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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

７月号は畑中さん、８月号は高木さん、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 

昨年夏、天候不順で夏の山行もことごとく中止となり、束の間の晴れ間

を見つけ唐松岳、五竜岳の縦走に行って来ました。五竜岳の山頂から見た

景色を切り取りましたが、青い空と、白い雲の中にポツンと赤い五竜山荘

の屋根がとても印象的でした。          ～清水利夫～ 

                                                

                   

  

                    

 

 

 

 



日 曜日 ６　月 日 曜日 ７　月

1 金 1 日

2 土 2 月

3 日 3 火

4 月 4 水

5 火 5 木

6 水 6 金

7 木 7 土

8 金 8 日

9 土 9 月

10 日 10 火

11 月 11 水

12 火 12 木

13 水 13 金

14 木 14 土

15 金 15 日

16 土 16 月 海の日

17 日 17 火

18 月 18 水

19 火 19 木

20 水 20 金

21 木 21 土

22 金 22 日

23 土 23 月

24 日 24 火

25 月 25 水

26 火 26 木

27 水 27 金

28 木 28 土

29 金 29 日

30 土 30 月

31 火

★8/18（土）　御岳渓谷の清流散策（ウォーキング）

　鶴寝山

初級登山講習（鹿沼）岩山

山行部会

2日クリーンハイク（鴨川）

　会津駒ヶ岳(7/22～7/23)

第二例会

第一例会

★8/26（日）　水ノ塔山・篭ノ登山

森吉山（6/30～7/1)

★8/2（木）～8/3（金） 仙丈ヶ岳（テント泊） 　　　学習室1です。

第42回定期総会（13：30～)

　　会報部編集会議

　会報部印刷（７月号）

カラー印刷（加藤宅）

※2018年8月の予定　　　　　　　　　　★　6/24

　　乗鞍岳（7/28～7/29)　　

第42回定期総会（13：30）

　予定表　2018年　6月・7月

会報部印刷（6月号）

　　会報部印刷（８月号）

第一例会

山行部会

第二例会

　　カラー印刷（加藤宅）

　　会報部編集会議

1
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例会報告 

第一例会出席者              2018/5/2                   37 名 

手塚､安彦､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、石塚、 嶋本、菊池、猪狩羽鳥、井上勝、山脇、

逢地、前田節、菅谷､星田, 蓮見､ 菅原､小林正、井上順､清水、畑中、 

第二例会出席者              2018/5/16                  36 名 

安彦､安田､松本､加藤、岡部､村上、八巻、高見、前田延、村田、入江、高山､ 鈴木か、渡邊

正､四元､江崎､三橋､永木、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､山口幸、畑中、 髙木 

 
2018年4月　山行報告

山    名
ジャ
ンル

日
山行
区分

人数 参   加   者

御岳山～日ノ出山～つるつる温泉 ハ 2 個 1 江崎　　他２名

高松山 ハ 2 個 7 山口洋、桐生、岡部、五十嵐朝、井上勝、前田延、伏見

小豆島巡礼ウォーク ウ 7～10 個 3 桐生、伏見、菊池　他1名

根本山～熊鷹山（栃木の山150） ハ 8 個 1 安彦

大坊山　大小山 ハ 9 個 4 安田、江崎、嶋本、逢地

坪　山 ハ 11 個 4 蓮見、山口洋、石塚、岡部

宝篋山 ハ 12 県 10
北川、安彦、高見、三橋、池谷、逢地、小林和、小林正、
羽鳥、八巻

愛宕山～難台山～吾国山 ハ 14 会 16
安田、桐生、鈴木か、五十嵐朝、江崎、永木、嶋本、菊池、
猪狩、羽鳥、梅田、蓮見、菅原、小林正、高木、菅谷

熊鷹山・丸岩岳 ハ 19 個 5 山口洋、井上順、山口幸、五十嵐朝、蓮見

熊野古道（小辺路） 古 19～24 個 5 安田、江崎、羽鳥、逢地、菅原

神楽峰・かぐらスキー場 雪 20 個 1 菅谷　他1名

坂戸山（新潟） ハ 20 個 5 小林和、村上、伏見、池谷、山口洋

青梅丘陵ウォーキング ウ 21 個 5 山岡、三橋、井上勝、岡部、池谷

雨巻山（栃木の山150） ハ 21 個 1 安彦

足尾植樹祭 他 21 県 1 小林正

奥久慈男体山 ハ 26 個 1 清水　他２名

小丸山（小袈裟） ハ 28 個 4 山口洋、井上順、岡部、蓮見　他1名

羽賀場山（下見）　 ハ 28 個 5 山口幸、逢地、井上勝、星田、桐生

雲取山 ハ 29～30 個 2 間瀬、加藤

南高尾山稜 ハ 30 個 3 入江、渡邉正、逢地

古峰原高原～方塞山（栃木の山150）ハ 30 個 1 安彦

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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5 月例会報告 

 第一例会   5 月 2 日（水）        司会 山行部  菅谷 

☆山行報告 

・会山行 １件、個人山行 18 件、県連 2 件 計 21 件、報告 50 分 

  春本番、山行も活発に、新緑・花・驚き・面白・貴重体験続々。 

・県連 足尾植樹祭に参加（小林正）；足尾の山に 100 万本の植樹目標。23 回目。   

 千葉県連から 8 名程参加。間藤 9:30 集合なので高崎に前泊。現場は何処に植 

 樹したのか分からない程まばら。 

・山行部提案（菅谷）；毎月の山行報告の右空欄に一言感想を書いてもらい会  

 報に掲載して欲しい ⇒ 会報部検討 

 

☆山行案内 

・5/6 地図読み現地講座（菅谷） 変更無し 15 名参加 

・5/12 羽賀場山（逢地）  変更無し 

・5/18～19 七面山（鈴木か）   女性 8 名、男性 1 名参加 

・5/20  野川公園（奥武蔵）から深大寺へウォーキング（八巻）  7 名参加 

第二例会までに計画書送る 

・5/21～26 台湾最高峰「玉山 3,952m」登頂と台北 6 日間（安彦） 

  観光ガイド決定（登山・観光） 日本語話す 

血中酸素濃度計測器「パルスオキシメーター」で高山病の予防対策を 

・6/2 鶴寝山（高見）  9 名参加  第二例会で最終確認 

誤記訂正（山岡） 小菅の湯からのバス時刻  14:41-5:41 大月 ⇒     

 14:41-15:41 大月 

・6/30～7/1 森吉山（村田） 例会終了後、個人山行計画の打合せをする 

・7/28～29 乗鞍高原散策・乗鞍岳（前田）  10 名参加予定 

当初予定した鎌観バスは 15 名以上なので、電車利用に変更する可能性大 

電車利用に変われば、6 月号で時間を掲載 

・7/22～23 会津駒ケ岳（2133m）（清水）  小屋にレンタルや食料品販売が 

  あるので、なるべく荷物を少なめに 

 

県連（羽鳥） 

・6/2 クリーンハイキング In 鴨川  参加者無し 

  クリーンハイク終了後鴨川ソーラーパネル見学 

・6/10 初級登山講習 鹿沼市・岩山 日程変更 6/10 ⇒ 6/9 混雑回避のため   

  東葛から 15 名参加予定  再度出欠取る 
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・7/7 第 31 回平和を願うコンサート  参加者無し 

・9/30 ふれあいハイク(大楠山）  15 名参加予定 

・11/28～12/5 チェンダオ山  参加予定者 18 名＋2 名？ 

 

