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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

３月号は井上(順)さん、４月号は山口(幸)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 

昨年 10月 26日の硫黄岳山頂です。 

道標（道しるべ）はその時々に必要ですが、その前に自分の覚悟が求め

られる。66歳の私の先には何があるかわかりませんが、山々のようにどっ

しりと社会生活を営んでいきたいと思う。 

                         ～小林正人～ 

                                                     

                   

  

                    

 

 

 

 



日 曜日 ２ 月 日 曜日 １２月

1 木 1 木 　　会報部印刷（12月号）

2 金 2 金

3 土 3 土

4 日 4 日  沼津アルプス予備日

5 月 5 月

6 火 6 火 第一例会

7 水 7 水

8 木 8 木

9 金 9 金

10 土 10 土

11 日 建国記念の日 11 日

12 月 12 月

13 火 13 火

14 水 14 水

15 木 15 木

16 金 16 金

17 土 17 土

18 日 18 日

19 月 19 月

20 火 20 火

21 水 21 水

22 木 22 木

23 金 23 金

24 土 24 土

25 日 25 日

26 月 26 月

27 火 27 火

28 水 28 水

29 木

30 金

31 土

　　　     ※

●4/14愛宕山～吾国山　　　　　　　　　　　●4/7　雪上訓練（マチガ沢）

●4/1  南高尾山予備日

鍋割山    ,     南高尾山

※2018年4月予定 ※県連行事

●4/7 青梅丘陵ウォーキング ●4/12(木）宝篋山ハイク

南会津スキ—（2/27～3/1）

会報部編集会議 会報部編集会議

カラ—印刷（加藤宅） カラ—印刷・ 印刷製本

　　　公民館祭り

第二例会・机上講習会

松田山～嵯峨山～曽我梅林

谷根千ウォ—キング

山行部会 山行部会

入笠山スノ—シュ—ハイク

振替休日

沼津アルプス ,　県連総会

第一例会 第一例会

予定表 2018年 2月・3月

３ 月

会報部印刷（2月号） 会報部印刷（3月号）
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例会報告 

第一例会出席者                    2018/1/10             41 名 

北川､安彦､加藤、岡部､村上､八巻、小林和、伏見､高見、前田延、山岡、村田、

入江、高山､間瀬､鈴木か、渡邊正､五十嵐朝､四元､江崎､三橋、池谷、石塚、嶋

本、菊池、猪狩、羽鳥､井上勝、山脇、梅田、逢地、赤塚、菅谷､星田、山口洋､

蓮見､菅原､小林正、井上順､清水、高野 

第二例会出席者                    2018/1/24             38 名 

北川､手塚､安彦､安田、松本､加藤、桐生､八巻、高見、前田延、入江、間瀬､       

鈴木か、渡邊正､五十嵐朝､四元､江崎､三橋、池谷、永木､嶋本、菊池、猪狩、       

井上勝、山脇、梅田、逢地、赤塚、菅谷､山口洋､菅原､小林正、井上順､山口幸、 

清水、畑中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年12月　山行報告

山　　名
ジャン

ル
　日

山
行
区

人数 参     加     者

御岳山からつるつる温泉 ハ 3 会 13
逢地、嶋本、間瀬、前田延、鈴木か、江崎、
池谷、梅田､星田、山口洋、蓮見、小林正, 山口幸

雨巻山 ハ 6 個 2 安田、菅谷

雲取山（標高年の山） ハ 8～9 個 1 安彦

北海道キロロスキー 雪 8～10 個 3 羽鳥、清水、池谷

足利市　　大坊山～大小山 ハ 9 個 1 髙木　　他1名

六甲山縦走 縦 10～13 個 5 桐生、伏見、五十嵐朝、菊池、嶋本

富山　下見 ハ 10 個 4 高見、小林和、三橋、菅原

陣馬山・景信山・高尾山 ハ 11 個 1 菅谷

忘年山行（裏磐梯レイクリゾート） ハ 16～17 会 36

安彦､八巻、井上勝、北川､安田、加藤、岡部､
桐生､ 小林和、伏見､高見、入江、間瀬､渡邊正､
四元､江崎､三橋、五十嵐朝､五十嵐幸、 池谷、
石塚､嶋本、菊池、猪狩、 山脇、梅田、逢地､
赤塚,菅谷､ 山口洋、 山口幸， 蓮見､小林正、
井上順､清水、髙木

加波山 ハ 24 個 4 井上順、山口洋、山口幸、江崎

景信山・嵐山～相模湖イルミリオン ハ 24 個 3 加藤、間瀬、赤塚

南高尾山稜 ハ 26 個 5 入江、逢地、桐生、伏見、渡邉正

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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１月例会報告                     司会  事務局 四元 

