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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

10 月号は赤塚義政さん、11 月号は菅谷眞一さんです。 

その際、100 字程度の紹介文を添えて、前月 20 日までに、会報部（鈴木か）へ

提出してくださるようお願いします。 

表 紙 写 真 紹 介            

日光憾満ガ淵の清流です。8月初め、奥日光の山登りを目指して東武日光駅

に着いたら、天候急変の気配。山登りは中止して東照宮から憾満ガ淵、日光植

物園と市内散策をしました。以前鳴虫山の下山後、疲れた足で通り過ぎただけ

でしたが、今回は豪快な流れに感嘆し、お地蔵さんの顔も一人一人のぞきなが

ら、ゆっくり堪能しました。日光植物園では、咲き始めたキレンゲショウマの

群生との出合いを楽しみ、猛暑の中涼しく歩いた一日でした。 ～前田節子～                                                               



予定表2021年9月・10月

1 水 1 金

2 木 2 土

3 金 3 日

4 土 4 月

5 日 5 火

6 月 6 水

7 火 7 木

8 水 8 金

9 木 9 土

10 金 10 日

11 土 11 月

12 日 12 火

13 月 13 水

14 火 14 木

15 水 15 金

16 木 16 土

17 金 17 日

18 土 18 月

19 日 19 火

20 月 敬老の日 20 水

21 火 21 木

22 水 22 金

23 木 秋分の日 23 土

24 金 24 日

25 土 25 月

26 日 26 火

27 月 27 水

28 火 28 木

29 水 29 金

30 木 30 土

31 日

　※2021年11月山行予定

　※

1

編集会議（9：00～11：00）

　　　雨引山予備日

佐倉散策（雨天中止）

　　岩船山（中止）

★11/20（土）小町山ウォーキング（雨天中止）

9　月 10　月

大坊山・大小山（雨天中止）

　山行部会（18：00～20：00）

山行部会（18：00～20：00）

　例会（18：00～  学習室1）

　例会（19：00～21：00）

　入笠山ウォーキング（中止）

　運営委員会（19：00～）ZOOM

県連より・・11/6(土）事故防止経験交流集会(予定）

★11/28（日）大福山（養老渓谷）　予備日11/29(月 )

★11/3(水）尾白川渓谷（雨天中止）

　鷹取山ウォーキング（中止）

　編集会議（9：00～11：00）

運営委員会（19：00～）ZOOM

　　　　　雨引山
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例会報告 

例会出席者            8/9（月）             32名 

安彦、加藤、桐生、村上、八巻、伏見、高見、前田延、山岡、入江、間瀬、 

五十嵐朝、四元、江崎、菊池、猪狩、羽鳥、井上勝、山脇、梅田、前田節、 

赤塚、菅谷、山口洋、蓮見、菅原、井上順、山口幸、清水、金子、笹、柳 

 

2021年 8月例会議事                            司会 ； 山行部 猪狩   

   2021/8/9  18～20：00  場所；東初富公民館（今回初めて利用） 

１，7月山行報告 

計 12件（ハイク；8、縦走；2，ウォーク；1、沢；1）日帰り；7件、泊り；5件 

延参加者数；47名（男；14、女；33） 

内容は、本誌 「2021年 7月山行実績＆コメント」 参照 

２，山行案内 

 １）8/22 燧ケ岳、8/28 飯盛山、9/2 入笠山はコロナ感染状況逼迫の為中止 

２）他の計画は今日現在予定通り。9月例会時出欠とる 

３）11月会山行予定（菅谷） 

11/3（水） 尾白川渓谷（例会時、挙手による参加希望者は 16名） 

11/20 （土）小町山、11/28（日）大福山（予備日；11/29） 

３）県連（羽鳥）   11/6（土） 事故防止交流会 

３，各部報告 

１）事務局（四元） 9,10月例会開催場所・時間は後日連絡しますので注意を 

２）山行部（菅谷） 9/1山行部会で 12月会山行検討 

３）会報部（梅田） 「やまびこ 8月号」は 30 ページの多彩な内容で発行 

               9月号締切りは 8/20、投稿にご協力を 

 ４）県連（羽鳥） 

・ 「ちばニュース」 7月号  理事会議事録等、参考になる記事あり、ご一読を 

 

・ 遭難死亡事故  「北島英明さん」 元東京都山岳連盟遭難対策救助隊隊長 

2019年府中市で開催された「全国ハイキング学校」で「山岳遭難は自分事」の   

講演者（当時 60歳）。翌年 12月、赤石岳で滑落。今年 5月遺体で発見された。 

何とも痛ましい事故です。心よりご冥福をお祈り致します。 

    講演の感想文（ 赤塚さん「やまびこ」2019年 12月号に掲載 ）のご再読を 

 

４，会長 

 １）8/8付「事故一報」のメールは他に流さない（個人名が入っている為） 

２）7/13付のメールを確認し、全国連盟主催の講習会参加希望者は会長へ連絡 

１）コロナ禍での会山行実施の判断基準 （個人山行は対象外）  

・実施当日、千葉県、行先県の何れかに、「緊急事態」「マン防」「県独自の規制」  

がある場合は中止する。 

   ・山行計画の中止が決定したら、会長から全会員宛にメール配信する 

 ４）45周年記念行事に関するアンケート 

   8/1付メールを参照。ご意見を募集しています。 



          202１年7月 山行実績 ＆ コメント 

山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

富山（とみさん） ハ 7/10 個 3

志賀山(しがやま）・岩菅山(いわ
すげやま）・笠ヶ岳（かさがたけ）

ハ
7/17
～19

個 5

小坂志川（こさかしがわ） 沢 7/18 個 5

日光　明智平（あけちだいら）
～茶ノ木平(ちゃのきだいら）

ハ 7/20 個 6

雨引山（あまびきさん）
燕山（つばくろさん）

ハ 7/21 個 4

3

　本誌　8月号掲載　（ 石塚、間瀬、井上順 ）

4
桐生、伏見、五十嵐朝、菊池、

五十嵐幸、菅原　　他1名

・　ロープウエイ山頂駅はすでに1395ｍ、中禅寺湖、華厳の滝、白雲の滝の眺望が素晴らし
い。樹林帯の尾根歩きは風が通って心地よい。ツツジのオンパレード！花の時期は見事で
しょう。紅葉の時期も捨てがたいです。電車の日帰りはこの当たりが限度でしょうか。
（五十嵐朝）

・ 本誌　８月号掲載 （桐生）

5 清水、井上順、間瀬、石塚

2 羽鳥、岡部、山口洋、山口幸、鈴木か

　　本誌　8月号掲載 （羽鳥）

3 赤塚、石塚、蓮見、畑中、金子　他1名

　暑い夏の日、入門コースの沢歩き。冷たく気持ち良い川の中をジャブジャブと歩いた。危
険個所はないものの自分は初めてだったのでついて行くのが精一杯。下ばかり見て涼しい
風景を堪能するには至らなかったが、沢の楽しさを少し知る事はできた。赤塚さんには車か
らリーダー業務、全て大変お世話になりました。(金子)

No 参 加 者

1 安田、江崎、菅谷

一昨年の房総に被害をもたらした颱風によって、登山道に壊滅的な影響を受けた高宕山
のその後を調べるために出かけた。奥畑の登山口に着くと、駐車場は綱が張ってあって置く
ことができない。また、掲示板には登山道の崩壊とヒルの被害のため入山禁止の掲示があ
る。それでも、回復の状態を知ろうとうろうろ車を走らせたが、止められそうな場所がない。他
の会の方が、整備をしているという話を聞いて、だいぶ戻っているのではと考えていたが、ま
だ元のようには整備されてはいないようだった。（後日安彦さんからのメールで、奥畑の駐車
場は地主が利用者のマナーの悪さに怒って閉めたということが分かった）
　諦めて富山に登りに行くことにした。ひどく暑い日で強い日差しのもと大汗をかいて歩いて
きた。こんな日でもけっこう登山者がいるのだとあきれたが、自分たちも同じである。（やれや
れ）頂上近くの東屋から岩井の町が見え、海からの風が気持ちよかった。（菅谷）



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

燕岳(つばくろだけ) ハ
7/21
～22

個 1

日光・霧降高原
（きりふりこうげん）

ハ 7/23 個 4

新穂高温泉～双六（すごろく）
小屋～雲ノ平（くものたいら）～
双六小屋～新穂温泉

縦
7/24
～28

個 1

小町山（こまちやま）
ウォーキング（下見）

ウ 7/25 個 2

茶臼岳(ちゃうすだけ）～朝日岳
(あさひだけ）～三本槍岳(さん

ぼんやりだけ）
縦

7/25
～26

個 8

4

　車２台を出してもらい、三斗小屋温泉１泊2日で那須連山に行ってきました。１日目は天気
予報が良かったので、ロープウエイを使い朝日岳～三本槍～隠居倉と回り、大黒屋に宿泊
しました。翌日は予定の茶臼岳は登らずに、峰の茶屋跡から下山しました。三本槍山頂と朝
日岳山頂では雲が出て大展望はありませんでしたが、登山道から見える、ゴツゴツ火山その
ものの那須連山がとてもよかったです。（蓮見）

