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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

５月号は羽鳥健一郎さん、６月号は井上勝代さんです。 

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            

オオハクチョウの名もない飛来地、白井市の『清水口調整池』を紹介します。

ユーカリの大木に囲まれた、さほど大きくない池です。 

時として薄氷の黄金の輝きの中、オオハクチョウ 55 羽が優雅に舞っていま

す。その風景は、皆さんの中の白井市のイメージが激変することでしょう。 

我がまち白井の自慢の名所です。 

ただそろそろシベリアへの北帰行が始まる頃です。『やまびこ 4 月号』が皆

さんの手元に届くころには、肝心なオオハクチョウは何羽残っているでしょう

か？  

                           ～猪狩晃一～ 

                                     



予定表2021年4月・5月

1 木 1 土

2 金 2 日

3 土 3 月 憲法記念日

4 日 4 火 みどりの日

5 月 5 水

6 火 6 木

7 水 7 金

8 木 8 土

9 金 9 日

10 土 10 月

11 日 11 火

12 月 12 水

13 火 13 木

14 水 14 金

15 木 15 土

16 金 16 日

17 土 17 月

18 日 18 火

19 月 19 水

20 火 20 木

21 水 運営委員会（18：00～20：00） 21 金

22 木 22 土

23 金 23 日

24 土 24 月

25 日 25 火

26 月 26 水

27 火 27 木

28 水 28 金

29 木 昭和の日 29 土

30 金 30 日

31 月

　※2021年6月山行予定

★6/6(日）高原山・・・小雨決行

★6/12（土）瀧尾古道・・・雨天中止

★6/18（金）黒斑山・・・雨天中止

 ※6/27（日)第 45 回総会

編集会議（9：00～11：00）

1

鳴神山(雨天中止）

こどもの日　・山行部会

宝篋山・小町山（雨天中止）

5/25の予備日

首都圏自然歩道歩き

　編集会議（9：00～11：00）

運営委員会（18：00～20：00）

4　月 5　月

　　例会（18：00～20：00）

山行部会

例会・臨時総会（18：00～20：00）



2 

 

3月 8日（月）Zoom ミーティング報告 

話しあわれたことを以下に書きます（順不動）。参加者：36名（記録：安彦） 

1） 4月会山行 

次の 2件を中止します。 

①4月 3日（土）雪入山  ②4月 6日（火）佐倉ウォーキング 

 

2） 5月以降の会山行 

4月 12日（月）の例会で、『5月会山行』を中止するか、実施するかを決め

ます。6月以降については、改めて話し合います。 

 

3） 個人山行 

緊急事態宣言が解除された場合は、その日から自粛を解除します。但し、コ

ロナ感染防止対策をシッカリ行い、出来る限り近場の日帰りから行ってくださ

い。また、出来る限り少人数でのマイカー利用を心掛けていただきたいと思い

ます。公共交通機関を利用する場合は、東京都心を通らないようなルートを利

用していただきたいと思います。 

 

4） 新年度年間会山行計画 

詳細は、4月 12日（月）の例会で説明します。 

基本的には、中止となった 2020年度会山行を優先的に組み入れ、担当者も

同じメンバーにしたいと考えています。アンケートを取り、最終的な年間計画

は、5月末までには決める方向で進めていきたいと考えていますので、皆さん

のご協力をお願いします。ウォーキングも同じ要領でお願いします。 

 

5） スポーツ安全保険 

4月 12日（月）の例会で、掛金を集金します。 

加入手続きは、3月中に済ませたいと考えていますので、皆さんの掛金は、会

の遭難対策基金から一時立て替えをします。未だ連絡していない人は、大至急

伏見さんへ連絡してください。（注釈）3月 17日（水）手続き完了！ 

 

6） 今後の予定（夜間） 

鎌ヶ谷市中央公民館は、緊急事態宣言が解除されても、3月 29日（月）から

5月 31日（月）までは、午後 8時に閉館になります（ホームページより）。 

それ以降は、平常となりますので、5月末までは、従来の 19：00～21：00の

山行部会、例会、運営委員会（事務局打合せ）は、18：00～20：00（2時間）

と 1時間前倒しで開催することになります。 
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①3月 17日（水）運営委員会（Zoom) 20：00～20：40（40分間） 

