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 スノーシューで登った先は、太陽光にキラキラかがやく幻想的な白銀の

世界、シーズン終盤とは言え、スノーモンスターも健在でした。 

                                                                  

               2017年 3月 2日  蔵王   ～菅原 恵子～ 
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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

２月号は小林(正)さん、３月号は井上(順)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。 



日 曜日 1　月 日 曜日 2　月

1 月 元旦 1 木

2 火 2 金

3 水 3 土

4 木 4 日

5 金 5 月

6 土 6 火

7 日 7 水

8 月 成人の日 8 木

9 火 9 金

10 水 10 土

11 木 11 日

12 金 12 月

13 土 　 火

14 日 14 水

15 月 15 木

16 火 16 金

17 水 17 土

18 木 18 日

19 金 19 月

20 土 20 火

21 日 21 水

22 月 22 木

23 火 23 金

24 水 24 土

25 木 25 日

26 金 26 月

27 土 27 火

28 日 28 水

29 月

30 火

31 水

　　　※
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あけましておめでとうございます！ 

          会長  安彦秀夫 

 

昨年 2017年 3月に、『東葛山の会創立 40周年記念祝賀式典』を、花咲温泉（群馬県）で

多くの会員の参加のもと、盛大に開催することができました。各分野で準備を進めていた

だきました会員の皆さんに感謝します。 

 

新年を迎えるに当たり、私が最近思っていることを紹介したいと思います。 

毎年、年齢を重ねるごとに、『山歩きをしていて、自分の体力や気力などが落ちてきたな

ぁ～』と、しみじみと感じる人が多くなってきているのではないでしょうか？ 

そういう私も、ここ数年は、以前のような山行が出来なくなってきていることを強く感

じ、寂しい感覚に襲われることもあります。気持ちはまだまだ若いと思っているのですが、

実際に山で歩いていると、ちょっとした上り坂でさえも足の動きが極端に鈍くなり、『早く

休みたい…』という衝動に駆られることが多くなりました。 

山行計画を立てる際に、このような体力の衰えなどを自己分析し、山に向かうように心

がけています。『若さと体力に任せた山登り』から『経験と知識に溢れた山登り』への転換

を図っている最中です。 

でも、安全を優先し過ぎてのレベルダウンをすることは、今のところ考えていません。

安全を常に考えながら、現在の自分に合った歩き方（コース選択、ペース配分、荷物量な

ど）で、山歩きを楽しみたいと思っています。 

まだまだ多くの関心のある山々が国内そして海外にあり、是非機会を見て歩きたいと思

っています。勿論、自分自身に合った山の歩き方でです。絶対無理はしたくありません。

でも、常に夢や希望、目標を持って挑戦し続けていきたいと願っています。 

皆さんも、新たな年を迎え、新たな山への想いを抱き、山歩きを続けて下さい。そのた

めにも常日頃からのトレーニングだけは怠らないようにして下さい。いつまでも安全に、

そして、楽しく山歩きができるためにです。 （写真：タランギーレ国立公園/タンザニア） 

 

話は変わりますが、昨年 2017年 9月に、アフリカ最高峰『キリマンジャロ』登山をした

際に、『メンバーシップ』や『リーダーシップ』について指摘されました。皆さんは、この

言葉を耳にしたことはあるかと思います。でも、詳しいことはよく分からない…と言う人

も多いのではないでしょうか。 

これについて、今後の例会や実際の山行の場で、皆さんと話し合っていきたいと考えて

います。パーティー登山をする際に欠かすことのできない言葉です。楽しく安全登山をす

るために、絶対に通り過ぎることのできない最低限のルールです。 
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例会報告 

第一例会出席者                    2017/12/6             44 名 

北川､安彦､栗山、安田､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、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、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、畑中、高木 

第二例会出席者                    2017/12/20            36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11月　山行報告

山　　名
ジャン
ル 　日

山行
区分 人数 参加者

白毛門 ハ 2 個 1 菅谷

小浅間山　＆　信濃路自然歩道 ハ 5 会 18
岡部、梅田、蓮見、北川、八巻、山岡、村田、高山、
鈴木か、五十嵐朝、五十嵐幸、池谷、桐生、間瀬、
前田節、前田悟、星田、小林正

日光：外山 ハ 7～8 個 1 安彦

浅間隠山 ハ 10 個 3 山口洋、山口幸、井上順

大菩薩嶺 縦 10~11 会 7 松本、伏見、石塚、嶋本、前田節、前田悟、清水

鐘撞堂山 ウ 11 会 10
入江、北川、山岡、加藤、八巻、渡邉正、三橋、池谷、
梅田、髙木

丹沢山（主脈縦走） 縦 11~12 個 4 安田、桐生、五十嵐朝、江崎

県連事故防止経験交流集会 他 11~12 県 4 安彦、羽鳥、小林正、高見

長卸山（南会津） ハ 12~13 個 1 菅谷　　他1名

唐沢山　諏訪岳 ハ 17 個 4 山口洋、鈴木か、井上勝、五十嵐朝

ワンコイン講習会 他 19 県 8 伏見、加藤、村上、小林和、間瀬、逢地、蓮見、菅原

沼津アルプス下見 ハ 19 個 6 江崎、羽鳥、前田節、前田悟、小林正、嶋本

小豆島ウォーキングと寒霞渓ハイク ハ 20～24 個 3 桐生、伏見、菊池　　他1名

西沢渓谷 ハ 22 個 5 安田、小林和、江崎、嶋本、菅谷

唐沢山城跡ハイキング ウ 26 個 4 山岡、八巻、三橋、岡部

栃木の山150：大坊山～大小山 ハ 27 個 1 安彦

雲取山 ハ 27～28 個 4 清水、井上順、石塚、菅原

奥多摩むかし道 ハ 29 個 2 間瀬、加藤

松田山　曽我梅林　下見 ハ 29 個 2 山口洋、村上

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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1２月例会報告                司会  会報部  鈴木か 