☆ 各部報告 

事務局（四元）木村孝雄氏 4 月末付で退会 

6 月 24 日 13:30～17:30 定期総会その後懇親会 

「ハイキング・セカンドステップ」購入販売  運営委員会 5/16 

会報部（桐生）  やまびこ 5 月号 6 月予定表に追記依頼「6 月 13 日山行 

 部会」「6/20 第二例会」 

山行部（菅谷） 5 月 9 日山行部会  8 月会山行打合せ 

来年度会山行予定表の変更希望締め切り 

公開ハイク（猪狩）バスハイク中止、既存の会山行に合わせる形で検討する     

     

県連（羽鳥） 

・宝篋山参加者へ参加費バック  ¥1,000 

・「ちばニュース」5 月号 3/3 定時総会議事録掲載（2017･2018 年度） 

・5/31 19:30～ 県連事務所 「岩山」参加者説明会 会代表者出席   

・県連事務局不在問題  今月の理事会で事務局業務をリストアップし理事長   

  に割り振りする 

・9/30 ふれあいハイク 車椅子 7 台、担当の会は必要な道具（ロープ等）用意 

  30 名参加予定 

・全国連盟登録会員数 11/末〆、会費は翌年 6 月支払い 当会 11/末 56 名、   

  現在 53 名、一致しない場合あり 

・（手塚）「新宿ともしび」 6/15 13:30～ ￥1,500 白井文化会館 パンフ 

配布  

 

  

 

第二例会  5 月 9 日（水）       司会 山行部  村田 

☆山行案内 

・全山行計画変更無し 

・県連 

 6/9 岩山 参加者が多いため人数を絞る可能性あり、初級者限定 

5/31 県連事務所でリーダーの打合せ、後日指名あり 

・海外 11/28～12/5 チェンダオ山 19 名参加 
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・8 月山行 

 （永木）8/2～3  仙丈ケ岳 テント 6 月号に案内掲載 本日出欠確認 

 （岡部）8/26  水ノ塔山・篭ノ登山 日帰り 6 月号に案内掲載 

 

☆各部報告 

事務局（四元） 

・5/28（月）サークル懇談会 四元参加 

会報部（梅田） 

・個人山行の報告が少なくなっている、できるだけご協力を 

山行部（菅谷） 

・6/13 山行部会  山行部員全員出席の事 

県連（羽鳥） 

・5/15 ハイキング委員会 来年の「35 回ロングハイク」は 1/26～27 

今年中断したので残りのコースを歩く。 再来年からコース変更 

  ちばニュースへの投稿継続 

・ウィークデー山行  来年度は各会から案持ち寄り 

希望の場所があれば八巻・羽鳥へ 

・5/17 理事会開催  リストアップした事務局業務を理事へ分担依頼あり 

・交流山行 自会で受け入れ可能か？会長から本件に関して県連、会それぞれ 

の立場、実施例、実施方法等の話しがあった。当会としての結論は出ず 

 

☆5/16 運営委員会開催 

・6/10 までに「議案書」原稿作成（事務局） 

今日の打合せ結果の訂正版を 5/27 までに会長に配信する 

・6/6 までに役員選出 （含；会計監査羽鳥さんの後任） 

 

☆その他 

・（会長）会員として地図読みの実力を身につける重要性について力説 

・（菅谷）山行部に限定せず、会員が山関連の話をする機会が有っても良いの 

     では。地図読み講習の成果が羽賀場山会山行で有ったようだ 

・（山口洋）事故対策基金 未支払いの方 6 月第一例会で集金（最終） 
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                   平成３０年５月９日 

第４２回『東葛山の会』総会のご案内 

日 時  ６月２４日（日） １３時３０分～１７時３０分 

場 所  鎌ヶ谷市中央公民館 第一学習室 

議 題  １．２９年度活動報告、３０年度活動方針案 

２．２９年度会計報告、３０年度予算案 

３．役員の選出 

    ４．その他 

会員の「健康と仲間」づくりに、楽しい「東葛山の会」の更な 

る発展を目指して、会の現状を直視した、前向きの提案を是非 

お願い致します。 

尚、総会に出席できない方は、下記の委任状か、メール、葉書 

にて 委任状の提出をお願い致します。（提出先、事務局四元宛） 

 

総会終了後、懇親会を開催します。大勢の参加をお願いします。 

 時 間  １８：００～１９：３０ 

    場 所  華屋与兵衛（貸し切り） 北初富駅近く 

    ℡    442-1878 

              

※総会欠席の方は、以下の委任状をコピーするか、転記してメール・葉

書等で提出するようお願いします。 

 

 

 

委  任  状 

 

平成３０年６月２４日（日）開催の、第４２回「東葛山の会」 

総会における一切の権限を議長に委任いたします。 

平成３０年 ６月  日 

 

氏 名             
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山 行 案 内 

6月の山行予定 

✽鶴寝山（1368m）松姫峠から小菅の湯へ （体☆） 

日 時：６月２日（土）  

担 当： （ＣＬ）松本、（ＳＬ）高見 菅原 村上 

 

 

✽森吉山    ☆＋危技★   往復ゴンドラ 

日 時：  6月30日（土）～ 7月 1日（日） 

担 当：（ＣＬ）村田、（ＳＬ）山脇 石塚 

 

※6月の山行予定は 5月号を参照してください。 

 

7月の山行予定 

 

✽会津駒ケ岳 (2133m)   体☆☆ 危技★ 

ハクサンコザクラの花が見ごろ 

日 時： 7月22日（日）~23日  

集 合 : 鎌ヶ谷5：38発の車両の前から 2両目に乗車 

交 通： 

（往路）：鎌ヶ谷駅 5：38―柏 5：57_6：08―春日部 6：51_7：03―会津高原尾瀬口

9:22バス_9：35―10：58駒ケ岳登山口 

（復路）：キリンテ登山口（下山）12:00… 桧枝岐公園前 12：30（解散） 

上野原バス15：00―会津高原尾瀬口 16：20_17:01－鬼怒川温泉 17：58_18：

36―春日部20：09_20：14―柏 20：56_21：04―鎌ヶ谷 21：23 

コース：1日目 

    駒ケ岳登山口（11：00）…滝沢登山口…水場…駒の小屋（泊） 

歩行時間：4時間 50分（休憩及び昼食時間含む） 標高差 1200ｍ 

     2日目 

    駒の小屋…駒ケ岳山頂…中門岳…駒の小屋…大津岐峠…キリンテ（下山） 

歩行時間：7時間 30分（休憩時間含む） 標高差 1060ｍ 

エスケープルート：駒の小屋よりピストンで折り返す。 

概算費用：￥15000位 

交通費詳細：東武線 鎌ケ谷～会津高原尾瀬口+特急指定券 8440円 
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会 津バス：会津高原尾瀬口～駒ヶ岳登山口 1760円 

      桧枝岐中央公園～会津高原尾瀬口 1790円 

宿泊費：3000円 （1泊 素泊まり、寝具付） 

その他：昼食：初日（1食） 2日目（下山後桧枝岐にて各自）  

夕 食：朝食：小屋泊は自炊の為、各自（2食）持参（レトルト食品等が望ましい） 

装 備：ガスバーナー及び燃料（2～3人で１セット）、水各自 2Ｌ、 

    ※水は小屋でも販売（500ml、400円） 

    ※雨水（濾過済）無料を煮沸して利用も可能 

燃 料：山小屋にてレンタルも可能（400円∕30分） 

食 料：昼食の他に 2食分及び行動食を各自持参  

入 浴：桧枝岐の燧の湯（解散後希望者のみ） 

担 当：（ＣＬ）清水、（ＳＬ）四元・山口（洋）・高木 

 