本誌　P12～19　掲載 （猪狩）

9 三橋、山岡

　11月山行予定の下見に行った。登山口で、「小町里山愛好会」の人達からコースについて
アドバイスを受け、尾根コースを登りに、鬼越尾根コースを下りにした。尾根コースは歩きや
すく手ごろなコース。下りの鬼越尾根コースはフラットなコースだと言っていたがそうでもなく
長いコースであった。本番には、天の川コースを下る予定だ。日差しの強い日であったが、
山中は樹林帯でさわやかな風が吹いていて快適であった。（山岡）

10
羽鳥、清水、石塚、四元、蓮見、畑中、

金子、柳

・　本誌　　P10～11　掲載　（江崎）

7 岡部、菅原、上原、井上勝

コース ： 霧降高原レストハウス…八平ヶ原…丸山…小丸山…キスゲ平園地…レストハウス

丸山(1689ｍ)から、スタート地点の霧降高原駐車場や登山道延長には赤薙山(2011ｍ)に
続く急登が良く見えました。キスゲ平はシモツケやシモツケソウのピンク一色が華やかでバス
時間許す限り散策路をめぐり眺めました。（菅原）

8 猪狩　　

No 参 加 者

6 江崎　　他2名

・　北アルプス3大急登の合戦尾根は4時間から5時間のコースタイムをひたすら登り、途中に
美味しいスイカがありますが、やはり大変ですね。その分、稜線に上がった時の喜びは最高
ですね。苦労の甲斐があるというもの槍ヶ岳への表銀座ルートの始まりですね。北アルプス
の山々がすべて見える。天気が良ければ・・・。山小屋燕山荘では、オーナーのホルンの演
奏♫、甘党の人にはイチゴミルク美味しいですよ。（孫から少しもらいました。）　燕岳から北燕
岳まで足を延ばすとコマクサの大群落を見ることができます。　（江崎）



山　　名
ジャ
ンル 月日

山行
区分

人数

山形観光と鳥海湖（ちょうか
いこ）フラワートレッキング

ハ
7/25
～28

個 5

日光高山（たかやま） ハ 7/30 個 3

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

5

12 安田、江崎、嶋本

　日光に向かう電車に乗っているときから、激しい雨が降ったりやんだりしていたが、現地に
着くと晴れ間が見え予定どうり出発。花の時期も終わり、登山者の姿もなく静かな山歩きがで
きました。西の湖ま行く予定でしたがバスの時間に間に合いそうもなかったので、バス停まで
最短ルートで歩きました。低公害車に乗っているときに小熊が遊んでいる姿を見ることが出
来ました。今度は花の季節に来てみたいとおもいます。（嶋本）

7月の会山行「甲武信ヶ岳」はコロナウィルス感染防止のために、「日光白根山」は悪天候、
「外房 ウォーキング」は個人山行に変更の後、悪天候のために中止しました。

No 参 加 者

11
五十嵐朝、五十嵐幸、桐生、伏見、

菊池　他1名

　湯殿山神社、羽黒山神社は牛を御神体とした神様で、羽黒山神社は今年「丑歳御縁年」
の年に当たり、今年お参りをすると、12年分の御利益が有るそうです。鳥海山の中腹の鳥海
湖は鉾立登山道から、一番短い時間で稜線に着く事ができます。稜線上には、この時期な
らでわのお花畑が広がり、期待どおりのフラワートレッキングを楽しむことが出来ました。
（五十嵐朝）
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山 行 案 内                      

 

９月の山行予定 

✽入笠山（1955m）ゆるい山＆ウォーキング・・・・中止 
日 時：9月 2日（木） 

担 当：（CL）高見、（SL）笹、山岡・村上・嶋本 

 

✽鷹取山ウォーキング・・・・中止 

日 時：9月 18日（土） 

担 当：（CL）八巻、（SL）三橋 

 

✽岩船山  ややきつい山  体☆☆・危技★・・・・中止 

 日 時： 9 月 25 日（土）  雨天中止  

担 当：（CL）菊池、（SL）山口洋・井上勝・五十嵐朝 

 

10 月の山行予定 

＜ややきつい山＞ ☆★ 

大坊山・大小山（だいぼうさん・だいしょうやま） 
低山とはいえ展望を楽しみながら岩尾根のアップダウンを繰り返し歩く縦走コース 

日程：１０月１０日（日）＜日帰り＞ 雨天中止 

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 

電車時刻表： 

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

→館林 7：33_7：34→足利市 7：54（タクシー約 20分）→大山祇神社 

＜復路＞富田駅解散（3ルートあり） 

①富田→JR足利…（歩）…足利市→館林→春日部→柏→鎌ヶ谷 

②富田 14：52、15：52、16：25→佐野→館林→久喜→春日部→柏→鎌ヶ谷 

③富田（②と同じ電車）→栃木→南栗橋→春日部→柏→鎌ヶ谷 

ハイク：  

  大山祇（おおやまづみ）神社 100m…大坊山 285ｍ…足利鉱山山頂番屋…越床峠 

  …妙義山 314ｍ…大小山 282ｍ…大小山見晴台…阿夫利神社 70ｍ…富田 30ｍ 

歩行時間：約４時間３０分（休憩含まず） 標高差：約２８４ｍ（妙義山～富田） 

費用：約３，０００円（新鎌ヶ谷駅起点往復、タクシー料金含む） 

装備：雨具、昼食、水筒、行動食など 

備考：①大小山見晴台から岩場を見上げると『大』と『小』の文字がバッチリ！ 

    また、富田駅までの道では、振り返ると岩壁の『大・小』が望まれ、歩き切った…とい

う達成感・満足感に浸りながら歩くことができます。 

    『大・小』の巨大文字（高さ 7.6ｍ、幅 7.2ｍ）』は、無病息災を祈る周辺住民により江

戸末期に掲げられたのが始まり…と伝えられているそうです。 
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    ②小さなアップダウンが続き、岩場や分岐もあり、前の人を見失わないように…。 

   ③途中駅から乗車の方は、電車の中で合流してください。 

    タクシー利用のため、往路移動途中で最終参加人数の確認をします。 

   ④富田駅解散。『栗田美術館』や『あしかがフラワーパーク』等の見学可能。。 

    但し、閉館（閉園）時間に注意してください。通常 17：00です。 

特記：コロナ感染防止対策をシッカリ取ってください。特に、駅や電車移動中。     

幹事：（ CL）安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  （SL）石塚、山口(幸) 

 

✽佐 倉 散 策 

「下総国十一万石の城下町」・日本遺産 

日 時： 10月 19日(火) 雨天中止 

交 通 

コース：ＪＲ佐倉…佐倉順天堂記念館…旧堀田亭…佐倉市立美術館…塚本美術館…武家屋敷…(武

家屋敷通り)…大聖院…ひよどり坂…麻賀多神社…佐倉城址公園…国立歴史民俗博物館

…京成佐倉 

約９㎞  実歩約 3時間  

交通費 約 1,400円＋400円（東武線乗車代） 

入館料 若干(9月下見の上、場所決定) 

（担当）：（CL）入江、（SL）高見 

 

✽雨引山（あまびきやま）409.3ｍ  体☆ 

雨引山は茨城県にある筑波連山縦走路の一角。 

日  時： 10月 2３日（土）   雨天時・10月 24日（日） 

交 通：松戸～岩瀬駅(JR)・市バス(桜川号) 

（往 路）：松戸：6:23（常磐線・水戸行）―友部 7:43 _ 7:52 ―岩瀬8:20 _9:07(バス) ―雨引

観音入口 9:25  

コース： 雨引観音入口 9:40 … 雨引山楽法寺(雨引観音)10:40 / 11:00 …雨引山 12:20 / 13:00 

…御嶽山 14:20 …岩瀬駅 15:20 

歩 程：約 4.5時間 

山の特徴（危険個所）：中腹にある雨引山楽法寺(雨引観音)から山頂までハイキングコースを歩き、

雨引山から岩瀬駅までは筑波連山縦走の道を歩く。 

＊岩瀬駅で解散   岩瀬 15:45 ― 16:15 / 16:20 (友部) 

           16:15 ― 16:40 / 16:46 (友部) 

エスケープルート：雨引山往復 

概算費用： 約 4500円(ジパング利用・約 3000円)1920円(松戸～岩瀬)、 

コミュニティーバス 200円、その他 

その他：  ① 柏駅乗車あり(ジパング利用切符・松戸～岩瀬) 

     ➁計画書には新鎌ヶ谷駅(東武線柏行)時刻記載する 

担 当：（CL）江崎、（SL）岡部・畑中 
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✽尾白川渓谷（おじらがわけいこく）   やや きつい  ☆★ 

 渓谷沿いの紅葉を楽しむ（日本名水百選） 

日 時  11月3日㈬  雨天中止     

集 合：鎌ヶ谷市役所 5：30 

交 通：鎌ヶ谷観光バス 

（往 路）：鎌ヶ谷市役所 5：30～尾白川渓谷駐車場 9：00予定 

（復 路）：尾白川渓谷駐車場 15：00発～鎌ヶ谷市役所 19：00予定 

コース 

 尾白川渓谷駐車場（0.20）・・竹宇駒ケ岳神社・・千鳥ヶ淵（0.40）・・旭滝（0.30）・・百合ヶ

淵（0.10）・・神蛇滝（0.50）・・不動滝（0.45）・・龍神平｛尾根道｝（0.50）・・竹宇駒ケ岳神

社・・駐車場 

歩 程：標高差 上り：360m（2時間30分） 降り：345m（1時間 40分） 

費 用：（概算） バス代約 10,000円位 

担 当：（CL）井上勝,（SL）山脇、小林、・上原 

 

