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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

11 月号は池谷通隆さん、12 月号は永木十三夫さん、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 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            

ペリト・モレノ氷河（アルゼンチン世界遺産） 

４人の孫も大きくなり手がかからなくなったので、念願の南米パタゴニアへ

片道３０時間の飛行機の旅に、２０１９年１月思い切って行ってきました。 

ペリト・モレノ氷河は長さ約３０ｋｍあり、１日約２ｍの速さで進んでい

ます。終端部では、高さ６０ｍ、幅５ｋｍになり、バキッバキッという轟音

と共に湖へ流れ落ちるさまは、ものすごく圧巻でした。    ～三橋和子

～               



日 曜日 10月 日 曜日 　11　月

1 木 1 日

2 金 2 月

3 土 3 火

4 日 4 水

5 月 5 木

6 火 6 金

7 水 7 土

8 木 8 日

9 金 9 月

10 土 10 火

11 日 11 水

12 月 12 木

13 火 13 金

14 水 14 土

15 木 15 日

16 金 16 月

17 土 17 火

18 日 18 水

19 月 19 木

20 火 20 金

21 水 21 土

22 木 22 日

23 金 23 月

24 土 24 火

25 日 25 水

26 月 26 木

27 火 27 金

28 水 28 土

29 木 29 日

30 金 30 月

31 土
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　※県連より

　　★11/7(土)事故再発防止と各会との交流会（千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所 大ホール）

　　★12/19（土）城山・弁天山（ウォーキング）・・雨天中止

　※2020年12月山行予定

 編集会議（9：00～11：00）

　　★12/5（土）大岳山（おおたけさん）　★12/13（日）破風山（はっぷさん）

　

 山行部会（19：30～21：30）

 山行部会（19：30～21：30）

勤労感謝の日・編集会議(9:00～11:00)

 大房岬（ウォーキング）

 文化の日

 例会（19：00～21：00）

 赤城山（黒檜山・駒ケ岳）

　予定表　2020年10月・11月

 例会（19：00～21：00）

 尾白川渓谷(中止）

　　　21日の予備日
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例 会 報 告 

9月例会出席者              2020/9/1 (火)            43名 

安彦、松本、加藤、岡部、桐生、八巻、小林和、伏見、高見、前田延、山岡、 

入江、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、永木、石塚、嶋本、菊池、

猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、逢地、前田節、赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、

菅原、小林正、井上順、清水、畑中、高木、金子、笹、鈴木正、柳 

 

例会議事              司会 会報部：清水 

１．8 月山行報告 個人山行の報告、次頁以下にコメント入り一覧にある通り。 

２．山行案内：会山行 9～10月は中止とした。 

  11/1 尾白川渓谷（小林） 鎌観バス 45人乗りのため、22名で打切り。 

GoTo割引の要件・施設の利用で適用可能？ 

  11/7 赤城山（高木） 黒檜＆駒登山予定。鎌観バス予定 

  11/21 大房（だいぶさ）岬ウォーキング（五十嵐） 集合を千葉駅 4番ホ 

ーム。ジパング利用には館山まで購入要。 

  県連関係（羽鳥） 

11/７ 事故防止経験交流集会：千葉又は船橋で開催するが、赤城会山行と 

バッティングしている。来年 1/30-31 予定のロングハイクは 11 月に決定。 

6月のウイークデイハイク玉原・尼ヶ禿山は来年になってから決定する。 

３．各部からの報告 

 山行部：9日の山行部会・12月会山行の担当は出席されたい。バス利用時の補 

助は？⇒予算組んでないが、昨年度から継続。財源は遭対基金から。 

 会報部：やまびこ電子化後の「山行報告欄」コメント入り掲載についての評価 

は？しばらく様子を見ながら続ける。やまびこ誌及びホームページ    

を一般公開をするか？する場合の基準（写真や名前の個人情報等）の 

考え方について、会員の意識調査をアンケートで段階を踏んで行い 

たい。やまびこ誌の原稿締め切り日を今後毎月の 20日とします。 

 県連：ちばニュース・宝篋山の記事、コロナ禍の疾病対応等。カレンダーの件。 

GoToのバス料金 35％引きとなる。コロナ後の鎌観は対応よし。 

11/7（船橋 or千葉）の集会高所登山プログラムあるが定員限定（40名） 

４．会長から 

 会山行、9～10月は中止としたが、個人山行は対策を講じることで認める。山

小屋（インナーシーツ持参）やルートの制限を事前要調査のこと。毎月例会を

第一月曜日に FIXしたい。運営委員会を別途予約済みの日程で随時。 

11月以降については、改めて 9/19（土）までにメール配信する。 

  公民館のホームページ「東葛山の会」欄、写真付きで提出して掲載された。 

 冊子「山岳事故の防止と対策」は公式には対外非公開（引用許可なしのため）

とする。 



2020年8月山行報告

No 山　　名
ジャン

ル
月　日

山行
区分

人数 参 加 者

1 小町山（こまちやま） ハ 8/2 個 1 安彦

2 雪入山（ゆきいりやま） ハ 8/2 個 3 鈴木か、前田延、岡部

3 守屋山（もりやさん） ハ 8/3 個 5 山口洋、山口幸、井上勝、石塚、畑中

4 尾瀬ヶ原（おぜがはら）・日光散策 ハ
8/4
～6

個 1 猪狩　　他１名

5
玉原、鹿俣山（たんばら、かのま
たやま）

ハ 8/6 個 6
五十嵐朝、五十嵐幸、小林和、伏見、
菊池、鈴木か

6 日光白根山（にっこうしらねさん） ハ 8/7 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

7 筑波山（つくばさん） ハ 8/9 個 5 石塚、金子、山口洋、蓮見、畑中

8 赤薙山（あかなぎやま） ハ 8/16 個 4 石塚、金子、蓮見、畑中

　新しいルート『仲良し小道』ができた…という情報を得て、5ヶ月ぶりに歩いてきました。『小町の館』に車を停
め、『朝日峠展望公園』経由で、『小町山』へ。パラグライダーの飛び立つところを暫く眺め、『展望岩』より『仲
良し小道』を通り『鬼越尾根』を下り、小町の館に戻ってきました。『タヌキのたんたん』は取り除かれ、単なる小
さな滝に変わっていてガッカリしました。コロナ禍で人出を押さえるために一時撤去したらしいです（詳細未確
認）。（安彦）         10月号「やまびこ」（安彦）参照

　今回の目標は百体摩崖仏です。樹林帯の目立たない岩に素敵な線刻彫りがありました。詳しくはやまびこ9
月号に鈴木かつ子さんの感想文が載っています。（前田延）

　畑中さん運転にてイワタバコ（写真）を観に。キャンプ場に車を停め、メジャーではないコースで、女ノ川登山
口より女体山→御幸ヶ原→男体山周回自然研究路。折り返し、護摩壇経由にて駐車場へ。暑かったけれど人
混みを避け、気持ち良くゆっくり花を愛でる事ができた。（金子）

　この時期、尾瀬の草花は、池塘での「ヒツジ草」が、唯一見られる花ですが、「ひつじの刻（午後２時）」になら
ないと開花しません。小屋泊りであれば、朝霧の散策をお勧めします。蜘蛛の巣のアートが見られます。
（猪狩）

　センターハウスの駐車場に着いたら、アブの大群で虫よけ大活躍。湿原～水源コース～ブナ平～鹿俣山と
ブナ林の中は涼しく歩けました。山頂は木に覆われ展望はありません。「ヒヨドリﾊﾞﾅ」の群生がすごかったで
す。     （五十嵐朝）