 

✱乗鞍高原散策・乗鞍岳   （体☆☆） 

百名山・高山植物のお花畑・晴れたら素晴らしい景色が期待できる。 

❥❥❥参加者少数のため、バスはキャンセルし、電車にしました❥❥❥ 

日 時：7月 28（土）～29日（日） 

交 通： 

（往路）船橋駅 6：53（あずさ 3号・南小谷行）～松本着 10：23 

        宿の小型マイクロバスにて乗鞍観光センターへ 

        電車料金  ジパング利用 5280円×2＝10560円 

 （復路）畳平バス～観光センター～新島々（松本電鉄）～松本～船橋駅 

       費用…畳平(バス）～観光センター1450円   

       観光センター(バス）～新島々(電車）～松本駅 1750円 

コース：28 日 乗鞍高原散策…善五郎の滝…滝見台…オルガン橋…白樺林など。 

29日 宿発 6：30～(登山口）7：30肩の小屋口…肩の小屋…蚕玉岳…剣ヶ峰

…肩の小屋…摩利支天岳…畳平（12：00予定）  

  畳平バス停～観光センター～新島々（松本電鉄）～松本 

         12:05～12:55＿13:33～14:20＿12:45～15:15   15:47(あずさ 26号) 

13:05～13:55＿14:13～15:00＿15:25～15:55      16:31(あずさ 56号) 

歩行時間：1日目…3時間位  2日目…4時間 30分（休憩含む）標高差 450ｍ 

エスケープルート：剣ヶ峰まで行かずに畳平お花畑散策。 

概算費用…25000円(電車 10560円、バス 3200円、宿代＋送迎バス 10000円) 

    ※雨天の場合 7/25（水）に連絡します。 

宿泊先：温泉民宿 青葉荘 ０２６３－９３－２７５０    

担 当：（CL）加藤、（SL）村田・前田節 
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8月の山行予定 

✽仙丈ケ岳（3032ｍ）☆☆+★ 

南アルプスの女王と言われている百名山です。 

日時：8月2日（木）～3日（金）１泊２日 テント山行 

交通：船橋―甲府（バス）―広河原―北沢峠 

   ※時間等詳細は、2018年度のバス時刻表が未定の為７月号に掲載します。 

コース：北沢峠登山口…大滝ノ頭…馬の背ヒュッテ…仙丈ケ岳…小仙丈ケ岳…北沢峠

登山口 

歩行時間と標高差：登り４時間（1000ｍ） 下り３時間（1000ｍ） 

装備：テント泊装備と自炊用品+食料+入浴します 

概算費用：約 15,000円 

担当：（CL）羽鳥（SL）永木、江崎、桐生 

 

✽御岳渓谷の清流散策 

文化人ゆかりの地、清らかな多摩川の川べりをそぞろウォーキング。 

日 時：8月 18日（土） 

交 通：新鎌ヶ谷 7:06－八柱・新八柱 7:18_7:23―西国分寺 8:24_8:35―立川 8:40_

８：４７―御嶽 9:40 

集 合：新京成電車 前から 2両目 

コース：御嶽駅（25分）御岳美術館（2分）奥多摩せせらぎの里美術館（30分）玉堂 

美術館（25分）澤乃井櫛かんざし美術館（10分）小澤酒造（30分）軍畑駅 

歩行距離：約 7㎞   歩行時間：約 2時間 

交通費：約 3200円（往復） 

入館料：御岳美術館（500円）  奥多摩せせらぎの里美術館（300円）  

 玉堂美術館（500円）  澤乃井櫛かんざし美術館（600円） 

備 考：澤乃井酒造利き酒処  

担 当：（CL）高山、（SL ）三橋 

 

✽水ノ塔山（2202m）・篭ノ登山（2227,9m）・池の平湿原 ☆☆★ 

  真夏、涼と展望・高層湿原・名湯を求めて。 

日 時：8月26日（日） 集合 8:20 北陸新幹線 佐久平駅改札 

          解散 17:30 同駅 

交通： 

（往路）①東武・鎌ヶ谷 5:54－JR船橋駅 6:04_6:09東京駅 6:33_6:52（あさま 601号）

佐久平駅8:18_8:35（JRバス）高峰温泉登山口 9:35 

     ②新京成・新鎌ヶ谷 5:50－松戸 6:08_6:15上野 6:34_6:58(あさま 601号） 

（復路）：高峰温泉登山口 16:17－佐久平駅 17:30 



10 

 

              佐久平駅発 17:57（はくたか 570号） 

             18:05（あさま 658号） 

コース：高峰温泉登山口 9:45…水ノ塔山 10:55…篭ノ登山 11:55_12:20 …池の平口

13:00…(池の平湿原）…高峰温泉登山口15:30 

歩行時間：10Km、約5時間、標高差 750m 

エスケープルート： 池の平湿原カット（約 1時間） 

日帰り温泉：高峰温泉 ￥500 

※天気の急変で予定変更あり 

概算費用：東京駅起点 約￥15,000 （ジパング利用 ￥11,100） 

担 当：（CL）岡部、（SL）星田・井上順 

 

県連予定行事 

✽クリーンハイキングｉｎ鴨川 

 6月 2日（土）  自然保護委員会 

 

✽初級登山講習･･･栃木県鹿沼市・（岩山） 

6月９日（土） 

 

✽第 31回平和を願うコンサート 

7月 7日（土）  千葉市生涯学習センターホール 

 

✽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 

※以上 4件は県連理事会報告のファイルを参照してください。 

 

✽海外登山  チェンダオ山（タイ） 

11月 28日～12月 5日  

詳細は千葉ニュース 4月号を参照してください。 

 

全国行事の紹介 

✽全国登山者祭典 栗駒山 6∕16（土）～6∕17（日） 

 

✽労山自然保護講座 椹島ロッジ 7∕7（土）～7∕8（日） 

 

※関心のある人は 5∕17の安彦さん発信を参照してください。 
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かたくりの里・草戸山（南高尾）ハイキング 

日 程：3月 31日（土） 

参加者：小林和、加藤、八巻、高見、前田延、池谷、三橋、井上勝 

    高木、岡部、猪狩（記）、 

 

新鎌ヶ谷 6：41 発船橋・新宿経由京王線橋本着 8：42 バスで 20 分かたくり

の里着 9：20。 

絶好の登山日和、いよいよ『かたくりの里』の散策、民家の裏山を開放して

いるようで公立の様な仰々しい入園口は無く、木戸口は雑然としているがそこ

で 500 円の入園料支払う。橋本からの直通バスが出ていることからもカタクリ

の時期はそれなりの混雑であった。 

≪かたくりの里の云われ≫ 

万葉集の歌人小野小町が東北よりこの地に移し植えたことから、ここの地名が

「小町」と名付けられたと言われている。 

花守り人：小林章  面積：1,500㎡ 

かたくりの群生は若干遅くはあったがまだまだ見頃であった。100種以上植物が

あり、大方開花時期の花も多く、特に高山植物が可憐な花を咲かせ、十分見ご

たえがあった。 

ほぼ 1 時間半位散策し、城山湖に向かった。山々が薄墨色に染まって、まさ

に美しい風景の中での昼食、自然を満喫し爽快であった。 

それから歩くこと 1時間 20分『カタコの里』に到着。こちらは普通の田舎の民

家の裏山にカタクリの群生があるにはあったが、狭い裏山でカタクリもほぼ終

わりに近かった。木戸銭も任意と言う事で１００円を箱に入れさせてもらった。 

名前も『かたくりの里』に遠慮して『カタコの里』にしたのかと思えた。 

快晴の中での花見散策、また登山と違った楽で楽しい時間（これもいいね！）

でした。   “皆さんご苦労さんでした” 