議題は、『会費見直し』、『家族会員廃止』、『会報・ちばニュース印刷

配布廃止』などで、前日に招待メールを配信します。（注釈）終了 

②4月 12日（月）4月例会＆臨時総会 18：00～20：00 集会室＜予約済＞ 

議題は、『会費見直し』、『家族会員廃止』などで、4月 4日（日）頃

に、議題をメール配信します。時間配分は、18：00から例会をし、19：00

から臨時総会を考えていますが、例会の進行状況によっては若干前後する

かもしれません。 

③4月 21日（水）運営委員会 18：00～20：00 学習室 3＜予約済＞ 

議題は、新年度年間予定（行事）策定など 

④5月 5日（水）山行部会 18：00～20：00 学習室 3＜予約済＞ 

⑤5月 10日（月）例会 18：00～20：00 集会室 

予約担当者（逢地さん）は、3月 10日（水）に電話予約をお願いします。 

（注釈）予約済みです。 

⑥5月 19日（水）運営委員会 18：00～20：00 学習室 3 

議題は、定期大会議案書打合せで、原稿締切日程などは、後日メール配信 

します。私が会場予約します。（注釈）予約済です。 

 

7） スマホからの Zoom ミーティング参加 

パソコン環境会員には、Zoomミーティングの招待メールをパソコンに配信し

ます。しかし、当日、パソコンから参加できなくなる場合もあると思います。

その場合、私からの招待メールを自分のスマホに転送して、スマホから参加し

てください。一方、スマホの会員には、これまで通りスマホに招待メールを配

信します。 

尚、パソコンの具合が悪い場合は、ミーティング開催 2日前までに連絡を頂

きましたら、スマホにも招待メールをお送りします。 

 

8） 千葉県連 Zoom 役員会 

本日 8日（月）18：00～18：40に、オンラインで行われました。私は初めて

の参加で、役員 9名中 7名が参加しましたが、Zoomが初めての人もおり、具体

的な話し合いはできませんでした。先ずは慣れてもらうしかないようです。 

①合同会議採決結果 

  加盟会 16会中、賛成 15会、未連絡 1会で可決されました。未連絡 1会

は、『千葉民医連山を歩こう会』で、コロナ禍での対応で大変なのではな

いでしょうか…。 
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②雪上技術講習会 

これまでに 6名の参加申込みがあったそうです。東葛山の会からは赤塚さ

んが参加されます。（注釈）後日、羽鳥さんも参加になりました。 

③理事会などの会議参加者への交通費精算 

 対面での理事会が開催されていないため、未だ支払いが済んでいないそう

です。会計担当（小林さん）が、何とかして該当者に支払いをするように

努力するそうです。 

④対面での理事会がいつになったら開催できるか？ 

 船橋市西部公民館などに問い合わせをして、夜間利用できるかどうかを確

認してみる。→本日 8日（月）時点では、3月 21日まで休館のようです。 

  夜間利用できるまでは、Zoom理事会を開催するしかないのかな…という状

況です。但し、理事全員が Zoomミーティングに参加できるかどうかを、

先ずは確認してみる…とのことです。 

  （注釈）3月 18日（木）理事会は、中止になりました。 

（2021/3/20/Sat.） 
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 3月 17日（水）Zoom運営委員会報告 

話しあわれたことを以下に書きます（順不動）。参加者：14名（記録：安彦） 

1） 会費見直し（年間 8,000円→6,000 円） 

 全会員への会報『やまびこ』の印刷配布を止めたことによって、『会報費』

が大幅に削減されました。その削減相当を会費値下げとして反映させたいと思

います。単純に削減分全額を会費値下げにしても構わないのですが、仮にそう

した場合、今後の支出に依っては赤字になることも予想されるため、値下げを

『2,000円』にし、年間会費を 8,000円から『6,000円』にします。この金額

ですと、中途入会の場合でも、月 500円という会費で対応ができます。 

  

2） 家族会員の廃止 

 会報『やまびこ』は、家族会員には配布しないということで、会費を一般会

員の半額にしていましたが、会報の配布を止めたことにより、一般会員と家族

会員を区別する必要が無くなりました。それで、家族会員を廃止します。 

 

3） 『会報』および『ちばニュース』の印刷配布の中止 

 これまで、自宅にパソコンやプリンターがないなどの理由で、一部の会員に

は、印刷物を配布してきましたが、該当者に電話で状況を説明し、配布を止め

ても構わない…ということを了承していただきましたので、印刷物の配布を止

めます。実施時期については、4月号からになると思います。 

   

4） 4月 12日（月）臨時総会開催 18：00-20：00 

 議題は、上記（1）会費見直しや（2）家族会員の廃止などで、会規約の改定

が伴います。前半を通常の『例会』にし、終わり次第『臨時総会』に切り替え

ます。臨時総会にするのは、会規約などの改定が必要なためです。 

 ※臨時総会の案内は、4月初めに、私がメール配信します。 

 