　ロープウェイを降りたらすでに空気はヒンヤリ。爽やかな山歩きを楽しみました。トウヤクリンドウ、カニコウモ
リ、コマクサもみることができました。（嶋本）

　守屋山は諏訪大社のご神体の山として崇め守られている山です。東峰頂上には奥社が祀られていた。諏訪
湖、霧ヶ峰、八ヶ岳、美ヶ原が見えます。守屋山頂上は西峰で草原の丘になっている。高山植物が保護され
ていて、ひよどり草の花にヒョウモンチョウ、アサギマダラなどが舞い遊んでいる様子はのどかであった。
（山口洋）

　翌週の赤岩山・古賀志山へ向けての訓練。東武日光駅よりタクシー利用にて霧降高原キスゲ平へ。高原ハ
ウス→丸山→赤薙山→小丸山。天空の回廊をほぼ横切るように散策路にてバス停迄戻る。暑かったが、赤薙
山頂上の風は冷たく気持ち良かった。（金子）
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No 山　　名
ジャン

ル
月　日

山行
区分

人数 参 加 者

9 日光白根山（にっこうしらねさん） ハ 8/18 個 6
岡部、桐生、五十嵐朝、五十嵐幸、
伏見、菊池

10
宝篋山（ほうきょうさん）
・鬼越山（おにごえやま）

ハ 8/18 個 1 安彦

11 鼻曲山（はなまがりやま） ハ 8/19 個 5 山口洋、山口幸、井上勝、加藤、前田延

12 宝篋山（ほうきょうさん） ハ 8/19 個 3 三橋、山岡、前田節

13
赤岩山（あかいわやま）
・古賀志山（こがしやま）

ハ 8/24 個 5 安彦、石塚、金子、蓮見、畑中

14 宝篋山（ほうきょうさん） ハ 8/25 個 2 清水、柳

15 尼ヶ禿山（あまがはげやま） ハ 8/26 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

　今、レンゲショウマが見ごろというので出かけました。朝5時前に出発、8時過ぎに鼻曲山二度上げ峠登山口
に。ここから約4時間半のピストンです。2時間くらいでレンゲショウマの群生地に到着です。小ぶりでとってもか
わいい花です。近くではアサギマダラが何頭か満開のモミジハグマの花に止まっていました。
（前田延）

　下見の予定だったが、会山行が中止になったので個人山行とした。久しぶりの山歩きで、登りを緩やかな小
田城コース、下りは極楽寺コースで、沢のせせらぎを聴きながらゆっくり歩いた。猛暑で街中は35度～37度だ
が、樹林帯なのでそれほど暑さを感じずに歩くことができた。頂上からの展望は素晴らしかった。      （山岡）

　2日に『鬼越尾根』を下ったので、今度は登ってみました。『宝篋山小田休憩所』に車を停め、『尖峠十字路』
から『東城寺』へ、。樹林帯を通り、『鬼越尾根』を登りつめ、三角点のある『鬼越山』へ。展望はゼロですが、昼
食休憩した後、『宝篋山』へ。山頂は涼しい風が吹き、汗だらけの火照った身体をクールダウンしてくれまし
た。筑波山や霞ヶ浦などの展望を満喫後、コース変更し、『極楽寺コース』の沢沿いの道を下って『小田休憩
所』に戻りました。（安彦）　　10月号「やまびこ」（安彦）参照

涼しさを求め、玉原高原の西側にある尼ケ禿山へ。渋滞で予定より40分遅れてセンターハウスに着く。ちょっ
と秋を感じる涼しさの中出発。直ぐに急登、ブナ平へ向かう途中、分岐の先にあるブナの切り株で出来たお地
蔵さんに安全祈願。これより狭い山道を峠まで。その先車道を進み、尼ケ禿山登山口より山頂へ。頂上は狭
く、直射日光が強くて直ぐに下山。涼しい所で昼食。分岐を玉原湖方面へ下り、車道を30分位歩きセンターハ
ウスに着く。今回も誰にも会わず、静かな山歩きが出来ました。有難うございました。（安田）

足慣らしでの山行と思い行ってまいりましたが、暑さ覚悟で行ってみると、山道にさしかかると思ったより涼し
く、山頂では気持ちの良い風が吹き、とても思いがけない避暑山行になりました。

　『古賀志山南登山道駐車場』より歩き始めたら、伐採作業中の人から『林道通行禁止』と言われましたが、お
願いして黙認していただきました。『雷電神社鳥居』から登山道に入り、沢沿いに進み、神社への赤い鳥居を
右に見て、更に登って『天狗岩』と『パラグライダー・フライト地点』を右に見て『赤岩山』へ。ヘルメットを付け、
岩稜のアップダウンを楽しんで『御嶽山』へ。ここまで来れば、今日のハイライトは終了！『古賀志山』で一息
つき、『不動の滝』で岩から染み出る水でホッとし、ロッククライミングを眺めながら休憩し、駐車場へ戻りまし
た。岩場・鎖場のアップダウンを緊張しながらも楽しむ同行者を見て嬉しくなりました。（安彦）
　有難い事に会長付き添いの岩体験。現地には子供達が描いたと思われる「山をきれいに」の手作りポスター
が何枚か。真新しい鎖、ハシゴの先端には安全に布カバー。地域の愛情も感じられ、暑かったけれど実際と
ても楽しんでしまいました。（金子）　　　　　　　　10月号「やまびこ」（石塚）参照

　ロープーウェーで一気に2000ｍの標高へ。樹林帯の中、どこまでも続く「カニコウモリ」の群生！斜面を覆い
つくす様は圧巻です。山頂では大勢の登山者、蜜にならないよう場所を選んで休みましたが、寒かったです。
贅沢な山行になりました。　（五十嵐朝）
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No 山　　名
ジャン

ル
月　日

山行
区分

人数 参 加 者

16 鬼怒沼（きぬぬま） ハ
8/27
～29

個 3 石塚、蓮見、畑中

17
皆野アルプス：破風山（はっぷさ
ん）　＜12月会山行下見＞

ハ
8/28
～29

個 1 安彦

18 金峰山（きんぷさん） ハ 8/28 個 6
桐生、五十嵐朝、五十嵐幸、伏見、
菊池、小林和

19
馬不入山(うまいらずやま)～
大明神山(だいみょうじんやま)

ハ 8/29 個 3 鈴木か、江崎、嶋本

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

　　参考　「イワタバコ」のつぼみ
　（左の様な花に変身するとは・・・）

　             　No7.　筑波山 　「イワタバコ」（石塚）

　当初７月下旬に予定してたが長梅雨で延期、宿泊する手白澤温泉の予約は１か月後になってしまった。今
回は夜行バスで大清水着→物見山→鬼怒沼→奥鬼怒温泉郷→女夫淵バス停のコース。ほとんど人がない
鬼怒沼、何の音もない自然の静寂に感動。また、宿はコロナ対策で半分の３部屋のみで営業、Gotoは無かっ
たけれどすばらしい宿でした。（蓮見）

８月の会山行「苗場山」、「霧ヶ峰」はコロナウィルス感染予防のために中止しました。 

　『12月会山行提案書』を作成するため歩きました。『道の駅みなの』で車中泊し、翌日涼しいうちに歩き出し
ました。しかし、朝から陽がじりじりと照り付け、最初の急登で全身汗びっしょり。ハイキング地図に『ヤセ尾根』
と『鎖』のコメントがありましたが、それほどビックリするような狭い尾根ではなく、また鎖は無くロープが岩場に
張ってあるだけでした。『破風山』山頂で大展望を満喫し、木陰で1時間弱休んだ後、山峡の『桜ヶ谷』の集落
を経て『破風山登山駐車場』に戻ってきました。最後の車道歩きは、疲れと暑さでうんざりでした。（安彦）　10
月号「やまびこ」参照

　下界の猛暑がウソのような涼しさ。寒いくらいで快適に歩けた。しかし一日中ガスが切れなく展望はなし。
(桐生）　　　　10月号「やまびこ」（五十嵐朝）参照

　タクシーで大中寺へ、ぐみの木峠、馬不入山、大明神山は人がはいってなく、暑さと蜘蛛の巣、アブとの戦
いでした。（嶋本）　　10月号「やまびこ」参照（江崎）

5
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11月以降の会活動（特に会山行）の方針 
会長 安彦秀夫 

