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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

9 月号は前田節子さん、10 月号は赤塚義政さんです。 

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            

 

11 年前の 8 月初め、仙人池から望む黎明の裏劔。劔岳登頂の翌日、10 時に

は仙人池ヒュッテに着いてしまった。名物おばあちゃんに迎えられ、「風呂が

沸いたから」と一番風呂を頂いた後、眺望を堪能した。朝日に赤く輝く直前の

八ツ峰が静寂の中、神々しく鎮座していた。        ～梅田尚志～                                     



1 日 1 水

2 月 2 木

3 火 3 金

4 水 4 土

5 木 5 日

6 金 6 月

7 土 7 火

8 日 8 水

9 月 9 木

10 火 10 金

11 水 11 土

12 木 12 日

13 金 13 月

14 土 14 火

15 日 15 水

16 月 16 木

17 火 17 金

18 水 18 土

19 木 19 日

20 金 20 月 敬老の日

21 土 21 火

22 日 22 水

23 月 23 木

24 火 24 金

25 水 25 土

26 木 26 日

27 金 27 月

28 土 28 火

29 日 29 水

30 月 30 木

31 火

　※2021年8月山行予定
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予定表　2021年8月・9月

8　月 9　月

　　　　　　　　東初富公民館

　　入笠山ウォーキング

秋分の日

　　例会（19：00～21：00）

　山行部会（18：00～20：00）

　山の日

運営委員会（19：00～）Zooｍ

　　編集会議（9：00～11：00）

★10/10(日 )大坊山・大小山（雨天中止）

岩船山（雨天中止）

　　　　燧ヶ岳（一泊二日）

　　山行部会（18：00～20：00）

★県連より※課題別講演・・8/17(火）19：00より（Zoom）

　　　　　※信州の山小屋応援プロジェクト基金募集（7/2～9/30） 　

★10/23(土）雨引山・・・予備日10/24（日）

★10/19（火）佐倉散策（雨天中止）

2021年10月山行予定

　　　編集会議（9：00～11：00）　　　

　飯盛山

振替休日 例会（18：00～20：00）

　鷹取山ウォーキング（雨天中止）　運営委員会（19：00～）Zoom
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例会報告 

７月例会出席者               ７/14（水）              36名 

安彦、岡部、村上、八巻、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、石塚、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、畑中、金子、笹、柳、上原、岡登 

 

7 月 14 日 例会議事            司会：事務局 高見 

１．6 月山行報告 計 7 件   

   会山行：コロナ感染防止のため中止、個人山行：7 件の報告。コメント参照 

２．山行案内……委細はやまびこ７月号参照 

8 月会山行は、コロナ感染状況を見ながら、8 月例会で決定する予定。 

① 8/22-23 燧ヶ岳(羽鳥)：参加表回覧 

② 8/28 飯盛山(岡部)：参加者はあずさ指定席を各自とること 

・催行する場合、雨天などでの中止の連絡は 8/25（水） 

③ 9/2 入笠山（笹）：参加表回覧、バス料金は会からの補助を見込む。 

④ 9/18 鷹取山（ウォーキング）(三橋)：8 月例会で参加者募集 8 月中に下見 

⑤ 9/25 岩船山 (山口洋)：９月例会で参加者募集 東武鉄道株主優待券がお得 

・催行する場合、雨天などでの中止の連絡は 9/22（水） 

３．各部報告 

事務局（四元） 新入会員紹介 岡登順子さん ほかに入会希望者 1 名あり 

 ふれあいまつり今年度開催予定。令和 4 年 2/26～2/27 決定は 10 月 

山行部（菅谷） 山行部会で決定した 10 月の会山行は、大坊山・大小山(10/10) 

及び佐倉散策（ウォーキング）（10/19）と雨引山（10/23）の 3 件。 

8/4 18：00～ 山行部会、11 月会山行の提案検討を行う。担当者は出席を 

夏山計画を立てるときは、コロナ感染予防・熱中症対策・体力低下やけがなど

（特に下山時）に配慮を願いたい。 

会報部（梅田） 7 月号原稿お礼。8 月号の個人山行報告感想文もよろしく。 

県連（羽鳥） ちばニュース配信済み。ZOOM で理事会（6/17）、 

労山機関紙（現在 3 形態）を統合し、無料配信にするよう要望した。 

４．安彦会長から 

・8 月例会は 8/9（月）18：00～ やまびこ 7 月号の予定表と違うので注意！ 

（東初富公民館にて開催） 

・45 周年記念事業として、コロナの状況を見ながら計画を立てていく。 

（記念誌・記念品・記念式典・記念山行は日帰りも可） 

・規約集改正…事務局が担当 

・10/11 の 10 月例会は市の行事で会場が使えず。東初富公民館に変更の予定。  

・連盟の各種講演案内：ZOOM もあり。希望者は参加申込されたい。 
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第 45 回定期総会議事録 
                           記 清水  金子 

日時 ： 2021年 6月 27日（日） 14:00～16:00 

場所 ： 鎌ヶ谷市中央公民館 集会室 

 

議長・書記の選出 

 議長に笹眞一郎、書記に清水利夫、金子真紀を選出した。 

 

会長挨拶(安彦) （議案書ｐ.3） 

 

出席状況報告（事務局） 

『49名中 44名出席、委任状 5にて総会成立』が報告された。 

 

（議事） 

＜1＞ 第 1号議案：2020年度活動報告(事務局・山行部・会報部・県連)、及び 

第 3号議案：監査報告は、時間短縮のため省略した。（議案書 p.4～7、p.9） 

第 2号議案：会計(山口洋)より訂正報告された。（議案書 p.8～9） 

 収入内訳の『途中入会』について誤りがあり、次のように訂正された。 

① 上期：0 →2,800 下期：9,800→7,000 従って、 

② 上期合計：210,000→212,800 下期合計：215,800→213,000 

(合計は変わらず) 

 

＜2＞ 質疑応答（第 1号、第 2号、第 3号議案について） 

 特に質問は出なかった。 

 

＜3＞ 採決 

 第 1号、第 2号、第 3号議案は、満場一致（挙手）で承認、可決された。 

 

＜4＞ 第 4号議案：2021年度活動方針(案)（議案書 p.10～13） 

 事務局(四元)、山行部(菅谷)、会報部(梅田)、県連(羽鳥)より議案書に従い 

 提案された。 

 