 第一例会   １月１０日（水） 

☆ 会長年頭挨拶：年齢と体力を考え、またそれに代わる経験と知識を活かし楽しんでい

ただきたい。会報に掲載しているので読んでください。 

☆ 山行報告  

左頁の１２月山行報告リストに従って、それぞれ報告があった。スキーや冠雪の山、冬枯

れの低山歩き及び忘年山行も。 

☆ 山行案内（やまびこ誌案内頁参照） 

 1/13 富山（高見）：参加者確認・20名、東武鎌ヶ谷6：50 船橋7時集合岩井へ、歩 

程3ｈ40ｍ 

 1/20 大磯ウォーキング（北川）：交通便良し。参加希望用紙回覧。東京駅で前方車両に。 

 1/31 雲竜渓谷（安彦）：参加希望用紙回覧中。氷瀑は天候次第だが第2例会で決定。 

タクシー手配する。アイゼン、ヘルメット、ストック又はピッケル要。 

 2/17  入笠山スノーハイク（菅谷）：参加希望用紙回覧中。用心して軽アイゼン持参。 

 2/22 松田山（山口洋）：松戸6:45代々木上原行き始発に乗ること。 

2/27-28  たかつえスキー（井上）：特急予約指定で集金した。2/7以降は変更料金発生。 

3/3 沼津アルプス（梅田）：予備日は翌日に設定した。案内のとおり、参加募集は次の 

例会で行う。 

 3/23 谷根千ウォーキング（高山）：日暮里駅 10：00集合。昼食場所は人数多いため、 

   デニーズにした。 

 3/24 丹沢・鍋割山（五十嵐）：日程未確定だが、リーダー予定の手塚さんが鎖骨骨折 

   のため辞退、菊池さんが抜けているので追加。名物の鍋焼きうどんは到着時間が混  

   むため別の機会にする。 

 1/27-28 県連ロングハイク（八巻）：総勢で65名参加。男性は寝袋持参のこと。集合・  

   出発は市役所7:00 

☆ 各部より 

会報部（梅田）やまびこ1月号を発行した。予定表県連総会3/4⇒3/3に訂正。忘年山行の 

記事がなくて残念。各グループの誰かに事前依頼しておくべきであった。 

山行部（菅谷・猪狩）次週の山行部会に4月の会山行担当者は出席の事。24日の次回例会 

は机上講習あり（18:30〜、地図の見方）⇒コンパス持参のこと。 

来年度の山行計画についてメール配布済み、アンケートを第2例会で配布、2月中 

旬までに回収、計画を作って、検討することにする。 

事務局（四元）今日ふれあいまつりの打合せをした。詳細はやまびこ 2月号に掲載する。 

会のチラシ配布を2月18日（日）13時から500枚予定。写真は直近のモノ以外は

ほぼ集まった。パネルが6面（昨年比1面減）となる。ワカメ販売2日間行うので

協力を乞う。新入会あり、高野聖子さん。松田山会山行から参加。 

県連（羽鳥）12/14理事会，ちばニュースに掲載。役員会も何も決まっていない。3/3県 

スポーツセンターで総会予定。 

会長（安彦） 総会出席者6名の選出。専門部の他、あと山行部と会報部から各1名要。 

県連アンケート、要望事項＆会員動向、回答して会員へメール配布する。山行数191 

回、参加者数904名、年齢構成等。台湾の玉山計画10名の手続き経過報告。 
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１月例会報告                     司会  事務局 四元 