 

コロナ禍で、2月末より 10月までの『会山行』全てを中止にしています。 

『11月以降の会活動（特に会山行）』について、私の考えをたたき台として、

『運営委員会メンバー』及び『11～1月の会山行担当者』の『31名』から意見

を募り、『26名』から貴重なご意見をいただきました。それらの意見を参考に

方針を決めました。（確認返信メールを参考に、内容の一部を加除しています。） 

 

1） 会山行 

①11月以降は、会山行を実施する（原則：月 3回）。 

②できる限り『日帰り』とする。 

③『（やや）きつい山』又は『（やや）ゆるい山』の中で、担当者間で調整

し、可能な限り（少なくとも）1回をバス利用で計画するように努める。 

 理由は、より多くの会員がコロナ感染リスクを軽減し、且つ、世間の目を気

にしないで山行を楽しめるようにするためです。 

 『ウォーキング』は、従来通り計画する。 

 最終的には、3ヶ月前の山行部会にて決定する。 

④バス利用しない会山行については、マイカー利用や少人数で分散しての公共

交通機関の利用などで実施するように検討する。それができない場合は、中

止にするか、個人山行として実施するように調整する。 

⑤バス費用の一部を会から補助する。 

 理由は、『バス乗車定員の半数』という乗車規制で参加費が大幅にアップする

ので、それを軽減（補填）するためです。 

 具体的な補助金額は、改めて決めたいと考えています。 

 （例）有料道路料金を含むバス代金の 10～20％か（？） 

⑥バス利用時の参加希望者が、募集定員オーバーの場合、全員が等しく参加で

きるように調整する。調整方法は、改めて決めたいと考えています。 

 （例）1回目は個人山行をしていない人を優先、または、くじ引きで決め、 

それ以降はバス利用山行不参加者を優先する。 

⑦キャンセルの取扱いについては、現行の方法を再確認し改めて決めたいと考 

えています。キャンセル者の補充方法も併せて考える必要があります。 

（注）規程では、キャンセル料は、原則 3日前から前日まで『50％』、 

当日『100％』となっていますが、見直しをする必要があります。 

⑧バス費用の一部補助の財源は、会独自の『遭難対策基金』より充てる。 

 2020年 4月 30日時点での積立金残高は、『968,000円』です。 
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⑨バス利用山行は、2020年 11月から 2021年 4月までの『6回』を考えていま

すが、月 2回のバス利用山行を実施した場合は、増やすこともあり得ます。 

⑩会山行担当者は、必ず山行に参加しなければならない…というわけではなく、

家庭や本人の事情などを尊重し、参加を強制するものではありません。 

⑪山行を実施する場合は、コロナ感染防止対策をしっかり行うようにしてくださ

い。公共交通機関を利用する場合は、大人数でまとまっての乗車・行動を控え

てください。また、乗車中は、不必要な大声での会話を慎んでください。 

 

2） 個人山行 

①特別な規制をしません。 

②但し、出来る限り感染リスクの小さい交通手段や時間帯を利用してください。 

③少人数のマイカー利用での近場の日帰り山行を、当面はお願いします。 

④宿泊を伴う山行の場合は、コロナ感染防止対策をしっかり実施している施設

を利用するようにしてください。 

⑤山行実施の際は、コロナ感染防止対策をしっかり行うようにしてください。 

 

3） 当面の例会日程 

次の日程で例会を開催します（部屋予約済み）。 

①10月 6日（火）19：00～21：00 集会室 

②11月 2日（月）19：00～21：00 集会室 

部屋の使用規制（定員の半数以下）中は、『集会室（定員 92名）』の予約

（確保）ができた日程で『月 1回』開催します。 

 

4） コロナ禍後の例会（将来です！） 

コロナ禍以前は、第 1水曜日と第 3水曜日に『学習室 3（定員 30名）』で、

例会を月 2回開催してきましたが、総会での事務局方針に沿って、月 1回に変

更する環境作りを進めています。 

大きな部屋（学習室 1または集会室）の使用（利用）を考えて調査中ですが、

仮に、適切な部屋の恒常的な確保ができないようであれば、『学習室 3』の使用

を継続していかなければならないのでは…と考えています。 

但し、現在、コロナ禍で月 1回の例会開催をしていますが、顕著な問題点が

新たに出てくるようでしたら、例会開催の『曜日、時間帯、回数、部屋』など

の検討を改めてしたいと考えています。 

 

『山岳医療救助機構（大城和恵代表）』の資料①②を充分に理解して、 

山行を計画・実施してください。 

『登山再開に向けた知識』  ① 『計画と準備』編  ② 『登山実践』編 

曜日が異なっています。 

間違わないでください。 
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山 行 案 内                      

 

新型コロナウイルス感染防止により、10 月の山行は中止です。 
 

10∕4 宝篋山 ウォーキング 

10∕18 大坊山・大小山 

10∕24 雨引山  

 

11月の山行予定 

 

✽尾白川渓谷（おじらがわけいこく）  （ややきつい ☆★） 
日 時 ：11月 1日（日）   

※ 「現地の遊歩道崩壊、復旧見込み不明」の為中止 

 

✽赤城山（黒檜山 1827m・駒ヶ岳 1686mコース）体☆☆ 危技★ 日本 100名山 
 赤城山の最高峰が黒檜山で、登山道は整備されています。高度を上げるにつれて、

大沼の眺望が広がり、頂上からは日光連山・谷川岳等の展望が楽しめます。運が良け

れば紅葉に染まれそうです。 

日 時：11月 7日（土）小雨決行（観光コースに変更も有） 

交 通：鎌ヶ谷観光バス 鎌ヶ谷市役所 5：30集合  帰着 18：30 

（往 路）：市役所 5:30発－佐野 SA－波志江 PA・IC－赤城神社 9:30 

（復 路）：赤城公園ビジターセンター14:20発－波志江 PA・IC－羽生 PA－鎌ヶ谷市役

所 18:30 着 

コース：赤城神社（0:10）…黒檜山登山口（1:15）…黒檜山（0:10）…展望台（1:00）

…駒ヶ岳（0:15）…駒ヶ岳登山口分岐（0:30）…駒ヶ岳登山口（0:10）…赤城

公園ビジターセンター 

エスケープルート：黒檜山ピストン 

歩行時間：３時間３０分（休憩含まず） 標高差 上り 498ｍ 下り 484m   

交通費：小型バス 114,000円 13名参加で 8,800円（参加人数により変更） 

大型バス 172,000円 21 名参加で 8,200円（参加人数により変更） 

※各々ソーシャルディスタンス設定での上限定員です。 

(GO TOトラベルキャンペーン事業対象になると割引がありますが、まだ不確定ですの

で、解り次第お知らせます） 

入浴なし、熊避けグッズ持参（ツキノワグマ常駐？密） 

 ※参加申し込みは 9月第一例会 1日（水）でとります。 

     参加者は申し込み順で、定員になり次第締め切りとします。  

担当：（CL）加藤、（SL）手塚、逢地、高木 
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✽大房岬（だいぶさみさき） ウォーキング ☆  
雄大な海景を楽しむ。戦時中の要塞跡も残っている。晴れていれば海の向こうに富