 第一例会  12月 6日（水） 

☆ 山行報告 

・11月は 19山行中、報告・山行記録は 3山行。1号記載に期待。11月は天候も良

く多くの人が紅葉山行を楽しんだ報告が多かった。 

☆ 山行案内 

・12/16～17  忘年山行 裏磐梯高原（雄国山、五色沼雪上ハイク）（安彦）：41名参

加、希望コースに変更のある方は安彦まで。バスの中からでもよい。 

  ハイキング 4時間、状況に寄り頂上を踏めない事もあります。 

  現況でスキー場は 50ｃｍ雪あります。 

 ＜山口洋＞計画書にある持ち物全部必要か？ 

  初日はツボ足、2 日目はアイゼン・ストック・ある人はスノーシュ・ワカンを持

参して下さい。                             

市役所の駐車場 20台許可、場所については本来の駐車場へ（道路の近く） 

許可されたバスは鎌ヶ谷観光になっているが、今回はグランデコ・スノー・リ 

ゾートバスです。運転手は、前日と当日は白井ビジネスホテル泊です。 

当日の変更は井上勝・八巻まで連絡を。スキーはバスに乗せられます。 

・1/13 富山（高見）：22名参加 費用 4000円位、詳しくは第二例会で。 

  房総フリー切符は前日購入。通常との金額の差はあまりありません。 

・1/20 大磯（浅間山
せんげんやま

）（北川）ウォーキング：東武で行く人は新鎌 7：35です。 

  1月第一例会で出席とります。 

・1/27～28  房総ロングハイク（八巻）：県連行事。12/25〆切、東葛山の会 8名参 

加、全体 47名。 

・1/31 日光 雲竜渓谷氷瀑見学ハイク（安彦）：自然現象相手なので、1月第二例 

会で判断します。ヘルメット・アイゼン・ストック必携。 

・2/17 入笠山スノーハイキング（菅谷）：歩行 2時間 30分、味噌汁作ります。 

  費用 1万円位。特急で行った方が安全（各駅は本数が少ない）スノーシュー 

レンタルあり。後ろの方を歩くと、ツボ足でも歩けるかも？1月出席とります。 

・2/22 松田山・嵯峨山・曽我梅林（山口洋）：天候と花の開花状況により日時変更 

あり。計画変更は 1月号に載せる。入園料を払えば菜の花摘みができるかも？ 

（公民館まつりの関係上、平日山行になりました） 

・2/27 ～3/1スキー（たかつえスキー場）（井上順）：東武の平日限定プランツアー

を使う。発表待ちで 11月に公表された。（費用が安い）25,000円、人数確認の

回覧まわします。詳しくは 1月号に。 
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☆ 各部報告 

事務局（四元）・先月の例会見学の方、入会希望の有無を確認します。 

 ・公民館祭 2/24～25、東葛山の会のチラシ（入会案内・宣伝）を作り、公民館広

報活動のチラシと一緒に、2/14～9日間の３日間位、3ケ所で配る。 

 ・DVDはニュージランド・キリマンジャロ登山を放映する。 

 ・展示写真・シーズン別にする。 祭りに関する意見事務局まで。 

 ・ワカメ販売（200袋）１袋 600円、事務所前 2ケ所で販売（2日間）。 

会報部（梅田）：変更になった「山行計画書」「月会山行提案書（略称プラン）」を載

せました。新年号会長挨拶載せます、新年に当たっての原稿書きたい方どうぞ、

受け付けます。 

山行部（菅谷）・12/13（水）山行部会です。関係者は参加ください。・「山行計画書」

「月会山行提案書（略称プラン）」メールで配信してありますので活用くださ

い ・12月、机上講習はありません。 

県連関係（羽鳥）・11/16 理事会に参加、役員決め提案「グループ分け 2 年交代」

の意見を集約した。反対１０、賛成４、△３でした。（１７山の会） 

 ・脱退希望の会もあり、反省面も大いにある。 ・もっと早い段階で各会から意

見が出ていれば、もう少しまとまったのでは。 

 ・東葛山の会の意見として、3 役は必要である。経験豊富な人材がいる大きな山

の会から出してもらった方が安全登山に繋がるのでは。 

（安彦）・忘年山行の下山報告は手塚さんまで。 

  ・全国連盟・県連に報告の会員数、56名登録済み。 

・玉山山行 11名（1名は他会の人）・キナバル山、小屋予約取れず中止。 

・県連永年活動者→鈴木隆司申請し許可が出ました。 

・ホームページ、会報 11月号が 2つあるので 12月号に訂正して下さい。 

    ・松戸山の会 35周年記念誌、各会一部配布、回覧します。記念品はTシャ 

     ツとバンダナ。我が会にはバンダナ一枚届いているので、どなたかどうぞ。 

    ・県連組織委員会のアンケート、安彦記入で提出した。 

    ・3/4 総会、場所未定。 

・理事会関係・シリウス山の会（我孫子）来年 2月で脱退。 

・「グループ分け 2年交代」の案についての賛否のまとめは、意見の解釈 

の仕方で違ってくる。             

（猪狩）年間計画担当者と訓練山行担当者は 12月 20日（水）6時 30分～打ち合 

わせをしますので参加してください。 

 