5） 次年度（2021年度）の鎌ヶ谷市中央公民館利用継続申請手続き 

 私が書類を作成し、4月 12日（月）又は、4月 21日（水）に提出し、会員

の皆さんには、その書類を配信します。  ＜提出期限：4月 30日（金）＞  

 ①山行部会：第 1水曜日 19：00-21：00学習室 3 

 ②例会：第 2月曜日 19：00-21：00集会室 

 ③運営委員会（または事務局打合せ）：第 3水曜日 19：00-21：00学習室 3 

 ④会報編集会議：第 4月曜日 9：00-11：00学習室 6 

※コロナ禍で①～③は、5月 31日までは『18：00-20：00』に変更予定です。 
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6） 次年度（2021年度）中央公民館ふれあいまつり参加意向調査票提出 

 開催日：2022年 2月 26日（土）～27日（日） 

 意向票提出期限：5月 15日（土） 

※四元さんに 4月 12日（月）又は 4月 21日（水）に、原本をお渡しします。

手続きをお願いします。 

 

7） 東葛山の会創立 45周年記念事業 

 東葛山の会は、1977年 3月 28日（月）に『鎌ヶ谷ハイキングクラブ』とし

て産声を発し、来年 2022年 3月末で、満 45歳を迎えますので、記念事業を実

施したいと考えています。具体的な事業詳細について、今後の例会などで話し

合いたいと考えています。数名から次のような意見が出ました。 

①記念誌の発行は、特に編集作業が大変なので吟味が必要と思います。 

記念誌に替わって、会報で特集を組んでみても良いのでは…。 

 ②記念山行は、本番と下見の時期を考えて欲しい（積雪状況など考慮）。 

 ③集中山行を検討してほしい。これまでに、双六（北アルプス）、筑波山、

八ヶ岳（赤岳鉱泉）などに参加したが、また参加してみたい。    

 

8） その他 

①県連雪上講習会に、赤塚さんと羽鳥さんが参加します。 

②スポーツ安全保険の加入手続きを本日 17日（水）に済ませました。 

  加入者は『51名』で、非加入者は『2名』です。 

③この 3月で、2名が退会します。その結果、会員は『53名』になります。 

  退会者：鈴木正さん、吉田義明さん 

④月例山行報告は、自宅で印刷できない会員 4名に対しては、従来通り菅谷

さんが対応します（自腹？）。 

 『山行部活動費』からの支出を検討してみてはいかがでしょうか？ 

⑤千葉県連関連 

  18日（木）の理事会は、会場の船橋市西部公民館が休館中のため中止にな

りました。同日 18日（木）に、県連事務所にて、廣木会長と新理事長の

野田さんが打ち合わせを行うそうです。また、近日中に、廣木会長と私が

Zoomでもって打合せ予定です。（注釈）19日（金）に実施しました。 

⑥Zoomミーティングの場では話題にしませんでしたが、 

  今期 2020年度は、コロナ禍で活動縮小や印刷会報配布を止めたことによ 

  り、かなりの残金（次期繰越金）が見込まれます。その金額は、実施予定 

の『会創立 45周年記念事業』の一部に充てたいと考えています。 

（2021/3/20/Sat.） 
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東葛山の会臨時総会開催案内 
会長 安彦 秀夫 

2020年は、コロナ禍で会の活動が大きく変わった 1年でした。 

『山行』に関しては、『会山行』の殆どが中止となり、少人数の日帰りの『個

人山行』が行われただけでした。（泊まりもありましたが少数でした。） 

また、『例会』は、『部屋の利用人数制限』のため、これまでの月 2回開催から、

コロナ感染防止や会場の関係で、月 1回の開催に変更せざるを得ませんでした。 

一時、例会も開催できないことがあり、印刷した会報の全会員への配布を止め、

4月号よりホームページへの掲載のみにしました。但し、非インターネット会員

等に対しては、会報部の協力で、モノクロの印刷会報を配布していました。 

『会報を読む』という点では大きなトラブルもなかった…という印象を持っ

ています。従って、今後も会報をホームページ掲載のみにすることを継続してい

きたいと考えています。 

この結果、『会報費』が大幅に削減されますので、削減金額相応の会費の値下

げを検討することにし、『臨時総会』を開催して話し合いたいと思います。 

 

