼津アルプス半分、会山行 

   小林 正人 

日 程：２０１８年３月３日（土） 

参加者：北川・松本・加藤・岡部・前田（延）・村田・間瀬・鈴木・三橋 

永木・菊池・猪狩・井上（勝）・星田・蓮見・菅原・山口（幸）・ 

前田（節）・梅田・小林（正） 

 

新幹線コースと在来線コースの二通りで行く計画でしたが、結局新幹線利用

は私一人だけでした。 

人は歳を重ねると思い込みの度合いが強くなると言われますが、やってしま

った!! 昨年の 11月下見に行っていながら…。7時 46分発のこだまがインプッ

ト、船橋 7時で OKと思い込んでいたが、実は東京駅 7時 26 分発でした。こだ

まは 30 分間隔、１本遅れで追いかけましたが、沼津着は 9 時 05 分。皆さんの

バスは 10分前にすでに出たあと。タクシーで登山口の黒瀬バス停へ（近くでよ

かった）。トイレや準備する香陵台へ急ぐ。合流できました（待っていてくれた？）

本当にすいませんでした。 

いざ・・・香貴山 193ｍ・・・八重坂峠・・・横山 183ｍ・・・横山峠。ここ

でちょっと北川さんが下山することになり、私が一緒にバス停に。それから折

り返しました。徳倉山 256ｍへ、皆さんはちょうど富士山を仰ぎながら昼飯です。

そこで合流できました。天気も良く周りにみかんもあり楽しい時間でした。志

下坂峠・・・志下坂より下山・・・志下公会堂前バス停 14時ぐらいに到着。 

低山ですが、急登・急坂の繰り返し、私には充分な山行でした。沼津アルプ

ス全山縦走となると、後に鷲頭山 392ｍ、大平山 356ｍとなります。予定通りの

下山時間になりました。下見の際は富士山を仰ぐことなく終わりましたが、今

回はバッチリ。そして駿河湾

の光る海でした。担当の前田

節子さん、梅田さんと私と松

本さんはまっすぐ帰りました

が、他のメンバ-15人は沼津港

に行き美味しい時を過ごした

そうです。 

 追記 話によると昔会山行

で全山縦走したと聞きました、

凄いですね。 
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谷 中 を 歩 く 
 

◆日 時：3月 23日(金)10時～15時頃 

◆参加者：北川、高山、山岡、八巻、松本、池谷、井上(勝)、小林(正)、鈴木（か）、

前田(延)、前田(節)、前田(悟)、三橋、山脇、高木、羽鳥 16名 

 

日暮らしの里と呼ばれし街並みを面影さがし漫ろ歩きす 

富士見坂ビルの隙間にその雄姿見せぬ日もあり桜花咲く 

坂と寺多き谷中の街中は桜開花し青空に映え 

圧巻は朝倉文夫彫塑館つかの間の時心洗われる 

一休み昭和レトロのポスターを飾りし酒屋の往時を偲び 

ちょと抜け近き菩提寺お参りに谷中歩きの粋なひとこま 

 

青空に枝垂桜が咲き誇り谷中の寺は淡く色づく 

コロッケを頬張りながら漫ろ行く谷中銀座をシニア仲間ら 

著名人多くが眠る墓所巡り桜に染まり妙に華やぎ 

霊園のさくら通りの老木は今年も忘れず花道飾る 
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おすすめの（山の）宿 

髙木 保 

 