 第二例会   １月２４日（水） 

☆ 山行案内 

1/31 雲竜渓谷（安彦）：予定通り。参加者表回覧中、10名参加。計画書明日メールで。 

 2/17 スノーハイク入笠山（菅谷）：参加者表回覧中、出欠を記入のこと。事前打合せは 

しない。 

 2/22 松田山（山口よ）：参加者△の確認。21名参加予定。 

2/27 たかつえスキー（井上）：27 日に特急指定券購入する。レンタル品は予約不可、

当日現地でお願いします。数はあるので心配無用。 

3/3 沼津アルプス（前田せ）：参加者表回覧中。3/4の予備日も記入願います。 

 3/23 谷根千ウォーク（不在） 

3/31丹沢・鍋割山（五十嵐あ）：24日？を31日に決定した。タクシー利用（往復で2

時間短縮可）ルート変更とあわせて2月号会報に掲載する。出欠は3月例会で。 

 1/27-28 ロングハイク（八巻）：東葛で9名参加。 

 4月予定 

3/31 カタクリ・高尾山（赤塚）：4月分を繰上げ南高尾山稜、城山、草戸山、カタクリ

の里2ヶ所。 

 4/14 愛宕山・難台山（江崎）：夏山訓練を想定。キツイ山、サクラ・カタクリも期待。

雨天順延。会報やまびこ2月号に詳細を掲載する。 

4/12 宝篋山・県連ウィークデイハイク（八巻）：バスで、会費5,000円 

☆ 各部から 

会報部（梅田）：原稿あれば至急ください。 

 山行部（菅谷・永木）：新年度の計画のための山行希望アンケートの説明。ネット配信す

るので、2月15日（木）までに提出のこと。又は2月の第1例会でも受付ける。 

１． 会山行で行きたい山・月     前後期各1件以上記入 

２． 個人山行で行きたい山・月    件数制限なし 

３． 講習・訓練他の要望          以上を集計して一覧にまとめる。 

 ・本日の机上講習の補習（未解説部分の説明）を3月第1例会（3/7）18：30〜予定。 

事務局（四元）：ふれあいまつりの件、詳細を会報に掲載する。23日9時から準備、24

（土）25（日）に本番。ワカメ200個販売予定、18日には13時から1時間程度のチ

ラシ配布。ご協力をお願いします。 

県連（羽鳥）：1/18の理事会、各委員会の報告から、新年度の予定・・・4/7（雪上訓練・

谷川岳マチガ沢）、6/10（初級登山講習）、11/10-11（事故防止交流集会）が決まった

ので、会山行他の日程に注意すること。組織委員会では各会の動向を集約している。

東葛は、会長がまとめて報告した。かがりび（柏）は多数入会があった。募集山行開

催してビギナーが多数入会したとのこと。 

その他（安彦）県連総会は3/3、スポーツセンターで、議長を東葛で引き受けた（安彦・ 

高見）。6名出席要、委員会担当の他に山行部と会報部から各1名選出のこと。 

・玉山・許可降りたので進める。総額21万円。 

・常磐線沿線の会同志で交流の動きあり、県連は他会との積極交流を勧めている。 

・草津白根噴火事故、噴石の噴出速度は初速800Km/h、着地時でも300Km/h ある。 
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山 行 案 内 

２月の山行予定 

✽入笠山スノーハイキング   

日 時： ２月１７日（土） 集合 6：30（船橋駅改札口） 

担 当： （ＣＬ）菅谷 （ＳＬ）伏見・蓮見 

✽松田山・嵯峨山・曽我梅林      

日 時：2月 22 日（木） 集合  新鎌発 6：19 

担 当：（ＣＬ）山口洋（ＳＬ）前田延・村上・池谷 

✽スキー 南会津「たかつえ」 

日 時  2月 27 日（火）～3月 1日（木） 二泊三日 

担 当  （CL）井上順、（SL）池谷・畑中 

 

     ※2月の山行予定は 12月号と 1月号を参照してください。 

 

３月の山行予定  

✽沼津アルプス         ☆☆ ★ 

沼津アルプス（香貫山・横山・徳倉山） 標高 256m  

地元の歩く会が沼津アルプスと名付けた山稜コース。富士山と駿河湾を一望できる。

低山ながら起伏に富み、展望の良い稜線もあり変化にとんだ山歩きが楽しめる。                

日 時：3月 3 日（土） 予備日 4日（日） 

交 通：集合場所  沼津駅南口 8：50  

往路：①鎌ヶ谷駅 5：31 発―船橋 5：41_5：52（快速久里浜行）―戸塚乗り換え

（東海道線小田原行 東京発 6：23）―小田原 7：45_7：50（熱海行）―熱海         

8：14 _8：23（沼津行）―沼津 8：41着  バス 8：55－黒瀬バス停 9：02 

②東海道新幹線利用の場合  東京 7：26（こだま 635号）発―三島 8：20_8：

27（浜松行）―沼津 8：34着  以後①と同じ  

復路： 沼津駅で解散 往路で帰る 

コース：（登山口）黒瀬バス停…0:35…香貫山…0：35…八重坂峠…0：25…横山…

0：35…横山峠…0：35…徳倉山…0：40…志下坂峠…0：30…志下峠…0：

30…志下公会堂前バス停（下山口）―沼津駅 

（コースタイムは山と高原地図による）                  

歩行距離 約 7㎞  歩行時間 5時間 30分（休憩・昼食時間を含む）    

累計標高差  登り 546ｍ 下り 541ｍ 

危険個所  ロープや鎖の張られた急坂あり。 
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エスケープルート：各峠から下山でき、バス停あり。 

費用：交通費 電車代＋バス代 約 6000 円（ジパング使用約 4000 円）   

新幹線利用の場合 約 9000 円（ジパング使用約 6000 円） 

担 当： （ＣＬ）前田（節）、（SＬ）梅田・小林（正） 

 

✽谷根千ウォーキング 

都内にありながら、かつての下町風情を色濃く残す日暮里・谷中界隈。地域密着

の商店街に風格ある史跡、路地裏のカウンター酒場・・・。東京がなくしていった

得がたき情緒を歩きます。 

日 時：3月 23 日（金） 

集合 10：00（JR 日暮里駅西口） 

交 通：（往路）新京成・新鎌ヶ谷 9：11－松戸 9：30_9：39（上野行）－日暮里

9：55  ※ 前から 2両目に乗車 

コース：日暮里･･･朝倉彫塑館･･･経王寺･･･富士見坂･･･高村光太郎記念碑･･･西日

暮里公園（道灌山）･･･青雲寺（滝沢馬琴）･･･夕やけだんだんと谷中ぎん

ざ･･･岡倉天心記念公園･･･築地塀･･･三崎坂･･･大名時計博物館･･･旧吉田

屋酒店(下町風俗資料館)･･･日暮里駅   

 ※デニーズで昼食予定 

歩行時間：約 2時間 30分 (約 8km) 

費 用：交通費 1,000円 

 入館料 1,500 円(朝倉彫塑館・大名時計博物館・旧吉田屋酒店) 

担 当：（CL）栗山、（SL）高山 

 

✽鍋割山 （1272.5ｍ）  体力☆☆  危技★ 

東丹沢の中でも、ブナ林が良好な状態で残っているそうです。ブナの新緑と富士

山や箱根連山の展望を望みたいですね。 

日 時：3月 31 日（土） 

集 合： 新鎌ヶ谷駅（新京成線）（5：20 発） 

交 通：（往路）新鎌ヶ谷駅 5:20 ― 松戸 5:38_5:54 発（常磐線:代々木上原行）―

代々木上原 6:41_6:44(小田急：小田原行)―渋沢 7：55 着－タクシーで県

民の森(30 分位) 

