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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

4 月号は桐生千恵子さん、5月号は村上和子さん、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     

黄金色の花を咲かせる福寿草は、おめでたい福を呼び、そして「寿」は

“ことほぐ” “お祝いする”という意味で、もともとの漢字「壽」は“長生き”

を意味するそうです。 

 “幸福”と“長寿”の花「福寿草」。春と共にあやかりたいものです。 

                         ～岡部千恵子～ 

            

 

 



日 曜日 　3　月 日 曜日 　4　月

1 金 1 月

2 土 2 火

3 日 3 水

4 月 4 木

5 火 5 金

6 水 6 土

7 木 7 日

8 金 8 月

9 土 9 火

10 日 10 水

11 月 11 木

12 火 12 金

13 水 13 土

14 木 14 日

15 金 15 月

16 土 16 火

17 日 17 水

18 月 18 木

19 火 19 金

20 水 20 土

21 木 21 日

22 金 22 月

23 土 23 火

24 日 24 水

25 月 25 木

26 火 26 金

27 水 27 土

28 木 28 日

29 金 29 月 昭和の日

30 土 30 火

31 日

1

　予定表　2019年　3月 ・4月

　　会報部印刷（3月号）

　第一例会（18:00～

山行部会

三つ峠山

　愛宕山～難台山～吾国山

　　　神成山（県連）

※2019年5月の予定　　　　★6月30日（日）東葛山の会の総会です。

会報部印刷（4月号）

　　　　　飯盛山

山行部会

　　カラー印刷（加藤宅）

第二例会

カラー印刷（加藤宅）

平標山・坂戸山（一泊二日）

　★5/12（日）鳴虫山  ★5/18（土）箱根旧街道ウォーキング・予備日5/19（日）

　★5/26（日）～5/27（月）笠取山（一泊二日）

　★5/8（水）第一例会は18：00からです。

　　会報部印刷（5月号）

小倉山ウォーキング

　和紙の里ウォーキング

　　　編集会議

編集会議

　　　和紙の里予備日

　　　　第二例会

鳴虫山説明会（19：00～21:00）

春分の日

　例会後愛宕山他の説明会

　　オーストラリア登山

第一例会
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例会報告 

第一例会出席者         2018/2／6   43名 

手塚、安彦、松本、加藤、桐生、村上和、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、猪狩、羽鳥、井上勝、梅田、逢地、前田節、

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 

第二例会出席者         2018/2／20   38名 

安彦、松本、加藤、桐生、村上和、八巻、伏見、高見、前田延、村田、入江、

間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、池谷、永木、石塚、猪狩、羽鳥、       

井上勝、山脇、梅田、逢地、前田節、赤塚，菅谷、星田、山口洋，蓮見、菅原、

小林正、山口幸、清水、高木、金子 

 

 

 

 

2019年1月山行報告

山　　名
ジャン
ル 　日

山行
区分 人数 参加者

愛鷹山塊　　黒岳　 ハ 4 個 6 山口幸、山口洋、菅谷、江崎、安田、井上順

芦ヶ久保「氷柱」と横瀬町札所巡り（下見） ウ 8 個 2 松本、羽鳥

富良野スキー 雪 10～13 個 3 羽鳥、池谷、井上順

富山 ハ 12 会 9
松本、前田延、星田、山脇、加藤、高見、三橋、
井上勝、村田

宝篋山 ハ 12 個 7 桐生、村上、小林和、伏見、五十嵐朝、嶋本、菊池

大楠山 ハ 16 個 2 前田悟、前田節　　（ツアー参加）

鳴虫山（栃木の山150）（下見） ハ 17～18 個 1 安彦

だいくらスキー場 雪 18 個 4 安田、井上順、嶋本、菅谷

西湘二宮の吾妻山ウォーキング ウ 19 会 26

羽鳥、小林正、松本、加藤、桐生、村上、八巻、小林和、
伏見、高見、前田延、村田、高山、鈴木か、五十嵐朝、
池谷、菊池、山脇、梅田、逢地、前田節、星田、山口洋、
前田悟、高木、五十嵐幸

シダンゴ山　（下見） ハ 22 個 3 山口洋、高見、前田節

房総ロングハイキング ハ 26～27 県 10
羽鳥、安彦、加藤、桐生、八巻、伏見、高見、五十嵐朝、
山脇、小林正

阿仁スキー場・森吉山 雪 26～28 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

妙高高原　スキー 雪 29～31 個 3 池谷、羽鳥、井上順　　他1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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2 月例会議事                    