同年輩の友人とふたり、500ｋｍ余の夜行運転をして、鳥海山と月山への山旅

をした。何の前知識も持たずに小雨の中、登っていくと大きな雪渓と出会った。 

手の悴みもあってか、軽アイゼンのゴムが硬くて着けられない。霧で先が殆

ど見えない薄暗い雪面を、先達の足跡をたどりながらゆっくりと進むと、暫く

して道標となる紐が見つかり、漸く雪渓を渡りきることができた。その後 急

登の坂を過ぎたころ、やっと雲が動き花々と尾根道が見えてきた。 

友人に頼りっきりの無謀な登山をしていたものだ。下山には綺麗な青空のな

か、たくさんのコバイケイソウといくつもの雪渓を眺められた。こんなに長か

ったのかとおもう雪原を、アイゼンをうまく履けて、駆けるようにくだった。 

登山口駐車場から車で 30分ほど、湯の台温泉・鳥海山荘（公共の宿）酒田市

草津字湯の台がある。リゾ

ートホテルのような立派な

建物だ。 

ほっこりとしたお湯、地

産料理、酒どころ庄内「の

みくらべセット」、食材の説

明をしながら暖かいものを

出してくれるスタッフがや

さしい。夜の野天風呂から

は黒々と鳥海の山塊、星空、

遠くに小さく酒田の明かりまでも望める。 

寝不足と山登りの疲れで、物干し場と化した広いきれいな部屋で、ふかふか

布団に潜り込み、明日の月山登山に向け深い眠りにおちた。 

いま考えてみると、風呂とか、食べたものとか曖昧にしか思い出せないが、

人情味のある「おもてなし」が心にのこる宿である。 

 

5月号は伏見純子さんにおねがいします。 

 

 

 

 



18 

 

 ちょっと一言 

「イレーヌ」嬢に逢いに行ってきた。 

TV 日曜美術館で紹介された「至上の印象派展ビュールレ・コレクション」での

この絵のために作曲された曲の旋律が頭から離れず、雨の日を選んで出掛けた。

少女の目、肌、髪の毛、重厚なバックの色。（ルノワール作）  

そして戦争前後のビュールレの収集の状況と作品の多さ。圧倒されて“すご～

い”の一言。印象派からシュールまでの流れがわかり、構成がとてもいい。 

日本初公開の作品（例えばセザンヌの赤いチョッキの少年など）がかなりあ 

った。６０年もの昔になるが、「松方コレクション」を観たときの衝撃も大き

かったが、今回の凄さには格段の差があった。 

皆さん、是非ご覧になることをお勧めします。 

５月７日まで。国立新美術館にて。 

出来るだけ最終日に近づかない、平日の天気の悪い日がおすすめ。 

 （ 井上勝代 ） 

「スキーってそんなに面白いですか？」 

先日、畑でお会いした東葛の仲間に聞かれました。 

雪国育ちでしたのでスキーは身近の存在でした。でも学校のスキー授業は楽し

くありませんでした。スキーを履いて歩いたり、スキー遠足だったり。訓練に

近い感じでした。縁遠かったスキーが身近になったのは４０歳半ばで札幌に単

身赴任したのがきっかけでした。 

３０年ぶりに後輩たちに誘われてスキーをやりました。リフトに乗るのも初

めてのことでした。パウダースノー、用具の進歩に助けられ滑ってみたら「曲

がれる」ではないか！これは感動的でした。ふた冬の札幌生活でしたが休日は

天気が良ければ市内のスキー場に出かけました。あれから２０年。札幌で買っ

た長いスキーを還暦の時にカービングに変えて今に至っております。 

仕事の時間的制約から解放された昨シーズンから冬場はスキーの時間が広が

りました。今年も「計画書」を出すのが恥ずかしいくらい出かけています・・・。 

基本は「安全第一」。腰を労わりながら仲間の皆さんと滑っています。 

「下り」ばっかりでなく「登り」もそろそろ始めなければと思いつつも、まだ

志賀高原が残っておりますので・・・。 

ワックスをしっかり効かせ初滑りキロロゲレンデ新雪が舞う 

（ 羽鳥健一郎 ） 

5 月号の担当は、山脇さんと梅田さんです。（4月 18日頃をメドに、原稿を高山

宛メールにて送付お願い致します。） 



19 

 

山の唄考（3１）「山への祈り」 

 