✽小町山ウォーキング  

日時：11月 20（土）雨天中止 

交 通： 

（往 路）：新鎌ヶ谷 7：03―柏7：19_7：31（常磐線・水戸行）―土浦 8：05 

土浦―（タクシー30分）―小町の館 

※（車中では離れて座る） 

（復 路 ）：小町の館（タクシー30分）―土浦―柏―新鎌ヶ谷 

コース：小町の館…（尾根コース）…小町山…（天の川コース）…小町の館    

※ 歩行時間約 3時間   

交通費：約 4000円超  新鎌ヶ谷⇔土浦 約2000円  

タクシー代 4人乗り 4000円超 

（CL）三橋（SL）山岡 

 

✽大福山（285ｍ）  ゆるい山  ☆   

紅葉を観ながらの穏やかな山道で、頂上には白鳥神社が祀られ、展望台からは房総丘稜が一望

できる。 

計画は、養老渓谷駅～大福山～梅ヶ瀬渓谷～養老計画駅でしたが、大福山から梅ヶ瀬渓谷の

道が通行止めの為（2019 年の台風）大福山～上総大久保に変更しました。復旧しましたら、梅

ヶ瀬渓谷を歩きます。     

日 時： 11月 28日（日） 予備日 29日（月）  

下記の時刻は 7/6改正のものです。復旧予定は 10月中旬予定、時刻変更がありましたらお知ら

せします。 

集 合；船橋駅、さざんかさっちゃん前に 8：15  
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（往 路）（日曜日）：船橋駅 8：28（君津行）―五井駅 9：00_ 9：10（小湊鉄道）―光風台       

9：28―9：31（代行バス）―上総牛久9：43_9：50（列車）―里見駅 10：06_10：15（代行バ

ス）―10：37養老渓谷駅 

(復 路)：上総大久保 15：19（代行バス）―里見（列車）15：36―上総牛久 15：53―上総牛久（代

行バス）15：55―光風台（列車）16：18五井―16：53－千葉 17：36－船橋駅 17：56 

コース：養老渓谷駅･･･朝生原トンネル･･･女ヶ倉橋･･･上古屋敷･･･大福山展望台･･･大福山頂上

（白鳥神社）･･･上古屋敷･･･上総大久保駅  

         累計標高差 上・下558ｍ  コースタイム 4時間（休憩含む） 

エスケープルート： 状況により途中で引き返す 

交通費概算： 3000円：交通手段：電車 JR・小湊鐵道（途中代行バス）  

交通費詳細： 船橋～五井駅往復 1020円 小湊鐵道フリー切符 1840 

その他： 昼食 1 食  装備：平常のハイキング程度、靴は軽登山靴か登山靴 

     トイレは養老渓谷駅と大福山展望台にあります。 入浴：なし  下見：有り 

担 当：(CL)手塚,（SL）、柳・加藤・永木（応援・助言）（代行バス） 

 

 

 

県連関係予定行事  
 

➁信州の山小屋応援プロジェクト寄金を募集について 

募集期間：令和 3年7月2日（金）～9月 30日（木） 

※ 登山道の維持管理、山岳の環境保全、新型コロナウイルス感染防止対策等に活用 

詳細は2021，7，13 安彦さんからのメール 「全国連盟からのお知らせ３題」をご覧ください。 
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北アルプス・燕岳（２７６２ｍ） 

 

日 程：2021 年 7 月 21 日～22 日 

参加者：江崎・娘・孫（中学生女子） 

 

7/21（晴れ） 

 当初、夜行バスで中房温泉まで入る予定でしたが、コロナ禍が心配になり、 

長野まで新幹線、中房温泉まではタクシーで入りました。 

10:45 中房温泉を出発、暑いが樹林帯の風は涼しいので助かる。第 1 ベンチまで

は、ゆっくりペースの私（おばあちゃんペース）で登るとの約束。11:25 第 1 ベ

ンチ着。休憩を取ると同時にたっぷりの水分補給。北アルプス 3 大急登の合戦

尾根、中房からの標高差は 1250m 第 1 ベンチ、第 2 ベンチ、第３ベンチ、富士

見ベンチ、合戦小屋と「きついなあ～」と思ったところに休憩所がある。 

各ベンチで先に登っている 2 人が余裕の顔で待っている。合戦小屋まであと 5

分の看板が見えた…！スイカだ…スイカだ…。食べたい♡頑張ろう！孫がスイカ

を抱えて迎えてくれた。 

もうひと頑張り登ろう。燕山荘が見えてきた、でも登りは続く。先に着いてい

る 2 人が「ばっちん…頑張って！」と声をかけてくれるがヒーヒーフーフー！！

15:00（登山口からおよそ 4 時間 15 分）ようやく到着。燕岳は 3 度目ですが、

今回が一番きつかった。歳のせいですね。 

天気は最高、北アルプスの山々が大パノラマで見え、槍、穂高、鷲羽、水晶、 

剣岳、立山、鹿島槍ヶ岳・・・書ききれません。2 人は大喜び。ぜひともこの景

色を見せたかった。岩場の陰には雷鳥も遠くの斜面には熊🐻の姿も確認。 

燕山荘のコロナ対策はしっかりとしていて完全予約制、収容人数の半数、入館

時の検温、消毒、食堂では前に人との間にアクリル板、インナーシュラフ、マ

スク必携、洗面所にはせっけん、水道で手をしっかり洗える・・・等でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合戦小屋のすいか 

山行報告 
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7/22 (晴れ) 

 4:00 起床、日の出を見て感動、北アルプス裏銀座の山々がモルゲンロートで

赤く染まる、美しいですね。 

朝食後 6:30 燕岳へ向かう、朝日に輝く北アルプスを眺めながら燕岳から北燕岳

まで足を延ばす。スケールの大きな岩場の登り下りを慎重に行動する 2 人を後

ろから見守っている。北燕岳のコマクサの大群落は素晴らしい。 

燕山荘に戻り 8:30 下山開始、昨夜たっぷりと寝たので快調。 

合戦小屋でまたスイカを食べてドンドン下る。12:00 中房温泉着。宿とは別棟の 

露天風呂で気持ち良く汗を流し、帰路についた。松本から船橋までのあずさ号

でゆったりと…。 

天気に恵まれ、本当に素晴らしい山行をする事が出来て幸せな 2 日間でした。 

 

 

イルカ岩 

燕岳山頂 
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猪狩 晃一 

日 程：7 月 24 日～28 日 

1 日目（24 日・土） 徒歩 1：20 標高差登り 312ｍ 

  船橋 6：53 あずさ 3 号 ～ 10：23 松本 10：40 ～ 12：48 新穂高温泉 

10   登山口（1090ｍ）13：30 ～ 14：50 わさび平小屋 

2 日目（25 日・日） 徒歩 7：00  標高差 登り 1200ｍ 

1402ｍ          2290ｍ          2600ｍ 

わさび平小屋 5：00～9：00 鏡平山荘 9：30～13：00 双六小屋          

3 日目（26 日・月） 徒歩 6：30（散策 2：00） 登り 900ｍ・下り 800ｍ                      

 双六小屋 5：00 ～ 8：00 三俣蓮華岳（2841ｍ）8：30 ～三俣山荘～ 

12：30 雲ノ平山荘（2536ｍ） 

4 日目（27 日‣火） 徒歩 6：30  登り 800ｍ・下り 900ｍ 

  雲ノ平山荘 6：00 ～ 9：30 三俣山荘 ～ 三俣蓮華岳 ～12：30 双六小屋         

5 日目：28・水） 徒歩 6；30 下り 1500ｍ  

   双六小屋 5：00 ～ 8：30 鏡平小屋 9：00 ～ 12：30 新穂登山口           

新穂温泉濃飛バス 13：40～ 15：48 松本あずさ 46 号 16：30 ～ 19：00 新宿 

* 新穂温泉で入浴、新穂高の湯（057-889-1614） 

 