第一例会   2 月 6 日（水）              司会 山行部 間瀬 

☆ 1 月山行報告（ P2 参照 ） 

計 13 件、下見山行以外の報告あり。スキー4 件は雪質の良さを発表、他は天候様々

であった模様。 

注意※つくば駅から宝篋山へ：バスの時刻変更、ネット上では改訂されていない。 

☆ 山行案内 

 2/7-9 オグナほたかスキー場（池谷） 11 名参加、新宿よりバス。 

 2/16 大山（五十嵐） 9 名参加。 

 2/17  三浦アルプス（加藤） 20 名参加。「別ルート行きの人は連絡ください」 

 3/4  飯盛山 雪山体験（猪狩） 第二例会で最終確認。今日現在雪無し。 

ｽﾄｯｸ 2 本持つ事。帰路のジパング切符購入難なので、往復切符を買う。 

3/23 和紙のふるさと小川町（東武健康ﾊｲｷﾝｸﾞに参加）（入江） 特になし。 

3/30-31 平標山・坂戸山（菅谷） 15 名弱 雪山経験のため 1 日目の坂戸山だけ

でも参加可。 宿予約最終確認のため、3 月第一例会で参加確約する。 

3/31 小倉山とザゼンソウ ウォーキング（松本） 3 月第一例会で募集する。 

4/7  三つ峠（松本） 集合場所を「三つ峠駅」とした。 

4/14 愛宕山～難台山～吾国山（会員外参加募集）実施山行（菅谷） 

   4/3 20：00 より一般参加者説明会、（例会会場で：委細後記） 

☆ 県連予定 

4/11 県連ウィークディ山行 群馬富岡アルプス：神成山（羽鳥） 参加締め切り。 

   参加者最終確認で 29 人となり、鎌ヶ谷発からは定員（25 名）オーバーの 

ため大型バスに変更（3/2 ﾊｲｷﾝｸﾞ委員会で決定する） 

2/21 県連代表者会議 （総会の無い年に代表者会議ある） 

3/8-15 海外登山 オーストラリア最高峰「コジオスコ山 （2228ｍ」登頂と 

世界遺産「ブルーマウンテンズ」ロングハイク（安彦） 

2/12 船橋西部公民館で参加者説明会を行う。 

☆ 各部報告 

・事務局（四元） 新入会： 笹さん 3 月より入会する。他 1 名は非入会の意思。 

公民館まつり 22 準備から 23-24 ワカメ販売等協力お願いする。（200 ケ） 

4/14 の会山行のパンフ配布行う。 

・会報部（梅田） 「やまびこ」2 月号 渡邉實さんの追悼記事多く頂きました。 

お礼申しあげます。3 月号原稿よろしく。 

・山行部（菅谷） 2/13（水）山行部会 5 月山行検討、3 月海外登山と重なるので、

6 月「守門岳」の山行検討行う。  山のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに関する本を購入する。 

アンケート依頼（永木） 2/13 までに提出お願いします。 

・県連 （羽鳥） 千葉ニュース記事にかんして：事故報告ほか内容説明。 

4/6  雪上訓練（谷川岳） 3/17 締め切り。 

☆その他（安彦） 公共施設利用受付が 4 月から変わる。（インターネット） 

     第 1～3 週の水曜日を例会として、登録していたが、新たに第 4 週月曜日



4 

 

（10：00～12：00）を定期利用として優先登録できるようになった。 

     例会（2 時間）開始時間の検討について：多く意見を求める。 

※ 4/3 第一例会：18:00～20:00（20:00 から 4 月山行一般参加者説明会） 

5/8 第一例会：18:00～20:00（20:00 から 5 月山行一般参加者説明会） 

 

第二例会   2 月 20 日（水）               司会 山行部 間瀬 

☆ 山行案内 

 3/4  飯盛山（伏見）今日現在雪無し、雪の状況を見て参加者に連絡。 

（猪狩）一週間前の天気予報みて、雪が無ければ中止とする。 

 3/23  和紙のふる里小川町（東武健康ハイクに参加） 

（入江）3 月第一例会で参加確認。SL 三橋さん都合悪く八巻さんに変更。 

 3/30-31 平標山・坂戸山（菅谷） やまびこ記述通り。 

3/31  小倉山とザゼンソウ ウォーキング（松本）3 月第一例会で出欠確認。 

4/7  三つ峠（松本）3 月中に決定。三つ峠（富士急）駅集合、3/18 下見に行き 

歩行時間などをみてコース等の変更もある。 

4/14 愛宕山～難台山～吾国山（菅谷）3 月中に出欠。4 月第一例会後に一般 

参加者の説明会をして決定とする。会員の参加協力をお願いしたい。 

☆ 県連予定 

4/11 神成山（羽鳥）参加者＝当会だけで 29 名、21 日ﾊｲｷﾝｸﾞ委員長に大型バス変

更を要請する。次回報告する。 

4/6  雪上講習会 参加希望者の確認 → 参加者ナシで報告する。 

☆ 各部報告 

事務局（四元）「ふれあいまつり」準備終わった。2/22 設営協力：男性 9：30～ 

女性 10：00～ 23 日 9：30～ 24 日 9：00～ 2/13 ﾛｯｶｰ抽選会。 

山行部（菅谷・永木）①来年度会山行について：一覧表配布(キツイ山少ない) 

『行きたい山 5 つ、担当しても良い山 3 つ』を 3/20 迄に提出してください。 

②個人カードの改訂：6 月総会以降の実施 ③「登山の運動生理学とトレー

ニング学」本を購入した。借入希望者は申し出てください。 

会報部（梅田）「ふれあい祭」記事を募集。「山の宿」「知恵袋」なども発表願う。 

 県連（羽鳥）明日「合同会議」①決算と予定 ②会員減少について重点的に話あう

（18.11 月末 696 名－前年比△58 名） 

（小林）自然保護委員会 ｸﾘｰﾝﾊｲｸなど参加者少ない。（前年度当会 0 名） 

参加協力を希望する、19 年は 5/25 予定。 2/27 鴨川ﾒｶﾞｿｰﾗｰ現場 

☆ その他（安彦）合同会議の案件について、意見募集。魅力ある会運営について： 

     会員のニーズに答える山行の実施、例会の定期開催と充実、会報の内容と

毎月発行。を説明発表する。（数件意見あり：当会の優れた活動内容） 

7/6－15 海外登山 中国 大姑娘山（タークーニャン）ﾌﾞﾙｰﾎﾟﾋﾟｰ 

6/30 総会予定。 

4/3 第一例会 18：00～20：00 5/8 第一例会 18：00～20：00、ﾃｽﾄｹｰｽと 

して総会まで 2 回試してみて時間改正を視野に入れる。     以 上 
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山 行 案 内              