日時： 2021年 4月 12日（月）午後 6時～8時  

場所： 鎌ヶ谷市中央公民館 集会室（例会をしている部屋です） 

議題：                     ※4 月例会を臨時総会に変更して開催します。 

  ① 会費値下げ（規約改定） 

     印刷会報の全会員への配布を 2020年 4月号より止め、ホームページ

掲載のみにしたことにより、2020年度の会報費（年間）は、例年に比

べて、10～15万円が削減される見通しです。会員一人当たりに換算す

ると、1,800～2,800円に相当しますので、年間 2,000円を値下げし、

8,000円から 6,000円にしたいと考えます。（会員数 53名で試算） 

  ② 家族会員の廃止（規約改定） 

     1家族 1会報という考えでしたので、家族会員の会費は、一般会員の

半額にしてきましたが、会報配布を止めたことにより、一般会員と区

別する必要が無くなりました。それで、家族会員を廃止します。 

  ③ 印刷した『会報』と『ちばニュース』の配布の廃止または有料化 

    非インターネット会員や自宅で印刷できない会員には、モノクロで印 

刷したものを配布していましたが、印刷作業等の緩和・削減のため廃 

止にしたいと考えます。 

有料化する場合は、両紙の印刷費用実費相当を負担していただくこと 

になり、これまでのデータにより、一人約 3,500円/年になりそうです。 

  ④ その他                             （2021/3/20/Sat.） 
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山 行 案 内 

 

 4 月の山行予定 

✽雪入山・・・中止 

 

✽佐倉歴史道散策・・・中止 

 

✽新倉山（あらくらやま）・・・中止 

 

5 月の山行予定 

✽鳴神山（なるかみやま）（980m）ややゆるい （体力☆☆ ） 

絶滅危惧種・カッコウソウ (勝紅草) 咲く山へ 

日 時：5月 8日（土）   雨天中止 

集合：8：50 JR桐生駅   解散・ 桐生駅         

交 通 

（往 路）：新鎌ヶ谷駅 5：26―春日部 6：34_6：44―南栗橋 7：01_7：02－栃木 7：32

（JR 両毛線）_7：41―JR 桐生 8:35  

バ ス:JR桐生駅北口9：00 織姫号吹上行き   終点吹上 9：35 （トイレ済ませ） 

コース:吹上 9：50･･･（30 分）駒形登山口･･･（90 分）肩の広場･･･（15 分）鳴神山…

（20分）椚田峠（カッコウソウ保護地）…（30分 赤柴登山口･･･（30分）駒形

登山口･･･（30分）吹上バス停       

歩行時間：約 4時間 5分 

（復 路）：吹上バス停 15：20 JR桐生 16：00―栃木 16：45_17：15―南栗橋 17：49_17：

50―春日部18：06_18：10―柏18：53_18：56―新鎌ヶ谷19：14 

（吹上バス停 17：25－JR桐生駅 17：55 バスに間に合わなかったらタクシー利用

もあり） 

標高差：登り（621ｍ、2時間 15分）、下り（621ｍ、1時間50分 ） 

エスケープルート：鳴神山までは往路を下る：70分  

概算費用：交通手段、（東武鉄道、JR両毛線） 

交通費概算：4000円 （新鎌ヶ谷―JR桐生 往復） 

交通費詳細：東武鉄道（3510）織姫バス（200×2） 

その他  

＊ 下見をできれば４月に行きたい。 

＊コロナ感染対策を十分にして行動してください。 

担 当：（CL）前田（延）、（SL）・村上・吉仲・加藤 
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✽宝篋山と小町山 ややきつい山 （体☆☆） 
小町山～鬼越山～宝篋山のピークをめぐる縦走 

夏山に備えての長時間歩行訓練 

日 時：５月１５日（土） 雨天中止 

集 合：土浦駅改札口 

交 通 

（往 路）：①東武新鎌ヶ谷発 6:00―柏6:16_ 6:32―土浦着 7:11 933 円 

       ②新京成新鎌ヶ谷発 5:50―松戸 6:08 _6:23―土浦着 7:11 1057 円 

      土浦― (タクシー30分)―小町の館 

（復  路）：小田東部―(バス)―つくば、又は宝篋山入口―(バス)―土浦  

解散：乗車するバスによりつくば駅、または土浦駅 

コース：小町の舘…(天の川沢コース)…小町山…鬼越山…東城寺…(※滝)…宝篋山… 

(常願寺コース)…小田休憩所   

歩 程：6~7 時間(休憩含む)  累積標高上り 1100m、下り 1100m 

山の特徴：小町山「天の川沢コース」は見どころが多い。  

エスケープルート： ①東城寺から(※滝)を省略してA4 ポイントに行く。 

②宝篋山からの下りを極楽寺コースにする。 

交通費概算：新鎌ヶ谷⇔土浦 約 2000 円、小田東部―つくば 300 円、 

宝篋山入口―土浦 640 円 

     タクシー代：人数による(4人乗り約4000 円超) 