（復路）渋沢駅発（15:07  15:16  15:26  15:39） 

コース：県民の森（9:00）登山開始･･･二㑨･･･小丸尾根…二股分岐･･･鍋割山山頂 

･･･二股分岐･･･後沢乗越･･･二股･･･県民の森 （タクシー） 

歩 程：標高差 800ｍ、 登り（2時 30分）、下り（1時間 30分） 

交通費概算：5,000 円（タクシー込） 

持 ち 物： 軽アイゼン  

担 当： （ＣＬ）手塚（ＳＬ）山口幸・五十嵐朝・菊池 
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✽カタクリの里～草戸山散策（２ケ所のカタクリの里を巡る） ☆ 

日 時：３月３１（土）・・・雨の場合翌日（4月 1日） 

集 合：橋本駅（京王相模原線）８時 45 分  バス 9 時 

交 通：（往路）新鎌ヶ谷（東武線）発 6:41―船橋 6:54_7:02 ―本八幡 7:09 徒歩 5

分本八幡（都営線）7:20―調布 8:11_8:15―橋本 8:42着 

        バス 9:00_9:20 カタクリの里着  

      ＊他の交通網を利用の方、橋本駅集合とします。 

コース：カタクリの里一時間散策・出発 11:00･･･城山湖（昼食）･･･草戸山･･･ 

     カタクリの里…梅の木平･･･高尾山口 15:30 (解散とします) 

       累計標高差４５０ｍ  行動時間 4時間 30分（休憩・食事含む） 

費 用：約 3,000 円  電車 2300 円 バス 220 円 入園料 500 円 

担 当：（CL）猪狩 （SL）赤塚・小林和・加藤 

 

4 月の山行予定 

✽青梅丘陵ウォーキング 

青梅駅から矢倉台までは、比較的平坦な道で緩やかな丘陵歩きが楽しめる。 

矢倉台休憩所からは、青梅の市街地が一望できる。 

日 時：4月 7 日（土） 

交 通 

(往路) 新京成・新鎌ヶ谷 6：56―八柱・新八柱 7：08_7:15（武蔵野線）―西国分

寺 8：16_8:26（中央線）―立川 8：32_8:36(青梅線)―青梅 9：08 

     ※後ろから 2両目に乗車 

     ※新八柱でホリデーパスを購入（154 円安い）。 

(復路)往路を戻る。 

コース：青梅駅･･･青梅鉄道公園･･･業雨橋･･･矢倉台 (380m)･･･40 番鉄塔

（412m）･･･石神前駅 

※歩行時間約 3時間 10分 

交通費：約 3000 円 

担 当：(CL) 山岡、(SL) 入江 

 

✽愛宕山～難台山～吾国山（縦走コース）  体力☆☆  危技★     

愛宕山（標高 306ｍ）～難台山（標高 553ｍ）～吾国山（標高 518ｍ）の縦走 

愛宕山は桜の名所、随所に桜並木、また、吾国山からの下山ルートにはカタクリ

群生地、コースはアップダウンがあり健脚者向き。夏山むけてのトレーニング山

行です。 

日 時：4月 14日（土） 雨天順延 4月 15日（日） 

集 合: 柏駅 6:20 常磐線ホーム 
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交 通：（往路）柏駅 6:32―岩間駅 7:38_ 7：45 タクシー－8：00愛宕神社登山口   

（復路）：吾国山登山口（下山）14：20ー･･･福原駅着 15：10_15：54－

友部 16：15_16：20－松戸 17：48_18：03－初富 18：23 

コース：愛宕神社登山口 8:00…南山展望台…団子石峠…難台山山頂…吾国山山頂

…吾国山登山口（下山）…福原駅 15:54 発電車   

※歩行時間 7時間 10分（休憩含む） 

歩 程：最高標高：553ｍ 最低標高：34ｍ 累計距離：12.9㎞（除くタクシー3.2㎞）  

交通費概算： 電車往復 3,412 円+タクシー代 3 人乗車：483 円/人 合計 3,895円 

その他：復路の電車の利便性からコース起点を福原駅とすることも要検討か 

    ただし、吾国山登山口からのコースは即、ややきつい急登から始まる 

エスケープルート：①団子石峠～平沢バス停～羽鳥駅 

         ②道祖神峠～恋瀬小前バス停～羽鳥駅 

担 当：（ＣＬ）畠山  （ＳＬ）江崎・安田     

 

 

県連予定行事 

✽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 

申し込み先：羽鳥・八巻 

詳細は  ９ページを参照してください。 

 

県連来期の予定 

3/3（土）県連総会 於）千葉市スポーツセンター会議室（決定） 

 

4/7（土）雪上技術講習 於）谷川岳 マチガ沢出合（予定） 

 

4/12（木）ウィークデー山行 宝篋山 （決定） 

 

6∕10（日）初級登山講習 於）栃木県鹿沼市・岩山（予定） 

 

11∕10（土）～11（日）事故防止経験交流集会 於）未定（予定） 

 