３月の山行予定 

✽ 飯盛山（1643ｍ）雪山体験 （体☆・ 危険 特になし）  

日 時： 3月4日（月） 

担 当：(ＣＬ) 猪狩、（ＳＬ）渡邊・伏見・清水 

 

✽和紙のふるさと小川町の里山に触れるハイキング(カタクリの花) 

東武健康ハイキングに参加 

日 時：3月23日（土）  予備日24日（日） 

担 当：(ＣＬ) 入江 、(ＳＬ) 八巻 

                                    

✽平標山・坂戸山 （きつい山・体☆☆・危技★） 

日 時： 3月30日（土）～3月31日（日） 荒天中止 

担 当：（ＣＬ） 菅谷、（ＳＬ）桐生・永木・菊池 

 

✽小倉山とザゼンソウ ウォーキング 

日 時：3月31日(日)   雨天中止 

担 当：（ＣＬ) 松本、(ＳＬ)三橋 

 

 

４月の山行予定 

✽三つ峠(1,785ｍ)  ややきつい山 （体☆☆・危険★★）  

展望と桜を楽しむ 

日 時： ４月７日（日）     集合場所：三つ峠駅 (富士急行線) 

交 通 

（往路）①東武線新鎌ヶ谷 5:03―船橋 5:15_5:25―お茶の水 5:57_6:12―立川

6:48_6:5 3―大月 7:48_7:52―三つ峠 8:21 

    ②北総線新鎌ヶ谷 5:17―東松戸 5:23_5:28―西国分寺 6:32_6:45―立川

6:51_6:53―大月7:48_7:52―三つ峠 8:21 

三つ峠駅～だるま石・・・タクシー 

（復路）下吉田―往路 

コース：だるま石…１６０…山頂(開運山)…２５…木無山…９０…霜山…９０…下吉田   
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歩 程：６時間０５分  標高差(登り８５０ｍ、下り 1,000ｍ) 

エスケープルート：だるま石に下山 

概算費用：約 5,800円   (休日キップ＋富士急・タクシー実費・他)  

担 当：（ＣＬ）松本、（ＳＬ）山口(洋)・菅原  

 

✽愛宕山～難台山～吾国山（茨城） （☆☆） 

   「山行のおさそい」（会員外参加募集）実施山行 

日 時： ４月１４日（日）  

交 通： 集合 6：15 （柏駅改札外側） 

（往路）：柏駅 6：32－岩間 7：38_7：50－タクシー－愛宕山登山口 8：15 

（復路）：福原駅15：54－友部駅 16：15_16：20－柏駅 17：37 

コース： 登山口…南山展望台…団子石峠…難台山山頂…道祖神峠…登山口…福原駅 

   8：30  9：30    10：00  11：00  11：40昼食 13：30  14：30 

歩 程： 累計標高差又は標高差 ・登り（約 700ｍ）、下り（約 950ｍ） 

山の特徴： 低山だが細かな上り下りがあり、時間もかかる。ちょうど花の時期にあ

たり、桜やカタクリの花もみられる。 

アドバイス（装備等）：  春の寒さに注意 

エスケープルート： 団子石峠、道祖神峠で舗装路を横断。タクシー利用可。 

交通費概算： 3000円（タクシー料金含む） 

その他： 昼食：１食分     

担 当：（ＣＬ）菅谷 、（ＳＬ）赤塚・安田 

※4月 3日（水）第 1例会後 20:00～説明会  

 

5月の山行予定 

 

✽日光：鳴虫山    （☆☆・★） 

「山行のおさそい」 （会員外参加募集） 実施山行 

 

駅から歩き始め、ツツジを愛で、木の間から男体山、女峰山、赤薙山を望み、日

光の街並みを見下ろし、春の風を感じながら歩きたいと思います。 

日 程：５月１２日（日）＜日帰り＞ 

集 合：東武新鎌ヶ谷駅改札口前 午前5時15分 

交 通 

（往路）新鎌ヶ谷 5:26（大宮直通）→春日部 6:29_6:44→南栗橋 7:01_7:02→東武日光

8:16 

（復路）東武日光発 16:00、16:28、17:32、18:13など 

※往復共に、春日部～東武日光には直通普通電車はありません。 
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ハイク：  

東武日光駅（トイレ）534m…登山口…天王山 620ｍ…神主山 842ｍ…鳴虫山1103ｍ 

…合峰 1084ｍ…独標 925ｍ…含満ケ淵（トイレ）…神橋（トイレ）…東武日光駅 

歩行時間：5～6時間、 歩行距離：約 10キロメートル、 標高差：約 570m 

交通費：2,716円（ICカード利用）（電車往復：新鎌ヶ谷駅起点） 

備 考：①4月15日付の広報（鎌ヶ谷市＆白井市）にて一般募集を行い、4月24日（水）

午後7時から説明会を開き、参加者の受付を行います。 

   ②鳴虫山～合峰～独標はアップダウンの連続で、急な下りに注意を払う必要あり。 

   ③途中駅から乗車の方は、電車の中で合流してください。 

担 当：（ CL）安彦秀夫 TEL：090―5827―0571 （SL）逢地春夫、井上勝代 

   ※4月 24日（水）19:00～21:00 説明会 

 