その他：昼食： 1 食、入浴：なし、下見：4月  

     コロナ感染防止対策をしっかり行ってご参加ください。 

    4～5人のグループ行動とします。 

担 当：(CL)高木,(SL)間瀬・鈴木(か) 

 

✽首都圏自然歩道 JR 東浪見駅～JR 長者町駅 ウォーキング ☆ 
・・・・・・九十九里海岸の砂をふみしめて歩きます・・・・・ 

日 時：5月 25日(火) 雨天の場合は26日（水） 

集 合: JR 船橋「さっちゃん像」前に6：30 

交 通 

（往 路）：船橋6：40（千葉行）―千葉7：01_7：10（外房線安房鴨川行）―東浪見 8：06 

(コース)：東浪見駅 8：30―九十九里浜―太東崎灯台―太東海浜植物群―長者町駅解散 

＊歩行時間：約５時間(休憩含む) 約⒓㎞ 

（復 路）：長者町13:48―千葉 14：48_14:52―船橋 15：06―鎌ヶ谷 

        長者町 14:45―千葉 15：50_16：00―船橋16：14  

費 用：約 2,500円 

(担 当)：（CL）羽鳥、（SL）小林(正) 
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6 月の山行予定 

 

✽高原山 ややゆるい山  体☆☆ 
   山の駅高原（標高 1046m）を起点に広葉樹林帯を行く全行程約5時間半の 

周回コース--大間々のレンゲツツジの群生が見ごろ。 

日 時： 6 月 6日（日） 小雨決行 

交 通：鎌ヶ谷観光バス利用 

集 合：鎌ヶ谷市役所 5：30 出発厳守（点呼は出発前の車内） 

（往 路）：鎌ケ谷市役所(5:30)-三郷南 IC--上河内 SA(7:30/休憩）-矢板 IC--山の駅高

原(8:50） 

（復 路）：山の駅高原(15:00)-矢板 IC-蓮田 SA(17:10/休憩)-三郷南 IC-鎌ケ谷市役所

(19:00) 

コース：約5時間 30分（休憩含む）の行程 

 山の駅高原（9：00）-大間々駐車場（10:00）-≪見晴らしコース≫-八海山神社（11:00） 

 昼食休憩（30分）-剣が峰(12:00)--大入道(13:00)-小間々(14:00)-山の駅高原（14:30） 

山の特徴： 初級者向けハイキングコース（標高差約 550m） 

エスケープルート： なし 

概算費用：(参加20名の場合/定員数に補助席含まず） 

小型バス利用(定員22名） 総額 115,400円   5,770円/人 

中型バス利用(定員27名） 総額 143.020円   7,151円/人 

大型バス利用(定員45名） 総額 175,600円   8,780円/人 

その他： 昼食:1 食  入浴:無し 

装 備：薄い防寒着と雨具持参 

担 当：（CL）笹、（SL）梅田・山口（幸） 

 

✽瀧尾古道 ウォーキング 
 日光東照宮創立以前の日光参詣の中心地 、自然環境優先ル-ト外山（とやま）を遠望

しつつ稲荷川沿いに進むル-ト  

日 時： 6 月 12日（土） 雨天中止  

交 通 東武日光駅   9時 30分集合  

（往 路） 鎌ケ谷 6：20―柏 6：38_6：42―春日部 7：23_7:38 ―南栗橋 7：55_8:04 ―

東武日光 9：18             

（復 路） 東武日光駅  解散  

コース：東武日光駅・・日光橋・・案内板（林道入口）・・開山堂、観音堂・・瀧尾道・・

北野神社・・神馬の碑・・白糸の滝・・滝尾神社・・開山堂・・表参道・・ 

日光橋・・東武日光駅  

交通費：電車 IC 1571 円×2  株主優待券が購入できれば約半額になる。  
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その他： 昼食 1            

※ヒルに注意との助言有り  

担 当：（CL）小林正 、（SL）山岡 

 

✽黒斑山（くろふやま） ゆるい山 体☆☆ 危技★ 

2000ｍを超える高原とそこから上る峰。隣に浅間山が聳え、頂上からの展望が良い。  

日 時：６月１８日（金）コロナ感染を避けようと平日に。   雨天中止 

交 通：ＪＲ・バス使用、 集合 東京駅ホーム（上野から乗車の方は車内で点呼） 

（往 路）：東京(6:52-あさま 60１号)―佐久平(8:16-8:25)―JRバス―高峰高原ホテル

前(9:19)                         