前夜台風 8 号が発生、関東、甲信越に上陸の予報が出たことで同行予定の友人

から家族の反対があるとの事、強行を強いるわけにも行かず結果として中止と

しました。一昨年も天候により延期、延期で、結果今年に繰越しになってしまっ

た。今年はコロナ禍で山小屋の収容は定員の 1／2（夏山の実態の 1／3）、人気

のコースの山小屋の今年の夏の再予約は無理である。 

雲ノ平のそもそもの所以は 10 年ぐらい前に『東葛山の会で双六小屋集中登山』

で 8 月の末に登った時、あまりの絶景に感動したが残念ながら高山植物はすべ

て枯れた草原。その時以来お花畑の良い時期に来るのが私の長年の夢となった。 

“さあどうする、来年に延期か”JR 切符購入済み、山小屋の予約済み、来年は

異常気象がなくなるか、コロナ禍が収まり山小屋の人数制限がなくなるか、どう

考えても無理でしょう。それも 5 日間の長丁場では。 

今迄の悪天候で強行した山行を思い出しました。 

1 つは 5～6 年前の会山行で『蔵王の冬山登山』である。 

もともと蔵王は日本海からの強風がぶつかり、頂上付近が晴れることは少なく

登山には難しいと聞いていましたが、出発前日、蔵王付近は大荒れで吹雪が予想

され、登山は無理だろうとの情報。2年続けての悪天候で中止、今回は 3 回目の

リベンジ、登山ガイド付き旅館に迷惑をかけた経緯もあり、参加予定者で話し合

い、3 人は予定通り登山（天候によりスキーに変更）、他の 3 人はスキーに変更

新穂高温泉～双六小屋～黒部源流～雲ノ平 往復縦走 

【コロナ禍+異常気象で人気コースの登山事情は変わりました】 
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しての決行。夜行バスで着いた蔵王は予報が外れ快晴だった。旅館の人によると

昨日まではずーっと悪天候が続いていたとの事。 

結果オーライで憧れの樹氷、刈田岳山頂の絶景を堪能出来た。 

もう 1 つは入会して直ぐ（約 10 年前）悪沢岳・赤石岳（南アルプス）の縦走、 

4 泊 5 日、単独行、台風予報にはおおらかな時代、さほど気にせず出発した。 

3 日間は快晴に恵まれ 4 日目の赤石岳あたりから天候が怪しくなり荒川小屋に

昼頃着いたが、明日は台風直撃で下山は無理であろうとの事。泊まらずに椹島ロ

ッジに下山。その日の行程は登り 700ｍ、下り 2000ｍ、10 時間以上の怒涛の強

行軍となった。次の日、予報通りの暴風雨は半端ではなく山小屋に泊まれば滞在

を強いられたはず。   ・・・結果オーライで目的達成・・・ 

 

“とりあえず現地で様子を見よう”・・・“女心と夏の空？ に期待”・・・ 

無理であれば松本観光でも良いと言う事で予定通り出発を決め、単独登山を妻

に話したところ、意外にも大げさな反対はなかった。夫婦登山が多かったので信

用しているか、それとも無感心なのか・・・。 

1 日目・・・あずさ号で松本、そしてバスにて新穂高温泉へ、『わさび平小屋泊』

台風予報は関東、甲信越も圏内であるが明日、明後日は晴れ模様は変わらず、

とりあえず双六小屋までは問題なさそうである。 

2 日目・・・朝飯を弁当に変え 5 時出発、南斜面 1200ｍの急登、熱中症を心配

したが台風の接近で晴れてはいるが日差しは厳しくない。鏡平山荘に９時に着

き休憩・朝食を取った。残念ながら有名な鏡池の槍・穂高岳の映り絵はなかった。 

9 時半出発、花見平の高山植物はまさに見頃であった。 

山小屋で一緒だった女性（1 人）が道連れになった。逗子の人、年のころ・・・

いい感じの人。1 時間半くらいご一緒したが、今夜の宿は双六小屋が予約できな

かったので三俣山荘泊との事、花見平のお花が素晴らしく私は写真を撮る都合

もあったので残念ながら先に行ってもらった。 

ゆっくりペースで 13 時双六小屋到着。  “とりあえずビールで乾杯” 

台風予報はスマホが繋がらない、山小屋の人の情報によると、明日までは晴れる

がその後は台風直撃で荒れる予報、途中渡渉（川の増水）2 か所あり、増水量に

よっては通行止めになるので明日下山が無難でしょうとの事。 

ここまでこられただけでも儲けものと下山を決め、自宅に連絡し、雲ノ平山荘の

キャンセルを依頼した。（衛星電話のため 30 秒 300 円） 

夜 8 時ごろ TV ニュースの台風予報で東北にずれそうとの報道。 

そうであれば“進むか、戻るか、さあどうする”思案のしどころ。 
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槍（左端）・穂高岳・鏡平山荘（やや右手前）の遠望（弓折岳山頂にて） 

 

 

       弓折岳付近のコバイケイソウのお花畑 
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【雲ノ平へ行くとなればその問題点】 

・明日はなんとか天候はもつ、であれば雲ノ平までは問題ない。復路は途中の三

俣山荘を利用すればある程度の雨・風なら問題ない。 

・体調は良好であるが荷物を極力減らし小屋に預ける（ピストン登山のメリッ

ト）、炎天下（熱中症）もなさそう。危険な場所は少ないが滑落・転倒に注意。 

・異常気象・山小屋の予約制から来年の再来も難しい。 

・台風一過で素晴らしい風景が期待出来るかも。 

“思案の結果、雲ノ平へ向かう事に決める”（単独行だから決められた？） 

3 日目・・・朝飯を弁当に変え、5 時快晴の中出発。途中、水晶岳、鷲羽岳等の 

眺望、お花畑の高山植物の賑わい、期待通りの風景である。まさに槍、穂高岳に 

も負けずとも劣らないゴールデンコースある。三俣蓮華岳を登り三俣山荘に 9時 

到着、朝食・トイレタイムとした。９時半、雲ノ平に向かう。黒部源流碑通り、 

大きめの石ころだらけの急斜面を登り残雪のあるスイス庭園に到着。 

まさに天空の草原（2536ｍ）である。笠ケ岳、黒部五郎岳の眺望、コバイケイソ 

ウのお花畑、期待通りの素晴らしい風景であった。 

 

 
         鷲羽岳からの日の出（双六小屋にて） 
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薬師岳の遠望と雲ノ平スイス庭園付近の風景 

 

雲ノ平山荘に 12 時半に着いた。 “何はともあれビールで乾杯” 

早速明日の台風情報、テレビには大町 10 時の台風予報が映っており、甲信越 

は台風圏内である。「もう少し詳しい情報は？」と管理人に尋ねたが「テレビに 

映っているだけで、それ以上の事はここではわからない」との事。双六とは違っ 

てサービス心 O である。この小屋で 1～2 日足止めにあったらえらい事になる 

と思った。 

エピソード２：山小屋のコロナ対策 

双六小屋では夜具のコロナ対策として掛け布団の襟カバーと枕カバー、洗面

所には紙コップがあったが、雲ノ平ではすべて自前で持参、紙コップもない。

寝床は 2 人分のスペースで、ビニールカーテンとテーブル（食堂）の低い衝立

はどちらにもあった。雲ノ平は 1 週間前からキャンセル料発生。 

エピソード１：山小屋の手前を通りかかった 30 代の男性の話 

スイス庭園で挨拶をして追い越して行った青年が小屋から戻ってくるので、 

『今から何処までですか』と聞くと、『今朝一番で新穂高温泉を出て来たので 

今から新穂高温泉まで戻ります』と云う。 

わたしと同じコース 5 日間を 1 日で往復することになる。トレイルランニン 

グである。聞くと荷物は腰に巻いた小さなポシェットに水と雨具が入ってい 

るとの事。ただ驚き何も言えなかった。 
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これ以上の台風情報をあきらめ、明日出発時、暴風雨であればある程度収まるま

で待つか、滞在するか、小雨であれば三俣山荘までは 3～4 時間、濡れても低体

温にはならないので出発と決め、床に就いたが寝つきが悪かった。 

4 日目・・・昨夜は雨・風が強く、何度か目を覚ましたが朝は曇り空で雨・風は

収まっていた。遅れて 6 時に朝飯を弁当に変え出発。石ころの急斜面を転倒し

ないように注意し下る。9 時半に三俣山荘に着いて朝食をとった。玄関の手書き

の予報は朝方曇り、昼から雨に変わるとの事。 

10 時に小屋を出発。途中から雨が降り出し 12 時半、双六小屋に着いた。 

雨も本降りではないし、体力も鏡平山荘までは持つだろうからこのまま下山す

るか迷い、天気予報を尋ねると明日は『曇り、小雨』との事。これから小雨の中

鏡平山荘まで（2 時間）下山するより、明日の天気（眺望）を期待して双六小屋

に泊まることにした。 

 

エピソード 3：山小屋の野外テーブルで乾杯した 70 歳の男性の話（厚木市）。 

立山から入り薬師岳、黒部五郎岳等 100 名山 8 峰を制覇。全てテント 10 泊。 

訓練は大山で 25 ㎏を背負って登山 20 回、連日もあり、日を重ねると同じ目

的で登っている人が徐々に増え、今では 5～6 人になり仲間として一緒に登っ

ているとの事。 

（大山標高差 900ｍ、筑波山薬王院コース池から山頂まで 800ｍ） 

もう 1 つの『目から鱗の話』：荷物を軽減するため着替えなしで消臭剤を持参

したとの事。臭いがきつく困ったとも言っていた。 

私のミニ訓練はコロナ禍ではジム通い、ウォーキングを日課としていたが久

しぶりに筑波山に登ったら脚のつりがひどく、どうも使う筋肉が違うらしく

訓練法を変えた。登山を主に考え、筑波山と宝篋山等繰り返し登ることにし

た。ラストスパートでは連日、１日おき、もあった。その他近くの公園の 10

ｍの階段、荷物を背負っての訓練、これ等を続けたことでこむら返りは解消で

きた、本番でもその気配は全くなかった。 

＊初日の荷物の重さに気付き、極力軽くするため『水とカッパとダウンジャケ

ット』以外、酒とつまみ、非常食はわさび小屋に預け、着替えは双六小屋に

預けた。ピストン縦走のメリットであった。  

＊朝食を弁当に変え、途中の山小屋で休憩しながら取った。

昼までに宿泊予定の山小屋に到着することで熱中症対策

とした。昼飯は小屋で“ビールで乾杯”これは時間、気持

的にも楽になり、我ながら成功でした。 
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5 日目・・・朝飯を弁当に変え、5 時、曇りやや晴れの中出発。 