ヒメリュウキンカ 
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熊野古道小辺路を歩く 

 

日 程：2018年 4月 19日(木)～4月 24日(火) 

参加者：江崎(CL)、菅原(SL)、安田、羽鳥、逢地 

費 用：交通費約 26,000円、宿泊 29,000円（2食付き含む）、        

食費約 7,200円、入浴代 650円（２回分） 

 

（第一日目）高野山を満喫！ 

4月 19日（木） 

待てば海路の日和あり・・・。朝のこない夜はない・・・。三度目の正直！ 

お陰様で全行程が晴れ渡り一年我慢した甲斐がありました。一年前に計画をし

て中々実現できなかった「小辺路」を全員が晴れ女と晴れ男になり歩くことが

出来ました。 

お互いに一つ年を取ったことを考慮して当初の夜行バスは止めて品川 7:40の

「ひかり」に乗って一路、新大阪へ（10:26 着）。地下鉄御堂筋線に乗り換える

前にリーダー推奨の「肉まん」を昼食用に購入。なんば駅で南海高野山線に移

動。リュックを下ろしホームのベンチでシニア 5 人は「肉まん」で少し早目の

ランチとなりました。私も初めての南海電車、右に左に車窓の景色を堪能しま

した。新大阪から 1 時間もしないうちに新緑の景色になりました。河内長野、

九度山・・・聞いたことのある駅名を確認しながらの南海電車を楽しみました。

同じ車両でブラジルから観光で来た日系二世 12人のグループと暫し、民間交流

タイムとなりました。「日本の『山々のみどり』は素晴らしい！」とは彼らの感

想でした。極楽橋駅着 13:35、その後ケーブルカーに乗り換え 5分で高野山駅到

着。バスに乗り初日の宿「玉川旅館」へ。 

チェックイン後は高野山の町中

を散策しながら明日の小辺路のス

タート地点を確認後、コンビニで翌

日の昼食を調達したり高野山銘菓

でお茶を頂いたり・・・。途中、薩

摩藩ゆかりの「恵光院」と国宝のあ

る「金剛三昧院」を拝観しました。

御朱印も頂き小辺路歩きの道中無

事をわずかなお賽銭でしっかりと

祈願。桜も咲いていましたがいたる

ところに高野槇が植えてあり、深緑の葉が町中で光っているのが印象に残りま

す。 
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夕食は宿の主人がお勧めの食事処「とんかつ定」へ。この店が当たりでした。

まさか高野山で洋食とは・・・。信仰心の篤い女将さんから弘法大師のお話を

聞きながら明日に備え控えめに乾杯し「ひれかつ」や「ミックスフライ」をそ

れぞれ堪能しました。帰りは女将さんのお勧めで真っ暗な「奥の院」の参道を

散策しながら宿へと向かいました。肝試しのような夜の一時でしたが「奥の院」

を歩くワンチャンスに恵まれました。 

高野山は数日間滞在してお寺巡りが楽しめます。今度来る時は真田家ゆかり

の「九度山」から「高野山」を目指すのもありかなと感じた一日でした。 

（羽鳥健一郎） 

    

リレー方式 2日目 

４/20(金) 高野山～大股 歩行距離 16.ｋｍ 

前日、和菓子屋さんで教えていただいた熊野古道小辺路への登山口へ向かう

ため宿を 8:00に出発。金剛三昧院参道を右に入り緑いっぱいの森の中を歩き始

める。女人堂（昔、高野山は広く女人禁制となっており弘法大師のお母様はこ

こから息子の安全を祈願していたとの事）への分かれ道を過ぎ、薄峠～丁石と

歩き、途中蛇の歓迎を受けビッ

クリ！！。強い陽射しの中、龍

神スカイラインの車道歩き、ち

ょっとウンザリ。水ヶ峰で昼食

をとり、再び古道に入りホッと

して足も軽やかに、緑の美しさ

の中にツツジのピンクが映え

て心が和む。7時間歩いてやっ

と今夜の宿かわらび荘の看板

を発見、温泉♨に案内してくれ

る心地良い宿でした。 

                            （江崎昌子） 

リレー方式 ３日目 

4/21(土) 大股～三浦口 歩行距離 15.9ｋｍ 

かわらび荘から車で７分の登山口から 7時 30分歩行開始です。45分で最初の

ポイント萱小屋跡、跡とは名ばかりで立派な避難小屋が建っていました。標高

差 550ｍを登り小辺路コースからは少し寄り道になりましたが、最高所の伯母子

岳（1,344ｍ・二百名山）に 10 時に登頂…、別の登山口から登頂した常連さん

と、大峰山脈や護摩壇山など 360 度のパノラマをしばらく眺めることが出来ま

した。       
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小辺路コース合流地点は 15分下った伯母子峠…、素泊まり可能な山小屋があ

り翌日ここから十津川温泉（28km 先）まで歩くことも出来るそうですが、私達

は宿泊地“Villa かんのがわ”9.3ｋｍ先を目指し標高差 900ｍを途中の茶屋跡

や屋敷跡で休憩をとり午後 3時予定通り下山しました。 

五百瀬の“Villa かん

のがわ”は食材を持ち込

んでの自炊です。夕食に

スパゲティー・海藻サラ

ダ・ワイン・フルーツな

どを、朝食には納豆・つ

けもの・インスタント味

噌汁などの食材を出発

前に宅配便で送ってお

きました。昼食はお弁当

を注文できたので良か

ったです。 

     （菅原恵子） 

 

 

 

リレー方式 4日目 

４/22(日) 三浦口～十津川温泉 歩行距離 12ｋｍ＋バス移動 7.5km 

 

今日の目標は午後 2 時までに西中バス停に着く事。出発前予約しておいたお

弁当を受け取って 7:30 出発。吊橋を渡り数件の庭先を横切って急登を行くが 3

日目となると足取りも重く峠が長く感じる。雑草だらけの棚田が広がりその先

には吉村家跡で防風林の役目をしたと言われる、大きくねじ曲がった大杉 4 本

推定樹齢 500 年前後。水場で冷水を一服。更に丁石で二十丁、三十丁と目安が

あるのと、ツツジに癒されながら峠に着く。車道も通っていてトイレ、休憩所、

立派な案内板、流石に世界遺産の古道。峠からバス停まで長い下りで途中には

石垣を築いて平地を作って旅籠や出店跡があり、その先の矢倉観音堂で昼食、

バス停には午後 1:20に到着、十津川温泉まで歩けば 2時間をバスで 20分。 

宿は 24時間源泉かけ流しの立派な檜風呂、二階全て貸し切りで障子、襖で仕切

られた四部屋を各人のんびり！！夜食は鮎塩焼き、釜めし定食、ビールでお疲

れ様。 

                            （安田甚二）  
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リレー方式 ５日目 

4/23(月) 十津川温泉～八木尾  歩行距離 10.4ｋｍ 

 八木尾～新宮 （バス・タクシー移動） 

 