（復 路）：高峰高原ホテル前(16:19)―JR バス―佐久平(17:30-17:57 はくたか-570

号)―東京(19:12) 

コース：車坂峠(9:45)…(表コース)…赤ゾレの頭…トーミの頭(11:25)…黒斑山

(12:10-12:40)…蛇骨岳(13:20)…黒斑山(14:00)…トーミの頭(14:40)

…(中コース)…車坂峠(16:00)    

※（時間がかかる場合は蛇骨岳をカットし、黒斑山から戻る） 

歩 程：5 時間45分（休憩含まず） 登り標高差約４３０ｍ 

山の特徴（危険）：火山らしい急な岩場あり、スレ違いに注意。 

エスケープルート： 往路を戻る                       

交通費概算：東京―佐久平 ジパングなしの場合 5930円*2  

             バス 1400 円*2 約 15000円 

その他：  昼食：１食  入浴：無し   

装備： 高度があるので薄い防寒着を 

＊  ウィルス感染防止のために 

・ 少人数で班別に行動する 

・ 前日までに体温チェック、当日、具合の悪い人は参加しない 

・ 電車内ではマスクをし、大声を出さないなどの注意をする 

担 当：（CL）菅谷、（SL） 蓮見・前田節 

  

 

県連関係予定行事  
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我がまち白井の自慢『清水口池のオオハクチョウ』 

                              猪狩 晃一 

TV 番組の『おくに（県）自慢』で、あるタレントが『千葉は日当たりが良い

ところです』とピント外れの話をしていましたが、確かに千葉には全国的な知名

度のある名所は無いですね。ディズニーランドは東京が付いているし。その目線

で白井市の自慢はと聞かれても見当たりませんね。北総線は相変わらず高いし、

何故こんな所を住処にしたのかと問われれば『自分好みの家を造るために更地

を探し回った結果、公団の分譲地に辿り着いた』と言う事になります。当初は住

所が印旛郡白井町でしたから私自身も初めて聞く町の名前で、年賀状を出した

友人から『千葉の何処にあるのか、都落ちか』と揶揄されました。でも住み始め

て 24年、『住めば都』“日当たりが良い”はさておき白井もそう捨てたものでも

ない。今回は自慢の『清水口池の白鳥』を紹介させて頂きます。 

今年もシベリアから越冬のため 3,000ｋｍの旅をして 12 月 11 日に 7 羽が飛

来、この清水口池に徐々に増えて 1番多い時が 2月中頃で 55羽、そして暖かく

なる 3月頃北帰行が始まり 4月の中頃には居なくなる。 

毎年同じ事が続くわけです。この地が日本に飛来する白鳥の南限地（太平洋側）

で、印西市本埜（田んぼ）の飛来地は有名で数は多いがコハクチョウのみとの事、

ちょっと迫力が違うかな！ 

観察時間は白鳥が行動する 8時と 15時の餌やり時で、日中はじっとしているの

で見ごたえがない。朝 6 時ごろは空を舞うとの事ですが寒冷時の早起きは厳し

いですね。ユーカリの大木の森の中の水面で舞う白鳥の風景は中々なものです。 

平成 6年 12月にこの池に 6羽の白鳥が飛来し『白鳥を守る会』が出来、それ

以来、日に 2回餌（古米、野菜、パン等）やりを続けている。餌は補助金なしで

自前で調達し、今迄どうにか継続してきたが残念ながら今年いっぱいで解散と

の事、今後は餌やりはどうなるか、白鳥が飛来しても居ついてくれるか、心配で

すね。清水口池では白鳥以外カモ類等 30種の鳥類が観察できるとの事です。 
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写真サークルの先輩であった『白鳥のアマチュア写真家武石正一氏』のとって

おきの白鳥の写真を紹介します。白井市では有名な方で新聞でも何度も紹介さ

れ、又白鳥の個展も開き、公のイベント等の写真撮影などの依頼を受けており、

アマチュア写真家として現在も活躍中です。(撮影地：清水口池) 
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行き当たりばったりの旅 
桐生 千恵子 