 第二例会  12月 20日（水）           司会 会報部 桐生 

☆ 山行案内 

・1/13  富山（菅原）：房総フリー切符 3100円利用の方は前日購入、普通切符は 

  3320円です。詳しいことは 1月第一例会で。 
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・1/20  大磯（浅間山）（北川）：高い山でないので気軽に参加ください。船橋 7:57 

  に乗車して下さい。Ⅰ月第一例会で参加希望とる。 

・1/31 雲竜渓谷氷瀑見学ハイク（安彦）：前回より進展なし。 

  タクシー予約の関係上、1月第一例会で希望をとる。 

・2/17  入笠山スノーハイキング（菅谷）：踏み跡は滑るかも？軽アイゼン必要。 

・2/22  松田山・嵯峨山・曽我梅林（山口洋）：1月号に正式な案内を載せます。 

    出席回覧表まわします。 

・2/27  スキー「たかつえスキー場」（井上順）：鎌ヶ谷 6：59に乗車、1月第一例 

会で集金、後で精算します。男 6名、女 7名参加。北川さん参加で満杯です。  

レンタルスキー希望者は井上順まで。 

・1/27～28  房総ロングハイク（八巻）東葛山の会 9名、全体 5１名参加。 

  雨天の場合の動きは未定。参加希望者はまだ受け付けます。 

☆ 各部より 

事務局（四元）：公民館祭り、2/14～21の内の 2日間チラシ配り（公民館祭りの 

宣伝・東葛山の会会員募集）をする。日にちは未定。東葛山の会は初参加です。 

＜安彦＞土・日の日中の方が人出も多く効果があるのでは… 

・祭り当日もチラシ配りをします（チラシは事務局で作成） 

・例会見学者 1名有。 

 会報部（梅田）：25日（月）編集・カラー印刷を 9時より加藤旧宅で行う。 

 山行部（菅谷）：来年度の会山行の検討を始めました。 

 県連（会議は羽鳥出席し、発表は安彦）：役員２名不在の件、いまだに解決の 

光が見えていない。（羽鳥さんのまとめをメール添付してもらいますので読ん 

でください。 

（安彦）・忘年山行、多数の参加者で無事終わりました。返金あります（皆さんあま 

り飲まなかったので）スキーに行かれた方の迎えの車が連絡ミスで予定の時間

に 

来ず、電話をしてからきた。それに触れた謝罪はなかった。確認が必要である。 

・キャンセル料は取られなかった。（規定は支払いが必要） 

・埼玉県、山岳遭難ヘリコプター有料の件、1月 1日からです。具体的には雲 

取山山頂から水平距離で 3kmの円を描いて埼玉県側で事故って要請した場 

 合 5分で 5000円です。時間のカウント方法はヘリコプターの航空センター 

川島町をスタートしてから、救急車・病院に引き渡した時点までの計算。 

・過去の救助時間は約一時間、6万円。他県もこの方法の検討に入っている。 

・雲取山・笠取山・甲武信ヶ岳・両神山・日和田山・二子山が該当する。 

（北川）ウォーキングのリーダー4人しかいないので、年齢を考慮して何人か入れ 

て頂きたい（個人的要望） 

＜安彦＞そういう提案はウォーキングの責任者の中で話しあって出してほしい。 

                               以上 
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山 行 案 内 

１月の山行予定 

 

✽富山（３４９ｍ）     ☆ 

日 時：1月 13日（土） 

担 当：（CL）高見 （SL）小林（和）・三橋・菅原 

 

✽大磯（浅間山）ウォーキング 

日 時：1月 20日(土) 

担 当： （CL）北川 （SL）八巻 

  

✽日光：雲竜渓谷氷瀑見学ハイク ☆☆★★ 
厳冬期にしか味わえない氷の世界/アイス・ワールドを体感しましょう！ 

 

日 程：２０１８年１月３１日（水）＜日帰り＞ 

集 合：東武新鎌ヶ谷駅改札口付近 午前５時１５分 

電車コース・時刻表： 

新鎌ヶ谷5：26―春日部6：29_6：44―南栗橋7：01_7：02―東武日光8：16 

  タクシーで登山口（滝尾神社、又は、その先の林道ゲート）へ。 

ハイク：滝尾神社～雲竜渓谷の往復 （約 15ｋｍ/往復、標高差 700ｍ） 

歩行時間：約６時間（林道ゲートまでタクシーが入った場合：約 4時間 15分） 

費 用：約５，０００円  電車往復、タクシー往復（東武日光駅～登山口） 

幹 事：（CL）安彦秀夫 TEL：090―5827―0571 （SL）猪狩晃一、間瀬芳枝 

備考：氷瀑は、天候に大きく左右されます。1 月第 2 例会にて最終判断予定で

す。 

 

※1月の山行予定は 11月号と 12月号を参照してください。 

 

２月の山行予定   

✽入笠山スノーハイキング   

スノーシュ入門、ハイキングコースを雪の時季に歩く。山頂から３６０度の眺め。 

日 時： ２月１７日（土） 集合 6：30（船橋駅改札口） 

交 通：（往路）船橋 6：53―JR―9：45 富士見 10：00―シャトルバス―10：10

スキー場                

（復路）スキー場 15：00―シャトルバス―15：10富士見 15：59―18：06新宿 

コース： スキー場―ゴンドラ山頂駅…マナスル山荘…入笠山山頂…マナスル山荘
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…ゴンドラ山頂駅…スキー場  【歩程 2時間 30分】 