＜5＞ 第 5号議案：2021年度予算(案)（議案書 p.14） 

 会計(岡部)より会費の変更(8,000円/年→6,000円/年)による予算額の減少の 

説明と合わせて 2021年度会計収支予算案が提案された。 
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＜6＞ 質疑応答(第 4号、第 5号議案について) 

①事務局活動方針案の 2の 2)、“広報「かまがや」で会員の募集を 1年に 1回 

行います”の後の※規定ありとは何か。(伏見)   

⇒ 会員募集は 1回/年、参加者募集（会山行お誘い募集）は 4回/年との規定 

がある。 

 

②現在加入しているスポーツ安全保険（自賠責保険）は、具体的に入った月 

 から効力はあるのか。(入江) 

 ⇒スポーツ安全保険は、年度途中入会でも掛金は変わらず、期間は 4月 1日 

～翌年 3月 31日で、補償（効力）は申請受付時点から発生する。 

⇒労山基金には自賠責保険は現在なく、保険会社を打診中との事。 

 

③規約・規程集について、実態と合わない部分(会費変更、家族会員の廃止、 

バス利用の規程等)があるため、早急に運営委員会で見直し、臨時総会等で 

提案することを考えている。(安彦) 

 

④会山行＆ウォーキング年間予定・担当者(案)は昨年度ほとんど実施出来なか 

ったため、今年度再度実施の予定で、昨年度と同じになっている。（安彦） 

   

⑤備品一覧表にある備品について見直しなど具体的にどのようにするのか？ 

またいつまでに行うのか？（清水） 

⇒今年度中に行いたい。具体的には、使用できるものと廃棄するものの選別を 

行いたい。また、テント等は防水処理をしたり、備品全般の管理方法等につ 

いて検討したい。特に今後は山行部での管理を希望する（四元） 

⇒山行部としては会の財産に分類されるものと思うので、事務局管理が適当と 

思う。（菅谷） 

⇒備品一覧表について、備品は事務局の管理なのか？(前田節) 

 ⇒昨年の総会から見直しができていない。購入年月日が不明で耐用年数を過 

  ぎているものが殆どで、早急に分類し、再利用を含めて確認が必要です。 

後日、事務局長、山行部長、高見さん等の代表者でスケジュールを立て管理 

方法（保管場所、管理者等）につても早急に打ち合わせしてほしい。（安彦） 

 

⑥2021年度予算案について、備品費が 0円になっているが必要な物も出てく 

る。会の総予算を見ると難しそうなので現状は遠慮しているが…。(菅谷) 

 ⇒必要なものがあれば、年度途中であってもまず申請をしてほしい。 

申請を受け運営委員会等で検討し、必要なものについては購入を許可したい 

と考えている。(安彦) 
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⑦例会出席者一覧表について必要か？(安彦) 

 ⇒名簿は必要ないが、月毎の参加人数は必要です。(四元) 

 ⇒来年度の議案書では、事務局活動報告に『月毎の参加人数』」を記入するよ 

うにする。（安彦） 

 

＜7＞ 採決 

 第 4号、第 5号議案は満場一致（挙手）で可決された。 

 

＜8＞ 第 6号議案 2021年度役員選出 

 新役員の立候補者を募るがいないため、事務局より新役員・担当(案)が提案さ

れた。（議案書ｐ.21） 

⇒第 6号議案は満場一致（拍手）で承認、可決された。 

 

＜9＞ 新役員の挨拶   

・事務局副局長 笹眞一郎 

・会計 菅原恵子 

 

議長・書記解任 

 

閉会 

以上 
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2021年度事務局役割分担 

「メンバー」 

局長：四元一成 （副）：清水利夫 

（副）：笹信一郎  

高見信明 村上和子 伏見純子 三橋和子 井上勝代 山口幸雄  

石塚洋子 金子真紀 

 

「主な業務」、 

１．ホームページ運営               担当 清水、四元 笹  

２．例会の運営 司会            担当 四元 高見 笹  

３．運営委員会               担当 四元 清水 笹 

４．総会                  担当 全員 

５．例会場所の確保             担当 全員 

６．会員拡大 市広報掲載、公民館掲示等   担当 四元 清水 笹   

７．入会・退会・労山手続                   担当 四元 笹 清水 金子  

伏見 

入会面接               担当 四元 笹 清水 伏見 

金子 

８．労山特別基金手続・スポーツ安全保険   担当 金子 伏見 

９．公民館まつり              担当 全員 

  写真収集                担当 清水 石塚 伏見                

１０．ロッカー管理             担当 四元 

１１．全国労山との窓口、          担当 四元  

１２．登山時報                   担当 高見 

１３. 規定類管理 改定・作成(マニュアル)  担当 四元 清水、笹 

１４．備品管理               担当 高見 四元  

１５．入会しおりの見直し          担当 全員  
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山行部の仕事 

1、山行部連絡調整 

   ① 山行部の役割           ○ 菅谷、手塚   

    （会全体の方向性と山行部の役割） 

  ② 山行部の仕事の分担        ○ 菅谷、江崎 

    （仕事の内容の検討、役割分担） 

  ③ 各部への連絡調整         ○ 菅谷、江崎 

    （他部への連絡、委員会への出席） 

２、山行管理 

  A  ①年間山行計画の立案  ○ 五十嵐朝、菊池、永木、猪狩、山口、小林正、蓮見 

    （会山行を中心とした山行の計画） 

    ②訓練山行の立案            ○ 赤塚、嶋本、安田、小林和、間瀬、畑中       

    （講習会、実施訓練の計画）                      

  B  ①会山行の具体化及び実施        ○ 江崎、小林正 

    （会山行についての部会での司会と意見調整） 

    ②会山行と個人山行との意見調整     ○  菅谷、手塚          

    （個人山行計画との問題点の指摘と補足など） 

  C  ①会山行・個人山行の把握         ○ 菅谷、江崎、手塚  

    （山行計画書・下山報告の受理。参加者の確認と記録） 

    ②山行記録               ○ 菅谷、蓮見             

    （会員の山行のジャンル別整理と記録〈上記①を補足するかたちで〉） 

３、教育、研究、遭難対策    

  A ①教育（講習、新入会員の受け入れ指導）    ○ 菊池、赤塚、村田、山口 

  B ②研究（山行の研究、用具）             ○ 江崎、蓮見、畑中 

  C ③遭難対策（事故防止、対策）         ○ 安田、入江、五十嵐朝、五十嵐幸  

４、 庶務 

① 山行部会の会場確保         ○ 小林正、江崎 

② 第一、第二例会での司会       ○ 猪狩、嶋本、間瀬、村田  

     （8月、11月、2月、5月）       （8月、11月、2月、5月） 

５、装備の把握・管理                ○ 手塚、永木、五十嵐幸       

   （装備の購入、廃棄などの管理） 

○は主になってやっていただく方です。 



 2021.6.17 
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2021 年度会報部役割分担表 

 