✽箱根旧街道ウォーキング 

杉並木や石畳が残る道に江戸時代の旅人をしのんで歩きます。 

日 時：5月18日（土）   予備日 5月 19日（日） 

交 通 

（往路）東武鎌ヶ谷 7:06―船橋 7:16_7:29（快速)―品川 8:06_8:13（東海道線）―小

田原 9:21_9:30(箱根登山鉄道)―箱根湯元 9:45                 

10:08（箱根登山バス）―箱根関所跡 10:45 

(復路)：畑宿バス停 13:48―箱根湯元―14:14～箱根湯元 14:34…小田原～15:04―戸

塚 15:41―船橋 16:52   

※畑宿からのバスは 30分毎 

コース：11:00杉並木…興福院…箱根馬子唄の碑…甘酒茶屋…七曲り坂…畑宿バス停 

歩行時間：2時間  歩行距離 5，5km 

      ※箱根湯元で解散予定 

交通費：休日パスで 2670円 バス代 1350円 

担 当：（CL）小林正、（SL）山岡 

 

✽笠取山     ややきつい山 （体☆☆  危技★） 

美しい新緑とツツジを楽しむ一泊二日の山旅 

日 時： 5月 26日（日）～27日（月）   

交 通： 集合 塩山 9:00 

5／26:塩山 9:00―タクシー1:00―作場平･･･2:00･･･笠取小屋（荷物起き・昼食 30′） 

…1:00…山頂…30′…水干…40′…笠取小屋   ※歩行時間 4：10 

5/27 笠取小屋…30′…雁峠…40′･･･燕山･･･30′…雁峠…2：30…新地平―バス  

   ―塩山       ※歩行時間 4：10 

     新地平バス 15：13 又は 16：28 

エスケープルート：往路を戻る  
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山の特徴（危険）： 急場・岩場  

交通費： ジパング利用、タクシー代 ￥11.000位  

宿泊費： 素泊り￥4.000 

昼 食：２食  夜と朝の食材 

担 当：（ＣＬ）安田、（ＳＬ）伏見・江崎・蓮見 

 

県連予定行事   

第 21回 県連ウイークデー山行 

✽群馬県富岡アルプス： 神成山  

山行日：  2019年04月11日（木） 日帰り バス利用  雨天決行 

        

担 当：羽鳥・八巻 

 

 

海外登山 

✽オーストラリア最高峰 「コジオスコ山 （２２２８m)」登頂と  

世界遺産 「ブルーマウンテンズ」ハイキング ８日間 

日 時：３月８日（金）～１５日（金） 
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西湘二宮の吾妻山ウオーキンキング 

 

日 程：1月 19日（土） 

参加者：(CL) 羽鳥、(SL) 小林正、松本、加藤、桐生、村上、八巻、小林和、 

    伏見、高見、前田延、村田、高山、鈴木か、五十嵐朝、池谷、菊池、 

    山脇、梅田、逢地、前田節、星田、山口洋、前田悟、高木保、  

    五十嵐幸                       26名 

 

船橋駅さざんかさっちゃん 7時集合。毎度お世話になるさっちゃん像の募金 

（奨学金に使用）にチャリンして出発する。 

駅から班毎で行動、迷い子無く二宮駅南口に着いた。目を引く商品が並んだ

店頭の買い物は帰りに期待して、陽ざしが射してきた道を歩き始める。 

 国道一号線の名所に足を止めながら、川勾（かわわ）神社入口看板で線路を横

切って西光寺へ、手入れの行き届いた庭園に樹齢 500年の「カヤの木」が枝を

広げていた。その根元に円坐上に地蔵様が鎮座していて、どの地蔵も形相のど

こかが欠けていて少々気味悪いけど面白い、埴輪色の地蔵はめずらしい。 

 蝋梅・さざんかの花が道端に色合いを添えていた。川勾神社（歴史が深い）

で、接待のお茶・みかんを頂き目的の吾妻山公園展望台へと足を進めた。 

 小高い芝生の斜面に菜の花が咲き誇り（6万株あるとか）、海岸沿いの先には

富士山がくっきり、素晴らしい展望です。たくさんの家族連れ・仲間同士が冬

のホコッとくる陽ざしを浴びながら憩っていました。 

 私達も絶景を味わいながらランチタイムとした。 

 ハワイ通の池谷氏の言「ダイヤモンドヘッドから観える風景と似ている、ハ

ワイは海岸沿いにホテルがもっと並んでいる…」私がハワイへの憧れをくちに

しているので、慰めてくれた・・・ありがとう・・・でもハワイは行きたい！！ 

 帰りは三浦駅北口に出て、たっぷり買い物をして帰宅しました。 

 ありがとうございました。                 加藤 記 
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（菅谷 真一） 

阿仁の樹氷 

雪が止んで霧が晴れてくると、目の前の尾根に大きな姿が浮かんできた。森

吉山の樹氷である。振り返るとさっきまで霧の中で動いていたものたちが、一

斉に動きを止めている。口を大きく開いたゴジラやワルツを踊る貴婦人がしー

んと静まり返っている。急にかくれんぼで残されたように感じ、ここが生き物

のまったく存在しない世界であることに気が付く。                              

 樹氷林晴れだるまさんが転んだ 

 

マタギの湯 

 地元 NPOの生田島さんに駅に送ってもらう途中、温泉に行くことになる。打

当温泉マタギの湯につかって、秋田スキー行を締めくくることにしたのだ。し

かし、ほかほかと温泉から出てくると、フロントのおじさんが慌てて呼びかけ

た。乗ることになっている電車が運休になっているというのだ。雪に強い内陸

線も、湿った雪に除雪車が立ち往生してしまったらしい。なぜかフロントおじ

さんは嬉しそうに「部屋は空いてますよ」という。いろいろ協議の結果、宿泊

決定。ゆっくり骨休めすることになった。 

  雪茫々
ぼうぼう

熊も兎も越える道 

  マタギ眠らせきのこのかたちに雪積もる 

  大寒波降り込められしマタギの湯 

というわけで余計に一泊し、俳句も作りました。（後日、江崎さんが生田島さん

にお礼を送ってくれました。それなら角館まで送ってやったのにという返事で

した。東北の人は親切ですね。） 

 