士山、天城山、三浦半島が見える。 

日 時： 11月 21日（土）予備日 22日（日） 

 ※年間計画は奈良の柳生街道でした 

交 通 

（往 路）：新鎌ヶ谷 6：15―6:27船橋 6：37_6：51千葉 6：58（館山行き）8：38冨浦 

 ※集合 ちば駅 4番ホーム 館山行き   ※解散 冨浦駅 

復 路： 14：51 15：12（特急さざなみ）16：24 16：43（特急） 17：25 

コース：冨浦駅…30法華崎…20原岡海岸‥40レストハウス…60レストハウス…50道

の駅…20冨浦駅   

歩 程： コースタイム 3：40     所要時間 5時間 

交通費概算： 4000円弱 

交通費詳細： ジパング割引の場合は、行先を館山往復  復路に特急利用可 

      船橋→冨浦はジバング不可 

担 当：（CL）桐生,（SL）五十嵐幸・五十嵐朝 

 

12 月の山行予定 

 

✽大岳山（おおたけさん）1266.5ｍ ややきつい ☆☆★ 
ケーブル利用で、紅葉を楽しみながら奥多摩の名峰へ。奥の院からはやせた尾根道。

頂上直下は岩場とくさり場がある。晴れていれば富士山から秩父の山々の展望あり 

日 時： 12月 5日（土） 

交 通: 集 合：御嶽駅 8：10   解散：ケーブル下駅（滝本） 

（往 路）：新鎌ヶ谷 5：20 ―八柱 5：32…新八柱 5：46―西国分寺 6：47 _6：55（高

尾行）―立川 7：01_ 7：15（ホリデー快速）―御嶽駅 8：07…バス 8：36

―滝本ケーブル駅 

(復 路)： ケーブル下（バス）16：00 22 54   17：17 21 47 

       御嶽駅 17：12（ホリデー快速）  37  18：02  32 

コース：御岳山駅…20御嶽神社 …奥の院…鍋割山分岐…2：00山頂 

下山はあくば峠…東屋…御岳山駅 （2時間）＝ケーブル＝バス＝御嶽駅 

 バス混雑、又は渋滞時には滝本～御嶽駅まで 1時間の歩き 

コースタイム約 4時間 20分  歩程 6時間  

コメント：岩場・クサリ場あり 

エスケープルート： 天候によって上りは奥の院コースは止める。 

交通費概算：5000円弱 

交通費詳細：休日おでかけパス＋バス代（往復 400円）+ケーブル代（約 1500円）  

（バス・ケーブル共に ICカード可） 

担 当(CL)四元、(SL)桐生・村田 
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✽皆野アルプス：破風山（はっぷさん）＜ややきつい山＞ ☆★ 
ミニ岩稜の皆野アルプスを歩いて着いた山頂からの展望は抜群！ 

日 時：１２月１３日（日）＜日帰り＞ 

集 合：各電車乗車駅の出発時刻 5分前、改札口またはホーム 

交 通 

＜往路＞鎌ヶ谷 5：23―新鎌ヶ谷 5：26（大宮直通）―春日部 6：34_6：51― 

羽生 7：23_7：41→熊谷 8：14_8：26―皆野 9：29 

 ※羽生～皆野：秩父鉄道 

＜復路＞皆野発 15：30、16：19、17：22―羽生―久喜―春日部―柏―新鎌ヶ谷 

コース：（周回コース）  

  皆野駅 169m…大渕登山口 172ｍ…前原山…男体拝…破風山 627ｍ…桜ヶ谷…椋宮

（むくみや）登山口 179ｍ…皆野駅 169ｍ 

歩行時間：約５時間（休憩含まず） 標高差：約４６０ｍ（皆野駅～破風山） 

費用：約３，５００円（新鎌ヶ谷駅起点往復） 

  ※『秩父路遊々フリーきっぷ：１，４７０円』利用の場合、約３，１００円 

     羽生駅で購入（乗り換え時間が 18分なので先ずはチケット購入を！） 

装備：雨具、防寒具、昼食、水筒、行動食など 

備考：①コロナ感染防止対策をしっかり行うこと。 

    電車利用時には、手袋・マスクを着用し、分散乗車をしてください。 

    また、消毒液の持参もお勧めします。     

   ②班別行動（５～６人程度）をできる限りとること。 

   ③途中駅から乗車の方は、電車の中で合流してください。 

※2020年度山行年間予定では、『忘年山行：高山と切込湖・刈込湖（泊）』となってい

ましたが、コロナ禍のため『東京経由しない電車利用の日帰り』に変更しました。 

 変更の経緯については、会報『やまびこ』今月号の『皆野アルプス：破風山の頂に

立つ』の記事を参考にしてください。 

担 当：（CL）安彦秀夫 TEL：090-5827－0571 、（SL）間瀬・井上(順) 

 

✽城山（331m）・弁天山（292ｍ） ウォーキング  
秋川丘陵の低山ハイク 

日 時：12月１９日（土）   雨天中止 

※養老渓谷の予定であったが、昨年の台風で一部路肩が崩れ復旧せず、通行禁止の

為変更。 

交 通 

（往路）：① 新鎌ヶ谷 7：46―八柱 7：58…新八柱 8：06―西国分寺 9：07_9:1８（青

梅線）―拝島 9：36_9:46（五日市線）―武蔵五日市 10：03 

     ➁ 船橋 8：00（三鷹行）―お茶の水 8：32_8：36（快青梅行）―拝島 9：

36_9:46―武蔵五日市 10：03 

 ※集合 武蔵五日市に 10：05 
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（復路）： 武蔵増戸から往路を戻る  14：43  15：13  15：43 

コース：武蔵五日市…秋川橋…小峰ビジターセンター天王橋…城山登山口…城山…弁

天山…弁天洞穴…貴志鴨神社…庚申塚…網代橋…武蔵増戸駅 

歩行時間： 2時間 30分（約 5、3㎞） 

交通費：約 3000円 

担 当：（CL）高見、（SL）山岡 

 

県連関係予定行事   

2020 事故防止・経験交流集会の案内 
千葉県勤労者山岳連盟・教育遭難対策委員会 

今年も事故の共有化・再発防止と各会交流を趣旨に開催します。 

今回は、船橋市内もしくは千葉市内の公民館にて日帰りで実施し。参加しやすくしま

したので、各会の積極的な参加を期待します。詳細は下記を参照下さい。 

記 

１） 主催 千葉県連盟・教育遭難対策委員会 

２） 日 時： １１月７日（土）10 時～16 時 30 分（9 時 30 分より受付） 

３） 場  所： 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所 大ホール   

４） 内容 

(1)事故報告 

昨年からの事故振返りと重大事故報告 

(2)グループ・ディスカッション 

「コロナ時代の登山スタイル」をテーマにした話し合い 

(3)外部講師の講演 

ワンダーズアドベンチャー 代表 中山氏による 

「エベレスト登山の魅力と高所登山の心構え」 

(4)スマフォの活用 

GPS 地図アプリ（ジオグラフィカ）の使い方と登山で有効なアプリの紹介 

(5)フリーディスカッションテーマ毎（ハイキング、クライミング、雪山、海外登

山など）にグループ分けし自由な意見交換による情報交流 

５）参加申込／締切別途配布の参加申し込みフォームにて 

教育遭対委員会 伊東：itou2385@yahoo.co.jp 090-1774-3384 10/24 締切参加

者は 40 名程度（スタッフ含む）を予定しており、申込多数の場合は、調整する

事が有ります。 

また、当日はマスク着用、手洗い・手消毒を徹底して実施します。 
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小町山・鬼越山・宝篋山を歩く 
安彦秀夫 