小辺路の最後のルート十津川温泉から八木尾、八木尾から新宮へ。 

私は最年長の８０歳、山はド素人、まだかまだかの果てしない峠と聞いた、

914ｍの標高差を一気に登って歩けるか？不安がよぎりました。案ずるには及ば

ず、名人安田さんの緩急を心得たペースに助けられ、安田さんの後を必死に歩

いていたら果無峠に着いた。コースタイム、ピタリさすが安田さん。峠で早め

の昼食を取り八木尾バス停に向かう、登山道傍に祀られた三十三観音石仏の番

号をカウントダウンしながらバス停には 13 時 40 分についた。この先平坦なバ

ス通りで、暑い日差しを浴びながら味気ないアスファルトの道を歩くなんて時

間の無駄であるし、山歩きの趣旨に合わない。丁度 14 時 13 分のバスが有った

ので、これに乗り熊野本宮大社を横目に見ながら湯の峰温泉で途中下車して汗

を流した後、タクシーで新宮へ向かった。 

新宮で深夜バスに乗る迄の時間を利用して熊野古道完歩打上げパーティー？

を駅近くの小料理屋で行った。帰りは新宮から深夜バスで横浜に…。同行の皆

さんお世話になりました。有難うございました。 

≪民宿やまとや≫を発掘してくれた先輩に感謝いたします。２４時間源泉か

け流しのお風呂、食事、部屋も良かったです。 

                             （逢地春夫）  
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花の坂戸山 

                           山口 洋子 

２０１８．４．20（金） 

参加者：伏見、小林（和）、池谷、村上、山口(洋) 

 

 坂戸山から花の便りが届いたよというお誘いの便り。 

うれしい便りに胸膨らませ、越後湯沢行きの新幹線に乗る。4月 20日のこと。

東京の桜は散って、次の夏に向かっているのに、電車が北に進んでいくと車窓

は春に向かっていく。山の雪はなごり雪に。ピンクの桜は春を謳歌している。 

 眩い春の六日町駅から城下町を歩く。山々に囲まれ、魚野川がゆったりと流

れている。目指す坂戸山は黄緑の中に所々ピンクの衣を着けている。歩いて 20

分、鳥坂神社が登山口。もう、カタクリが神社まわりに、家臣屋敷跡にびっし

り。紫色のカタクリの絨

毯が、風に舞い散る桜の

花びらを受けとめてい

る。このカタクリの群落

が、山麓から山頂まで途

切れることなくずっと

続くのですから、驚きで

す。 

 ゼンマイ採りをする

地元の人が「コゴミとワ

ラビは採っていいよ」と

言い残して谷底に下り、

隣りの尾根のゼンマイ

を採りに向かって行っ

た。既に１５㎏を採り、

あと１２㎏を採るのが

今日の仕事だそうだ。又

毎日のように坂戸山に

登りに来ているという

人は「ほらここに一輪だ

け咲いている白いカタ

クリがあるんだよ」「カ

タクリは６枚の花びらだけど、ほらこのカタクリだけ８枚なんだよ」と。私た

ちもカタクリやイチゲを目に、コゴミやフキノトウを手に歩く。 



17 

 

そして伏見さんから聞いた、里山の三大岩花、イワウチワ、イワナシ、イワ

カガミを愛でながらようやく山頂へ。 

山頂の高さが、東京スカイツリーと同じ高さ６３４ｍというから面白い。おな

かをすかして我慢できない村上さんが「もうここでお昼にしよう」と１１時１

５分昼食決定！沢山の手作りおかずに舌鼓。小林さんから、厚焼き玉子焼きの

こつを教えてもらう。 

おなかいっぱいになり、元気回復。目指すは小城、大城。おお、ここの眺望

が又一段と素晴らしい。地元の人が「はなこ」さんと呼ぶ越後三山、雪の八海

山,中ノ岳、駒ヶ岳。目前には、猛々しい姿の金城山が胸を張っている。３６０

度どこを見るべきか、四方八方一度に見える目が欲しいと思いながら歩いてい

ると、「うう～！」池谷さんのうなり声。「足がつったあ！」「誰か思い切って足

を叩いて！」村上さんと私が力の限りドンドン叩く。みんなが笑う。池谷さん

がうなる。通りがかりの人が、「ここでどんな楽しいものが見えるんですか？」

と不思議そうに尋ねてくるので、又笑いが起こる。しかし、ここはスキーで絶

好調の池谷さん。池谷さんお気に入りのコブシの花のトンネルの薬師尾根コー

スを歩けば、絶好調が甦り無事下山。 

駅近く、魚野川ほとりの足湯に浸かりながら坂戸山を仰ぐ。ああ出来ること

なら明日も又来たい！ 
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唐沢山（地図読み） 山行報告 

( 報告者：蓮見久美子 ) 

 

日 時   平成３０年５月６日（日） 

参 加 者 講師 菅谷部長   

安彦、加藤、伏見、前田（延）、間瀬、江崎、永木、井上（勝）、

山脇、蓮見、菅原、畑中、高木 

登 山 口 唐沢下鳥居 

下 山 口 京路戸公園 

費 用 電車代 2,200円 

利用交通 
（行き）鎌ヶ谷→ 柏→ 春日部→ 館林→ 田沼（東武佐野線） 

（帰り）多田（東武佐野線）→ 館林 以降同じ 

※日程(天候、コースタイム) 

 ・天候 晴れ（気温高い）  

・田沼駅～多田駅まで約 4時間半（講習、昼食含み） 

田沼駅 10：00･･･唐沢下鳥居･･･唐沢神社･･･見晴し休憩所･･･京路戸峠･･･ 

京路戸公園････多田駅 14：30 

※コースの特徴(注意点・見どころ) 

 唐沢神社は唐沢山城跡もあり観光客が多くボランティアガイドもいる。 

 神社から先の登山道は道標もよくついていたが、地図に載っていない道（新

しい道？）も数回出てきたので少し迷いやすいところもあった。 

 低山だがアップダウンが多い。 

※ヒヤリハット 

   なし 

※宿泊（料金・場所・内容）   日帰り 

※下山後の情報(風呂、食事など) 

  多田駅は無人駅 駅前に商店なし（少し手前にお店が 1つだけあった） 

※感想 

 山の中で道に迷う事が無いよう「地図読み実習」に参加しました。事前に渡

された地形図に磁北線を書くところでまずつまずき、何とか書いて当日参

加。 田沼駅を出発する前にコンパスの使い方を教えてもらい進行方向を確

認して登山口に到着、ここでまた進行方向を確認して出発。このように進ん

では分岐場所で方向を確認することを何度も教えてもらいました。机上講習

は出席できなかったので、参加して良かったです。山のアプリもいいですが、

もちろんいざという時に使えるようにしたいと思います。 
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「羽賀場山」山行 