部長：梅田 副部長：桐生 前田せ  

部員：山岡 加藤 八巻 鈴木か 前田え 井上順 山脇 前田悟 清水  柳 

 

★会報「やまびこ」 

○表紙/お知らせ/編集：鈴木か  

○もくじ：前田せ 

○予定表：八巻 

○例会報告（出席者・山行報告）：前田え 山脇 

○例会報告（議事）：井上 前田せ 梅田の 3 名交代で以下の通り担当する。 

 7 月  8 月 9 月  10 月  11 月 12 月  1 月  2 月 3 月 4 月  5 月 6 月 

前田せ 井上 梅田 前田せ 井上  梅田 前田せ 井上  梅田 前田せ 井上 梅田 

  

〇山行実績コメントまとめ：井上 

○山行案内：山岡 

○山行報告・感想文：鈴木か 前田せ 山岡 

〇思い出の山：加藤 

○ちょっと一言：柳 

○編集後記 編集担当：山脇（当月の当番は編集後記テンプレートに書込むこと） 

7 月  8 月  9 月  10 月  11 月 12 月  1 月 2 月  3 月 4 月  5 月  6 月 

八巻 前田せ 清水 柳  鈴木か  山岡 井上  前田え 加藤 前田悟 山脇  桐生 

前田え  加藤 前田悟 山脇 桐生  梅田 八巻 前田せ  清水  柳   鈴木か 山岡 

  

★ 会場予約・支払い：八巻 

★ 例会司会：  

 9 月 清水  12 月 加藤  3 月 鈴木か   6 月 井上 

★ 「やまびこ」電子化（PDF）：梅田 清水 

★ ホームページ関連：清水(DROP-BOXの管理) 

★ 会報部総務：桐生（やまびこ関連統括＆新たな業務） 

 

※原稿はＤＲＯＰ―ＢＯＸを活用してできるだけ多くの部員で編集会議までに校

正・編集を済ませるようにしましょう。 

※都合の悪い時は連絡しあって、交代するなど助け合いを！ 

※毎月電子版「やまびこ」発行を続けましょう。 

※持続可能な範囲で無理せずに、楽しみながら内容を充実させましょう。 
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山 行 案 内                      

 

8 月の山行予定 

✽燧ヶ岳(ひうちがだけ) 2,356ｍ ややきつい山(体力☆☆☆ 危険★) 

日 時 8月 22日（日）～23日(月)一泊二日 

担 当 （CL）羽鳥健一郎（SL）四元一成 金子真紀 

 

✽飯盛山（めしもりやま）1,645ｍ  ゆるい山 体☆ 

日 時：8月２8日（土） 

担 当：（CL）岡部、（SL）小林・伏見・小林正 

 

9 月の山行予定 
 

✽入笠山（にゅうがさやま）1,955m ゆるい山＆ウォーキング ☆ 

湿原に咲き誇る高山植物と、山頂からの大パノラマを楽しみます。 

日 時：9月 2日（木） 雨天中止 

集 合：鎌ヶ谷市役所 ５時３０分出発 (鎌ヶ谷観光バス)   

往 路：鎌ヶ谷市役所 5：30発―談合坂 SA―諏訪南 IC―ゴンドラ山麓駅 9：00 

復 路：ゴンドラ山麓駅 13：30発―鎌ヶ谷市役所 18：00着 

コース ゴンドラ山麓駅―山頂駅…（3５分）…マナスル山荘…（40分）…入笠山頂…（昼食・休

憩）…（30分）…マナスル山荘 …（15分）…入笠湿原（散策 45分）…（15分）… 

山頂駅―ゴンドラ山麓駅13：15 

歩 程：標高差 ゴンドラ山麓駅からは 900ｍ ゴンドラ山頂駅からは 175ｍ  

歩行時間：約４時間（休憩含） 

交通費概算：約 10,500円（会より補助有） 

 ・バス代大型車 45人のり 195,620円・・・22人で一人当たり 8,892円 

・ゴンドラ料金 往復 1,700円【団体割引で 1,500円】・・・6人乗り 

その他： 朝食 1 昼食 1   

コロナ対策 ・バス会社は車内の消毒と換気をこまめに実施する。 

・参加者全員に車内でのマスクの着用を要請する。 

・三密を避けるため 乗車定員を半減する。 

・行動中は５人程度の少人数で班別に行動する。 

注意事項：バス利用のキャンセル料について。 

     3日前から前日まで半額、当日は全額負担。 

※ゆるい山とウォーキング型との合同で実施することになりました。 

担 当：（CL）高見、（SL）笹 、山岡・村上・嶋本 
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 ✽鷹取山（たかとりやま）ウォーキング 

森に佇む古刹、奇岩と巨大摩崖仏のウォーキング 

日 時：9月 18日（土） 

交 通：往路：新鎌ヶ谷 8：21－船橋8：34_8:42(久里浜行)―東逗子 10：20着 

    復路：追浜 14：20-横浜―船橋17：00着（予定） 

コース：東逗子駅・・10分神武寺表参道・・15分神武寺・・20分鎖場・・15分 

    鷹取山展望台・・展望台下（昼食 30 分）・・15 分摩崖仏・・10 分第一排水施設・・10

分バス停・・・30分追浜駅 

歩行時間：約 2時間 

費 用：約 3,500円 

担 当：（CL）八巻、（SL）三橋 

 