日 程：１月２６日～１月２８日（＋１月２９日） 

同行者：安田甚二、江崎昌子、嶋本道子  

費 用：約３５０００円（大休パス＋リフト代＋宿泊費）（＋約７０００円） 

＊ 参考 「大人の休日俱楽部

パス」を使っていたのです

が、森吉スキーは三日間の

予定だったので、四日間有

効のパスの範囲で帰るこ

とができました。雪で帰れ

なくなる時季には注意し

た方がよさそうですね。 
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房総ロングハイキングに参加して 

山脇 多美(記) 

1月 26日（土）～27日（日） 

今回のロングハイク 1日目は観光巡りの感じでした。 

高龍神社、波の伊八彫刻の真高寺、永昌寺トンネル（手掘りトンネル）、チバニ

アン見学、そして養老渓谷遊歩道散策です。 

世界でも珍しい 77万年前の地磁気逆転地層のチバニアン見学、会で知識のある

方が説明して下さいました。私には難しくてよく解らなかったけど一度は見て

おく価値のある場所だと思います。このような露頭はイタリアと房総のみだそ

うです。そのうち世界各国からの見学者でいっぱいになるかも！ 

その後、七里川温泉で入浴、囲炉裏焼き、食事等で交流しビンゴゲームで楽し

みました。商品もゲット！（主にダイソー商品）露天風呂入浴中には一瞬です

がチラホラ雪が舞ってきました。 

2日目のハイキングは清澄寺から東大演習林を通り坂本まで 10Kｍほどの行程

でした。結構痩せ尾根が多く、又 60人ほどの人が気をつけながら歩くので時間

がかかり渋滞が起き、寒さが身にしみました。でも事故もなくて良かったです。 

見事な木の根っこが沢山あり、京都の鞍馬の根っこより凄いんじゃないかと思

ったほどです。 

県連の中には 80歳超えの方も参加されており頑張っておられる姿に感心しまし

た。又、機会があれば参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清 澄 寺 
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  会山行 「ろう梅鑑賞とシダンゴ山ハイク」   

 

 2月 2日（土）晴れ。8時 36分小田急線「新松田駅」に総勢 22名が集合。 

私には久々の大所帯山行だ。臨時バスのおかげで予定より 15分早く「寄」に到

着。「寄（やどりき）」は難読地名の最たるもののひとつだろう。 

 「ろう梅園」は 100m程登った南東斜面にある。20年前、荒廃農地に地元中学

生が植え始めたのがきっかけで、今では 1200本に増えたという。アロマテラピ

ーを体験しているような、甘酸っぱい香りが漂う園内だ。 

 ろう梅を繁々見るのは初めて。後日なぜ「ろうばい」と呼ぶか調べたら、花

びらが蝋細工のように見えるからとあった。確かにそうだ。小寒から立春の季

語にもなっている。花の少ないこの時期の貴重な一品。名前や香りから梅の一

種と思いきや、「バラ科さくら属」という。今が盛りと山一面黄一色に染めてい

た。花の香に包まれ早目の昼食を取る。この地ならではの心和むひと時だった。 

 

シダンゴ山はこ

こから往復 3 時

間のハイキング

コース。 

登りは展望のき

かない林間コー

スで、所々雪面

が広がる。用意

したアイゼンは

使わずに済んだ。 

 