累計標高差又は標高差 ・登り（150ｍ、1.1時間）下り（150ｍ、1時間） 

交通費概算：約 10000円 

     JR 船橋―富士見 8320円（特急券込、ジパング利用、自由席利用） 

ゴンドラ  1650円（往復） 

その他： ・昼食（1食分）、テルモス、味噌汁制作              ・

装備等  防寒具、サングラス、スノーシュ（ワカンも可）、ストック・スノーシュ

レンタル（1日 2000円ストック付き） 

担 当： （ＣＬ）菅谷 （ＳＬ）伏見・蓮見 

 

✽松田山・嵯峨山・曽我梅林     ☆ 

松田山、西平畑公園と嵯峨山の花見山。河津桜と菜の花。 曽我梅林と丘陵まで

のハイキング。 

日 時：2月 22日（木） 集合  新鎌発 6：19 

        花の開花状況と天候によっては日時変更の場合もあります。       

交 通 ：（往路）：新鎌駅 6：19－松戸 6：40_6：45（始発）―代々木上原 7：35_ 

7：43－新松田 9：02（新鎌で前から 2両目に乗車） 

☆松田山・西平畑公園と嵯峨山の花見、（9：50～11：20） 

 松田山発 11：20 松田駅 11：57－下曾我 12：08   

☆ 下曽我梅林散策と曽我丘陵 1本松跡までのハイキング（別所梅林で昼食） 

（復路）下曾我 15：27－松田 15：37新松田発 15：41（快）15：54  16：01（快） 

交通費概算：3160円 

 交通費詳細  新鎌―新松田 1380円 松田―下曽我  200円 

その他 

①松田駅―下曽我駅（往復）200×2＝400円（パスモ利用不可） 

    あぐりパーク嵯峨山苑入園料   300円     合計 700円を集金します。 

②復路 下曽我駅15：27に乗り遅れた場合15：40発の新松田駅のバスに乗ります。 

③ほとんどがアスファルト道です。 

担 当：（ＣＬ）山口洋（ＳＬ）前田延・村上・池谷 

 

✽スキー 南会津「たかつえ」 

  東武トップツアー 平日限定プラン利用  

日 時  2月 27日（火）～3月 1日（木） 二泊三日 

場 所 南会津 「たかつえスキー場」 

交 通  

往路 ： 鎌ヶ谷 6:59―新鎌ヶ谷 7:01―柏 7:18_7:27―春日部 8:10_8:33（特急き

ぬ 107号）―鬼怒川温泉 9:59_10:01―会津高原尾瀬口 10:45_11:00（シャ

トルバス）―11:25スキー場 

復路 ：スキー場 16:30―（シャトルバス）―会津高原尾瀬口 16:55_17:01―鬼怒

川温泉 17:58_18:36（特急きぬ 146号）―20:09春日部 
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宿 泊  「会津アストリアロッジ」、日帰り温泉施設「白樺の湯」隣接 

費 用  約￥25,000・・・部屋の利用人数によって料金が異なるため仮設定 

    （ 特急含む交通費、宿泊費、食事代（2/27 夕食～3/1 昼食）、リフト代、

レンタルスキーセット、レンタルウェアー込み ） 

注 意  １、特急券・座席指定券 1/27に購入予定（一ヶ月前） 

２、2月 7日以降、変更料発生（20～40%） 

個人都合の場合は個人負担になりますのでご注意ください 

担 当  （CL）井上順、（SL）池谷・畑中 

 

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） 

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。 

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。 
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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 

 

✽丹沢「鍋割山」 標高 1272.5ｍ 体力★☆☆  危技★ 

 山頂広く、展望好い 名物「鍋焼きうどん」 

日 時： 3月 24日（土）、25日（日）31日（土）のいずれか 

交 通：小田急線 渋沢駅、または新松田駅集合、解散 

往 路： 新鎌ヶ谷 5：20－松戸―代々木上原―渋沢または新松田 

  バス 渋沢―大倉バス停 15分 、新松田―寄バス停 25分 

新松田駅発 8：25～寄バス停 8：50着 絶対これに乗ります。 

復 路： 大倉バス停（バスの本数が有る）渋沢駅―代々木上原―新鎌ヶ谷 

コース： 寄バス停、710号線･･･櫟山･･･後沢乗越･･･鍋割山（鍋割山荘）･･･後沢

乗越･･･二股･･･国定公園表示板･･･大倉バス停   

     ※歩行時間 登り：3時間 15分 下り 2時間 15分 +昼食＋休憩 

交通費：バス代他にルートが有るかも知れませんので各自調べて下さい。 

その他：一般的なルートですが帰りは大倉に下りた方が、16 時台のバスが多いで

す。大倉～渋沢駅行 16：10、18、38、55と有ります 

累計標高差も調べて下さい。 

3月後半でも軽アイゼンは必要です。 

担 当： （ＣＬ）手塚 、（ＳＬ）五十嵐・山口（幸） 

 

県連予定行事 

✽第３４回房総ロングハイキング（県連ハイキング委員会） 

日 時：１月２７日（土）～２８日（日）一泊二日 

申し込み先：羽鳥・八巻  〆切 2017年 12月 25日 

 ※詳細は１１月号を参照してください。 
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紅葉の寒霞渓へ 

小豆島ウォーキングと寒霞渓ハイク 

菊池光子 

参加者：桐生・伏見・菊池・他 

日 程：2017.11.20日(月) ～24日(金) 

 