✽岩船山（いわふねやま） ややきつい山  体☆☆・危技★ 

  ヒガンバナと岩船山の眺望 

日 時： 9 月 25 日（土）  雨天中止  

交 通： 新鎌ヶ谷 5：26（大宮行）に乗って下さい 

     または、柏駅 5：51に乗って下さい。 

（往 路）：新鎌ヶ谷 5：26－春日部 6：34_6：44－南栗橋 7：01_7：02－新大平下 7：27着 

（復 路）：岩舟駅（下山）15：03－栃木 15：12_15：31－南栗橋 16：11_16：12－春日部 16：28_16：

30―柏17：07－17：12－新鎌ヶ谷 17：22着 

コース：新大平下…20客人神社…30謙信平…20大平山神社…10大平山…40晃石神社…20桜峠…

30馬不入山…60岩船山（高勝寺）…15岩舟駅   

歩行時間：約 4時間 30分（休憩含まず） 

標高差： 登り（450ｍ）・下り（400ｍ）  

山の特徴（危険）： 岩船山の山容とヒガンバナ、馬不入山前後に岩場と急坂有り 

交通費概算： 2,200円位 

昼 食：行動食を含めて事前準備の事。 入浴無し。 

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） 
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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。 

    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 
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…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 

 

県連関係予定行事  
 

① 第4回 課題別講演会「平和と登山」 荒木 辰彦 ８∕１７（火）19：00～20：30（zoom） 

申し込み JWAF ホームぺージ 締め切り８∕14（土）０時まで 

主催 日本勤労者山岳連盟・組織部 

 

➁信州の山小屋応援プロジェクト寄金募集について 

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。 

「読売オンラインニュース」より  山岳遭難、感染拡大前の件数上回る 

 長野県警は26日、今月発生した県内の山岳遭難は 41件 41人（今月 25日時点）で、約7割は4連休を含

む19～25日（29件 29人）の１週間に集中したと発表した。新型コロナウイルス感染拡大前の2019年7月の

1か月間（32件36人）をすでに上回っており、県警が注意を呼びかけている。 

 県警山岳安全対策課などによると、遭難した 41人のうち 19人は救出されたが、7人が死亡、15人が負傷

した。北アルプス・奥穂高岳南稜（標高約 3000メートル）では、三重県伊勢市、会社員杉田直美さん（55）

が登山道から約300メートル下の岩場斜面で心肺停止の状態で見つかり、26日に死亡が確認された。 

 年代別では、50歳代が 11人で最も多く、60歳代9人、40歳代と70歳以上各8人と続いた。単独登山者は

約4割の18人で、うち６人は亡くなった。4連休を中心に好天が続いたほか、「密」を避けられるアウトド

アとしての認識が高まり、登山者数が増加したとみられる。 
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太平山(おおひらさん)～晃石山(てるいしさん) 

 

日 程；6月２４日(木) 

参加者；江崎昌子、伏見純子、鈴木かつ子、嶋本道子、菅原恵子(記) 

感想 

 栃木駅から国学院前行きバスを利用してあじさい坂から太平山をめざした。 

 バスの中は学生さんばかりで、「スクールバスに乗ってしまったのか！」と思

うほど落ち着かない。終点の国学院前に到着後もひとりとして立ち上がらない。

「終点じゃないの？」と不安がよぎるが微かに停留所の景色を思い出して、先ず

私たちが動き出した。先に降りてもらって良かったのに…、ありがとう！ 

 紫陽花はちょうど見頃。いつもなら人、人、人で階段に立ち止まることも難し

そうなのに、進行方向を見上げたり、振り返って眺めたり、立ち止まってじっく

り見入ることもあり、のんびりと散策できた。 

 神社でお参りをしている間に 10人以上のグループが先行していた。太平山山

頂の密を避けることにして巻道でぐみの木峠に向かったが、そこでもベンチに

距離をとれるだけの空きはなく、水分補給をして尾根を進む 2人と巻道を進む 3

人に分かれて晃石神社で合流することになった。早く着いたので尾根を登って

山頂から下ってくる 2 人を迎えに逆から太い根っこと岩をよじ登っていくが、

もう元気な声が聞こえてきた。晃石神社はベンチもありランチ休憩に良い処で

した。 

 清水寺までは、大きな石と曲って歩きにくい長い急坂で緊張の下山だった。お

寺の観音堂に別名「滝の観音」と言われる十一面千手観音があるのだとか、水が

豊富に湧いているようだ。手を洗わせてもらって少し涼しく感じバス停まであ

と一息と歩き出したとき、パステルカラー(青緑色？)の長い蛇が私たちから離

れようと右往左往するのが良く見えた。見たことのない光景だった。 

 バス停のおおひら歴史民俗資料館と郷土資料館で休憩、着替えてから「ふれあ

いバス」で栃木駅に戻ってきた。 

 着替えを目的に入った資料館が、昔の暮らしが懐かしく思えた資料館でもあ

りました。ありがとうございました。 

山行報告 
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志賀高原の山々（志賀山～裏志賀山・岩菅山～裏岩菅山・笠ヶ岳） 

                         羽鳥健一郎 

日 程：7月 17日(土)～19日（月) 

参加者：岡部、山口(洋)、山口(幸)、鈴木（か）、羽鳥(5名) 

移 動：山口車 

宿 泊：志賀高原 高天ｹ原「ホテル銀嶺」2泊 

 