 あの忌まわしい事故はわずか１年前の出来事だったのだ。那須で雪山訓練中の高校生

たちを襲った雪崩は、７名の生徒と１人の教師の命を奪った。2017年3月27日のこと、

たった１年前のことだったとは！ 

齢を重ねると掌を合わせたり黙祷したりする機会が増える。最近は特に感じるように

なった。 

「山への祈り」は作詞・薩摩忠 作曲・深井博により 1962 年に作られた曲である。

薩摩忠は東京出身、慶応大卒で堀口大學・藤浦洸に師事し、詩人として代表作は昆虫詩

集「蝶の道」、「海の誘惑」は室生犀星詩人賞受賞、他に児童文学の翻訳やエッセイ等で

活躍した。2000 年に 69 歳で没しているので去年の遭難事故は勿論、東日本大震災も知

らない。本人が山に登ったかどうかは定かではないが、冬山遭難のニュースには接して

いたであろうし、身近な人の遭難体験があったかもしれない。 

今聞いて、この唄が去年の雪崩遭難事故を踏まえたかのようにあまりにも相応しく感

じられるのは何故だろう。あまりにも若く多くの命を失わせてしまったやり場のない怒

りと無念。鎮魂と哀悼の祈りを捧げることしかできないこの身が疎ましく覚える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単純なメロディーはいかにも山の唄らしい。短い詩句もすぐに覚えられる。山の唄の

代表的なパターンだが、その割にはこの唄はあまり知られていない。 

我が子を奪われた親御等は、１年を経ても癒されることはないに違いない。事故があ

って、歌が思い出されるのは嬉しいことではないが、事故を忘れないように歌がうたい

継がれることは将来の安全登山や癒しのために少しは役立つのではなかろうか。 

 桜の咲く頃に、この事故はこの先幾たびも思い出されることであろう。そして遭難事

故が起きるたびに、また教訓が活かされなかったと言われ続けることであろう。今年の

桜は開花が早く 4 月を待たずに、あたかも忌日に合わせたかのように満開となってくれ

た。山野は新緑に満ち、花盛りの山道はハイカーには楽しく、生命を精一杯生きる我々

を歓迎してくれる。さあ！涙を拭って歩き出そうではありませんか。 

 

１．雪のはだにそっと 耳をあてれば 

  美しい歌が きこえてくる 

  山の胸にねむる いのちの声か 

   

２．雪の中の谷間 岩のほとりに 

  つつましくゆれる 白い花 

  山の胸にねむる いのちの姿 

   

 

３．雪もとけて山に 春がめぐれば 

  ひとすじの煙 立ちのぽるよ 

  山に別れを告げる 

  いのちのこころ 
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編 集 後 記 

 

先日、谷根千ウォーキングをした。このウォーキングでの心配は、どこで昼食をとる

かだ。山行案内には「デニーズ」と書いたが、デニーズのような大勢が入れるレストラ

ンは日暮里駅近く行かないとない。予定したデニーズは混んでいて順番待ちだろうと予

想できた。 

参加者に事情を話し、コンビニでおにぎりや弁当を買ってもらい、西日暮里公園で食

べた。桜の花の下での昼食は、気持ちが良かった。 

夕やけだんだん・谷中銀座商店街には、いろいろな店が並んでいるが、食堂らしきも

のがない。観光客があっちの店、こっちの店と覗きながら楽しそうに歩いている。私も

コロッケを買い、歩きながら食べたが美味しかった。コロッケを歩きながら食べるなん

て鎌ヶ谷ではできないことだが、ここ谷中では平気で出来るし、一度食べたいと思って

いた。 

やはり、谷中にはしゃれたレストランは似合わない。庶民的な、昔ながらの街並を大

事に保存しているから、大勢の観光客が集まるのだと納得した。（ｙ）                  

 

昨年 12 月から活況を呈したゲレンデも、3 月後半になってからの急激な暖かさで雪面

がシャーベット化し、一部を除いてシーズンの終わりを予告している。登山とスキー。

両者を楽しむ人達は多い。ゲレンデスキーに的を絞れば、山の中の大自然を相手に滑る

とは言え、設備環境は都会生活の便利さの延長線上にある。山小屋を転々と渡り歩く縦

走などと比較すればその違いがよくわかる。冬の一時期、登山の厳しさから身を引き、

便利で恵まれた環境の中で、重力に逆らわず適度なスピードで滑る爽快感は、気分・体

力をリフレッシュし、春からの行動に備えるための気分転換になる。この似て非なる両

者だからこそ、「登山とスキーは相性が良い」と言われる所以かも知れない。 （順） 

 

 

 

 

原稿作成要領 

用紙設定 Ａ4 

余  白 上下左右 30ｍｍ 
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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＞桐生、鈴木か、前田せ、高木 

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。 
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