弓折乗り越えからの景色は雲海の中に槍・穂高岳が浮かんでいるようだ。ただ槍

のてっぺんは朝霧が吹き上げ時々顔は出すが写真には収まらなかった。 

その眺望は息をのむように素晴らしく、まさに『台風一過』のようで期待通りで

ある。8 時半に鏡平に着き朝食をとった。曇りから小雨交じりに変わっていた。 

9 時、鏡平を出発、わさび平小屋に着くころはだんだん雨足が強くなって小屋

を出ると間もなく暴風雨に変わり、全てはびしょ濡れ、でも何とか時間内に着

き、温泉で入浴できた。帰りは変えズボンがなくカッパズボンで代替えとした。 

・・・ここでも結果オーライ目的達成、危うい山旅は、ザ・エンド・・・ 

 

 
       霧の槍ヶ岳（左側）と雲海（弓折岳山頂にて） 

 

【コロナ禍の中の山旅で感じたこと】 

今迄はどんなに人気の山でも、『気力・体力・お金』と『ぎゅうぎゅう詰めの山

小屋』さえ覚悟すれば誰でも何時でも登れたが、これからは『異常気象+山小屋

予約制』で相当難しくなる。長丁場であれば、なおさらの事。若い人はテント持

参が多くなるが高齢者はどうか。 

今回の登山者は若い人の単独行が多く、意外にも若い女性が目立った。年寄り、

団体は極端に少なかった。これもみなコロナ禍の影響と思えた。 
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すなわちワクチン未接種が多いことになるので感染には大いに注意が必要で

しょう。歩行時はマスクなし、万が一感染した時『山で感染しましたとは言い

にくい』故に単独行が多いのか。ワクチン接種済みの年寄りはやはり遠慮して

自粛を続けているのか。 

一方経済を廻すため金持ちの年寄りには大いに消費して欲しい世論もありま

すが。年寄りの単独行は家族や会や周りの心配もあり決して褒めたものではな

いが、安全なコース選びとゆったり行程を考慮すればそれもありか思います。 

単独行でもすれ違い、追い越しで挨拶、時には道連れで長話をすることがあり、

寂しさはあまり感じないが心細さはありますかね。 

近頃はスマホの GPS で道迷いの心配はなくなりましたが、それでも滑落・転

倒と異常気象、熱中症は怖いですね。マイペースを守ればバテる事はそうは簡

単にはないとは思います。 

今回はコロナ禍で出来なかったですが、山小屋ではそれぞれが何となく集まり車

座で飲み会、そして『山自慢』に花咲く、これも楽しみ１つでしたが。 

 

 

 

 
槍・穂高岳の遠望（鏡平付近にて） 

 

 



20 

 

東北山旅温泉日記 

 

日 程：２０２１年７月２５日（日）～２８日（水） 

参加者：桐生、五十嵐夫妻、菊池(写真)、伏見（記）、他１名 

 

＜25 日＞ 本当に久し振りの遠出の山旅です。                         

鎌ヶ谷を 5 時に出発しまして湯殿山神社 13:00 に着きました。皆さん初めてと

言う事でお参りをします。

温泉の流れる中、御利益を

求めて素足でチョット歩

きました。明日から良い事

がありますように期待を

して…。 

今宵の宿、湯野浜温泉

「漁師の宿 福宝館」に期

待を寄せて急ぎます。期待

を通り越して魚料理が満

載。食べても食べても食べ

きれないほどで皆残しま

した。 

女将さんに「残してごめん

なさい」と、「いいのよ、皆さん残しますよ」と、言われました。あー、もった

いないな。宿の裏に猫のファミリーがいました。猫ちゃんの夕食になるのかな。 

 宿の目の前の海に沈む夕日にウットリ、最高に素晴らしい一日の終わりに感

謝です。 

＜26 日＞ 今日は台風の影響が来

ないうちにと鳥海湖トレッキングに

変更しました。 

10:00 鉾立出発 歩き始めはガス

っていましたが登って行くうちに青

空に変わってきました。１時間も歩

いたでしょうか、クルマユリ、ニッ

コウキスゲ・・・・の花々を眺めたり

カメラに収めたりとゆっくり、のん

びり歩く。と、鳥海湖に着きました。

所々残雪を抱いて花々と緑のコント

ラストが天上の楽園です。 

 鳥海湖を一周の予定でしたが道が解らず、残念ですがここで山頂を眺めなが

らランチにしました。帰路の雪渓下りは、ひと時鎌ヶ谷の暑さを忘れさせてくれ

ました。鳥海湖の下山口 16 時着。 
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＜27 日＞ 今日は羽黒山に向かいますが、途中の山居倉庫を見学します。 

明治 26 年に米保管倉庫で米積出港として酒田が賑わっていたとか。12 棟建て

られたが、現在は 9 棟を使用しています。又、建物は趣のある雰囲気を醸しだし

ていました。 

次は出羽三山の中で一番期待していた羽黒山です。 

 羽黒山五重塔から、2446 段の階段を登り出羽三山神社に向かいますが、台風

の影響で蒸し暑い。途中の茶店でかき氷を食べ頑張りましたね。 

 そのご褒美が神社です。びっくりと感激で流石国宝ですね。又、2446 段を下

り、新潟県の瀬波温泉の宿に向かいました。 

＜28 日＞ もう最後の日になってしま

いました。楽しい事はアッという間に過

ぎるのね。 

今日は海岸線を走り村上の塩引鮭を見

学したり、味見をさせて頂き、お土産を

買い求め、一路鎌ヶ谷に向かいました。 

？㎞運転をしたでしょうか。五十嵐パパ

さん有難うございました。お疲れ様でし

た。台風の影響がなくとっても楽しく、

美味しい４日間でした。 

鳥海アザミ 

山頂を背に 
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那須 三本槍岳 1 泊 2 日の山旅 

                                    

参加者：CL羽鳥、SL清水、SL石塚、四元、蓮見、金子、柳、畑中(記) 8名 

 

2021.7.25 自家用車 2台 

      那須ロープウェイ…峰の茶屋跡…朝日の肩…朝日岳…朝日の肩…

北温泉分岐…三本槍岳…北温泉分岐…熊見曽根…三斗小屋温泉 

     （大黒屋、1泊 2食 10200円、税込み） 

   7.26 三斗小屋温泉…沼原分岐…那須岳避難小屋経由 

峰の茶屋跡…那須ロープウェイ山麓―日帰り温泉  

      （鹿の湯、500円、洗剤 NG、ロッカー有料！、かご無料）      

 

登山の様子は清水さん作成の HP動画にアップしてあり、恥ずかしいですが良

かったら見てください。私にとってこの先良い思い出になることでしょう。 

 

当初の計画では高速バス利用で上州武尊、会山行やスキーで利用した「みやま」

泊の予定が天候の関係で二転三転。その都度、羽鳥さんはじめ男性陣の素早い対

応に感謝です。 

 

八年くらい前にほぼ同じコースを印西の山の仲間 4 人と行きました。足並み

は揃っていたのですが、経験の浅い仲間同士だったので大黒屋につくまでハラ

ハラでした。その頃は新聞の連載で秘湯が紹介されていて、温泉好きになりつつ

ある私の希望に付き合ってもらいました。理想が上回り過ぎて、「大黒屋は熱す

ぎる温泉とパンフにある食事とが違う、感じが良くない」と期待はずれでした。

トイレが水洗に改装されたばかりでありがたかったですが。 

それが今回は若い従業員の感じが良い！ 温泉もチョイ熱に感じられて温泉

の良さがわかって来たのかもしれません。歳のせいかも？ 掛け布団は羽根布

団に代わっていて快適でした。 

食事は一人ずつの江戸時代のようなお膳、コロナ鍋にはいいですね。少食の私が

完食出来たので、男性には物足りなかったかもしれません。 

前回は三本槍からの展望は望めず残念でしたが、今回は晴れ間もありリベン

ジできました。 

途中で出会った、宿で一緒の登山者家族は「熊見曽根でクマさんを見かけた」

とのことだったので 2 日目は鈴をつけました。こんなときは大人数がとても安

心です。 

予定通り早く下山できたので有名な「鹿の湯」で汗を流し、何処かで昼ごはん
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にしようとなりました。那須街道は観光客や別荘族利用の高そうなお店が立ち