好天に恵まれ、緑に染まった涼しい志賀高原を堪能できました。 

今回の目的は 2日目に「岩菅山」に登ることでした。いくつか当初の計画と変り

ました。東館山ゴンドラを使い寺子屋経由で行く予定でしたが、涼しいうちに出

発しようと一ノ瀬の登山口からアライタ沢経由にしました。歩いている途中す

れ違った数組の下山者から「裏岩菅山が良かった」「道もしっかりしている」「花

も良い」などの情報が入りました。それじゃ「裏岩菅山」に行かない手はないと

の判断になりました。そのため下りも同じコースを戻るピストンにしました。こ

れが正解でした。 

 涼しいアライタ沢経由の道はマイナスイオンがたっぷりの歩きになりました。

地元の一ノ瀬地区の飲料水の源泉である水路沿いに歩きました。宿の主人が教

えてくれた「底清水」の名のついた水場でしっかり飲み水を補給（岡部 CLが水

汲みで大活躍！）。ノッキリまでは緑の中の歩きでした。ノッキリからは日射し

を浴びながらの「岩」との格闘です。45 分で岩菅山へ登頂。小休止後、裏岩菅

山までの往復。これが今回のハイライトになりました。岩菅カールと呼ばれるカ

ール状の地形が 4 か所連続するアップダウンの尾根道が続きました。そこはコ

バイケイソウだらけ。当たり年か今が盛りでした。またトンボ(アキアカネ？)の

群れが乱舞する中で周囲の山々を眺めながらの昼食となりました。スキーでは

行程 

(第 1日目) 歩行時間:約 4時間 30分 

新鎌ヶ谷 5:30―外環―関越―上信越―信州中野 IC―硯川 10:00―リフト―前山

10:30―志賀山(2,035m)―裏志賀山(2,037m)―四十八池―前山 15:00―リフト― 

高天原(宿)16：30 

(第 2日目) 歩行時間:約 8時間 20分 

宿 7：30―（宿の車）一ノ瀬登山口 7：45―小三郎小屋跡―アライタ沢 

―ノッキリ 10:20ー岩菅山(2,295m)11:05―裏岩菅山(2,341m)12:05/12:30 

―岩菅山―ノッキリ 13:50―アライタ沢 15:25―登山口 16:05―宿 16:20 

(第 3日目) 歩行時間:約 1時間 10分  

宿 7:30―峠の茶屋(登山口)8:35―笠ヶ岳(2,075m)9:15/9:40―登山口 10:10 

―松川渓谷温泉 11:00/12:00―須坂長野 IC―新鎌ヶ谷 17:00 
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何度も滑った焼額山のゲレンデも目の前。グリーンシーズンの焼額山にも機会

あれば登りたいと思いました。裏岩菅山の先の烏帽子岳から戻って来た若者ら

にも会いました。「私たちも次回は烏帽子岳まで」そんな会話も出る素晴らしい

眺めでした。さすがにその先の「切明」まで下るのはちょっと無理か・・・。 

 帰りは来た道を戻りました。無事にアライタ沢まで下り、大休止。冷たい水で

汗を拭きコーヒータイム。底清水で宿に迎えに来てもらう時間を連絡。今回の宿

の送迎は助かりました。大きなスキー宿ですがコロナ禍もあり初日は 2 組、二

日目は我々のみでした（因みに支払いは三食付きで少々飲んで支払いは 5 人で

108,900円）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

最終日は笠ヶ岳。個人的には 3年前、雨で諦めた山でした。峠の茶屋の駐車場ま

で山口さんの運転で向かいました。当初は熊の湯から登る予定でした。車道歩き

もあり 3日目で疲れも出る頃。鎌ヶ谷着を考えると変更して良かったです。 

横手山から撮影した雪の笠ヶ岳は志賀高原のシンボルとしてポスターやパンフ

レットの表紙を飾っています。今回は反対に笠ヶ岳の山頂から横手山を仰ぎ見

ることが叶いました。 

 山の計画も無事に終了し、後は帰るだけ。前夜の打ち合わせ通り信州中野 IC

からの帰路を変更し、信州高山村へ。松川渓谷の露天風呂で汗を流し昼食をする

ことにしました。七味、五色、松川、山田、子安と温泉だらけの村に行きました。 

たまたま貸し切り状態の露天風呂はワンコインで混浴でした。勇気ある 3 名は

菅笠をかぶり「いいわよ」とオジサン 2名を呼んでくれました。入浴後は野生の

狸がウロウロする中で弁当も食べ終わり、一路鎌ヶ谷へ向かいました。山口さん

の運転のお陰で盛りだくさんの計画が可能となりました。感謝あるのみです。ま

た車に忘れた携帯を我が家まで届けて頂きました。最後の最後までお世話にな

りました。皆さんお疲れ様でした。 
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雨引山〜燕山 

日 程：7月 21日(水)  

参加者：清水、井上順、間瀬、石塚（記） 

 

JR岩瀬駅から歩きます。木陰で涼しいと思ったのは、最初だけ。 

雨引山へは階段地獄。燕山の手前で分岐があり道迷い。標識なしで行ったり来た

り、少しウロウロ。マウンテンバイクで掘られた登山道があります。 

とても歩きにくいです。 

  燕山へも階段地獄の登りがあります。加波山神社からの下りのアスファルト

道も長いです。滝汗をかき、ピストンはもう嫌となり、バスに乗り岩瀬駅まで戻

りました。すごい訓練になりましたが、終われば嫌と思いません。 

 久々に疲れた山となりましたが、ほとんど先頭歩きをさせてもらい、ゆっくり

モードで行かれたので心地良かったです。両脇に笹原の道は蜘蛛の巣が多く、ス

トックで払いますが、見えないと口元にベチャ〜と糸がつきます。 

嫌になった時は間瀬さんに交代してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨引山から筑波山 

加波山神社 

 

下山のバス停 
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「 雨引山 ～ 燕山 」 コメント 

  

 つくば連山の雨引山、燕山は、樹林帯の中で熱中症が心配される暑さの中で

も時折吹く風に癒され、水分補給に注意しながら歩きました。 

階段が多く、燕山への登りはオフロードバイクでえぐられた登山道に難儀しま

したが、よい訓練山行になりました。（間瀬） 

 

  

 JR水戸線・岩瀬駅から燕山までのピストン（18Km）の訓練山行でした。 

長丁場なのでエスケープルートを事前調査。汗の量は半端でなかった。雨引山か

ら燕山への登山道の一部がオフロードバイクで U 字型に深くえぐられ、濡れた

赤土の表面はツルツル。思いもよらず緊張の連続が続き正直疲れた。 

 燕山山頂へは道迷いもあり、1時間遅れで到着。相談の結果、加波山神社経由

で真壁町長岡に下山する事にした。結果、全長 14Km、累積標高差 950ｍ、所要時

間 8時間だったが、訓練には申し分の無い内容だった。 

 下山道は 4Km の内 3/4 がコンクリート道。オーブンで焼かれる様な暑さが辛

かったが、クーラーの効いた桜川市のコミュニティバスが利用でき、岩瀬駅に戻

った。夏場の下山道には不向きなルートだった。 

 「筑波連山縦走」。岩瀬駅から筑波山下山まで、ある人のデータには全長 27Km、

累積標高差 2100ｍ、所要時間 11時間とある。我が会の Sさんは、筑波山ケーブ

ルを使った逆コースで 9時間 30分。何れもよくぞ歩いたと賞賛できる実績。 

訓練の場としては近場でもあり利用価値がありそうだ。（井上順） 
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盛夏でも涼しい山道の紹介 

日光・半月山 

日 時：2021年 7月 20日（火） 

参加者：伏見、菊池、五十嵐夫妻、桐生（記） 

 

 

 

 

 

 

 