 「あせび」が群生している山頂からは、南東に相模湾、西に富士山、北東に

丹沢山系が見える。大山を背に丹沢表尾根の山々が重なり合って塔の岳に至り、

更に丹沢山、蛭が岳に続く稜線は迫力ある光景だ。「シダンゴ」命名の由来が記

されていた。 

 下山したら、ろう梅園まで登るシャトルバスの停留場には、お年寄りも多く

賑やかだった。誰もが訪れる名所なのだろう。   

 計画よりやや早く新松田駅到着。ここで現地解散。山口洋 CL、高見 SLの下見

を含めた周到な準備、そして参加された方々のご協力のおかげで無事終了出来

ました。ありがとうございました。 

                             井上順 記 
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芦ヶ久保の氷柱と横瀬札所めぐり 

31.2.3（日） 晴れ 

総勢 15名参加 

記：五十嵐朝子 

ウォーキングということで、孫の一年生（礼）と当日、参加させていただき

ました。 

横瀬駅を降り、初めに８番札所の「西善寺」を目指して歩き出す。風も無く

穏やかでウォーキング日和です。緩やかな上り坂、道の端は先日の雪が解けて

凍り、滑らないよう気をつけて歩く。「西善寺」では「なで佛」が座って出迎え、

皆が撫でるのでピカピカです。ボケないように頭を撫で、いつまでも歩けます

ように膝や足を撫でました。殿方は「毛が無くなりませんように」と撫でるの

だと、ネットで投稿がありました。 

庭には樹齢 600 年とも言われる「コミネカエデ」の木が存在感をアピール、

新緑や紅葉の時期には大勢の人で賑わうのでは？ 

次は６番札所の「卜雲寺」へ。途中沢山のビニールハウス、のぞくと中はイ

チゴでした。イチゴ狩りの旗もたくさんなびいていて、ファミリーで楽しんで

いました。路地からは、「しいたけ」を手にした学童がわいわい楽しそうに出て

きた。しいたけ狩りを楽しんできたようだ。「卜雲寺」ではお参りを済ませた後、

東屋を借りて陽のぬくもりを感じながらお昼を頂きました。事前にここでの昼

食の了解をとっていただいた担当者の配慮に感謝です。 

先日のロングハイクではお寺の庭先で昼食を広げたとたん「ここでは困りま

す」と言われやむなく、道路で食べたことを思い出しながら、温かい気持ちに

なりました。 

３番目に行く予定の札所は時間の関係でパス！一駅乗って「芦ヶ久保の氷柱」

へ移動。300円の協力金を支払って氷柱の会場へ。チップが敷き詰められ足元も

汚れることなく氷柱へ到着。人工的ではあるが山の斜面を埋め尽くす氷柱は一

見の価値アリです。秩父の寒さが作り出す期間限定の芸術ですね。 

甘酒や紅茶のおもてなしで心も体もホ

カホカになりました。 

孫の参加も「秩父札所」「氷柱」一年生

にはちょっと地味かな？と思いながら

ご一緒させていただきましたが、気がつ

けばいつの間にか、リーダーの羽鳥さん

や松本さんが相手をしてくれるので、先

頭を得意になって歩き、凍った雪の上を

走ったり、高い所から飛び降りたり、跳
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ねたり、皆様をハラハラドキドキさせてしまいました。雪が残っていたのも嬉

しかったようです。 

沢山のジィとバーバに声をかけていただき、新鮮だったようです。 

礼君、「今日の感想は？」  「楽しかった！！」 「良かったね！」 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の写真はほんの一部です。この４～５倍くらいあったでしょうか。 

帰りの駅では臨時の特急列車が来るというので慌てて切符を買い、乗ることが

できました。皆さんとは別になりましたが、礼はレッドアロー号に乗ると、早

くも夢の中でした。 

お蔭様で、皆さんより一時間位早く帰ることが出来ました。 

これにこりずにまたお願いいたします。有難うございました。 
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オグナほたかスキー 

 

日 程：2019年 2月 7日（木）〜2月 9日（土） 

参加者：CL池谷 SL赤塚 SL畑中 安田 江崎 羽鳥 山口（洋） 蓮見 菅

原 井上 金子（記） 

こちらの山の会に入会する際、特にスキーに強い拘りがあったわけではなか

ったのですが、事前の説明会で「スキーにも行けるわよ」の言葉に惹かれ、ま

さか 35年振りに再びスキー靴を履くことになるとは……しかし、行ってみよう

と思わせてくださった皆様に感謝です。  

さて、往復は高速バスを利用。いつもながらおんぶにだっこで前売り券を買

っておいてくださり、新宿バスタより出発。ありがたく計画に乗せていただき

ました。交通トラブルもなく予定通り、しかも少し早めの道の駅「尾瀬かたし

な」に到着、旅館「みやま」のお迎えにてスキー山行が始まりました。 

いよいよスキー場に着き、板と靴のレンタル組は、池谷 CLの指導の元、板の

長さを選んだり靴の履き方を教わったり、私は少し緊張してきておりました。

そして畑中 SLに準備体操を指導していただき、いざリフトへ。かなりの緊張で

したが、とりあえず一人で乗せてもらい何とかなりました。 滑りそのものは完

全ボーゲンで、なかなか勘は戻りませんでしたが、きっと３５年前もこの程度

だったのだろうと思います。 

 天候に恵まれたせいなのか、ウエアが進化しているせいなのか、それとも地

球温暖化のせいなのか、昔ほど寒さを感じる事はありませんでした。そして宿

泊先の旅館「みやま」、さすが皆様の選ぶ宿。最高の食事で最高の接客でした。

ご家族で経営されているようで、お母さんの甘酒やお漬物や大福も絶品でした。

二泊でしたが３kg 太って帰ってきました。戻すのが大変です。（笑） 

今回私にとっては初

めての宿泊の山行でし

た。夕食時など皆様の語

らいに参加させていた

だき、裏のない人柄の良

さを改めて感じること

が出来、山を愛する人に

悪い人はいないと思え

るひとときでした。いつ

もながら大変お世話に

なり、ありがとうござい

ました。 



16 

 

日 程  ２月７日（木）～２月９日（土） 

参加者  CL：池谷 SL：赤塚、畑中  

     安田、江崎、羽鳥、山口洋、菅原、井上順、金子、蓮見（記） 

交 通  バスタ新宿～道の駅尾瀬かたしな→「かたしなスノーｴｸｽﾌﾟﾚｽ号」 

     道の駅尾瀬かたしな～旅館みやま→ 宿の送迎 

 やまびこ会報に掲載された、池谷さんの『スキーをしてみませんか』を読み、

始めるなら今しかない・・・と思い、60の手習いでスキーに挑戦してみました。

今回で 2回目でした。 

ＪＲ総武線の最後尾車両に乗ると、新宿駅からバスタまでは直通通路で簡単

に着きました。バスは途中ＳＡに２回寄り、道の駅尾瀬かたしなに到着。道の

駅は昨年建替えたとのことで、トイレがアロマの香り漂う素敵な空間でとても

オシャレな感じでした。 

 初日は天気もよくゲレンデも空いており、ワクワクと行きたいところですが

最初は（リフトに乗ってあそこまで行き滑ってくるなんてできない！）とゲレ

ンデを見上げるだけでした。でも池谷先生が個人的レッスンしてくだるとの事

で勇気を出してリフトに乗り込む。リフトの乗り降りから丁寧に教えていただ

く事ができました。でも先生の教え通りに集中して滑っていても、「ガガガーー」

というボーダーの音に恐怖感がつのり転ぶ。またスピードが出すぎてもコント

ロールできなくて転ぶ。体重を前にかけろと言われても（もっとスピードが出

ちゃうんじゃないの？）と怖くて転ぶ。たくさん転んだので、起き上がるのは

少し上手になったみたいです⤵⤵ なかなか思うようにいかなくて途中心が折れ

そうになりましたが、先輩方が、いろいろご指導くださったり私と一緒に滑っ

てくださったり、本当にありがとうございました。忘れないようもう少し頑張

ってみようと思います。 

 宿泊先は創立 40周年記念山行でお世話になった『みやま』です。若おかみの

ご主人が書いたやさしい水彩画が廊下に飾ってありとても良かったです。地元

の食材を使った美味しい豪華な食事と、みなさんの楽しい会話でお酒も進み盛

り上がりました。 

ご担当者さま、みなさま３日

間お世話になりました。池谷先

生３日間教えてくださりあり

がとうございました。腰痛は少

し良くなりましたでしょうか 

オグナほたかスキー 
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『スキーをしてみませんか』 その③ 