並び、どうも高級志向のような Sさんは「那須牛でも食べよう！」みたいな勢い

だったので思わず「『餃子の王将』ないですか！？」と口走ってしまいました（恥）。

随分下ったところに中華屋があり、那須の豚肉を使った（野菜も高原野菜だと思

う）定食や麺類や餃子で皆満足し、帰路につくことができました。 

5月には女性陣とシロヤシオ登山に訪れていましたが少し早かった。またヤシ

オやミネザクラの咲いてる時期に来たいと思います。 

次回は鹿の湯付近の昔からある“温泉ありの民宿”が良さそうなので目星をつ

けました。 

那須がますます好きになった、今夏最後になりそうな私の山旅でした。 

 

 

 

 

登山道から茶臼岳 
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岩
いわ

 櫃
びつ

 山
やま

 

 

日 程：8月 5日(木) 

参加者：山口洋、山口幸、石塚、鈴木か(記) 

 

コース 

古谷登山口・・密岩通り・・頂上・・沢通り・・岩櫃城本丸跡・・尾根通

り・・赤岩通り・・古谷登山口 

 

岩櫃山にキツネノカミソリとイワタバコを見に行きました。 

危険箇所オンパレードの蜜岩通りから

登り始める。 

4合目を過ぎた辺りから、木漏れ日

の中にキツネノカミソリが咲いてい

る。イワタバコも咲いているのだが終

焉間近で花びらが大分散っている。 

いくつかの難所を無事通過し、2本の

長いクサリを使って登ると山頂に着い

た。山頂は眺めはよいが、日差しを遮

るものがないので暑い。長居は無用、

早々に下山する。 

沢通りを下って、岩櫃城本丸跡に向

かう。樹林帯の湿った岩肌にイワタバ

コがビッシリついている。盛りは過ぎ

て見ごろは 1週間くらい前だったかな。 

真田幸村も幼少期を過ごしたといわれる岩櫃城だが、1615年、徳川幕府の

「一国一城令」により廃城となった。幸村も岩山を駆け巡り、頂上にも立った

かもしれないと想像すると感慨深いものがある。 
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尾根通りから赤岩通りに向かうが、汗だくの疲れた身に尾根通りはきつい登

りとなった。赤岩通りはその名の通り赤い岩の急斜面をクサリにすがって下っ

て行くと、キツネノカミソリが一面に広がっていた。これほどのキツネノカミ

ソリ、見たことない！ 傷んでいる花がなく咲き始めだ！ 

キツネノカミソリを愛でながら、急な階段を下って古谷登山口に戻った。 

岩櫃山は 2度目ですが、今回は暑さとの戦いでした。 

汗でグショグショの衣類を、旅館「みやま」の女将さんに洗濯して頂き感謝で

す。 
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日光白根山 2578m 

石塚 洋子 

 

8月 6日(金) 

今日も快晴。宿で頂いたあんこ入りふかし饅頭と凍らせてもらったペットボ

トルを持って、テンションがあがります。 

 ロープウェイに乗り、神社にお参りして、一時間ほど散策路を歩いた先が登山

口です。樹林帯の中は涼しく、高度を上げてガレ場に入っても風がそよそよ吹い

て気持が良いです。 

 頂上は 360度の大展望です。ヤッホー！日光男体山が大きい。 

青空、涼しい風が吹く好条件の中、日光白根山に登れて嬉しかったです。 

前は菅沼からピストンでしたので 2回目の登山です。 

 下山は同じ道を歩き、駐車場にある温泉に入りました。 

ここの日帰り湯は、露天はないですがとても良かったです。 

 山口さん、ロング運転ありがとうございました。 
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              山行部：江崎昌子、畑中眞澄、蓮見久美子 

 

2020 年は全国にコロナウィルス感染が広がり、私たちの登山活動は大きな制

約を余儀なくされました。しかし、そういう中でも東葛山の会ではコロナウィ

ルス感染防止に十分な注意を払いながら、山行が続けられました。中でも特徴

的なことは多くの近場の低山に出かけたことです。コロナ禍という特殊な状況

ではありますが、たくさんの会員の経験を整理して、これからの山行の手助け

にしたいと「2020年東葛山ハイキングベスト 10座」をまとめました。 

(提出された山行計画書の中から山行回数の上位 10 座を選びました。2020 年 5

月～2021年 4月) 

 

2020年ハイキングベスト 10座 

① 宝篋山 9回  

② 筑波山 8回 

③ 太平山 6回 

④ 雪入山 5回 

⑤ 三床山 4回 

⑥ 大坊山・大小山 3回 

⑥ 難台山 3回 

⑥ 小町山 3回 

⑥ 雨巻山 3回 

⑦ 鹿俣山 2回 

 

各山のプロフィール 

①  宝篋山   

つくば市東北部ある、標高 461メートルの山。東には日本で 2番目の面積を

誇る霞ヶ浦、南西には関東平野を一望、頂上からは名峰筑波山がすぐ隣りに

佇み感動します。 

榛名、赤城、日光連山と 360度のパノラマが楽しめます。 

春はコブシ、山桜の花々、秋は紅葉、コースも短時間コースなど豊富、鈴木

かつ子さんが登山時報で紹介したように小町山へも足を伸ばせます。 

ボランティア方々の努力で登山道もよく整備され、途中にはバイオトイレ 

もあります。 

アクセス＝鎌ヶ谷からは電車でつくばエクスプレス利用 

常磐線土浦駅からもバス便あり。 

車は 40キロ弱、思い立ったら行ける山です。 

 

コロナ禍の山（2020 年東葛山ハイキングベスト 10 座の山） 

 

宝篋山頂上から筑波山 
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会員の計画書（代表的なもの） 

１ 小田休憩所…＜常願寺コース＞…『A-4』目印（尖峠十字路）…無名の滝…

宝篋山 461ｍ…＜小田城コース＞…小田休憩所 

２ 小田休憩所…＜常願寺コース＞…尖浅間…Ａ4目印 

…東城寺（トイレ）…＜鬼越尾根コース＞…松の木広場…鬼越山 372ｍ 

…宝篋山ケーブル管理道ゲート…宝篋山 461ｍ…＜小田城コース＞ 

…小田休憩所⇒（往路を戻る） 

3  小田休憩所…要害展望所…愛宕神社…大峰ルート…山頂 

…滝コース…極楽寺跡…小田休憩所       歩行時間：3時間 10分 

4   小田中駐車場（9：00）…極楽寺コース…（10：50）山頂(12：30) 

…小田城コース…(14：00)小田中駐車場 

5  小田東部 9:40…小田休憩所 10:00…極楽寺コース…宝篋山山頂 11:00・ラ 

ンチ 11:30…小田城コース…小田休憩所 12:40…小田東部 13:15  

 

②  筑波山 

日本百名山で比較的近場にあるため最もメジャーな山といえるでしょう。標

高は男体山 871ｍ・女体山 877ｍ。登山コースはパンフレット等にあるコー

スのほかにもあるので是非調べて挑戦するのも良いでしょう。ただし近年は

諸事情により通行禁止になっているコースもあるらしいので、十分に調べて

行きましょう。休日はファミリーや若者グループなども訪れ大変混雑するの

で注意が必要です。四季を彩る美しい花々の、ニリンソウ、カタクリ、ヤマ

ツツジ、ヤマザクラ、イワタバコ等々数多くあり、早春は筑波梅林と合わせ

て歩くととても楽しめます。 

 

会員の計画書（代表的なもの） 

１ つつじが丘駐車場…1.30…筑波高原キャンプ場…1.30…男体山…30… 

女体山…1.0つつじケ丘駐車場    歩行：およそ、5時間 

２ 男の川駐車場（路側帯）…女の川取り付き点…＜女の川コース＞…女体山 

877ｍ…御幸ヶ原…男体山 871ｍ…＜自然研究路＞…展望岩…石重ね…坊主

山 710ｍ（往復）…＜男の川コース＞…男の川駐車場（路側帯） 

3 筑波高原キャンプ場駐車場…女ノ川登山口…女体山…御幸ヶ原…男体山周

回自然研究路…御幸ヶ原…女体山…つつじヶ丘方面…護摩壇…筑波高原キ

ャンプ場駐車場      休憩時間含み約 6時間 

4  筑波高原キャンプ場…＜護摩壇コース＞…女体山 877ｍ…弁慶茶屋跡… 

つつじが丘…＜広根場林道（東筑波ハイキングコース）＞…林道ゲート…

筑波高原キャンプ場 
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5  つくし湖 8：00…薬王院…林道…つくば高原キャンプ場 9：50… 

女体山 11：20…御幸ヶ原（昼食）11：45/12：15…身立て岩…男体山⒓：45

…松岩…坊主岩 13:25…林道…薬王院 15:05…つくし湖駐車場 15:35 

 

③ 太平山    

栃木市北東部、岩舟町との境にある標高 341m の山。県立自然公園、関東ふ

れあいの道として整備されています。 

太平山から晃石山 419m に続く稜線は四季折々の花と陸の松島を展望する気

持ちの良い山です。健脚向けには太平山～晃石山～馬不入山を越えて岩舟駅

まで縦走するロングコースもあります。 

初夏のアジサイ、晩秋の紅葉は特に素晴らしいです。 

トイレは登山道には 2か所、大中寺、清水寺、謙信平にあります。 

アクセス＝東武日光・宇都宮線 新大平下駅から徒歩又はタクシー 

      車は鎌ヶ谷から 100キロ位 

 