※上記の通り県連の行事日程が予定されています。 

できるだけ「東葛山の会」の山行日と重複しない様ご配慮願います。 
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第 20回 県連ウィークデー山行募集 主催 ハイキング委員会 

山行日 2018 年 04月 12日（木） 日帰り バス利用  雨天決行 

行き先： 筑波山系 宝篋山   

テーマ： 桜の花見とその他の花見のんびり山行 

集合場所と時刻   

Ａ車 ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 7時 00分集合出発 

Ｂ車 鎌ヶ谷市役所 7：00 集合出発＝我孫子駅北口 7:30 集合出発 

 

行 程   マイクロバス（26人） 2 台（筑波総合体育館：大池駐車場集合） 

      （又は人数に寄り自家用車も有り） 

        

4日 千葉発 7:00＝鎌ヶ谷発 7:00＝国道 6号線＝筑波総合体育館駐車場 9:30着予定 

  （トイレ：準備体操していざ出発）大池公園桜見物 

10:00出発―分岐 10:10―（山口コース 2）－車道終点 10:25―（山口コース 1）分岐 10:40 

－（新寺コース）分岐 10:55/11:05－（小田代コース）分岐 11:25―トイレ休憩 11:45―宝篋山 

山頂 12:00着予定    （昼食・休憩）） 

13:00下山開始―（山口コース 1）－万博の森 13:20―宝篋の水 13:50/14:00－（山口コース 2） 

分岐 14:40－新寺コース分岐―駐車場 15:00着予定  15:30乗車各地 18:00着予定       

歩行 約 5時間 00分 休憩含む  

 

注：雨天でも散策出来ますので決行します。雨具の用意はお忘れなくお願いします。 

当日は濡れてもよい服装、靴（又は着替え履き替え持参）   

        

●道路状況によりスケジュールや時刻等は変更となる場合があります。 

募集人員  50名  （千葉発 25 名・鎌ヶ谷発 25名） 

（今回は桜見物が主ですので気楽に参加ください） 

費 用   5,000円 バス料金値上げの為変更あり、 

持ち物  山行に必要装備：コンパス（雨具必須）。 

 

申込み〆きり  3月 15日（木） 定員になり次第締め切ります。 

 申込先  各会で纏めて桑原までお願いします。 
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平成 29年度公民館ふれあいまつり 

参加と協力のお願い 

○2月 23日（金）準備 

全体設営 9：30 ロビー集合  

担当 事務局 男性 4人 

  集会室の責任者 正 青木さん（鎌ヶ谷市絵画同好会） 

副 小林さん（学習療法普及協会） 

東葛山の会の設営 10:00～13:00  集会室集合 

例会で役割り分担を決定⇒事務局と会員皆さんの協力をお願いします。 

 

○2月 24日（土） ふれあいまつり初日 

集合  9：00 きらりホール                   

         開会式  9：15～9：30      事務局 参加 

展示部門 9：30～16：00 

※展示・受付、説明要員の分担を例会で決定しますので、できるだけ都合を 

つけて協力をお願いします。 

  

○2月 25日（日） ふれあいまつり 2日目 

展示部門 9：00～16：00 

公民館の役割分担 受付係：エスカレーター側入り口  

             担当：事務局 2名 13：00～14：00 

フィナーレ・閉会式 きらりホール 16：05～16：20  

鎌中吹奏楽部演奏終了後全員で「きらり鎌ヶ谷」を歌う 

 

撤収 16:20 閉会式終了後撤収片付け 

 

東葛山の会コーナー展示構成 

 

Ⅰ山行写真展示  1. 各季節の山行写真  パネル 8面（会山行・個人山行） 

          公開ハイク写真   パネル    

          県連活動関連写真  パネル    

         2. 海外登山写真       パネル 2面 

 

Ⅱ一年間の山行記録と東葛山の会の紹介 パネル ２面 

           

Ⅲ登山用具展示   山行部にて準備 テント、ウェア、ザック、ピッケル他 

Ⅳ動画放映    山行のビデオ、ニュージーランド他の動画放映 

Ⅴ図書類の展示  直近１年程度のやまびこ誌＆４０周年記念誌みちしるべ他 

 

その他    ワカメの販売 

         事務室の前に販売コーナー設置 2日間で 200個目標 

         事務局担当：伏見 

         会員の担当分担を例会で決めますので、ご協力をお願いします 

事前チラシ配布〔2月 18日（日） 13:00～14:00〕 

一般向けにふれあいまつりの紹介と東葛山の会案内のチラシの 

配布を行う。イトーヨーカドー の入口 3か所で 500枚配布予定 
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＜新春山行＞房総 富 山 

                                  高見信明 

参加者：高見・小林（和）・三橋・菅原 

    北川・加藤・桐生・伏見・前田（延）・間瀬・鈴木（か） 

    渡邉（正）・池谷・羽鳥・山脇・逢地・五十嵐（朝）・小林（正）・高木 

日 程：２０１８年１月１３日（土） 

 