 ロープウェイ山頂駅に着いたら「あら～涼しいね」展望台からの景観は、男

体山と中禅寺湖から豪快に流れ落ちる華厳の滝が一枚の絵のようです。滝の音

も聞こえます。ここは 1390ｍ。ラクラクハイキングコースです。 

 樹林帯の中で日差しも木漏れ日で、尾根道なので風も通ります。私達の他は

誰もいなくてマスクも外して、山の空気を一杯吸って、それだけで満足です。 

「あっ！蝉の誕生だ」「初めて見たわ」と写真に写した。まだ濡れている状態

です。 

 車道に出る手前で、男体山が真っ黒な雲に覆われてきた。予定のコースはこ

れから 4時間もある。エスケープコースの茶ノ木平からバス停に下山すること

に決定。 

 このコースは、つつじの大木が多く花の咲くころに半月山まで行きましょ

う。紅葉も素晴らしいでしょうね。 

（往路）新鎌ヶ谷 5：26＝8：17東武日光駅 （格安切符）700円 

湯本行きバス 8：35＝9：00明智平 バス代 1100円 ロープウェイ片道 600円 

 

（復路）華厳の滝バス停 14：00＝東武日光駅 バス代 1100円 

   春日部まで特急 格安キップ＋特急券 1800円 
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志賀高原の山々を振り返り 

羽鳥健一郎 

高原の風の涼しき前山のリフトに揺られ向かう志賀山 

里人の水への思いしみ込んだ水路伝いにいざ岩菅山へ 

水神の碑祀られし底清水雪解け水か滾々
こんこん

と湧
わ

く 

底清水手の凍るほどの冷たさよペットボトル二本に詰める 

みどり濃き涼しき朝の登山道カラマツソウの白くひっそり 

コシアブラ此処に彼処に登山道ついつい手も出膨らむ袋 

志賀の夏コバイケイソウの群生が裏岩
うらいわ

菅山
す げ

の尾根沢飾る 

青き空トンボの群れの乱れ舞う裏岩菅山の 頂
いただき

昼餉 

この先は烏帽子
え ぼ し

岳切
きり

明
あけ

へと続く岩菅山の長き尾根行く 

「切明は甘くないぞ」と言う人の声聞こえたる裏岩菅山 

ノッキリでリュックを降ろし振り返る裏岩菅山への長きピストン 

笠ヶ岳岩の 頂
いただき

攀
よ

じ登り目
まな

交
か

いに座す横手山
よ こ て

を仰ぐ 

谷合の高山村の露天風呂菅笠
すげがさ

かぶる女子らと暫し 
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                       赤塚 義政 

毛勝三山縦走  赤塚・岡田・渡辺 1980年 8月 13日～16日 

若い頃、男３人（山の会）で登った毛勝

三山は、忘れることが出来ない思い出の

山である。道があるのは初めの林道だけ、

その先は地図と磁石を頼りに進むのみ。

下山した時は３人ともひげは伸び、必死

に生きる獣の本能が宿る気迫がただよう

顔に見えた。 

岡田氏曰く「こんな山だと思ってなかっ

た引き返すこともできず行くしかない」 

現在の毛勝山登山道は、片貝川から片

貝発電所、阿部木谷入口から尾根伝いに

毛勝山に登る道がある。 

猫又山は馬場島からブナグラ谷を遡行、

峠から尾根を急登する登山道がある。 

昔の山岳会のガリ版刷りの会報で毛勝三

山縦走記録見つけそのまま書きました。 

毛勝三山縦走  山行報告 

１３日 帰省客でごった返す上野駅を夕方５時半からならんだ甲斐あって、 

何とか座ることが出来一安心、小野沢氏が見送りに来てくれた感激。 

急行能登 21:49分発で魚津に向かう。魚津 5:26分着。 

１４日 魚津からタクシーで阿部木谷出合まで入る。堰堤が連なる谷あいを林

道が続くがやがて林道終点で堰堤がなくなる。河原に入り足場の悪い阿部木谷

を詰めていくと、大明神沢の雪渓が正面にかぶさってくる大明神沢出合の二俣

から毛勝谷

雪渓となり

アイゼンを

付ける。上

部の雪渓か

らおりて来

る風が一層

肌寒く冷た

い。登りはますます急になり雪渓を詰めると

ガレ場となりやがて草付きの急登となる。 

足元が滑り思わず草にしがみつくが体重は
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かけられない。急坂で足場が悪く危険

なため藪に入ることに、藪漕ぎしなが

ら地図と磁石を頼りに数時間高度を

上げ最後は一転して明るい草付きの

毛勝山頂へ飛び出す。お花畑を進み前

毛勝山 2400ｍから少し下りた風除け

になりそうな所を選んで今日はここ

で幕営、ボンカレーでお腹を満たす。 

１５日 朝５時頃目が覚める、昨夜か

ら降り出した雨とガスの為昼頃まで

停滞することにする。ビニールを広げコッヘルに雨水を集める。昼食後相談の結

果雨もやみそうにもないので猫又山まで進むことにする。ガスと雨の中地図と

磁石を頼りに稜線伝いに進む。稜線西側は藪漕ぎで東側の草付きを進む。所どこ

ろ残雪もある猫又山には池塘があり５分程下った所に雪渓も有る為今日はここ

で幕営することにする。依然雨は続く。 

１６日 今日も雨、明日も雨だろうここで停滞しても晴れる様子もないのでブ

ナグラ乗越までの予定で、雨とガスの中テントをたたみゆっくり歩きだす。しば

らく草付きを下りやがて本格的な藪との闘いが始ま

った。雑木林とササが深いうえに地形も複雑だ。磁

石を首から下げ地図を見ながら、ササを右、左に

かき分け、木から木へ渡ったり、くぐり抜けたり

激戦苦闘、メンバーの二人もこんな所に置き去り

にされたら困ると言わんばかりに必死について

くる。やがてやせ尾根になり藪から顔を出すが依然

としてハイマツの藪

が続き右手眼下ブナグラ谷が一望できる。雨が

やみガスの切れ間から剣岳が顔を出す。やがて

ササに覆われたブナグラ乗越に立つ。思いの他

早く着いた為昼食後馬場島まで下山することに

する。大きな石がゴロゴロする沢を下り、また

また藪となり赤谷出合から河原歩きとなる。連

日の雨で水量も多く渡渉する時も水流が激しく

バランスを崩し流されそうになる。最後の力を

振り絞り全員何とか通過、馬場島山荘で風呂に

入って疲れを癒しさっぱりタクシーで上市へ。 

９月号は菅谷さん、１０月号は山口洋子さんです。前月の２０日を目安に加藤まで。 
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気の毒な仁王様 