会員の計画書（代表的なもの） 

１ 新大平下…30…太平山登山口…1:20…太平山…1:00…晃石山…30…清水寺

…1:00…登山口…30…新大平下     歩行時間 5時間弱 

２ 新大平下…30…大中寺…35…謙信平…10…太平山…45…晃石山…35…桜峠

…20…清水寺…30…大中寺⇒新大平下  歩行時間 3時間 30分位 

3  新大平下…謙信平…太平山神社…晃石神社…馬不入山…大明神山… 

    湯楽々館       歩行：約 5時間 

4  清水寺…桜峠…馬不入山 345ｍ…桜峠…晃石山 419ｍ…晃石神社… 

ぐみの木峠…太平山（341ｍ）…太平山神社…大中寺…＜林道西山田線＞…

清水寺      ＜歩行時間＞約 4時間 30分  

5  岩舟駅…岩船山(172m)…馬不入山(345m)…桜峠…晃石山(419m)… 

ぐみの木峠…大中寺…大平下駅  

 

④  雪入山  

かすみがうら市と石岡市の境に位置する標高 390.7 メートルの山で、筑波

連山南東部にあります。『茨城の森林浴の道 100 選』にも選ばれ 3 時間 30

分のコースが人気です。登山道、駐車場、トイレも良く整備されています。 

アクセス＝土浦駅からバス バス停より徒歩 45分 

       車は鎌ヶ谷から 60キロ位 
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⑤ 三床山 

佐野市の北西に位置し、三床山(335ｍ)・二床山・一床山と連なっています。

アップダウンのある露岩の尾根をいくつも超えていくが、登山道に咲く花が

素晴らしい。アカヤシオ、ヤマツツジ、アオダモの花が順に咲くので花と展

望と両方の、良い稜線歩きができます。三床山から二床山へ行く途中から、

更に北のつつじ山や桜山まで周回すると楽しさが倍増します。一床山の山頂

は狭いですが 360°の大展望が楽しめます。 

   アクセス＝東武田沼駅から佐野市営バスで鹿嶋神社入口下車 

登山口まで歩いていけるが、車が便利。 

 

⑥  大坊山・大小山  

足利市の東部に位置する、標高は大坊山 285ｍ、大小山 314ｍの２山。 

コースはいくつかありますが、大坊山と大小山をつなげて歩くと 5 時間位

になります。低山ながら展望がとても良く、堅い露岩の尾根は歩きごたえ

のある人気の山です。特に大小山の山頂（標識には妙義山と書いてありま

す）は 360°の大展望で空気の澄んだ時期は大満足するはずです。でも夏場

は暑いので避けた方がよいでしょう。 

（コース例） 

東武足利市駅からタクシーで大山祇神社へ…大坊山…越床峠…大小山… 

阿夫利神社へ下山…ＪＲ富田駅まで徒歩 40分 

 

⑥  難台山    

笠間市と石岡市の境にある標高 553ｍの山。昔、登山口の愛宕山が「岩間山」 

と言われていた頃は女人禁制の山で、筑波山、加波山と並んで天狗の修験

道場のひとつであったそうです。 

愛宕山～難台山へのハイキングコースには、花崗岩からなる「団子石」「獅

子ヶ鼻」「屏風岩」などの奇岩、巨岩を見ることができます。春は桜からヤ

マボウシ、吾国山まで足を延ばすとスズランの群生地があります。 

愛宕山の駐車場を起点として往復すると 4時間のコースです。健脚向けは愛

宕山～難台山～吾国山縦走コースは 6時間です。 

アクセス＝常磐線岩間駅から徒歩又はタクシー 

      車は鎌ヶ谷から８０キロ位 

 

⑥  小町山  

土浦市にある標高 361 メートルの里山。地元住民の方々が整備され合計 5

本のコースがあり、約 10000歩で歩ける健康コースです。 

平安時代の六歌仙の一人、小野小町のいわれのある土地でもあります。 
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アクセス＝土浦駅または TXつくば駅よりタクシー30分 

      車は鎌ヶ谷から 50キロ位 

 

⑥ 雨巻山     

栃木県南東部の八溝山地南部、茂木町と益子町の境にある標高 533m の山。

春から夏にかけてシュンラン、エンレイソウ、ヤマザクラ、トウゴクミツ

バツツジ、ヤマツツジなどが山をいろどります。冬の晴れた日には葉を落

とした木の間越しに筑波山、日光の山々、遠くスカイツリーや富士山が見

えます。 

アクセス＝真岡鉄道 益子駅からタクシー 

      車は鎌ヶ谷から 120キロ 

 

⑦ 鹿俣山      

群馬県沼田市とみなかみ町の境にある標高 1636m の山。ブナの巨木林が山

麓に広がる武尊山系の山です。春に玉原高原キャンプ場から登るルートに

はシャクナゲの美しい群生地があります。ゲレンデを抜け、山頂に登ると

上州武尊山がドーンと見えすばらしいです。下山をゲレンデルートにとる

とリフトの下にはフキノトウがいっぱいで採り放題です。スキー場がクロ

ーズになった後ですね。 

アクセス＝上越線 沼田駅からタクシー 

      車は鎌ヶ谷から 200キロ位  

 

ハイキングベスト 10座をまとめる中で、いろいろな要素をもった山々がある

ことに気が付きました。さまざまな魅力を楽しみ、心身の健康を保つためにも、

周到な準備と十分な注意をして近場の低山を訪ねてください。 
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那須の山々と秘湯を巡る 

      羽鳥健一郎 

朝日岳山頂に立つシニアらをトンボの群れの歓迎の舞い 

仲間らと三本
さんぼん

槍
や

岳
り

の頂でキュウリを齧
かじ

り余韻に浸る 

隠居倉目
まな

交
か

いに立つ峰の茶屋避難小屋の赤き屋根見ゆる 

 

七時間巡り歩きて三斗小屋秘湯に浸かり足揉み解
ほぐ

す 

十余年前に泊まりし三斗小屋熱き湯掬
すく

い記憶を手繰る 

 

三斗小屋ひと風呂浴びて朝食の膳の一品温泉卵 

会津への山中通る街道の旅
はた

籠
ご

に残る往時の風情 

峠へと中街道をシニアらの木洩れ日浴びて足取り軽ろし 

その昔牛も通りし街道の緑の中をユッタリ進む 

鹿の湯の熱き湯舟に身を浸し登りし那須の山振り返る 



 

思い出の山：毛猛山  
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私の忘れ得ぬ山は「毛
け

猛山
もうさん

」である。 

                         菅谷眞一 

以前、次のような文章を書いた。 

『診察が済んだあと、失語症と言われた。「そのまま入院してください」

という言葉で、生涯初の入院が始まった。脳梗塞らしいと言われたが、

病院まで自分で運転してきたし、仕事もあるから入院は明日からでいい

かと尋ねると、とんでもないという返事。診察がすむと車椅子に乗せら

れ、点滴をつけられて絶対安静になった。 

発端は午後二時から三時ぐらいにパソコンの入力がうまくできなく

なったことだ。「みょう」が「ｍｙｏｕ」と入れられないのである。休

めば治ると考えていたが、帰宅して妻に話すと、すぐ病院に行けと言わ

れる。診てもらうだけならと、出かけることにしたが、病院の名が出ず、

途中の目印になる場所も言えない。病院で診察するころには自分の名前

が答えられなくなっていた。妻の名も、今いる場所の名も分からない。

聞かれた内容は理解できるし、会話は成立しているのだが、言うべき言

葉が頭の中にあっても、言えないのである。家族の名を間違えたのに、

犬の名前は出てきた。幸い症状は言葉が出てこないだけということで、

麻痺や歩行の困難などは出なかった。 

翌日ＭＲＩ検査を受けることにし、点滴で治療、安静を保つことにな

る。突然の事態が理解できなかったのか、驚いたり嘆いたりすることは

なかった。夜もちゃんと寝られたが、ベッドの手すりに書かれた文字を

どう読むのか分からないことで、病気になったことを実感した。  

その後ＭＲＺで左側頭葉に脳梗塞があり、心原性脳塞栓症と診断され

る。心臓の不整脈から血栓が脳に飛び血流を止め、言語に障害を発生さ

せたということである。後日脳の画像を見せられたが、患部が真白くな

っており、さすがに衝撃的であった。』 

 

毛猛山は新潟の銀山平から六十里越までをつなげる毛猛山塊に在る。

登山道はなく、夏の藪と豪雪が人の侵入を拒んでいる。それゆえ、残雪

期が最も登りやすい山である。 

脳梗塞が落ち着いた後、不整脈の治療で２回手術を受け、運動が許可

されるようになった。脳梗塞というので、山登りはおろか散策もできな

くなるかと思っていたが、もう一度山に行きたいと、友人の手を借りて

近くの低い山から登り始めた。毛猛山へは入院から１年ほど後に、心も

身体もしっかり回復したことを確かめようとでかけたのだ。まあ、そん

なふうに考える点で病気かもしれないが、失われたものを少しずつ取り

戻したかったわけだろう。 

 

 

 

 



 