＜1＞小町山 8 月２日（日） 

新しいコースができた…ということで、5ヶ月ぶりに再訪しました。 

『小町の館』に車を停め、『もみじ谷』を経由して『朝日峠展望公園』へ。霞

ヶ浦を眺めながら地元のグループと情報交換をした後、樹林帯を『ハート石』ま

で下り、急登を一気に登り返し『女坂展望所』へ。小休憩し、『小町山』山頂へ、

昼食を摂った後、心地よい風を浴びながらパラグライダーの離陸を眺めました。 

『展望岩』より、本日の最大の目的の新しいコース『仲良し小道』を歩き、『鬼

越尾根』を下って『天の川沢コース』の『願いの滝』へ。2月に歩いた時にあっ

た『タヌキのタンタン』のオブジェが撤去されていて、楽しみにしていた手製の

『竹琴』の演奏ができませんでした。ガッカリ！ 

新コースにも、巨岩や樹木に、「なるほど！」と感心させられる名前が付いて

いて、疲れた身体を癒してくれました。特に『子宝の木』には…座布団 3枚！ 

是非、実物を拝観してください。 

①小町山山頂からの『筑波山』 

②小野小町の化身『おかめ岩』 

 

 

＜2＞鬼越山・宝篋山 8 月 18 日（火） 

 2 日に下った『鬼越尾根』を登り『鬼越山』に足跡を残したくて、『宝篋山』

と組み合わせて暑い中を歩きました。 

 『宝篋山小田休憩所』に車を停め、『尖浅間』経由で『Ａ4：尖峠十字路』へ。

右折し、樹林帯を下りました。2月に歩いた時は、下り口の杉の幹に『ビニール

袋に入った紙の地図』が貼ってありましたが、無くなっていました。 

 『東城寺』で休憩し、本堂の裏より山道に入り、緩やかな尾根を越える付近か

ら左折（標識あり）し、『鬼越尾根』を登りました。『仲良し小道』を右に分け、

『松の木広場』で小休憩し、『鬼越山』へ。木々が覆っていて展望ゼロ。 

 『パープルライン』を時々右に見ながら林の中の道を進み、駐車場跡付近より

車道を歩き、『ゲート』を通り『宝篋山』へ。涼しい風を全身に浴び、いつまで

も筑波山や霞ヶ浦を眺めていたい気持ちを押さえて、『極楽寺コース』の沢沿い

の道を下り、駐車場に戻りました。 

 あまりの暑さに水を沢山飲みました。途中の東城寺で水を補給し、更に、『極

楽寺コース』途中の水場でも補給しました。なぜか、数年前から夏山での汗の出

方が半端ではなく、水分摂取量が極端に多くなったように感じます。身体のどこ

かに異変が起きていなければ良いのですが…。心配です。（2020/9/6/Sun.） 

① 

② 
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古 賀 志 山 

8/24(月) 安彦、金子、畑中、蓮見、石塚 

 

 赤岩コースに再度行きたくて、安彦

さんにリクエストをしました。 

会山行では行かないコースに大満足

です。10数年前は、後をついて行った

だけ。 

今回はトップを歩き、「私でいいの

かな？行かれるかな？」とちょっと不

安になります。ですが、気持を奮い立

たせ、数回の鎖に挑戦します。 

「この岩を登れるかな？この先はど

のルートかな？」と常に自問自答で

す。でもラストに安彦さんがいるの

で安心感は大でした。私達を見守り

続けて頂き、ありがとうございまし

た。メンバーも怪我なくついてきて

くれて、ありがとうございました。 

冒険の山、達成感にあふれ、実に楽

しかったです。 
二尊岩目指して 
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奥鬼怒方面登山 

 畑中 眞澄 

日程：8 月 27 日(木)～29 日(土) 

昨年の北アルプスに魅了され今年の夏山も北！と決めていたが、コロナの影

響で行き先を奥鬼怒方面に変更した。夜行バスで新宿～大清水‥物見山‥奥鬼

怒沼‥手白沢温泉泊‥八丁の湯‥夫婦淵～鬼怒川公園の計画。メンバーは CL石

塚、蓮見、私の三人。足を引っ張らないように頑張ろうっと。 

当初は鬼怒沼の高山植物も咲いてる 7 月にしたが梅雨が長引き予定変更、人

気の宿の上、六部屋を三部屋に少なくしての稼働なので、8月末の変更になって

しまった。 

奥鬼怒温泉郷は四つの宿それぞれ違う泉質でもちろん源泉かけ流し。最近は○

のせいか温泉が好きになって、昨年の忘年山行は加仁湯に入れたのであと三つ

と思っていたら、意外に早くチャンスが訪れた。 

一日目が夜行バスの上きつい上りと長時間なので、少しでも快適にと気合を

入れるため、前から欲しかったファイントラックの下着とライトを新調した。正

解でした。 

心配していた夜行バスはコロナと平日のため七人ぐらいの乗車らしい。先日に

行ったバスツアーも家族は隣同士だけれど、前も横も後ろも空いてるので心配

はなかった。今回はそれより人数が少ないのでもっと安心！ 

新宿のバスタは混雑しか知らないが当日はガラガラ、ところが関越バスに乗

ったら驚いたことに二席を一人で使えるものの、乗客の席は車両の前に集中し

ていて後ろはガラガラ、席の前後左右もうめてある。「一時間半後の川越乗車の

方（一人）が乗ったら好きな席に移動してください。その方が公平なの

で」。？？？？？、更に驚いたことに整備不良か、「沼田車庫で違うバスに乗り換

えていただきます」と。割とどこでも寝られる私だけれど、睡眠不足のまま登山

しなければと気が重くなった。同行のお二人も同じだな。 

昔のことは覚えていないけど 40数年ぶりの大清水、確か三平峠を超えて水芭

蕉を見に尾瀬沼へ行ったっけな～。暗がりでつける新しいライトは小さくて高

性能、買って良かった。 

物見山まで案内書通りきつかった。誰にも会わない。ネットの書き込みにあった

熊の爪あとが木に！怖いな。ザックに付けた熊鈴の音が小さくて気になってい

たら、石塚さんが「ストックにつけてみたら？」と、つけ直したら音が響く。安

心度が増しました。 

途中の心配していた渡渉は丸太が苔むして朽ちて不可でしたが、石を入れたり

木を渡したりして無事通過。 

 今回最高峰の物見山（2113ｍ）は展望なし。鬼怒沼で沼に映る雲を見ながらお

昼ご飯、人にも会う。あ～、ここからはあまり怖がらずに歩けるし、たいして上
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りもないはずと安心した。日光沢温泉の冷たい水で顔と腕を洗い加仁湯に向か

う。こちらは送迎バスのお客さんで賑わっている。上りがないと思っていたらこ

こからがまた上りで想定外。 

でも宿についたら私達の行程をねぎらってくれた。靴置き場は温泉を通した

管の上にある。ゆっくりと乾かしてくれるらしい。素晴らしい清潔な温泉も貸し

切り状態。缶ビールも安い（宿は一泊二食 16000円）、生け簀にはイワナが泳い

でいる。夕飯のメインは塩焼き、ジビエ他、色々美味しい。 ここまで来てよか

った。ちょっと一杯だけなのに寝る前の温泉には眠くて入れなかった。  

翌朝は「温泉に入り食事もゆっくりしたい」と二人に頼み良い朝を過ごした。

二人は登山口の下見に行っていたようだ。すごいわ！天気もまずまず、裏山をヤ

マップ頼りに歩き、昨日の日光沢温泉から加仁湯から奥鬼怒歩道、八丁の湯で雨

が降り出した。雨の中を歩くのは久しぶり、夫婦淵近くはやんでいた。 

路線バスの運転手さんの話だと局所的だったようだ。道路は全然濡れてない。 

スムーズに電車に乗れたのは良かったのだが、有料特急なのに車内販売も自販

機もなく、車内反省会ができなかった。ああ、想定外。  

後で色々調べてみたら、奥鬼怒スーパー林道は最後の林道計画で一般車は夫

婦淵まで通過可能、その先の大清水までは自転車と徒歩だと行けるらしい。自転

車趣味の人には「自転車百名道」があるようでそれに選ばれている。ただ群馬側

はほとんど整備されておらず難所続きの 23キロで、野生動物の匂いもするらし

い。改めて自然を楽しむのは訓練と覚悟が必要と思う山旅でした。 

お二人にはさんざんお世話になり感謝でいっぱいです。 

お花には出会えませんでしたが、宿の前に初めて見る松明（タイマツ）草という

真っ赤なハーブがたくさん咲いていた。 

 