 連日いい天気、今日も青空の好天、船橋集合千葉で乗り替え内房岩井駅に、 

途中車窓からは、内房の青い海に富士山を見ながら９時２１分に着きました。 

富山の双耳峰を眺めながら、登山口の福満寺の山門までは、３０分の道路歩き、

衣類調整で小休止、少々きつい舗装された登山道を歩く。１合目２合目３合目

と標柱も立っていました。又３合目には水仙が一面に咲いているところもあり、

癒されました。 

鞍部の５合目からは急な登り、３０分ほどで富山南峰の荒れ果てた観音堂に

着きました。へッドランプをたよりに歩き回った時の房総の山５０選を思い出

します。 

１１時２０分富山北峰（３４９ｍ）に到着しました。 

山頂の展望台や広場には数組の先客がいました。風もほとんどなく比較的暖か

く過ごしやすかった。 

みなさんそれぞれ昼食を食べ始めましたが、今年最初の会山行とのことで、

ホットワインで乾杯をしたらどうかということになり、ワイン、コンロ、紙コ

ツプを用意してきました。オレンジ、レモンを加えたホットワインで、新春を

祝って全員で乾杯をしました。おいしいホットワインでした。 

１２時２０分、記念写真を撮り下山、里見八犬伝の伏姫の籠窟に立ち寄り、

水仙畑を見ながら、岩井駅に１４時に着きました。 

 尚、女性陣は帰

路途中菜花を、有

料でしたが、ちゃ

っかり、しっかり

摘み取りました。 
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 シダンゴ山(758ｍ) 

                              江崎昌子 

2018･1･27(土) 

参加者 山口洋・桐生・嶋本・蓮見・江崎 

 

 山口洋子さんから、ロウバイが綺麗に咲いているので春の香りと美しい花を

楽しみながら、面白い名前の山を歩きましょう。…とお誘いがあり参加しまし

た。当初 25 日(木)を予定していましたが、22 日の大雪と厳しい寒さに心が折れ

て 27 日に日程変更。ところが前日の夕方これまた超寒く風が頬を刺す冷たさに

明日の山は大丈夫かな～と心配していました。 

翌朝寒さ対策の服装、バッチリ着込んで出かけました。小田急線新松田駅か

らバスに乗り終点寄(やどりぎ)に着くと、明るい陽射しポカポカと暖かく風もな

い。お目当てのロウバイも 5 分咲き、山の斜面が黄色に輝き春の香りいっぱい。

みんなウキウキ。美味しそうなミカンも売っていました。 

予定の 10:50 からシタンゴ山へ歩き始める。寒くない。重装備の服を 1 枚ず

つ脱ぎながら快調に歩く。レッグウオーマーを付けてきた人も、冬山用アウタ

ーを着てきた人も、ダウン、フリースを着てきた人も・・・汗をかきながら登

ること 1 時間、登山道は白い雪道に、でもふわふわしているのでアイゼン不要

でルンルン。 

予定通り 1時間半後の 12:10に山

頂に。富士山、丹沢、相模湾と展望

も最高。先日学んだ地図読みの復習

もして雪の上でランチでも寒くな

い。下山はストックを出し雪道を下

る。途中 1 ケ所林道とぶつかりちょ

っとコースを迷ったが、すぐに登山

道を見つけることが出来 14:05に寄

バス停に着きました。 

春のような気持ちの良い山行が

出来たことに感謝です。下山報告を

したら、鎌ヶ谷は酷寒の一日だった

とか・・・。 
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❥体験から学ぶ山行の知恵袋❥   加藤延子 

成り行きで文章を引き受けてしまったけど大いにコマッタな！…大事なことは

皆さんが網羅して書いて下さっていますので…晩年山行者には今さら何もないのだ。 

骨董的体験話になりますが、付き合いだと思って読み流して… 

 

☺ トレーニング：山を始めての何回かは、山頂に到着しても、身体がふわふわ、

頭がボー…仲間がおいしそうに食べているのが羨ましかった。       

体力に余裕がないから？…と自分流に結論づけ、それから私なりの体力作りが

始まった。通勤時間・余暇を利用して、歩く・走る・階段・体操等…夏山が近

づくと、仕事を利用して子供をおんぶし、遊んでいる振りしながら走り回った

りした。“継続は力なり”は実感でした。…現在は山の為の体力作りというよ

り、「ピン・コロリ」？を期待してのトレーニングかな。 

  山上でのランチタイムは至福のひと時で、健康の味です。 

 

☺  怪我：トムラウシ山行中笹竹で脛を切った。かなりの傷であったが、県連の講

習で教わった（水・滅菌ガーゼ・ゴム手袋・包帯）手当が役に立ち、帰りには

温泉にも入ったが、化膿しないで治癒した。それ以来持ち歩いている。 

 

☺  食べ物：岩木山に登山中、心臓がドキンドキンで足があがらないのだ、仲間に

チョコレートをもらって食べた。気のせいもあるけど 5分もしないで平

常に戻りテクテク…それ以来チョコはバックの隅でいつも眠っ

ています。梅干しは種を抜いて・チーズも常時いれてありま

す。大好きなピーナツも・・・ 

  ・寒くて眠れない時の、レスキューシートも役に立ちました。 

 

☺  水：越後三山で、頂上が見えていてもなかなか到着せず、「お恵みを」…で水

を頂いた。あの時の水は風呂上がりのビールより美味しくありがたかった。人

によって量・成分の好みの違いもあるが、山・天気状況をよんで多めに持った

方が安心。すぐ飲める位置に置いておくのが水分不足に陥らない一手である…

が私はやれていない。反省！ザックの中だと面倒になりがちで飲む回数が少な

くなる。血液ドロドドロ・脳梗塞・気持ちカスカスも恐い！！です。 

  