日 程：５月１２日(土)                    井上 勝代 

参加者：山口幸、逢地、星田、手塚、安彦、加藤、高見、前田延、村田、間瀬 

    鈴木か、江崎、菊池、羽鳥、山脇、前田節、山口洋、蓮見、小林正 

    清水、菅谷、井上勝                 

まず羽賀場山という山がどこにあるか、から始めなければならなかった。 

栃木の山でツツジの名所ということだが、あまり人の入らない山らしい。 

 二週間前に下見に行った。 

山ツツジが満開であったが往きかった人は２～３人。バス停でない長安寺の

入り口でバスが停車してくれる事とお寺の山門下のイワヒバの石段も見る価値

ありと確認した。その後二カ所でマーキングテープを見落としたので、本番で

は細心の注意を払うつもりで、その上人数を考えて時間の配分がうまくいくか、

ばかり気がかりで、急降下は気になったが、アップは気に留めていなかった。 

 本番当日、夏日の天気予報通りの快晴。 

新鹿沼駅で降りる東武日光線の電車の中で、登山口、鉄塔の下などで、一週間

前に唐沢山の現地にての地図読みのおさらいをしている人がかなりいた。 

下見の時見落としたテープはなんとかクリアーして進むことができたが、何と

いうこともない小さな所で見落としがあり、気にならなかったアップの様子を

聞かれると、記憶になく、こんな急登あったけ？という始末。 

山頂では展望が望めなかったが、お天気山で日光連山などが確認できた。天

気予報と違って、少し寒さを感じた。かなりの急登や急降下があったが、総勢

２２人が標準時間で無事下りてこられたのは、さすが東葛山の会のレベル。バ

スには余裕で間に合う事ができた。 

今年は季節の花

がすべてはやく、

本番では殆ど花が

見られなかったが、

初夏のグラデーシ

ョンに富んだ眩し

い緑を堪能できた

山行だった。 

 皆さまご協力あ

りがとうございま

した。   
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ツツジで染まる国見岳  

雲仙普賢岳と長崎観光 

2018.5.13～16 

参加者：桐生、小林、伏見、石塚、嶋本、五十嵐 

記：五十嵐 

5.13（日）雨 

長崎は雨模様でした。 

高速バスで長崎駅へ、ホテルに荷物を預けて、路面電車に乗り、「原爆資料館」、

「浦上天主堂」、最後に雨も上がったので、眼鏡橋を散策してホテルへ 

 

5.14（月）晴れ 

電車、バス、タクシーで仁田峠登山口 

ロープウェーの周りは「ミヤマキリシマ」ツツジの見頃を迎えた花で埋め尽く

され歓声が飛び交う！遠く山の斜面もピンクに染まっていて、期待が高まる。

ロープウェーの脇からの登山道は色とりどりのツツジが咲き誇り、花を愛でな

がらゆっくりと登る。『妙

見岳』から国見分かれまで

来ると『国見岳』の斜面が

素晴らしい。しかしここは

大きな岩の連続で鎖もあ

り、スリル満点、足元に気

を使いながら頂上まで気

が抜けない。国見岳山頂

360°の展望！少し早めの

ランチを済ませ、登って来

た岩場を下らなければな

らない！ゆっくり間をあ

けて慎重に下る。アップダ

ウンを繰り返して、「普賢岳」山頂ではプロのカメラマンとは知らずに「押して

いただけますか？」 

目の前には煙を上げる「平成新山」の荒々しい山容が広がっている。しばし展

望を楽しみ、急な石だらけの登山道を下り、緩やかな広い道をロープウェーま

で下る。朝とは違い人も、車も一杯、ツツジも朝より一段と開いて満開になっ

たように思うのは私だけではなかったようです。 

ロープウェー駅が標高 1100ｍ、山は 1359ｍと標高差 300足らずだが、アップダ

ウンが多く、700～800ｍの標高差は歩いたと思う。変化に富んでおもしろい山

でした。 
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下山後、雲仙温泉で楽しみの日帰り温泉、しかし予定の温泉は公共の施設の

ため月曜日はお休み！残念。「100円のお風呂が有りますよ」「温泉ですか？」「温

泉ですよ」地元の銭湯だという。皆に聞いてみると二つ返事で「十分よ！」 100

パーセント源泉の湯で汗を流し、地元の小母ちゃま達ともふれあい、いいお湯

でした。外ではあちらこちらで、源泉の煙が上がっていて温泉町らしさが感じ

られました。帰りのバスの中では皆うとうと (-_-)zzz  

 

8.15（火）晴れ 

午前一本、午後一本という船会社のツアーの

午前便で軍艦島へ。船の中、上陸後と細かな説

明を聞きながら、閉鎖されてから 40年、目の当

たりする、その当時の生活ぶりを、思い思いに

感じ、今ここに来られて良かったと思った。 

雨風にさらされ、何時かは朽ち果ててしまうだ

ろうこの人工島、船の中から小さくなるまで見

ていました。 

午後は、出島を見学し、夜は「新世界三大夜景」を見に行った。 

各ホテルの前からバスで「稲佐山」へ行き 40分ほど夜景を楽しんでホテルまで

戻るという便利なもので、一人 1500円ほどで楽しめた。 

 

5.16（水）くもり、晴れ 

いよいよ最終日、『旧グラバー邸』と『大浦天主堂』の見学だが、スライドを

みたり説明文を読んだりと、今日は文学少女？になってお勉強をしました。 

読んだ先から忘れますが、皆さん真面目にしていて山女と思えませんでした。 

主な名所では、昨日も今日も修学旅行の生徒が沢山行き交い何処から来たか、

話しかけると、「東京から」、「福岡です」遠くから来ていますね。お天気が好く

てなにより。 

最後の日は優雅な気分に浸り、ホテルでランチをいただきました。 

３泊４日、初日だけ雨にふられたものの最終日まで天気に恵まれ、山と観光の

充実した旅でした。 

ご一緒していただいた皆様、有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 



22 

 

会山行 七面山 

                       畑中 眞澄 

日 程：5月 18日(金)～19日(土) 

参加者：加藤、岡部、前田え、石塚、猪狩、前田せ、山口洋、鈴木か、畑中 

 

 身延山の枝垂れ桜に魅了され昨年まで連続４春、時にはハイキングもして参

詣しました。奥の院から雪の北岳を望めたのも忘れられない。 

変わった名前の七面山にもいつか登れたらな～との想いが通じたのか、今回Ｓ

Ｌまで仰せつかり緊張しながら当日を迎えました。 

新宿駅あずさの自由車両ホームに集合、５分もすると長蛇の列になり驚いた

が皆着席、下部温泉は有名だと思うが無人駅、予約のジャンボタクシー９人乗

りに乗車して、Ｉ氏に助手席に乗ってもらい運転手さんとの軽快な話で近辺情

報を聴く。 

登山口のお万の方様（家康公の側室、七面山の女人禁制を解いた）の像にお

参りして、５０丁目の今晩の宿、敬慎院へ出発、登りやすい階段の道、木陰の

道だがだんだん暑くなる。 

天気予報がずれて晴天、敬慎院の門の近くの大きな鐘を突かせてもらい中へ。 

萱葺きか木葺きか地味で大きなお堂、６人くらいのお坊さんが私たちをにこや

かに迎えてくれる。中に入ったら何人もの従業員？さんが大きな声で迎えてく

れる。 
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「明日は天気がくずれるかもしれないので頂上に向かいましょう」とのリー