 

手白沢温泉 
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皆野アルプス『破風山
はっぷさん

』の頂に立つ   安彦秀夫 

2020年 8月 28日（金）～29日（土） 

28日（金）夕方に道の駅『みなの』に着き、車中

泊し、翌 29日（土）に、じりじりと日が照りつける

中を大汗をかきながら歩きました。 

 

今年の『忘年山行』は、コロナ禍のため例年のような内容（バス利用、宿泊）

では実施できないのでは…と考え、他の担当者にメールで相談したところ、私と

同じ考えであったので、次のキーワードで新たな目的地（山）を選び、『12月会

山行提案書（案）』を 5件作成し、他の担当者にメール送付しました。 

キーワード：①公共交通機関の利用（できれば東京経由しない）、②日帰り、 

      ③雪上ハイクにこだわらない、④温泉にこだわらない 等 

候補地(山)：①切込湖・刈込湖、②高山、③明智平から茶ノ木平、 

      ④破風山（縦走）、⑤鐘撞堂山から円良田湖 

*提案された他の候補地：宝登山、官の倉山 等 

 

私としては、『明智平から茶ノ木平』か『破風山』はどうだろうか…と提案し

ました。それに対して、他の山の提案や『バスは利用しない方が良い』などの意

見が寄せられ、提案のあった山を含めて再考し、最終的に、『破風山』の縦走を

しないで『周回コース』でどうだろうか…ということになりました。 

『破風山』を 40年ほど前に歩いたことがあるだけなので、コース詳細は全く

記憶にないため、実際に歩いてみて提案書を作成することにしました。 

『皆野アルプス』のコースは、平成 8年 4月

に開通したようで標識がしっかりしていま

した。今回の下見は、事前に入手した地図に、

『ヤセ尾根』や『鎖』が記されていたので、

どの程度の道なのかを確認することが主目

的でした。『ヤセ尾根の幅』や『岩場の鎖』

は、思っていたような狭さや険しいもので

はなく、ホッとしました。鎖はなく、短いロ

ープが張られていただけでした。 

コース途中の木々の間や山頂からの展望は素晴らしく、特に、山頂からは、両

神山、二子山、武甲山、城峰山などを確認することが出来ました。 

下山後の車道歩きは、暑すぎて『辛かった…！』の一言です。12月であれば、

寒いくらいですので、むしろ好ましいかな…と期待しています。（2020/9/7/Mon．） 
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金 峰 山 

日 程：令和２年８月２８日（金） 

参加者：桐生、小林（和）、伏見、菊池、五十嵐（幸）、五十嵐（朝）記 

 

鎌ヶ谷を 5：00に出発、8：30大弛峠に到着した。平日にもかかわらず既に満

車状態でしたが、わずかな空スペースに止めることができた。 

ここは金峰山と反対の「奥千丈岳」「国師ケ岳」へのコースもあるので余計混

雑するのかも知れない。2360ｍの峠はガスの中、寒いくらいなので、一枚着込ん

で出発です。しばらくは薄暗い樹林帯の中、ゆるやかな登山道を進む。1時間ほ

ど歩いた頃、どんどん下山者とすれ違う。聞いてみると 5：30頃登山口を出発し

ているらしい。登山道の両脇には苔の緑がみずみずしく光ってとても奇麗だ！ 

霧や雨の多いことを思わせる。 

背丈がそこそこある「ハンゴンソウ」かな？と思われる黄色い花が沢山咲いて

いる。少しずつ高度をあげ、朝日岳近くで展望が開け、大きな岩、マーキングを

見ながら朝日岳。岩場をドーンと下り再び樹林帯に入り、「鉄山」の標識を通り

過ぎるといよいよ最後の登りとなる。 

山頂です。誰もいません！ 少し待っていると、感じの良いご夫婦が登ってき

たので、カメラのシャッターをお願いした。 

12：00に「五丈岩」、風が強くて寒い！二組の登山者が休憩していた。 

私達も風を避けてお昼にする。一瞬、太陽が顔を出しラッキー！(^_-)-☆ 

しかし、直ぐ濃い霧の中。鳥居で下山の安全を祈願してから歩き始める。 

途中雨具を着用したが大したことはなく、濡れている登山道、木の丸太等、滑

りやすいので気をつけながらゆっくり下山した。展望には恵まれませんでした

が、連日の猛暑の中、涼しい山行になったので皆、満足でした。 
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馬不入山・大明神山 

 

2020/8/29（土） 鈴木(か)・嶋本・江崎（記） 

酷暑の注意報が出ている暑い夏の一日に標高 300m位の山歩き。冷たい飲み

物、果物など保冷バックにたくさん詰めて出かけました。 

駅から歩く予定をタクシー利用で大中寺まで行き太平山をカット。ぐみの木 

峠まで沢筋を登り始めると、たくさんのアブがまとわりつく。シャツ、ズボン、 

ザック、帽子、蜂位の大きさでブーンブーンと実に不愉快、パンパン叩く。 

峠には数人の登山者がワイワイ言いながら団扇でアブを叩いている。 

 晃石神社から桜峠、樹林帯はちょっと涼しいがアブを払いながらワッシワッ

シ歩きました。午前 10:30 早いけどランチを摂り一休み。馬不入山まではゆる

い登り、今日はここからが本番、午前 11:00岩舟町の大明神山へ向かう。道は

あるものの登山者はいない。長坂峠まで下り、大明神山（272ｍ）へはまだ登り、

頑張れ！12時過ぎに山頂に到着。 

さあ下山口を探さなきゃ！藪の中を探すも見つからず地図、コンパス、スマ

ホなど全て駆使すれど見つけられず、以前登った事がある安彦さんに SOSの電

話をかけて教えていただく。下山口は山頂から 15mほど戻ったところにありま

した。しかしほとんど人が歩いている様子はない。枯葉、クモの巣だらけでス

トックを振り回しながら払う。それでも顔にペタッと張り付く。一番チビのぐ

りこがトップ、後続の二人は背が高くやはりペタッとクモの巣が張り付く。下

山口に着く頃にはストック、顔、ザックはクモの巣だらけ。 

 その後も大変、日中の一番暑い時間の舗装道路歩きが 30 分以上。午後 2 時、 

日帰り温泉に到着、しかしお風呂は栃木市民しか入れず大汗かいた私達は洗面

所で着替え、涼しいロビーでバスを待ち栃木駅まで帰りました。 

 東葛女子 3人、高温注意報の出ている時の低山歩きいろいろ勉強させていた

だきました。何より山頂での安彦さんの一言、神の声でした。 本当にありが

とうございました。  
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日光白根山 

                           清水利夫 記     

 

 

9/8、9/9で日光白根山に行ってきました。メンバーは羽鳥さん、柳さんの３人

です。天候がころころと変わり計画も二転三転し結果は最初の計画通りに決行

しました。9/8 は晴れロープウェイ駅に着くと風もなく登山日和の天候に心もウ

キウキでロープウェイに乗車。乗車時間も１５分と長く一気に 2000ｍの高地ま

で運んでくれます。快晴に気

をよくして、二荒山神社で安

全祈願をして山道を歩き始め

ましたが、那須岳に行ったあ

と家でぐだぐだしていたのが

悪かったのか足に疲労がきま

した。標高差で 500ｍ程なので

楽勝と思っていたが、古傷の

膝も痛み出し苦労して山頂に

やっと着きました。しかし山

頂に着く頃からガスが出て空

も雲に覆われてきました。山

頂から見る五色沼も見え隠れ

するようになり下界の中禅寺湖は見えるものの、脇にそびえる男体山は雲の中

に隠れてしまいました。それでも当初予定してたよりも好条件で登れたことに

大満足です。 

昼食をとり、記念撮影などをし

たあと取り急ぎ下山開始です。

下山は膝への負担も大きく痛

い左足をかばいながらの下山

です。来た道を戻ろうと言うこ

とで、ロープウェイの山頂駅に

着くと雲も晴れ白根山の山容

がくっきりと見えて疲れも吹

き飛ぶようでした。その後下山

して「みやま」に宿泊、冬のス

キー以来の「みやま」でしたが

相変わらずおいしい料理で、部

屋も一人/一部屋にしてもらい

GO TOキャンペーンの対象との事で大満足の旅になりました。翌日は丸沼に寄

り、戦場ヶ原を散策してからの帰宅となりました。 
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蓼科山・縞枯山 