☺  中敷き：カカトが痛くて船橋整形に通院した時、療法士さんが歩き方を見て（２

回靴持参）中敷きを作ってくれました。大事な愛用品で今も健在で

す。「何十年もの歩き方を今から治せない、必要な装具使用で矯正

するようにした方が良い」…療法士さんの弁、今は靴屋さんで

足に合った中敷きや、補強靴下類が多種類あるので、色々試

してみる価値有りです。癖の悪い足には苦労しています。   

  

 3月号は間瀬さんお願いします。色々工夫される方ですので楽しみにしています。 

https://www.illust-box.jp/sozai/27565/
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スキーを楽しむ 
羽鳥健一郎 

（玉原高原） 

◆日時：１月１１日(木)バス日帰り 

◆参加者：岡部、嶋本、江崎、井上(順)、羽鳥 

 

寝てるより滑った方がリハビリか玉原高原でスキー再開 

スキー靴漸く履きて一休み腰を擦りつリフトに乗りぬ  

恐々と先ずは初級で足慣らし一カ月ぶり感触は良し 

仲間らの心配よそに参加したスキー終わりて一安堵す 

帰宅後は整骨院へ直行し指圧を受けて身は軽くなり 

 

 

              ≪尾瀬岩鞍スキー場から上州武尊山を望む≫ 

（オグナほたか＆尾瀬岩鞍） 

◆日時：１月１５日(月)～１６日(火) 泊「民宿みやま」 

◆参加者：池谷、清水、井上(順)、羽鳥 

 

片品村「オグナほたか」は平日でゲレンデ空きしゆったり滑る 

前武尊山頂近くでリフト下り日光白根山の雄姿眺むる 

昨春に四十周年で楽しんだ民宿も平日四人貸切り 

「岩鞍」のミルキーコースを三度ほど休み休みし楽しみ下る 

午後からは国体女子のゲレンデをおじさん四人は必死に滑る 
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ちょっと一言 

 

昨年の暮れに東京の友達から、パンダのシャンシャンの

予約が当たったと電話があり、「限定」とか「特別」の言葉

に弱い私は、おばちゃん 5 名で上野動物園に行ってきまし

た。 

指定の時間に並びスムーズに入れました。良く見える正面

は 2分間の見学です。 

わあ～シャンシャンだ。かわいい～。部屋の隅で竹と遊ん

でいました。 

他の動物も見学してから、予約してある中華のランチへ GO~. 

あんかけ焼きそばが逆さになっているぅ。焼いた焼きそばがざるのように上に

かぶさっていて、その下に具がはいっているのです。これもお店の限定品。 

そういえば昨年暮れに標高と西暦が 2017の雲取山に行きました。 

今年はどんな限定やら特別があるのか楽しみです。 

昨年の末に縦走できるようになった都留アルプスをお正月に行ってきました。 

秩父の皆野アルプスもできたてだとか・・ 

京都トレイルも行きたいし・・興味のある方 一緒にお願いします。 

また行ったことのある方、情報を教えてください。      （ 石塚洋子 ）                                              

 

 昨年の 12月に四日間の予定で、六甲山縦走に行ってきました。 

二日目、計画どおり最終地点の大竜寺に下山しました。バスかタクシーになるねと話し

ながらバス停の時刻表を見てビックリ、冬季不通(12～3月)となっていたのです。 

 タクシー会社、何社かに電話を掛けたのですが、どこも出払っていかれませんとの返

事です。こんな都会でタクシーが当てにならないことってあるのでしょうか？ 

それと電話した際に場所を伝えたら、お高いですよ(金額)と言われたらしい。こちらで

は、有り得ない返事だと思いませんか？関西だからですか？二度びっくりしました。   

 途方に暮れていたら白いBMが止まり事情を説明すると、私たち 5人を三宮の駅まで

徒歩 30分で行かれる掬星台という所まで 2回に分けて送ってくださるとの事です。 

感謝、感謝でお言葉に甘えさせていただきました。本当に親切が身に沁みました。あり

がとうございました。 

 六甲山ドライブウェイの様子を見にいらした６１歳の神様でした。   ( 嶋本道子 ) 

                                        

 

 3月号の担当は、菊池さんと猪狩さんです。（2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。）                                         
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おすすめの山の宿 (記憶に残る宿)  

 