 

令和 3 年 2 月 21 日足利市山林火災が発生しました。当時、NHK のニュースで

大岩毘沙門天の仏像が避難したと報道されていました。この度、大岩毘沙門天を

訪れて、仁王様の頭部のない痛ましいお姿に深い悲しみを覚えました。両崖山、

天狗山が火の海となり一刻を争う状況の中で、運慶作の仁王様(阿形、吽形)は頭

部のみ鎹(かすがい)や釘がなく避難することができましたが、足先の損傷が激

しく頭部を戻す際にバランスを崩し倒壊してしまう危険があるため、お戻しす

ることができないのです。 

「現在文化財修復基金を募っておりますので、ご協力のほどお願い申し上げ

ます」との掲示がありました。 

どうか基金がたくさん集まって修復が叶い、頭部がお戻しになれますように。 

 

 

 

阿 形 吽 形 

ありし日の阿形 ありし日の吽形 
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近 況 報 告 

山の会のみなさん、こんにちは！ 

ご無沙汰しております。コロナに負けずに、元気に過ごされていることと思い

ます。20年近く山の会に入っていましたから別れは淋しかったです。2度の腰

痛入院、大けがの手術がありましたが、それでも休まず、ヤメずにずーっと続

けられたのは、いつも素晴らしい仲間と一緒だったからです。 

今は暇な時に、歩いた山々の写真をパソコンで見て懐かしく思い起していま

す。入会するまでは、山らしい山歩きは全く経験がなく、学校の遠足で高尾山

や筑波山、近郊のハイキングに行ったくらいでした。 

会社を終了し、好きなスキーを継続させるためにと、「山の会」を恐る恐る

覗くと〈おー、やっぱりすごい、山男と山女ばかりだ〉。でも久しぶりの入会

者に歓迎はされましたよ。 

数か月後、意を決して参加した最初の山は河童橋近くの「焼岳」だったか

な。元気だったので思っていたより不安はなかった。でも、思い出すなぁ〈あ

のつらかったこと〉水分はたくさん摂っていたから、お腹が活発に働きだして

「おしっこ」ではなく「う〇こ」がしたくなった。我慢に我慢したが、限界

が！ 森の中に飛び込む。人生初体験。今ではいつでもどこでもＯＫ！ 

こんなスタートでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池谷 通隆 
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あれから 15年の山歩き、百名山は少なかったけど随分歩きましたよ。その

後スキー仲間が増えたのも楽しかったです。来シーズンはみんなとスキーに行

けるかな。 

ここ相模原に引越してきて早 8ケ月、皆さんに転居の挨拶状も出さないで申

し訳ありません。引越しが 12月だったもんで・・・年賀状書く時間もとれな

かった。 

相模原は思っていたよりいいところですよ。40年前、代々木の家を処分して

きょうだい 8人がバラバラに転居、みんな都内か、神奈川に移ったのに私だけ

千葉へ。今回の引越しを決意した動機はやっぱり「コロナ」でした。 

以前から神奈川に住む姉兄妹から誘われていましたが、なかなか決心がつか

ず・・・今回決心。 

相模原を地図で見ると私の駅は、横浜線の「淵野辺(ふちのべ)」、漢字が難

しい、略字で「渕」だが私は「淵」が好きだ。駅 2つ南が「町田」で、小田急

線と合流。その先に兄貴がいる「十日市場駅」、更に 30分下れば横浜、中華街

には未だ行っていない。 

「町田」から急行でひと駅戻った

「新百合ヶ丘」に妹、江の島方面へ

「中央林間」に姉、みんな 30分で訪

ねられる。 

3つ目の「橋本駅」、ここからバスに

乗って「かたくりの里」に行きまし

たね。 

この駅、近い将来「リニア新幹線」

が通過するという。それまで生きているかどうか。更に 4つ先が「JR八王子

駅」、高尾山は近いし、両親の墓「都営霊園」も近くて 1人で行ってきた。 

このように駅からのアクセスはいい。どこへ行っても近いし、帰りも早い。 

そちらからは 2時間半もかかるけど、きてね。 

実はこの相模原の地、私にとって全くの未知の地ではないのです。最初に入

社した会社の「統合グランド」があった。週末は野球部で、日曜日は江の島に

移動してヨット部で青春を楽しんだ。このグランドの跡地が隣の駅「小淵」の

「イトーヨーカドー」と「イオン」に変身したと判って何たる因縁！ 

次の人生、アメリカ生活帰国後入社したのは、これも「イトーヨーカドー」

が提携したアメリカレストラン「デニーズ」、アメリカかぶれの私が転籍、そ

の初期の店舗展開のひとつが、家から歩いて 10分程の相模原 16号線沿いにあ

る。当時はまだ代々木に住んでいたが、車を飛ばしてたくさんの店づくりをし

た。今でもいくつかの店が残っている。 
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何という因縁の地だろうか。懐かしさがこみ上げてくる。〈年を取ってから

の転居は大変で不安が多い〉とよく言われるが、こんなに懐かしい相模原、そ

して周辺に姉兄妹がいることに少し不安はなくなってくる。 

もうちょっと言わせて。 

私の生まれる 17日前に、日本が真珠湾を攻撃した太平洋戦争が始まった。 

この時の日本軍の主力はこの相模原に「軍都」をつくり始めて 2年の計画途中

にあった。道路、鉄道を整備し、造兵廠もつくった。陸軍の東大とも言われた

士官学校も移ってきた。何から何まで軍の主都として機能し始めた。 

しかし、敗戦、占領、基地時代に入り、更に 5年後の朝鮮戦争で日本は景気

回復し、国力はよくなる。更にベトナム戦争(これは長引いたが)と続き、この

間ずっと相模原はアメリカ軍の戦争を後方から支援した町だった。 

そして今日、これも人生の因縁を感じる。この地にいた同じ年代の人々と私

とは無関係だったと思えない。戦争スタートで代々木に生まれ、この相模原が

終焉の地になるだろうことにとても因縁を感じて悪くない。 

さて、変な展開になってしまったが皆さんの関心の山とハイキングの話。 

こちらには皆さんも数多く足を運んでくれた〈いいところ〉が川、森、山とた

くさんありますよ。 

下れば相模川の果てしなく続くウォーキング、上れば山々。「高尾山」はこ

こから一時間で行けます。相模湖からは「陣馬山」、その北に「生藤山」、南に

は低くて私にも行けそうな「石老山」、室内からは「大山」方面が毎日見られ

ます。平地も林、森、公園がたくさんあります。返還された土地には住居が建

てられないという協定のようでした。 

戦車の試運転で走った「戦車道路」も、8㎞の緑のウォーキング道路になって

います。相模原公園にはフランス式庭園もあり、彼女と歩きたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス式庭園 
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「女子美大」「相模女子大」「青山学院」のかわいい女の子がたくさん通りま