日 程：9月 15日（火）～16日（水） 

参加者：五十嵐朝・五十嵐幸、伏見、菊池、小林和、桐生 

 

1 日目（蓼科山）                     （小林 和子） 

 鎌ヶ谷 5：00 出発。五十嵐さんマイカーで中央道～白樺湖の先の七合目登山

口に 9時前に到着。計画では縞枯山を先に登り、蓼科山は明日の予定だったが、

天気が明日はあやしいので今日蓼科山に登ることになった。 

 登山口の鳥居をくぐり、歩きやすいゆるやかな樹林帯を行く。馬返しに来ると

林の中はいろいろなコケが木漏れ日に光って、みどりの色がとても素晴らしい

光景でした。道はしだいにゴロゴロした急登が続くようになった。天狗ノ露地で

休憩をとる。まだまだ急登。息が切れそうになると、ゴゼンタチバナの赤い実、

シラタマの実が目につき、ほっとする。 

 山頂まで直線の急登がつづくと山小屋が見えてくる。山頂には東京の中学生

が７０人程いて、にぎわっていた。山頂の中央部が窪んでいて、そこに蓼科神社

が祭られていた。 

展望は霧があって、よく見えず残念でしたが、初めての蓼科山だったので本当に

嬉しくて楽しい山行でした。ご一緒して下さった皆様、ありがとうございました。 

 下山は大きな石の急斜面でしたが緊張して歩き、無事に 15：30駐車場に着く。 

 白樺湖畔のホテルに宿泊。                

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅白の実は仲良く並んでいました 
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2 日目（縞枯山）                    （桐生 千恵子） 

 ホテルの朝食バイキングでは眺めの良い席でゆっくりして、8時半出発。メル

ヘン街道を走り麦草峠に 9 時半到着。駐車場はほぼ満杯。心配していた天気も

まあまあで 10時少し前に歩き始める。苔むした登山道は脚にやさしいね。北八

ヶ岳は本当に苔が美しい。ゆっくり観賞しながらのんびり歩く。昨日の大岩ゴロ

ゴロの蓼科山で鍛えられたので、皆さんの脚も快調そう！！ 

 茶臼山あたりで青空も見えてきた。振り返れば南八ヶ岳も姿を見せてくれて、

八ヶ岳を知り尽くしている F姉さんの山々の解説つきでした。 

 

 

 

縞枯山頂に着く手前で「あ～北アルプスだ」「槍ヶ岳じゃない？」期待してい

なかった遠望の山が見えてシニア女子はおおはしゃぎ！ 

展望のない山頂でランチ後の下山は、“ザラザラ”“ゴロゴロ”の急な道で歩い

ている人もいないので、とにかく転ばないように慎重に寡黙になった。 

雨池回りで歩き、無事に麦草峠に下山した。 

昭文社の地図も、当たり前だが購入年度で若干違っているので、スマホで現在

地点の確認をしながら歩くと心強いですね。 

下山後に千葉まで運転して下さった五十嵐さん本当に感謝しています。 
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二ツ箭山（ふたつやさん 710ｍ いわき市） 

9/19(土) 梅田尚志（記） 他 1 

コース：駐車場－根本登山口－沢コース－〆張場－男体山－女体山－二ツ箭山

（三角点・710ｍ）－月山－林間コース－根本登山口－駐車場 

 

 GoTo割引利用の宿泊ゴルフで前泊した。ネット予約だったので、staynavi の

Web からクーポンを事前にゲットした。小名浜オーシャンホテルのオーシャンビ

ューの朝はしっかり雨であった。雨雲は直に通り過ぎる見込みだから、ゆっくり

出発することにしてのんびりと朝食を摂った。 

雨上がりの宿を 9時前に出た。猛暑の夏が嘘のように涼しくなって 24度、湿

気がきついが既に秋、快適な登山日和となった。予定より 2時間遅れの 10時半

に登山口駐車場を出発した。雨にしっぽりと濡れた沢路は濡れ落ち葉が覆い、よ

く滑る。水量の少ない沢だが、滝の巻道やらクサリ付きの岩登りが連続する。予

想を上回る険しさであった。 

尾根道まで登ると日差しはないものの雨の心配もなく、風が心地よい。遠景も

よく見える。できるだけクサリ場を回避しながら歩いて男体山の直下に着く。ほ

ぼ垂直のクサリがピークまで 20ｍほど、ビビりながら登り切ったが、狭い山頂

では立ち上がることができなかった。女体山はクサリ付きの岩コースと巻道が

あって巻道でもクサリなしでは登れない。眺めの良い女体山頂で昼食している

と若い登山者が来て、「男体山のルートが判らない」と、教えてやって山頂に立

つのを待った。直線距離で 40ｍほどだが、声がよく通り普通に会話ができるこ

とに驚いた。 

最高地点(710m)の三角点は眺望のない森の中、あとは歩きやすい馬酔木混じ

りの林の尾根道、時折遠望に海が見えたり、馴染みのない山並みを眺めながら快

適に下る。赤松林ではひょっとしてマツタケでも？なんて勝手な想像をしなが

ら元の沢道に合流し 3時前に無事下山した。 

20 年余りのブランクで、久々に山登りについてきたカミさんは、運動不足を

痛感していた折でもあって変な癖がつかないか少し心配ではある。 
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八月を振り返り 

羽鳥健一郎 

夏山に行かぬ今年は地元にて梨の収穫初体験す 

真夏日のたわわに実る梨の木を順に廻りて収穫すすむ 

蝉しぐれ鳴き響きたる梨畑たわわな実り丁寧にもぐ 

「幸水」の総採りの日の手伝いの選別はなし気持ちは軽し 

井戸水で顔を洗いて昼餉とる梨の農家の収穫忙し 

 

 

早朝に自転車漕ぎて畑行き水遣り済ませラジオ体操 

選別も規格外もなし我が畑実りの野菜皆愛おしく 

菜園の夏野菜日々実りたり不揃いながら元気をくれる 

サツマイモ葉の茎食べることを知りツルを捲くるも楽しみとなり 

頑張ったキュウリトマトも盛り過ぎ秋の畑へと季節は進む 
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思い出の山       