思い出の山：毛猛山  
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５月２日 

駐車場所(12:40)―８３０m(15:00)―足沢山下(16:15)（泊） 

早朝に自宅を出た車は、満開の桜の中を走って大白川につく。例年は

このあたりで通行止めになるのだが、雪が少ないらしく六十里越も開通

しているらしい。雪がないのは駐車場所まで歩かなくて済むが、藪が出

すぎているのは体力的に難しくなる。駐車場所の大雪崩２号スノーシャ

ッドに到着。休む間もなく、荷物をまとめ出発する。いろいろ心配をし

すぎたため荷物が重く、２０㎏を超えている。線路に降り、鉄橋で川を

渉り、尾根にとりつく。道はないが、適当に登っていく。少しすると残

雪が出てきた。息が続かず、苦しい。鼓動が激しく、汗も吹き出してく

る。尾根が細くなってくると、かすかに踏み跡が出てくるが、重い荷で

藪を分けるのはきつく、もう登れないかと弱気になる。雪が増えてきた

が、藪につかまって歩くのでアイゼンはいらない。ようやく足沢山の直

下まで辿り着き、少し雪の解けている平坦な場所を見つけてテントを張

る。思ったより気温が高く、水を作るのが楽だった。夕食の後、ラジオ

放送を聞いていると、ひとりで山に向き合っていることを感じた。  

 

５月３日  

足沢山下 (5:45)―足沢山(6:00)―太郎助山 (8:45)―百字ヶ岳先鞍部

(9:00)―太郎助山 (9:25)―足沢山 (12:00)―足沢山下 (12:15-13:00)―

８３０m(14:20)―駐車場所(15:00) 

疲労のせいか鼓動が収まらず、不整脈が再発したのかと心配したため

か、熟睡できなかった。早く目が覚めたが５時まで横になっている。幸

いなことに、食欲というほどではないが朝飯を食べることはできた。昨

夜雪を溶かして作っておいた水を詰め、軽いザックで出発する。足沢山

の斜面は締まってアイゼンが良く刺さる。朝陽がさして、周囲の山が良

く見える。快調に見えた行先は、すぐに雪堤の崩壊に進行を邪魔される。

稜線の両側に続く雪の堤は大きく割れて、ブロックを一つ一つ上り下り

して超えるか、稜線の藪をかき分けるしかない。裂け目を谷の方に下り

ては登り返したり、アイゼンのまま藪を漕いだりするのは予想以上に体

力を消耗する。高くなった太陽は残雪を溶かし、バリバリと照りつけて

くる。がぶがぶと水を飲むが、すぐ汗に変わってしまう。そんな中でも、

藪の下のイワウチワやカタクリの花が慰めを与える。３時間ほどで太郎

助山まで行くと、ソロのテントがあった。先行者がいたのである。毛猛

山がそばに見えている。先ほどから腿の裏がツリそうな気配を感じてい

る。雪が増え、百字ヶ岳までは雪堤をすんなり進める。しかし、鞍部か

ら中岳、毛猛山を見るとすごい藪で、拾うべき雪が見えない個所もある。

今までと違って偃松も交じっており、かなり時間がかかりそうである。

腿のツリは持つかもしれないが、動けなくなったらテントにも戻れない。

目の前に見えるし、時間も足りそうだが、ここで残念ながら引き返すの

が適当だと決める。下山を決めたと言えば一言だが、内心には激しい葛

藤がある。 



 

思い出の山：毛猛山  
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足沢山までの下りは藪を使ったためにサングラスをなくしたうえ、行

きより時間がかかった。また、ひどい暑さで熱中症にかかるのではない

かと感じた。そのため、テントに戻ってきたときには、妙に安心した。

日程は二泊で組んであったので、休養して明日再挑戦という選択肢があ

ったが、病後の体という弱気が下山を支持する。食事と休憩ののち下る。

重荷を負った藪も下りでは楽に感じた。駐車場所に帰りついた頃に、天

気が急変して雷が鳴り、豪雨が降り始めた。異常なほどの高温はそのた

めだったのだろうか。もう一泊せず下山したことが結果的には稜線での

雷と豪雨を回避することになったわけだ。激しい雨を見ながら、今日初

めて落ち着いてものを食べることができた。 

この山行で分かったのは、①体力、体調が十分に復調していなかった、

②計画時点で慎重になりすぎて、荷物を重くし過ぎてしまった、③早い

雪解けなど登山の条件が悪かった、④中止して引き返す時の判断は難し

かったことである。これだけマイナス点があれば、計画通りにいかない

のは当然である。 

ここを登っていた二日間は苦しく、身体の危険を感じる時間もあった。

にもかかわらず、下山して時間が経つと、充実した登山であったかのよ

うに感じ、なんとなく充足感に浸ってしまうのは不思議なことだった。

思ったより登れたことに納得したのかもしれない。苦しむのはどちらか

と言えば避けたい人間であるのに、そこにあった苦しさ、本当の苦痛を

すっかり忘れ、苦痛があったことさえ楽しい記憶になっている。どうも、

山に登ることの中心にはこれがあるらしい。経験は、その時感じたもの

とは別のものとして思い出され、それを楽しんだりする。残雪や危険な

雪堤、藪、イワウチワやカタクリの花と同調し、ある種の解き放たれた

感じを得る。そして、それは逆転し、苦痛、苦労がなければ喜びもない

ということにもなる。これを読んでいる人の中にも、最も苦労して、思

い出したくもない山がいちばん好きな山であり、時の経過に伴ってどん

どん心にしみてくる登山だったと感じることがあるだろう。山登りする

人間とは救われない人種であると、しみじみ思う次第である。 

 

 

 

10 月号は山口洋子さん、11 月号は蓮見久美子さんです。前月の 20 日を

目安に加藤までお願いします。 
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ちょっと一言 

                                                                   

岡部 千恵子 

 “季節限定の門限のある、上高地に行きたいな” 

 

  もう何年訪れていないのかな--。 

そして、コロナで更に遠くなってしまった上高地。 

大好きな涸沢ヒュッテの道のり。徳沢園のコーヒー。北穂小屋から聞こえてくる 

クラシック。 

そうそう、横尾につく前の曲がり角にあった、大きなアザミは今頃にぎやかに咲

き誇って、蜜蜂が冬支度にいそしんでいるのかな。 

  奥又のキンバイは、今年も短い夏のそよ風と戯れていたんだよね。 

  岳沢の風穴は、時の流れを休ます運び、癒しているんだろうね。 

  そして、風はあきることなく峰々を吹き回っているのでしょう。 

 

来年は、行こう。行けるといいな。 

 

 

村上 和子 

大好きな山百合を見に７月中旬に市川植物園に行ってきました。 

植物園は、我家から４０分位で行けるのでウォーキングコースになっています。

バラの咲く頃ともみじの紅葉の時など素敵です。後は何もないですが、私にはい

つの時も小さな小さな尾瀬を歩いている気分にさせてくれる所です。 

山百合はたった 4 輪、薮の中で咲いて芳香を放って何とも言えない幸せを感じ

ました（昔はたくさん咲いていたのですが）。数年前高尾山頂上の茶屋の前に見

事にたくさん咲いていたのを思い出しました。山百合は群生しているより楚々

と咲いている方が好きです。皆さんそれぞれ体力維持の為ウォーキングが日課

になっている事でしょうね、気分爽快でストレス解消にもなり元気が出ますね。 

 

 

 

 

10月号の担当は八巻さんと小林（和）さんです。 

（9 月 20 日までに柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付

願います。） 

（ヤナギ ツギホ norinatsu1130@gmail.com） 

mailto:norinatsu1130@gmail.com


編 集 後 記 

 

四度目の緊急事態宣言が出ています。世間では四度目ともなると宣言自体に気持ちが馴染 

んでしまい人流も減らず効果減です。尚且つデルタ株の流行も相まって爆発的な感染拡大 

となっていますね。私も２度目のワクチンを接種して２か月が経過して油断しきっている 

ような気がします。しかし状況は変わりデルタ株による感染力は従来以上でワクチンを接 

種したからと言って感染しない保証はありません。まして政府の方針でもし感染すれば重 

症化しない限り医療は受けられない、自宅療養という世間と隔離された状況で回復を待た 

ねばならない事態になります。折角ワクチンも打ちこれから遠慮しながらも山に行けると 

内心ほくそ笑んでいたのですが、医療も期待できないのであれば山も自重しなければなり 

ません。早く今までのようになんの遠慮もなく山に行けるようにコロナの終息を迎えたい 

ものです。                                 T.S 

 

 

今年も高齢の母と二人だけの寂しいお盆でした。 

妻や子供たち、孫たちは去年コロナ禍で帰省を諦めていたので、今年こそはとずいぶん前 

から帰省の計画を立てていました。ところが収まるどころか増々感染拡大の状況では首都 

圏からの帰省は無理。今年もまたまたキャンセルとなりました。県内に住む弟妹たちでさえ、 

帰ってこられない夏でした。ご近所もみな同様。ご近所や親せきの墓に出向き、にわか墓守 

となって生い茂る草刈りに汗を流しました。母はもうすぐ 102 才。幸い元気に暮らして 

います。コロナが一日も早く終息し、みんなの顔を見せてあげられる日を迎えたいものです。          

S.M 
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