村田綾子 

数少ない宿泊登山の中で、記憶に残る(ほとんど忘れている)宿を取り上げてみたいと

思います。3～4 年位前の忘年山行で泊まった 那須の『北温泉』です。 

建物のレトロさ(昭和・大正・明治)は去ることながら、お風呂の多種多様 沢山有る 

のに驚きました。源泉が違うものや湯量や趣が異なるもの等色々有り、一軒の宿でお風

呂だけでも十分楽しめると思います。 

忘年山行で私は、４つも入ることが出来満足でした。中でもメインと言われる天狗 

の湯は混浴で脱衣場も丸見えなのに、タイミング良く廻りにも女性に囲まれ入ること 

ができました。芽の湯は女性専用でかけ湯程度の洗い場で、湯量が少なく、混んでい 

るのでぐるっと廻れる様になっている湯舟の中を、腰を下ろしたまま移動しながら入り 

ました。露天も情緒たっぷり・・・。 

真冬なのでプールの様な大きな外風呂は無理でしたが、夏など陽気の良い時は、汗を

かいて下山後の入浴が楽しいだろうな・・・想像しました。 

迷路の様な建物の中も外もゆっくり見る時間はありませんでしたが、黒光りしている 

廊下も手すりも味わいあるものでした。アメニテｲが無かったり不便な処もありますが、

もう一度ゆっくり来てみたいと思いながらバスに乗り込んだものです。 

チャンスがあればと思いつつ、近場のお楽しみに身を置き歳を重ねている今日この頃

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

次回は村上和子さんにお願いします。 
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山の唄考（29）「木曾は山の中」 

 

 木曽の山の中で春を迎えるころ、恵那山を望む窓辺で孤独の身をかこち想い人への胸

の高まりを唄う。そんな曲なのだが、1974年のヤマハポピュラーソングコンテストの

最優秀賞受賞曲である。歌手が葛城ユキ、あの「ボヘミアン」のロック歌手と言えば思

い当たることでしょう。演歌っぽい、勿論ロックでもないがフォークでもない、境界が

微妙な時期の歌謡曲なのだ。だから、彼女がこんな歌を歌っていたのかと不思議に思っ

てしまう。が、この曲があって歌手「葛城ユキ」が世に出たのだともいえる。独特のハ

スキーでありながら厚い声量、重量級のパンチの効いたロックボイスで、この歌詞がう

たわれると、引きずり込まれて突然我が身が木曽谷に飛び、この歌詞の主人公の気持ち

が乗り移ってしまうのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40余り前のこと、大風と雨の木曾御嶽に登頂、二ノ池小屋で一泊、濡れて重くなっ

た身体を妻籠に運び込み松代屋で一夜を過ごした思い出がある。旅館・松代屋は今なお

健在、HPでそれが判る。中央アルプスの南端に特徴的な台形の頂を持つ恵那山、それ

は自分には見るだけでいい山と位置付けて、あちこちから眺めていただけ。この歌に出

逢って、木曽の山暮らしに思いを馳せらせてくれた。歌うには少し難しいから、サビの

部分しか覚える自信はない。 

YOUTUBEで検索して一度聴いてみてください。来るべき春が彩りを添え、明るい

気持ちにさせてくれることでしょう。  

春が来ました 

お風呂場の窓の外の遠くに見える 

あれは恵那の山の淡雪がやけに目にしみて 

苦しいことなど そのうちにとけるだろう 

ひと待ち顔の店で甘酒飲む 

やるせない味も変わるだろう 

〔以下繰り返し〕 

木曽は山の中です 誰も来やしません 

だからあなたが恋しくてあつくなるのです 

 

昨日馬籠で 

桜のつぼみふくれ今日はスミレの花が風を誘う 

それだけの事がうれしくて 

寂しいときには あの頃の写真出して 

楽しかったななんて一人思う 

未練だね 今は何もかも 

古い宿場に 

つばくろがもうすぐ帰る 

あいつはいいよ そうだよ自由に飛び 

どこへでも旅にいけるから 

春が来ました 真新しいバスの駅に 

明日はひとつ町へ出てみようか 

なにかしら胸がいたむから 

 

 

 



編．集’後　記

退職してから、主に冬場は江戸ウォークを楽しんでいます。東京も幹線道路から一歩中に

入るとけっこう「江戸」の風情が残っていて、古地図や浮世絵などと重ねながら散策するの

もなかなか楽しいものです。

先日は少し郊外の「国分寺お鷹の道」を歩いてきました。武蔵国の国府があった所で広

大な国分寺の寺跡から当時の繁栄ぶりが想像できます。江戸期には尾張徳川家の鷹揚に指

定され保護管理されてきたようです。国分寺崖線（がいせん）からの清流に沿った小径を、

武蔵野の面影をしのびながら3時間ほど歩きました。途中のうどん屋さんで食べた野菜天

ぷらうどんは、現地のとれたて野菜をつかっていてなかなかおいしかったです。（前田さ）

一月に入って大寒波が来ていると何度もニュースは言っていた。冬用タイヤ

を買い替えたので雪を少しは期待していたが、今のところ降る気配がなく、曇

天に日が差す毎日だ。

年越しの水仙の花に続き、ご近所の職権が咲いた。沈丁花も赤いつぼみが大き

くなってきた。，部屋に入れたニオイ／ヾソマ男も一輪だけ花を咲かせた。本来の花期は

4月だ。青から白に色変わりしたとき良い香りが漂った。もうすぐ立春、寒さの

中にも少しずつ春が近づいてきている。日が伸びたので洗濯物の取り込みも遅

くなったな、と主婦的な感傷にひたっている。

ところがこの一週間後、大雪となり、雪かきで肩、腰が真冬バージョンに。

（たも）

原稿作成要領

用紙設定　A4

余　　白　上下左右30mm

フォントサイズ　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＞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。

発行郎平成30年2月1日

発行者　東葛山の会

会　長　安彦　秀夫

編集者　梅田　尚志

東萬山の会ホームへゝ一ジ　http：／Iwwwtokatsu．club
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