５０年前の南アルプス・北沢峠       

1967/5/2～5/3 

 ゴールデンウイークの新宿駅は、ザックを背負った若者達でいっぱい。そん

な中でひときわ目立つ 10 人のパーティーが山歩会の人たちでした。22:00 新宿

発の急行列車で男性 8 人、女性 2 人が南アルプスの仙丈・甲斐駒を目指して新

宿駅を発った。辰野駅で飯田線に乗り換え 30分足らずで伊那北に着いた。戸台

行きのバス発車まで 2 時間程待ち時間があったので、待合室で冷たいおにぎり

を食べ顔を洗った。家々の間から遠くの空を見上げてみると、雪を被った南ア

ルプスの美しい山々が顔を出していた。 

 2時間程バスに揺られ９８８mの戸台に着くとそこはもう南アルプスの山の中

だった。 

8:00 戸台出発北沢目指して歩き始めた。丹渓山荘まではゴロゴロとした河原

道だ。途中数ヶ所渡渉をしなければならない所があったので、私達は膝まで水

につかりながら川を渡った。しかし流れが速いので、迂闊に渡ると足を取られ

てしまいそうだ。幸い誰も足をとられず渡ることが出来た。戸台河原の正面に

は、3日目に登る予定の甲斐駒の白い峰が見えた。 

 11:0０赤河原（丹渓山荘）に着いた。両岸を渓流に挟まれた中州の中で朝の

残りのおにぎりとブドウパンを食べ、川の冷たい水でオレンジジュース（粉末

ジュース）を飲んだ。 

30分の昼寝の後、12:00八丁坂のジグザグ道を登り始めた。1時間程で急な登

りが終わり、緩やかな登りの樹林帯になった。木陰の薄暗い所は雪がたくさん

残っている。傾斜がきつくなり重いザックを背負った私達の足どりは重いが、

もう少しで北沢峠に着くかと思うと少し元気出てくる。戸台を出発してから 7

時間やっと北沢峠に着いた。この峠から明日は仙丈ヶ岳、明後日は甲斐駒へ登

るのだ。峠から 15分後の 15：30北沢の河原に着いた。 

やっとザックを下せる。“嬉しいな”ある者はテントを張り、ある者は食事の支

度を… 

 食後テント前に腰をおろし山々を見れば西に雪をかぶったどっしりとした仙

丈ヶ岳が、東には男性的な甲斐駒が見えるという本当に素晴らしい所だ。 

 

1967/5/4 

 3:30 起床、食事当番の作ってくれたラーメンを星空の下でガタガタ震えなが

ら食べた。ここで見る星は東京で見るよりもすっと大きく又きれいに見える。

空気が汚れていないからだろうか。5:00 出発、北沢峠辺りは雪が深くちょっと

脇によるとすぐ膝までもぐってしまう。仙丈への登りに入ると雪が凍り付いて

滑りそうだ。3合目を過ぎ 4合目あたりまで来ると尾根の樹林の間から北岳が朝

江崎 昌子 
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日に輝いて美しい姿を見せてくれた。また反対側には鋸岳がゴツゴツとした鋸

のような尾根を見せていた。樹林の間を雪を踏みつけながら登って行く、5合目

を過ぎると針葉樹の林にも別れをつげ真白な雪の斜面にでた。今朝のラーメン

がこたえたのか、9 時頃にはだいぶお腹が空いてきた。9:30 小仙丈ヶ岳にて昼

食、稜線上なので、セーターを着てヤッケを羽織ってもまだ唇の震えは止まら

なかった。ブドウパン 4枚、きゅうり半本、ソーセージ 3分の 1本、あめ 2個、

チョコレート、ジュースこれだけ食べたので大分暖かくなった。この場所で初

めて雪庇を見た。稜線に積もった雪が風によって庇のように張り出していた。

ここから先の雪の尾根は道幅が狭くとても恐いので、ピッケルを突きながら一

歩一歩進んで行った。小仙丈から仙丈ヶ岳山頂までは広い斜面と細い稜線が交

互に現れた。11:00 仙丈ヶ岳の頂上に着いた。生まれて初めて 3000ｍ以上の山

に登ったので、その感激は大きかった。 

 

北岳が間近に見え間ノ岳、農鳥岳、後方には白い花崗岩の甲斐駒、中央アル

プス、北アルプス、八ヶ岳、一度にこれほどたくさんの山を見たのは初めてだ。

北岳をバックに記念撮影し下山。山頂から少し下りた所にちょっとした斜面が

あったのでお尻で思いっきり滑り降りた。登りは一歩一歩丹念に登った斜面も、

下りは一気に滑り降りる事でき快適だ。一番広い斜面でストップ訓練、ピッケ

ルを持って 10ｍ登り、滑り降りピッケルで体を止める練習をリーダーの指導の

もと何度も繰り返した。ピッケルの持ち方を間違えたら体を傷つける恐れがあ

るので慎重に練習した。ズボンはビショビショ、太陽に背を向け乾かしたが…  

帰りは思う存分滑り降りた。先輩は上手にグリセード下りて行くが私は転ん

で尻セードになってしまい、木の根っこにぶつかったり穴に落ちたりしながら

14:30に無事に北沢に到着。今夜の夕食は鮭缶のカレー。 

（上記は 5/2～5/7の山行のうち、5/2～5/4までの報告文です。長くなりました

ので、5/5～5/7は割愛しました） 

仙丈ヶ岳頂上 
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※昭和 42年はまだ南アルプススーパー林道が開通していなかったので、北沢峠

に入るのには伊那側から戸台川を登って行かなければならなかった。  

その時の山行の記録が機関紙に残っていたので思い出の山として投稿しまし

た。19歳の作文です。 

11 月号は三橋さん、12 月号は池谷さん、10 月 20 日を目安に加藤まで。 

コース 



27 

 

ちょっと一言 

                           

私の中で 9月の花といえば、ヒガンバナ。 

黄金色の田の畔や寺院の暗い林の中を赤く萌え染めている。 

花ことばは、情熱、また会う日までとか。 

確かにお彼岸どきの彼岸花は、風にそよぐと 

千の風にのって 千の風にのって 

あの大きな空へ 吹きわたっていくようです。 

 

   曼殊沙華 母に見せたき 紅の海 

   縁に笑む 母に会いたし 曼殊沙華 

                           （ 山口 洋子 ） 

 

 

８月に内海桂子師匠が ９７才で亡くなったと報道されました。桂子・好江の三味線

漫才コンビで、かなり以前に相方が亡くなった後も、ついこの間まで一人で芸能活動し

ていたのではないかしら・・・あるテレビ番組で現役６５才頃の三味線漫才をやってい

ました。張りのある声といい、三味線のバチさばきといいほれぼれ、見ていて気持ちい

い。私とほぼ同じ年齢なんて信じられない。大正生まれ？はすごい。 

私が大好きな漫才コンビ「ナイツ」は弟子で、いつも桂子師匠のものまねばかりして

いたこともあり、忘れられない芸人の一人です。最近の「お笑い第７世代」とかは笑い

のツボが良く分かりません。あぁ年取ったのかしら。 

                          （ 蓮見 久美子 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月号の担当は、菅原恵子さんと小林正人さんです。 

（１０月の１５日頃をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願いします） 



編 集 後 記 

 

 9月 15～16日、北八ヶ岳山行の帰路は麦草峠からメルヘン街道を下ると数年前に 

 開通したばかりの高速道路に入った。佐久 ICまでは無料の表示。 

車窓からの眺めが素晴らしい！浅間山から連なるお馴染みの山々と刈り入れ前の黄金色 

の田園風景はどこを切り取っても額縁に入れて飾りたい！ 

 山行帰りの、ゆるい疲れと満足感に浸りながらの贅沢な時間でした。（ちーこ） 

 

私の母は大正９年生まれ、９月 15日で満１００歳になりました。町長が安倍総理大臣 

の名入りの賞状と記念の銀杯を届けてくれました。大正・昭和・平成・令和と４つの 

元号を経験した母は田舎で一人暮らし、まだ炊事・洗濯・掃除など身の回りのことは 

自分で何とか出来ます。楽しみは畑仕事で、ほとんど子供たちのために四季折々の 

野菜を育てています。母は身体も１００歳にしては丈夫ですが頭の方もしっかりして 

いて、毎日 1時間くらいかけて新聞を読んだり、日記を書いたりしています。祖母は 

１０６歳まで生きたので、母もそれ以上長生きしてほしいと願っています。とは言え 

１００歳を越え，身体も少しずつ弱ってきているので、私もそろそろ田舎の方へ籍を 

移そうかと考えています。退職以来１２年間、田舎と自宅を往復する日々が続きました 

が、千葉県民を卒業する日は近づいているかな…と思う今日この頃です。（さ☆る） 
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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 
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