「オグナほたか」を滑る１１人 

 

池谷 通隆 

今回の会山行スキーは、４０周年でおいしい料理を頂いた「民宿みやま」、ス

キー場は「オグナほたか」。他のできるメンバーのスケジュールと重なって、こ

ちらは初級コース組、ニューフェースの蓮見さんと金子さんが入って大歓迎。

教えたい人が何人もいて新人の奪い合いだ。 

お天気も初日から快晴の春スキーのよう、三日目は少し雪が降ったが三日間

しっかり滑った。ニューフェースの両人、トレーナーがいっぱい居たし、若さ

のせいもありすぐに馴れる。２年目の菅原さんも(只今、上昇中！)、先輩格の江

崎、山口両人は尻をつつかれ、タジタジ。 

行きも帰りも宿の送迎で楽チン。お風呂は温泉

で混浴ではないが、貸し切り状態でゆっくり。 

さて、食卓に着けばおいしい料理がいっぱいで

お酒がはずむ。お疲れさまのカンパーイ！ 

楽しさを測るバロメーターは、お酒で判る。お

酒は楽しいことがあると酒量が多くなる。今回は

男が５人で(１人は飲めないから１升はきついか

な)と思っていたが、女性群はワインには手も？

口もつけず一緒に酒盛り、アッという間に空にす

る。もう１本と思ったが、明日もあることだ

し・・・(翌日も１升)、山の会で１升ビンを抱え

るのは松ちゃんの「大菩薩峠」くらいだ。 

次の日も二日酔いの酔イン(余韻)を勢いに変え

て、度胸満点で急斜面を滑り下りる。この元気と

勇気こそが上達の早道だ。 

スキー場と新宿バスタとの直行バスも快適だったね。次も又、ここにするか。 

何と！帰宅したらすぐに次のスキースケジュールが携帯に入ってきた。お馴

染み「玉原の日帰りスキー」だ。みんな入れ込んできたぞ。 

雪が解けるまで１ケ月しかなくなってきた。３月もがんばろう。 
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大 山（1252ｍ） 

日 時：2019.2.16 

参加者：CL永木十三夫 SL五十嵐朝子 SL嶋本道子 SL手塚春雄(記) 

    安田甚二、江崎昌子、桐生千恵子、逢地春夫 

 

天気予報では気温が上がるが強風が吹き、体感温度が低くなるとの予報だった。 

 新鎌ケ谷駅で集合、松戸で千代田線に乗り換え代々木上原から小田急線で伊

勢原まで．．．バスで大山ケ－ブル駅下車。ここから歩く。左右に豆腐料理の看

板が出ているがここの名物料理らしい。参道の両側にお土産を売っている店を

しばらく歩くと大きな阿夫利神社下社が見えてきた。ここの左側、女坂から登

る。 

 天気は晴れ。風はなし。もちろん雪はなし。途中の登山道は人も多く、どこ

かの学生さんが大勢駆け足で登ったり下りたりしていた。しばらく歩いていな

いせいか登りがきつい。途中にある石柱に番号が掘ってあり 16丁目、20丁目

とか書いてあり歩いている自分の場所がわかるようになっている。途中から日

差しが強くなり服を脱いで体温調整をする。景色は遠くまで見えるが霞がかか

ってぼんやりと見える。頂上の近くの登山道では雪が解けたのか泥のようにな

っていた。頂上にはたくさんの人がおり、食事を楽しんでいた。我々も記念撮

影をして下る。ここは「関東ふれあいの道」になっていて登山道は整備されて

おりとても歩きやすくなっている。登りはきつかったが下りは楽で快調に下り

られた。計画書では登ってきた登山道を下りケーブルカーで降りる予定であっ

たが、計画を変更して途中 15丁目から蓑毛に変更する。 

 蓑毛のバス停まで 90分。長い下りで途中から足の小指が痛くなる。段々ひど

くなり歩くのに耐えられず休憩してもらい、靴を脱いでみると皮がむけて豆が

出来ていた。絆創膏を貰い貼って歩くとだいぶ楽になった。雪山用の登山靴だ

ったので今まで長く歩いたことがなく、足が慣れていなかったようだ。 

 バス停に着くとバスが止

まっていた。待つこともなくバ

スに乗り秦野駅で解散。今年初

めての山行というよりしばら

く山に登っていないので、登り

がきつく他の人を見ると楽に

登っているようにみえる。体力

がかなり落ちている自分がわ

かった山行でした。                                            
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三浦アルプス（阿部倉山~二子山） 

石塚 洋子 

 

日 程：2019年 2月 17日(日) 曇りのち晴れ 

1 班 ＣＬ小林（和）、村上、前田（延）、鈴木(か)、井上（勝）、星田、小林（正）、 

2 班 ＳＬ加藤、八巻、山岡、四元、山脇、高木 

3 班 ＳＬ石塚、高見、村田、池谷、梅田、菅原   

 