2019 年 11 月、会山行の尾白川渓谷が中止になった。会山行担当だった菊ちゃんか

ら「何処かへ行こうよ」と‥‥。私が前から訪れたかった琵琶湖周辺の旅を提案し、

彼女も「行ったことないわ、行きたい」と…。 

10/31（金）彦根駅前のビジネスホテルを 2 泊予約して、何の計画もしないで新幹

線に乗った。新幹線の中で自転車の旅にしようと決めて、彦根駅前で自転車を借り出

発。近江八幡を目的として出発したが、日暮れも早いし土地勘もないしで挫折し、引

き返して船で竹生島を観光後彦根城も回りホテルに帰る時に、信楽駅までの土日限定

往復格安切符のポスターが目に留まり、「明日は土曜日だね、信楽に行こう！」二人と

も朝ドラで信楽焼のドラマ『スカーレット』を見ているのでワクワクの気分。おまけ

に 11/2（日）には彦根城のお祭りパレードのポスターもあり、日曜日のスケジュール

も決まった。 

 

11/1（土）朝一番の近江鉄道の電車はスカーレット一色に飾られ、旅気分が盛り上

がる。信楽はタヌキ一色で、丁度ボランティアによる街案内がスタートするというの

で参加した。行き当たりばったりなので予備知識もなく、ボランティアの説明と案内

が有り難い事。ここで一泊して里山歩きもいいなと思った。 
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帰りの電車は、貴生川駅での乗り継ぎ時間が 3 時間弱もあり駅前に出てみると忍者

の里だった。時間の許すまで歩いてみようとドンドン山のほうに行ってみた。 

由緒ある神社やお寺があり民家も立派なお屋敷です。山の標識もあったので帰った

ら調べてみようと思っていたのに‥‥。山の名前もお寺の名前も思い出せない。 

 

11/2（日）天気は晴れ。安土駅から安土城跡目指して歩く。入山料を払って石段を

上る。歴史オンチの私も興味が出てきた。石段が大きくてハーハー言いながら上った。

「山友とじゃなかったら来られないよね」と言いながら歩き、次は近江八幡まで歩こ

うとガンガン歩いた。 

近江八幡は、七五三お祝い、菊花展等々で人混みに酔いそうだった。「ここは又ゆっ
くり訪ねましょうよ」と早々に電車で彦根に戻った。もうパレードが始まっちゃう。 

せっかく遠くまで来たから美味しい近江牛でも食べたいと思っていたのに、お店は

行列で、肉のかけらが入っているらしいコロッケを立ち食いで済ます。 

彦根城のお祭りパレードは、豪華絢爛で延々と続く。それにしてもすごい人混みで
す。若者集団の中に紛れ込んでしまうと、急に皆走

り出した。「どうしたの？」立ち止まれなくなり押さ

れるままに走ると、EXILE の M さんが井伊直政役

で馬に乗って来るらしい。 

そして私達もイケメン殿様をチラリと見た。 

 

思いついてすぐ実行の『行き当たりばったり』 

の旅でしたが、運が良くて想像もしていなかった
旅になりました。 

琵琶湖は自転車の一周コースがあるので、チャレ

ンジしてみたいのですが、ママチャリしか乗れない

ので難しいかな？？ 
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「思い出の山」短歌で振り返る 

羽鳥健一郎 

(2017年) 

一幅
いっぷく

の墨絵のごとく幾重にも会津の山は連なり座せり (2月会津スキー) 

その昔国府置かれし高台の伏姫桜は樹齢を重ね (4月市川の桜ウォーキング) 

七
なな

滝
だる

の飛沫を受けて川沿いの踊り子の道天城峠へ (4月天城山) 

オサバグサ白き可憐な花付けて帝釈山の山道に咲く (6月帝釈山～田代山) 

警戒のレベル下がりし白根山艶めかしやコマクサの紅 （6月草津白根山） 

黙々と修行僧のごとく登り行き黒部五郎頂に立つ （7月黒部五郎岳） 

振り返り仰ぐ峰々アルプスの荒川三山赤石岳よ （9月悪沢岳～赤石岳） 

 

 

断念しバラフキャンプを下山する白き頂き振り返りつつ(9月キリマンジャロ) 

硫黄岳一歩進めて覗き込む雪を塗
まぶ

した爆裂火口(10月天狗岳～硫黄岳) 
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(2018年) 

伯
お

母子
ば こ

岳
だけ

風は薫りて晴れ渡り大峰山脈彼方に仰ぐ (4月熊野古道小辺路) 

玉山の頂上に立ち日の出待つカメラ片手に期待膨らむ (5月台湾・玉山) 

雪渓の涼しき風は心地よし栗駒山は芽吹きの季節 (6月栗駒山) 