今回は福田港から前回の続きを歩きました。当日は港の近くの４ケ所をお参

りして宿に入りました。４泊同じ宿ですので、軽くして歩く事ができました。

順番に廻りたいと思っても、場所が移動し札所もあって、順番に廻れないのが、

小豆島八十八ケ所だそうです。 

翌日は宿の近くからお参りして寒霞渓へ・・・。裏八景から、奇岩、怪岩を

見ながら、紅葉で素晴らしい静かな山道でした。山頂は観光客で賑わって、中

国人客でリフト乗り場は行列でした。下山は表十二景を下山。歩く人は少く景

色を楽しみながらゆっくり下山できました。 

今回は〝希望の道〟干潮になると城ケ島へ歩いて渡れる道が現われるという時

間に遭遇し、ラッキー！ 

第２番札所、碁石山の

山頂は厳しい岩登りでし

た。瀬戸内海を見渡すど

ころか、怖くてすぐ下山

してきました。 

今回のおへんろでも、道

を尋ねただけなのに、車

で宿まで送って頂いたり、

女性４人を心配して、山

道は今は歩けないとか！

地元の方々のお接待を受

け、本当に癒されました。 

今回は、オリーブが青い実、黒い実とたわわになってぶら下がっている小豆島

の風景の中を歩きました。お参りは、お願い事と感謝を忘れないように・・・。 

 

最終日は、計画より早い船に乗る事ができて、世界文化遺産、国宝姫路城に立

ち寄りました。五年かけての保存修理を終えた白く輝く大天守閣を見学出来て、

大変良かったです。 

皆さん有難うございました。 
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雲取山(2,017m) 

菅原 恵子  

11⽉27日(月)〜11⽉28日(火) 

参加者：清水、井上(順)、石塚、菅原  

  

以前から行ってみたい山でしたが機会が無く諦めていたところ、標高年の山

と言うことで話題になり思いがけなく 2017 年の内にお誘

いを受けて登ることが出来たことは、本当に ラッキーで

感謝感謝です。  

清水さんの自家用車に乗せていただいて、新鎌ヶ谷駅を

5 時 20 分に出発しました。途中 1 回の休憩が入り登山口

の小袖乗越 には 8時 40分に到着しました。  

鴨沢〜雲取山コースを小袖乗越から 9 時に登山開始です。小袖乗越は鴨沢か

ら歩いて 30 分の所にある でとても広く最近設置されたきれいなトイレもあ

りました(冬季閉鎖)。 標高年の山をクローズアップした登山口のプレートにパ

ワーと期待を貰い、 6時間あまりになる登山を開始しました。  

登山道は、下りて来た登山者とすれ違うにはよけなければならない程の道幅

でしたが、道筋はしっかり付いていて歩きやすかったです。七ツ石小屋で昼食

をとり今回はブナ坂方面に向かいました。 

視野が開けたところでヘリポートとキャンプ場・雲取奥多摩小屋が見えてき

ました。尾根道から振り向くと七ツ石山や幾重にも重なった山と谷は奥深く続

いていました。急登をいくつか進むと雲取山山頂でした。雲取山を確認できな

いまま歩いていたので 突然の登頂は嬉しかったです。 

すぐ側に雲取山避難小屋とトイレがあったので長めの休憩 となりました。室

温は 7 度 あり冷たくなっていた足先にはとても良い休憩になりました。 小屋

の軒先に下がっていた温度計は−1 度でしたが山頂はもっと低かったのではな

いでしょうか…。 

進行方向に 20分下ると宿泊先の雲取山荘に到着しました。水不足のため洗面

用は手持ちの水を使い、トイレには使い捨てのお手拭きが置いてありましたが、

翌日の朝には飲料水とお湯を自由にもらう事が出来ました。お部屋はグループ

毎に割り振られ温かい炬燵も置いてあって快適で

した。小屋では携帯電話が使えました。帰ってから

解ったのですが、ホームページに「水不足は秋の雨

不足のため」と書いて有りました。   
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2 ⽇⽬は快晴、御来光を拝んだ後、⼭頂に登り返して素晴らしい展望を満喫、

下⼭も真っ⾚な紅葉を観ながら三条の湯を経由してお祭りへ、駐⾞場までの急

登は⼿強く 20〜30 分かかってしまいましたが 7 時間半を無事に歩けて充実感

満載の楽しい⼭⾏でした。帰りに〝 もえぎの湯〝で汗を流し美味しいお蕎⻨も

⾷べて往路戻りました。清⽔さん運転していただいてお疲れ様でした。皆さま

⼤変お世話になり有り難うございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪清水さん撮影≫ 
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御岳山～日の出山～つるつる温泉へ 

                     前田 延津子 

参加者 13名：逢地、嶋本、間瀬、鈴木か、江崎、池谷、梅田、星田、山口洋、 

蓮見、小林正、山口幸、前田延 

12/3  穏やかな初冬の一日、御岳山から日の出山経由つるつる温泉へ歩きま

した。JR御岳駅からバスでケーブル下の滝本へ、バスは増発されていました。 

ケーブルもかなりの人々で賑わっていました。 

御岳山から日の出山へ 1時間ほどで 11時前に到着。すでに多くの人が思い思い

に山頂からの眺めを楽しんでいましたが、生憎、かすみがかかって自慢の都心

の景色の遠望はイマイチ。 

 早めのお昼を済ませてつるつる温泉への下山です。 

暗い樹林帯の中ではコアジサイの黄葉が目を楽しませてくれました。 

１時前にはつるつる温泉に着きここで一旦解散。 

あとはそれぞれ温泉を楽しみ、2時半過ぎのバスで JR武蔵五日市に向かい帰宅

となりました。20 分程のバスの車窓からはドウダンツツジの綺麗な紅葉があち

こちで見られました。今年はドウダンツツジの紅葉が特にきれいでしたね。 

 4 か月ぶりの会山行に参加ということで行く前はとっても不安でしたが皆様の

お陰で楽しい 1日を過ごすことができて感謝の気持ちでいっぱいです。 

有難うございました。     

コアジサイの黄葉 
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キロロリゾートスキーツアー 

清水 利夫 

2017年 12月 8日～10日             

参加者 池谷、羽鳥、清水 

 