ダーの声掛けで必要なものを持ち七面山へ向かう。頂上の見晴らしはよくなか

った。敬慎院に戻り貸し切りのお風呂に入り精進の夕飯、桶に入った味噌汁、

身体を温めるための日本酒もついている。 

夜の勤行、参加は必須、畳だが椅子が使えて助かった。修行中の若いお坊さ

ん方のお経は迫力がありました。中心のお坊さんの唱えの中に『東葛山の会と

個人名』がはっきりと聞こえたので、「明日は全員無事下山しないと」と身が引

き締まりました。 

寝るときは長い布団に皆で寝ます。 薄い布団でした。 翌朝、Ｍさんが寒

くて良く寝れなかったと・・・お酒飲めない方でした。 長い布団も隣同士近

ければ温まるようにだろうなと思いました。夜中は雨で心配しましたが、隣に

人がいるので安心して眠れました。 

朝もまだ雨は止まずご来光は残念でしたが、朝食や勤行のうちに上がり始め

たのでゆっくりして雨具なしで下山し始めました。帰りもお坊さんたちのあた

たかいお見送りがありました。 

裏参道は滑りやすい石で気を使いましたが、植栽が豊富で寄生植物や栃の木

の花（大房で圧巻）は珍しく、シロヤシオ、その他色々な花の名前を教えても

らいながら楽しかったです。途中は富士山が見えるまでにお天気が良くなりま

した。Ｏさんにヒルが付いたのには驚き、そのあとは“ひやひや”で歩きまし

た。 

帰りも運よくジャンボタクシーに乗れ、予定の早めの方の列車に乗りました。 

最寄り駅についてもまだ明るく夕飯に間に合う！ちょっと奮発して魚屋で刺身

盛を頼み反省会しようと思いました。 

 

２日間の軌跡 
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武蔵野・野川公園から深大寺ウォーキング 

八巻 幸子 

日 時：５月２０日（日）晴れ 

参加者：八巻、山岡、高山、池谷、三橋、星田、小林正、高木、手塚 

 

新鎌ヶ谷発８：３１分の電車に乗り、船橋、お茶の水と乗り換え、東小金井

で下車。南口より歩き出す。近くのコンビニで昼飯を買う人も、駅前は車も通

るあまり広くない道を武蔵野公園まで２０分ほど。 

最初はくじら山・・・クジラのような恰好をした小高い丘でした。 

傍を流れる野川では網を持った子供たちの歓声が聞こえる。天気が良く暑い

位だったので気持ちよさそうでした。 

川沿いの道を進み、自然観察園を過ぎ近藤勇のお墓がある「龍源寺」へ、門の

前に像があります。また本堂の裏手にお墓がある。そこから５分ほどで生家跡

に産湯を使ったといわれる井戸があります。その前には広い野川公園があり、

丁度お昼になったので公園で昼食タイム。４０分ほど休憩して、歩き出す。ま

た野川に戻り、水車農家を見てそのまま進めばよかったのですが、反対側のコ

ンクリート道を進んでしまいました。その道を途中河原に下りたのですが今度

は上に行く階段がなく、柵を乗り越えて道に出るのに大変でした。 

そこから次の御塔坂橋に出てあとは深大寺の山門まで１０分位です。 

日曜日なので人出が多く混んでいました。またお蕎麦屋さんは長蛇の列ので

きている所も多くみられた。 

本堂の脇の国宝「釈迦如来像」を見学（300円） 

その後神代植物園に行く予定でしたが取りやめ、山門脇のバス停から吉祥寺駅

へ。 

 

近藤 勇像 
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石割山(1,413m) 

入江一郎 

日 程：2018年 5月 21日(月)、晴れ 

山中湖マウント富士のツアーに一人で参加 

募集 20名の処、参加者 12名。 

403段の神社石段が不評だったようです。 

コース：当日朝コース変更の説明が有り、次のコース設定となりました。 

神社P(1,000m)→奥社→石割山(1,413m)→富士山に向かって尾根道を下

る→分岐→神社 P   実歩 2時間 15分  高低差 400m強 

当コースは山中湖村小学校 6年生の遠足コースだそうです。 

当初の計画よりかなり短くなり少々がっかりしました。 

昨秋、熊の目撃情報があり、登山口に「熊注意」との看板がありました。 

北富士演習場には約 50頭のツキノワグマが生息、山中湖村まで行動範囲に 

入って来たようですね。 

この山は毎年 8月に独りで歩いていますが、何時も石段を登り切ったところで 

バテ気味になっていました。 

今回参加の目的は 403段の石段を如何にスムースに登るか、その方法を学ぶ

ことでした。ガイドの説明では、利き脚だけを使うのでなく、両脚をバランス

よく使うことが重要との事でした。又途中で休憩を 2回も取りました。次回登

る時は試してみたいと思います。 

最近山を歩いて感じるのは、平地を歩くだけでは脚の筋力維持は難しく、300

ｍから 500mの高低差を歩く事により辛うじて筋力維持が可能なような気がし

ています。 

今後の目標とし

て、月 1回以上の

低山歩きを心掛け

たいと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

体験から学ぶ山行の知恵袋 

(ストレッチ) 

鈴木かつ子 

ここ 2～3年アクセスの悪いところはツアー会社を 3社利用しました。驚いた

のは登山前のストレッチは緩みすぎるのでやらない、最初はゆっくり歩くとい

うことでした。ゆっくり歩くのはわかるけどやらなくていいの？ 

プロの登山家もストレッチはやっても意味がない、最初ゆっくり歩くのがス

トレッチだが、股関節のストレッチはやったほうがいい。 

休憩の時、太もも(図①)とふくらはぎ(図②)のストレッチをする。クーリングダ

ウンはしっかりやる。 

登山前のストレッチは入念にやるほど良いと思っていました。このことは「ハ

イキングＡＢＣ」の記述とは違っていますし、賛否両論あるかと思います。時

代によって変わってくるかもしれません。 

休憩の時のストレッチは飲み食いが優先で実際には実行できていない。スト

レッチは「さあ、登るからやるぞ！」というものではなく、常日頃から行って

身体を柔らかくして置くことに意味があるのだと思う。怪我や筋肉痛の予防の

ためにもコツコツと続けたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月号は永木十三夫さんにお願いします。 

① 太もも表側 
② 太もも裏側・ふくらはぎ 
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金刀比羅参り＆熊野古道小辺路歩き 

 

羽鳥健一郎 

 

讃岐路にこんぴら歌舞伎春告げる象頭
ぞ う ず

山
さん

麓
ろく

幟はためく 

桜追い金刀比羅参り金丸座妻と連れ立ち讃岐を巡る 

車窓から眺める山は象頭山各駅の旅讃岐路を行く 

讃岐路の空海生まれし善通寺「お接待です」とハンカチ頂く 

千年を超えし二本の楠が境内に立つ空海の寺 

 

 

 

高野
こ う や

槇
まき

深き緑葉柔らかし小辺路歩めば此処に彼処に 

かわらびと川の名付けし民宿の女将唄いし伊勢音頭良し 

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眺むる 

その昔熊野詣で賑わいし小辺路の山中静まりかえりぬ 

十津川の宿の湯舟に身を沈め蝦夷に渡りし先人偲ぶ 

果
はて

無
なし

の集落に着き一服す延命の水喉を潤す 

歩き終え湯の峰の湯や足
あし

解
ほぐ

す熊野古道を振り返りつつ 
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ちょっと一言 

 

 ８０歳になると後、何年元気でいられるかが切実な問題だ。 

年々低下してゆく体力を如何に緩やかなカーブにするか、あわよくば、少しで

も向上出来ないか？理学療法士や管理栄養士にベストなメニューを作ってもら

い、トレーニングに励めば体力が向上して若返る事も出来るのか？ 

 そう簡単にはいかないと思う。それができるなら病院通いの老人が激減する

筈だし、厚生省も医療費の節減になるから動く事になるだろう。 

 私の上に三人の兄貴がまだ健在だ。一番上は私より一回り上だ。従って私も

まだ死ぬ訳には行かない、もう少し世に憚るつもり、宜しくお付き合い願いま

す。                          （ 逢地春夫 ） 

 