昨年 12 月 10 日に下見に行き、阿部倉山からの急坂だけが心配でした。低山

で阿部倉山と二子山 2 山、一日で 3 山はとってもお得です。良いコースでだれ

でも歩けることを確信しました。 

さて当日は 19 名が逗子駅、新逗子駅で

合流し 9：00出発。 

いきなり急登で、阿部倉山 161ｍは展望な

し。 

急坂のところは安全策で、ほんのちょっと

回り道をしました。 

二子山の 1座目も山らしくなかったです。 

2座目 207mは見晴らし台もあり広場があ

るのでランチにしました。 

薄寒いなあ～と思っていましたら、雪がチ

ラチラ舞ってきました。 

そして大きなトンビが他のグループの食

べ物をさらって空高く飛んで行ってしま

いました。 

三浦半島はトンビがくるので要注意です。 

雪はすぐに無くなり、下山は東逗子まで歩きます。 

山の中では寒椿の花が見られませんでしたが、民家に近づくと咲いていました。 

大勢の仲間でしたがアクシデントもなく、皆さんのご協力で無事に登山がで

き、13：20に東逗子駅で解散しました。 

          

おまけ 

女性 5 名が家に早く着きすぎ～と、東逗子から神武寺見学をして鷹取山へ行き

ました。 

16：10追浜駅到着。ミニ鎖もあり楽しかったです。    
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「房総ロングハイク」を振り返り 

 

羽鳥健一郎 

 

チバニアン見学終えて養老の渓谷歩き地層見上げん 

飯給
い た ぶ

駅読み方を知り何となく利口になった気分味わう 

房総は手掘りトンネル数多し永昌寺の下くぐり抜ける 

辿り着く粟又の滝見事なり養老乃滝と但し書きのあり 

硫黄臭微かに香る山の湯に集う仲間ら新年ハイク 

山宿の炉端で干物焼きながら先ずは一杯夕餉を前にし 

山仲間清澄寺を参拝し五時間余かけロングハイキング 

東大と名前の付いたヘルメット被り嬉しげ演習林へ 

清澄寺の遥かに白き仏舎利塔ふり返り行く房総の山 

水求め岩をも絡め延びる根に生命の力まざまざと見る 

 

根元から樅の巨木が倒壊し山道崩れ緊張続く 

一月の房総の山風寒し木々のまにまに光る海原 

山下りて鴨川の海輝けり波のまにまに遊ぶサーファー 
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思い出の山 

渡辺實さんとの思い出の山 

  去年 12 月旅立たれました渡辺實さんとの思い出の山を綴ります。渡辺さんとは

付き合いは長く、私が九州に転勤の際、毎春渡辺さんそして山の会の人に来ていただ

きました。九州の百名山、久住山・祖母山・阿蘇山・霧島山・開聞岳・宮之浦岳登り

ました。登るのが早く、私がついて行くのがやっとでした。宮之浦岳は雨の中を下山

しました。縄文杉も見に行きました。車で行っていましたので、下山後屋久島を見学

しました。福岡の家に戻り、長崎・有田陶器市・博多どんたく見に行きました。長崎

では、平和公園・原爆資料館を見て平和の尊さを実感しました。転勤で九州にきて知

り合いのいない私にとっては大変楽しい日々でした。カメラが好きで、写真をいっぱ

いいただきました。又、年末年始二人だけで佐藤鋼造さんの別宅下條に行ったことも

あります。食事を作り、温泉に行ったりして楽しかったです。 

 家が近いので、手作りの工芸品ができたと連絡を受け沢山いただきました。部屋に

飾ってあります。｢鈴木さんには世話になったから｣と言われますが、そんなことは無

いです。私にとって思い出の多い中村さん、渡辺さんがいなくなり寂しい限りです。 

鈴木 隆司 西沢渡の籠渡しに乘る渡辺さん 

思い出の山、4月号は加藤さん、5月号は岡部さんです。よろしくお願いします。 
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ちょっと一言 

 

会に入会してから数十年たちます。 

いつも感じることは、会報を作成してくれる会員の皆さんに感謝しています。

最初は手書きからガリ版印刷でした。現在はパソコンに変わり、また一つの目

標に多くの人たちが力を合わせて作ることは大変だと思います。頑張ってくだ

さい。 

最近は山行に行った後 2～3 日たってから足の太ももに違和感を感じること

が多くなり、体力を保つために今は町歩きを始

めました。 

最近歩いた場所は品川～レインボ—ブリッジ

海浜公園までです。これからも目標を決めて歩

きたいと思います。    

（ 松本 政斎 ） 

                                                         

 

 

＜ありがとう渡辺實さん＞ 

イギリスで「ネッシー」の話題があるころ、近所の人の誘いで８名でスコッ

トランドにある一番高い山に行った時の思い出。 

 列車移動中、グラスゴーで３時間近く乗り換え時間があり、市内探索の途中

トイレを探している時、近くに学校らしき建物があり、實さんと二人で行き、

男子学生さんに實さんが前を押さえて『トイレ、トイレ』とゼスチャー。学生

さんは笑って親切に案内して頂いた。その仕草や・・・・(笑) 

 又、エベレスト街道では、高山病を心配した時、宿のご主人の勧めで『ニン

ニクスープ』を二人で丼一杯頂いたり、最後のランタンではメンバーの平均年

齢が７２才？で、検問所の方が渡辺さんの年齢を見て驚いて、自分の父親と同

じと感心。 

 又、里親制度に寄付協力したりと、ネパールでは本当に多くの思い出ありが

とうございました。 

（ 安田甚二 ） 

 

4月号の担当は、鈴木隆司さんと加藤延子さんです。よろしくお願いします。

（3月第 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。） 