 2017年春に続き今年 2度目の北海道キロロリゾートにスキーに行ってまいり

ました。去年よりもスキー場開きが 2 週間近く早く、今年は大いに楽しめると、

ほくそ笑んでおりました。春のスキーと比べると雪質も良く積雪も十分で思い

切り楽しんで参りました。 

出発は今回も早朝の羽田空港で待ち合わせ、新千歳に向かう機内で、今シー

ズンの初滑りに心を躍らせていると、早くも窓の下の方には津軽海峡の白波が

見え雪化粧した山並みが見えてきました。新千歳空港に到着です。キロロ行き

のバスに乗り 2 時間余り。その間時間を惜しんで昼食はバスの車内でとり、雑

談をしているうちにようやくキロロリゾートに到着です。今回は、宿泊もゲレ

ンデ内のホテルでシェラトン北海道。ホテルに入り、早速ロッカールームで着

替えて本日のリフト券を購入しゲレンデへ！生憎と雪が降り風もありコンデシ

ョンは不良。それでも頑張っていくつかのコースを滑ったのですが、眼鏡は曇

り目からは涙が出て前が見えずに悪戦苦闘。それでも 3 時間弱ゲレンデに居り

ましたが、諦めてホテルに撤収。食事とアルコールを楽しみ翌日の快晴を願っ

て早めの就寝でした。 

 

 
      羽鳥 PRO 模範演技         池谷 PRO 模範演技     

 

翌日は打って変わっての快晴で思い切り北海道のパウダースノーを楽しみま

した。今シーズンの足慣らしには雪質といい天気といい最高の一日となりまし

た。3日目は最終日 12時まで滑ろうとゲレンデに出ると、小雪が舞い絶好のコ

ンデションとは言えませんでしたが、ときおり晴れ間も見え締めくくりのスキ

ーとしては楽しめたと思います。3時のバスに乗り新千歳空港に着き食事をして

時間調整。 

最終便で一路東京へ！しかし飛行機が遅れて最終電車との競争で何とか我が

家に到着という落ちがありました。今シーズンのスキーの始まりですが、今年

は雪も多く、すでに 2 月までスキーの予定もいっぱいになっています。今年も

怪我の無いように楽しみたいと思います。 
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六甲全山縦走 

伏見 純子 

日  程：2017年 12月 10日（日）~13日（水） 

メンバー：五十嵐、伏見、桐生、菊池、嶋本 

 

 海と山が接する六甲山地、塩谷を起点に宝塚までつなぐ全山縦走路 56ｋｍ、

累計標高差は 3000ｍを超えるロングトレイルです。 

12/11日 晴れ 

 私は前日に体調を崩し、途中でリタイアをしました。 

皆さんは 12/10須磨浦公園駅から妙法寺まで縦走しました。 

今日は、お天気は良いのですけど大寒波の襲来で最高に寒いです。三宮のホテ

ルから電車で妙法寺駅まで。8:30 出発。街中の独立峰高取山へ(300ｍ)。300ｍ

登り 350ｍ下る。その繰り返しですが階段ばかりの山道です。足の短い私は苦労

の連続です。それに街中の標識を探したり、時々見落としたりと目と頭を使い

ながら進みました。やがて、菊水山へ。450ｍ登り 200ｍ下る。又 300m 登り

250m下る連続の階段です。標高は低いのですがアップダウンで疲労困憊です。 

 やっと今日の終着地大龍寺に着きました。15:30。ここから三宮までバスの予

定でしたが 12月から運休でした。タクシーにも断られ「どうしよう」これから

車道を歩いたらホテルに着くのは何時になるの？寒くて不安になりました。 

 その時、白馬に乗った王子様の様に白い乗用車が止まりました。「御嬢さん？ 

どうしました」と、いろいろ事情を話しました。王子様が途中まで送りましょ

うと、ホテルまで 30 分までの所まで 2 往復して送ってくれました。（3 人乗り

なので。）寒さの中、優しい親切に嬉しくて鼻水か、涙が滴りました。これも巡

礼のお蔭かな？。 

 無事、ホテルに 17時に着きました。夕食を取り今回のハイライト「KOBE 

ルミナリエ」を見に行きました。とても、とても綺麗で素晴らしかったです。 
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12/12 日 快晴 －3度 