 

東京都大田区に「昭和のくらし博物館」という小さな博物館があります。昭

和２６年に建てられたごく普通の庶民の家です。家も調度品も日々の暮らしに

使っていた細々とした品々も、今でも生活できそうなくらいそっくりそのまま

残されています。「向田邦子の世界だ」とか「サザエさんの家みたい」とか言わ

れています。私が小さかった頃住んでいた家とどこか似ている…。 

足踏みミシン！「あっ、これ、お母さんのと同じ！」小さい頃はみんな母の

手作りのお洋服でした。縁側に立てかけてある洗い板。洗い張りをして着物を

縫い直していた祖母の姿が眼に浮かびます。その後冷蔵庫、洗濯機、テレビ、

エアコン、自家用車…等 どんどん出てきて暮らしは便利になりました。 

その昭和も遙か昔になり、ようやくなじんできた平成もあと１年足らずで新

しい元号に。この先どんな世の中に、どんな生活になるのでしょう。 

スマホやパソコンなどにおろおろし、現代文明にやや取り残された感があり

ますが、足腰を鍛えて元気に暮らし、もう少し先の世界を見てみたいと思って

います。 

                          （ 前田節子 ） 

 

 

 

 

 

 

７月号の担当は、赤塚さんと菅谷さんです。（ 6月１８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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            おすすめの宿 

                           清水利夫 

 

 お勧めの宿の記事を書いてほしいとの依頼を受けて、はて? 

人に勧める様な宿には当たりがない。勧められない宿、最悪の山小屋なら何と

かなりそうと思いながらも、私なりに良かった宿を紹介します。 

  

 ３年前に仙丈ケ岳、甲斐駒ヶ岳に登った時に宿泊した「こもれび山荘」です。 

場所は北沢峠のバス停の目の前にある山小屋でしゃれた造りの建物です。 

この山小屋は北沢峠にあり、仙丈ケ岳の登山口も甲斐駒ヶ岳の登山口も小屋の

すぐ近くでアクセスも良くお勧めできる宿です。山小屋のオーナーは若い夫婦

で食事等もなかなかセンスの良い食事でとても美味しくいただけました。私が

一番気に入ったのはトイレです。山小屋のトイレというと一旦入ると、アンモ

ニア臭で目も明けていられない程臭いトイレや、最近増えてきた簡易水洗トイ

レでも水洗液の独特な臭いが私には我慢なりません。 

「こもれび山荘」のトイレは何と本物の水洗トイレなのです。臭いもなく安心

してトイレに入れるし、山小屋に行ってトイレの心配がいらない事はとっても

嬉しい限りです。話が変な方向に行ってしまいましたが、この小屋をベースに

して 3000ｍ級の山、二座に登れるのも楽しみの一つです。仙丈ケ岳に登って向

かい側に見える甲斐駒ヶ岳の雄姿に胸を弾ませ、甲斐駒から見る仙丈ケ岳の優

雅さに見とれる。心があらわれる様な山行と居心地の良い山小屋が山の印象を

倍加させます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号は、桐生さんお願いします 



30 

 

山の唄考（33）「山の煙」 

 

 「お待たせしました。」ついそんな一言が出てしまうほど、とっておきの山の歌があ

ったのだ。 

 昭和２７年のラジオ歌謡だから、懐メロの部類になろう。山の歌に違いはないが、あ

りがちな素人っぽいところがない。プロが仕掛け、実力作家が人気歌手に歌わせ、流行

らせようと企画された歌謡曲なのである。歌手・伊藤久男は「イヨマンテの夜」が知ら

れているが、声量の豊かさには異論あるまい。最近の BS日テレ「こころの歌」でフォ

レスタが唄っていて懐かしんだとの話も聞く。また倍賞千恵子のカバーも澄んだ声と素

直な歌唱が素晴らしく魅力的だ。 

山の煙は、当時なら炭焼きの煙だろうか？ 今は、山行中に炭焼きの痕跡らしき処に

時々出逢うが、実際に焼いているところをみることはほとんどない。そして、「国破れ

て山河あり」の時代から立ち上がりかけていたこの時期、別れた人とは戦火に散った人

であったろうか。古来、煙は天へ昇る霊魂と見做され、失われた数多の命を想い起こさ

せる追悼の歌ともとれる。しみじみとして心にしみる実に名曲というべきである。 

「山の煙」は作詞：大倉芳郎、作曲：八洲秀章、唄：伊藤久男で世に出て、今も忘れ

られることなく、時々放送されるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が歌える気はしないが、もの悲しく懐か 

誰でも、聞き覚えがある曲であろう。特に我が山の会の年齢層には戦後世代といえど

も何度か聞いているはずである。詩に語られる情景も、何度も繰り返した山行の実体験

を踏まえ、ありありと思い浮かべられることであろう。柔らかに奏でる旋律に乗って、

詩句のゆかしさが哀愁と望郷をそそり、そして自らの青春時代へとタイムスリップさせ

るかのような完成度の高い歌謡曲なのである。 

ひとり静かに感傷に浸りながら山歩きがしたいものだと、この歌を聞いて心がうずき

出すのだ。 

１ 山の煙のほのぼのと 

  たゆとう森よ あの道よ 

  幾年（いくとせ）消えて流れゆく 

  想い出の ああ 夢のひとすじ 

  遠くしずかにゆれている 

２ 谷の真清水（ましみず）汲み合（お）うて    

ほほえみ交し摘んだ花 

山鳩の声聴きながら 

行きずりの ああ 君とともに 

下りた峠のはろけさよ 

 

３ 山の煙のたそがれに 

  別れた人のうしろ影 

  あとふりかえり 手を振れば 

  うすれゆく ああ 淡い夕日が 

  染めた茜のなつかしく 
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『やまびこ』リレー執筆者一覧 

 

あなたの『ザックの中身を教えて下さい』       

体験から学ぶ山行の知恵袋              おすすめの山の宿 

2017年 1月号 桐生千恵子  2017年 10月号 梅田 尚志 

2017年 2月号     山岡 みや  2017年 11月号 鈴木かつ子 

2017年 3月号 岡部千恵子  2017年 12月号 江崎 昌子 

2017年 4月号 安田 甚二  2018年 1月号 五十嵐朝子 

2017年 5月号 菅谷 真一  2018年 2月号 村田 綾子 

2017年 6月号 菊地 光子  2018年 3月号 村上 和子 

2017年 7月号 手塚 春夫  2018年 4月号 高木 保 

2017年 8月号 嶋本 道子  2018年 5月号 伏見 純子 

2017年 9月号 安彦 秀夫  2018年 6月号 清水 利夫 

2017年 10月号 松本 政斎    

2017年 11月号 手塚 春夫    

2018年 2月号 加藤 延子    

2018年 3月号 間瀬 芳枝    

2018年 6月号 鈴木かつ子    
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退会者 

木村孝雄さん 

2006年 7月入会、12年近くにわたり会報部長・事務局長等を歴任され会のため

にご尽力いただきました。体調回復され、再入会されることを期待したいと思

います。 

  

高野聖子さん 

2018年 1月入会 