切合
きりあわせ

小屋のカレーをお代わりし飯豊本山振り返る夕べ (8月飯豊山) 

岩
いわ

菅山
す げ

のアライタ沢の冷たさよ喉を潤し疲れを飛ばす (8月岩菅山) 

京の山なぎ倒されし大木の浅き無残な根元の露
あら

わ (10月 京都トレイル) 

 

(2019年) 

さだまさし歌いし詩を口遊
くちずさ

む雪の富良野よ心広がる (1月富良野スキー) 

恐々
こわごわ

と岩の上から覗き込むキングステーブルランド絶景(3月豪州コジオスコ山) 

イカリソウいわかがみ咲く山道に歓声が沸く米山の春 (4月米山) 

目
ま な

交
か

いに日光連山仰ぎ見てニギリ頬張る夕日岳よ (5月日光夕日岳) 

コケとシダ夜来の雨に光りたる石畳踏み中辺路を行く (6 月熊野古道中辺路) 

春蝉の鳴き声響く金城山
きんじょうさん

ロープ鎖と緊張続く (6月六日町・金城山) 

ワタスゲにタテヤマリンドウきんこうか咲き誇りたる巻機
まきはた

は夏 (8 月巻機山) 

報道のヘリコプターの音聞こゆ御嶽山の五回忌近し (9月御嶽山) 

愛宕山水や薪背負
し ょ

い黙々と登る人らに支えられおり (11月京都・愛宕山) 

(2020年) 

岩木山エールが聞こえ手も振られ仲間らが待つ山頂近し (10月岩木山) 

 
5月号は井上勝代さん、6月号は山脇さんです。前月の 20日を目安に加藤まで。 
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ちょっと一言 

 

入会早々にコロナの影響を受けて、中々参加できない状況の中、更に足首を骨折した

り、右肩の手術をしたりと思う様に行きません。 

でも入会させて頂いて本当に良かったです。 

魅力ある先輩方ばかりの会だったからです。何も知らない私を色々とご指導下さり、心

優しくお気遣い頂き、人生の勉強もさせて頂いております。尊敬出来る方々ばかりです

ので、私も見習いながら少しずつ成長して参ります。勿論これから多くの山に登れる

様、体力維持と健康に気を付け、楽しみながら登山が出来ればと考えております。 

初心者の私ですが、これからもどうぞ宜しくお願いいたします。 

                               吉仲 幸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月号の担当は、柳嗣穂さんと山谷昭博さんです。 

（4月 15日をメドに、山脇多美宛原稿をメールにて送付お願いします。） 

yamawaki013622@jcom.home.ne.jp 
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※原稿締め切り、毎月 20 日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 

 

新聞に新刊書が載ると図書館にネットで予約する。大抵 20~30 人待ち、忘れたころに順

番が回ってくる。最近読んで面白かったのは百田尚樹著「野良犬の値段」である。 

6 人のホームレスが誘拐され、新聞社、テレビ局に億単位の身代金が要求される。見ず知

らずの彼らのために新聞社、テレビ局は身代金を払うのだろうか？ 

SNS・テレビ・雑誌・新聞といったあらゆるメディアや警察を巻き込んで展開していく、前

代未聞の「劇場型」犯罪の結末やいかに？ 

 今読んでいるのが高橋大輔著「剱岳 線の記」だ。新田次郎著「剱岳 点の記」には明治

40 年、当時未踏峰とされた剱岳に初登頂した陸軍測量隊の柴崎芳太郎が、山頂で平安時代

の仏具を発見したと記されている。本書は剱岳の初登頂者、ファーストクライマーをめぐる

ミステリーである。自分が剱岳頂上に立った時、仏具はどこにあったのだろうと疑問に思っ

たので興味を持って読んでいる。                    (かっちゃん) 

 

 

 

 今年は春が来るのが早いですね。ひな祭りの日に庭のシュンランが咲いているのに気が

付きビックリして、その横を見るとヒトリシズカやイカリソウも芽を出している。山野草

をまとめた小さな囲いは、部屋の窓から一番良く見える所に造った。朝起きたら一番に飲

むコーヒータイムにぼんやりとして山野草を見ている。 

 コロナの病状で匂いが解らなくなると報道されたので、「あ～今日もコーヒーが美味し

い」とほっとする。検温をして健康を確認する毎朝に、春の芽吹きが元気をくれる。緊急

事態宣言が解除されても、これからもずーっと毎朝の健康チェックは続けなければ・‥‥。 

『山笑う』季節、小さな山を歩けるかな！               （ちーこ） 

 

https://www.tokatsu.club/