 昨日の大龍寺までタクシーで行き、8:10出発。寒い、寒いと連日口走ります。 

150m下り、今日のハイライトの山「摩耶山」の登山口までダラダラと登りが始

まります。山頂手前の天狗道は胸突き八丁の長い急登です。今回の縦走路で第 

２の難所でもあり、摩耶山で全行程の半分です。 

 ここからは景色の良いドライブウェーを歩いたり、山道に入ったりと変化に

富んで楽しくルンルンです。又、六甲山域は別荘あり、ゴルフ場、学校も 

有り一つの街の様です。眼下の景色も素晴らしく神戸のビル街の先にはキラキ

ラと光る瀬戸内の海、明石の橋と、5人ばーちゃんワーワー、キャーキャーと 

楽しいね。夜は香港の夜景のようになるのかな、と想像しました。 

 今日はここで終わりです。この先に行くと明日からの足が有りませんので。 

ロープウエーで有馬温泉に下ります。気持良いお風呂を浴びて、バスにて三宮

のホテルまで戻りました。有馬温泉は昔、新婚旅行のメッカでしたね。竹馬の

友も東京駅で「バンザイ」をして、有馬温泉に出発しました。50 年も前の事で

す。 

12/13 (水) 快晴 

 三宮駅から 8:50のバスで六甲ケーブル駅へ。山頂駅からはゴルフ場など山上

の街並みの中をダラダラと歩き、2時間位で六甲山山頂(931ｍ)に着きました。 

六甲全山の最高峰です。360度の展望を楽しみましてから楽しいランチにしまし

た。その後、最終の宝塚までの行程が時間的に無理なので、今回は芦屋川駅に

下る事にしました。又、大変な下りで目と足で慎重と緊張の連続です。それに

絶対に危険なロックガーデンに迷い込まないようにと、皆なと頑張りました。

かの有名な芦屋住宅街きょろきょろと見学しながら無事芦屋川駅に。ＪＲ芦屋

駅まで歩き 16:00に着きました。ここから新大阪に出て新幹線で帰りました。 

 六甲縦走路は標高的には高くないけれど、結構なアップダウンと階段で苦労

しました。縦走路から眺める眼下の景色は都会的で異国の様に見えました。又、 

体力的に一杯でしたがとても楽しい山域でした。チョット皆さんに迷惑を掛け 

ましたが有難うございました。 

 

                                    

 

★ビジネスホテル ホテル 1-2-3 1 泊朝食サービス 2800円でした。 

（一部屋 14000円。5名まで） 

神戸市中央区磯上通  三宮駅から徒歩 10分 
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霜月から師走へ 
 

羽鳥健一郎 

 

乗り換えのふる里往きのホームには冷気流れし山は装いぬ 

お互いに喪中はがきのやり取りとなった今年を振り返る晩 

天気図に雪だるま増えふる里は雪との暮らし始まる頃に 

下の歯の治療途中に上の歯が同じトラブル師走前にし 

春植えしほったらかしの菊芋が地中にビッシリ実る秋の畑 

液晶の画面で笑う孫の顔妻と回し見「いいね」と返信 

徳倉山リュック下ろして眺むるは愛鷹山か富士は隠れし 

晩秋の沼津アルプス尾根歩き駿河の海は光り輝く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜離宮ケヤキの巨木色付きて秋空に映え堂々と聳ゆ 

隅田川いくつも橋をくぐり抜け船より見上げしスカイツリー 
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ちょっと一言 

 

「パクチー」をご存知ですか。セリ科の一年生草の野菜で、東南アジアや中

国などで広く料理に使われている野菜です。最近エスニック食ブームで注目を

集めています。好き嫌いが分かれますが若い女性にはまる人が多いようです。 

家庭菜園の隣の奥さんがパクチーを育てていたので話を聞くと、中国人の友

人にあげるととても喜ばれるそうです。日本ではパクチーは高くてなかなか食

べられないそうです。確かにスーパーやデパートで調べてみると３０ｇとか５

０ｇぐらいで２００円位で売られています。永木さんも作ってみたらと勧めら

れチャレンジしました。栽培してみると丈夫で育てやすい野菜でした。発芽の

時、水を切らさなければあとは放置でも大丈夫です。１００ｇ１５０円で販売

すると飛ぶように売れ、私の夏野菜の稼ぎ頭でした。 

興味のある人は是非育ててみてください。５～６月頃、かわいい花が咲きま

す。Ｆ１種ではないので自家採取すればまた来年も種は使えます。 

                           （ 永木十三夫 ） 

 

 

近年、毎年のように日本の科学者がノーベル賞を受賞するようになった。日

本人の発明・発見力もすごいものだ。お陰で今年も豪華なクリスマスのイルミ

ネーションが見られた。 

 サテ、遠視も近視もある私の目はメガネも両方持ち歩かないと不便だ。 

時々、衣類のボタン付けやほころびを直すのに裁縫箱を開けることがある。針

に糸を通すのがとても大変で、イライラもする。糸の先をなめてトンガラせる

のだが、中々穴に通らない。 

 最近、裁縫箱に ＜糸通し＞という小さな袋が目にとまった。どんな物か利

用している方には説明しなくてもわかると思うが、細い針金に薄い一円玉位の

盤がついているヘンテコな形で、これでどうやって糸を針に通すのか判らず、

しばらくはこの道具 ？とニラメッコ。あれこれやっているうちに判った！針

に糸が通った。大感激！ 

 これって大発明品じゃない。ノーベル賞ものだよ。発明とは日々の暮らしの

中で役に立つものがいい。最近は針と糸の作業が楽しくなった。誰かパンツの

破れた人いましたら、私が直しますよ。  

                           （ 池谷通隆 ） 

 

2 月号の担当は、石塚さんと嶋本さんです。（1月 15日頃をメドに、原稿を高山

宛メールにて送付お願いいたします）       
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おすすめの山の宿「白銀荘」 

 

五十嵐朝子 

 

北海道は上富良野の吹上温泉保養センター「白銀荘」を紹介します。 

町営の日帰り温泉施設で宿泊もできますが、基本自炊です。 

 