す。「はやぶさ」で時の話題の JAXA〈ジャクサ宇宙キャンパス〉もあります。

Ｍさんのお子さんが通った「桜美林大」もＦさんの甥御さんが通った「北里

大」もありますよ。まだまだ紹介しきれないところがたくさんあります。 

コロナ禍で大変な時、しかも 2時間半もかかってしまう遠い地ですが、状況

が良くなりましたら是非来てください。いいところなので引越してくるのもい

い案ですが、今、いいことはここに住んでいる人(池谷さん)を訪ねて楽しめる

ことです！！ フトンがないから寒くなるとダメだが、これから夏～秋までは

毛布で大丈夫、夏は鎌ヶ谷より涼しいかも。 

一人で淋しいから来てくださいね。メールもください。お会いできる日が来

ることを楽しみにしています。 

 

〒２５２－０２０６ 

神奈川県相模原市中央区淵野辺３－１０－１３ 

ダイヤパレス淵野辺Ⅲ８０１号 

 

０９０－３００１－１８１３(携帯電話は同じ) 

 

小田急「町田駅」乗換え横浜線 2つ目 淵野辺駅から徒歩 5分 

京王線「橋本駅」乗換え横浜線 3つ目 淵野辺駅から徒歩 15分 

JR「八王子駅」乗換え横浜線 7つ目  淵野辺駅から徒歩 20分 

 

飛行機、ヘリコプターは屋上に下りられません。 

 

2015.5.18 

遊びに 

  きてね 
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ちょっと一言 

加藤 延子 

貝柄公園の野良猫「クロちゃん」の話です。 

貝柄公園を 10年前から住み家にしているクロちゃん、散歩に来る愛猫家の連携で、

手作りの防雨寒対策の家と食事をもらい、毛繕いされて可愛がられていました。 

私も気が向くと「クロちゃん！」と呼びかけ、優しい甘え声と仕草に癒しをもらって

いました。そのクロちゃんが、6月中旬頃より姿が見えなくなったのです。カラッポ

の住み家を覗いては今日も居ないね･･･と何人もの人が心配し始めました。クロちゃ

んを介しての和も広まり、見守っていた人達のクロちゃん捜しが始まりました。  

心のこもった「捜索チラシ」が貼られるようになり、足を止める人も多くなりまし

た。ある日反応があり、クロちゃんは衰弱していて、他の猫好きの方に保護されてい

たのです。よかったね～と皆で胸をなで下ろしました。時勢柄あまり歓迎されない野

良猫ですが、事の顛末が解った後の始末も見事で寝床も食器も綺麗に片付いていまし

た。愛猫家達の責任をもった対応に心打たれた愛の猫騒動でした。私が行動したのは

猫っ可愛がりだけ･･･。その時のチラシ一式です。「動物に餌をやらないでください」

の看板もあり今は野良猫ちゃんに会うことはありません。ちょっと寂しいです。 
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ちょっと一言 

桐生 千恵子 

東葛山の会に軽い気持ちで入会してから 30 年が過ぎた。徐々に度胸が付き 70 才の

2019年は山人生で一番の実りの年だった。県連の海外登山に 2度も参加できた。長年

の夢の赤牛縦走と黒部ダムからつながる黒部・下の廊下とか、避難小屋利用の縦走と

か次々にチャレンジした。幸運にも天候に恵まれて 120％の満足

の年でした。 

 まさか翌年に新型コロナで山に行けなくなるなんて‥‥。

2020年は前年の山歴を振り返り、心を満たしていたが、今年

は満たされない日々です。 

そんな日々に、小さな嬉しいことは『アボガド』が芽を出し

たんです。いつものバーゲン品ではなくお店で一番立派なア

ボガドを買ってみました。「生まれてね！」と。こんな小さな

事でも心はホカホカしています。 

 

 

9 月号の担当は岡部さんと村上さんです。 

（8 月 20 日までに柳 嗣穂宛て原稿をメールにて送付お願いします。） 

       （ヤナギ ツギホnorinatsu1130@gmail.com） 

 

 

 

 



編 集 後 記 

 

    

変異株感染者増、ワクチン不足が騒がれている中、オリンピック会場の殆どが「無観客」と

なりました。 

一年前、バレーボールのチケットが当たり、運が向いてきたとホクホク気分で開催を待ってい

ましたのでガックリです。無観客か、抽選かの頃、「俺は～～行かないぞ－」と家族、「ひとり

でも絶対～～に行く！」と力んだのに空振りでした。現状では「無観客」も致し方ないと理解

はしているのですが･･･。しばしの間オリンピック観戦の夢を見させてくれたのですから、やは

り「幸運」だったと無理に結論づけて、オリンピックチケット騒動終息としました。       

テレビ観戦で応援を楽しみます。                      加藤延子          

 

 

我が家の高齢者 2名、2回目のコロナワクチンが終わり、ほっとしています。自分の分は割

合すぐに予約が取れ安心でしたが、夫は介護のため留守にしていたので予約が遅くなりまし

た。スマホ・パソコン・電話を駆使したけど中々取れず、心配な毎日が続きました。その間予

約方法も何度か変わり、そのたびに広報が配られ市当局も大部混乱しているように見られまし

た。順調に進み始めたと思ったら、この頃ではワクチンの供給不足でまたまた大混乱とか。感

染者数もうなぎのぼりで、収まりそうにありません。 

去年行けなかったので、今年こそはとお盆の帰省切符を早々と手配したのに、JALから予約

便が運休で他の便に変更との連絡。鎌ケ谷市でのコロナ感染者も日々増大！お盆の帰省、どう

しようかと悩む毎日です。                         せ☆こ 
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※原稿締め切り、毎月 20 日までにお願いします。 
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手書きも大歓迎です。会報部員に渡して下さい。 
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