十勝岳の中腹 1000ｍに位置する。 

源泉 100％ 泉質：酸性ナトリウム、カルシウム塩化物、硫酸塩泉 

効能：慢性皮膚病、神経痛、リュウマチ、五十肩、婦人病など 

 

部屋：和室２、２段ベッド含んで４８名収容、休憩室有り 

一泊：大人 2600円 

日帰り入浴 600円+入館料 200円 

二階のラウンジからは美瑛岳や十勝連峰が一望でき素晴らしいようです。 

 

以前は「十勝岳」「美瑛岳」の登山で利用しました。 

自炊の調理室にはガス器具、鍋、ざる、ボール等の器具が揃っている。 

食材、調味料、箸は自分達で調達。 

 

登山口は宿から直ぐで、登山の起点にもってこいです。 

「白銀荘」の他にも「白銀荘」の手前５分くらいの所に、吹上温泉野天風呂が

有り、混浴なので女子は水着の着用（私はまだ入ったことないですが・・） 

上段の湯は 48°と高く、下段の湯でも 44°と高め、脱衣所は無いようですが 

開放的で秋は空気も冷たいので、下段の湯なら

入れそうです。紅葉を眺めながら入るのも良い

と思います。 

もう一度、行って見たい宿の一つですが、ど

うせ行くなら四、五日ここに泊りハイキングや

登山、温泉を堪能したいですね。皆様も北海道

へ行くことが有りましたら、是非寄って見てく

ださい。       

                             

 

※次回は村田綾子さんにお願いします。 
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山の唄考（２８）「山の子の歌」 

 

 山好きなら多分どこかで聞いたことがあるのではないだろうか。それと知らずに、子

供の頃のキャンプやらの集会で歌わされているかもしれない。「山の子の唄」は歌詞も

メロディーも素朴でよく耳に馴染む曲である。山の集会で唄われる機会が多く、童謡の

範疇に入れてもよい歌であって子供の声の合唱がとても似合うのだ。検索すると芹洋子

の明るく弾けた歌声が聞こえてきてこれもまた素晴らしい。作詞・作曲は「坂下茂巳」

だが無名と言ってよい。いつ頃からあるのかは判らないが、大正か昭和の初めごろのイ

メージがするのは私一人であろうか。詳しい人が居られたら教えていただきたい。山を

登りながら口ずさむのは、「山の子は、山の子は、・・・・・・・」と繰り返す最後の

一節であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山に分け入り、自然の懐に抱かれた心地をこの唄はうたっている。林間学校やキャン

プで輪になってうたう情景がまさに絵になっているのだ。 

今、高い山は雪に閉ざされ限られたエキスパートの世界。山を愛する者たちは、低山

の陽だまりハイクやスキーを楽しみ、机上登山や山の歌でも自らの「やまごころ」を揺

らしているのだ。 

山登りに持って行く楽器は何が良いのか？ まず重くかさばるものは無理だから、ア

コーデオン、ギター、バイオリン、ウクレレでも対象外となる。大分昔の話だが、金峰

山の頂上でオカリナの音色が流れてきてうっとりと聞き入った記憶がある。何の曲であ

ったかは記憶の外、勿論誰の演奏であったかも不明のままだが、澄んだ空気に乗ってよ

く響き心癒されるひと時であった。我々ジジババがザックに入れて行けるのはオカリナ

かハーモニカあたりが手頃なところと思う。山の唄は比較的単純な曲が多いから、結構

サマになるのではないかと思っている。 

１．歌声が あの小道に 響けば 

     あの森陰 あの谷間 山彦の歌 

     山の子は 山の子は 歌が好きだよ 

 

   ２．雨が降り てるてる坊主が 泣いても 

     私達は 泣かないで 山を見つめる 

     山の子は 山の子は みんな強いよ 

 

   ３．雲が去り 青い美空が 見られりゃ 

     歌いましょう 山鳩の 兄と妹 

     山の子は 山の子は みんな仲良し 

 

  

 



編．集一　後　記

今年も、もうすぐクリスマス、お正月がやってくる。子供が小さい頃サンタさん

に頼んだおもちゃを主人が車で買いに行った（雪の日だった）。本当にサンタさ

んだ～と思ったものである。

年末になると大掃除・年賀状・お正月の準備等何かと気ぜわしく大変だった思い

があるが、最近はお正月がくるという感覚も薄れ気ぜわしさもそんなにない。世

の中の流れなのか、それとも年目って事なのでしょうか？

（T・Y）

土曜日の夜から歯が痛み出した。夜中にバファリンを飲んだ。翌日の日曜日

もバファリンを飲んで辛抱、ご飯もソ～ツと食べる。

月曜日歯医者に行くが歯の周りを治療しただけだったので痛みは治まらずバ

ファリンを飲み続ける。2日後また歯医者に行く。詰め物を取ってみたら中が

膿んでいた。薬を入れて蓋をして2日分の抗生剤と痛み止め、うがい薬を処方

される。痛み止めはよく効くが6時間たつと痛みは戻ってくる。2日後また歯

医者に行く。今度は膿が出てしまうまで蓋をせず抗生剤と痛み止めの処方。穴

が開いたままなので食べ物が詰まる！4日後膿が大分出たということで軽く蓋

をしてくれて、痛みも治まってヤレヤレ。歯医者通いはまだ続きそうだ。

（かっちゃん）

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。

発行日平成30年1月1日

発行者　東蕃山の会

会　長　安彦　秀夫

編集者　梅田　尚志

克萬山の会ホームへぎージ　http：〃www．tokatsu．club
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