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会報部からのお願い  ＜表紙写真＞ 

 

10 月号は安彦さん、11 月号は安田さん、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、前月第二例会までに、会報部（鈴木

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 

2003年 5月 3日から 5日まで尾瀬沼のほとりでテントを張り、自炊しな

がら過ごしました。小屋はまだ開業していないのでテントを張っても大丈

夫ということで好きなところに張りました。雪がまだかなりあり、どこで

も歩ける状態でしたので、普通の登山道ではなく、沼尻休憩所のナデﾂ窪か

ら登りました。頂上は登山者が大勢いました。帰りはテント目指してコン

パスを頼りに一直線に下りました。途中クマの足跡があり、よく見ると爪

痕がはっきりと見え直前に通ったようでした。     ～手塚春雄～ 

 

 

 



日 曜日 ９　月 日 曜日 １０　月

1 土 富士吉田口～五合目 1 月

2 日 2 火

3 月 3 水

4 火 4 木

5 水 5 金

6 木 6 土

7 金 7 日

8 土 8 月 体育の日

9 日 9 火

10 月 10 水 山行部会

11 火 11 木

12 水 山行部会 12 金

13 木 13 土

14 金 14 日

15 土 高麗峠～天覧山ウォーキング 15 月

16 日 高麗峠～天覧山・予備日 16 火

17 月 敬老の日 17 水

18 火 18 木

19 水 19 金

20 木 20 土 秩父御岳山　　

21 金 21 日

22 土 22 月

23 日 秋分の日 　三頭山 23 火

24 月 24 水

25 火 25 木

27 水 27 金

27 木 27 土

28 金 28 日

29 土 29 月 会報部編集会議

30 日 ふれあいハイク（大楠山） 30 火

31 水

★11/23（金・休）北高尾山稜          予備日（11/25）

★11/28-12/5　県連海外登山・チェンダオ山

　予定表　2018年　９月・１０月

　　

第一例会

振替休日　会報部編集会議

　　

★11/10（土）秩父・丸山 予備日（11/11）           ★11/17（土）霞丘陵

※2018年11月の予定

★11/23（金）-24（土）県連全国登山研修集会in愛知

★忘年山行　12/15～16（土-日）　赤城山周辺雪上ハイク・青木旅館

第一例会

第二例会

カラー印刷（加藤宅）

カラー印刷（加藤宅）

第二例会

　　皇海山（会山行・１泊）

会報部印刷（10月号）

1
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例会報告 

第一例会出席者         2018/8/1          35名 

安彦、加藤、桐生、村上、八巻、小林和、伏見、前田延、山岡、村田､入江,高山、        

鈴木か、渡邊正、五十嵐朝、四元、江崎、三橋、永木、嶋本、菊池､猪狩､羽鳥、井上勝、 

山脇、梅田、逢地、菅谷，山口洋、蓮見、菅原、小林正、井上順、山口幸、畑中 

第二例会出席者         2018/8/15         33名 

手塚、安彦、松本、加藤、岡部、桐生、村上、高見、前田延、入江、鈴木か、渡邊正、江崎、

三橋、石塚、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、山口幸、清水、畑中､高木 

2018年7月　山行報告

山　　名
ジャン
ル 　日

山行
区分 人数 参加者

越百山～南駒ヶ岳（中央アルプス） 縦 1～2 個 2 桐生、江崎

尾瀬ヶ原散策と燧ケ岳 ハ 2～4 個 3 清水、井上順、逢地

戦場ヶ原・霧降高原 ハ 5～6 個 1 高木　他3名

帯那山下見 ハ 8 個 4 加藤、前田延、石塚、井上勝

 女峰山（日光 ） ハ 8～9 個 2 菊池、桐生

美ヶ原・焼岳 ハ 8～9 個 4 安田、江崎、蓮見、菅谷

十勝岳・富良野岳 ハ 10～13 個 5 前田延、嶋本、山口洋、山口幸、井上順

志賀山・岩菅山 ハ 15～16 個 6 桐生、五十嵐朝、伏見、菊池、五十嵐幸、梅田

小坂志川本流 沢 19 個 4 安田、江崎、嶋本、菅谷

会津駒ケ岳 ハ 22～23 会 11
石塚、嶋本、菊池、羽鳥、山脇、逢地、山口洋、山口幸、
蓮見、井上順、清水

台倉高山　 ハ 24 個 9
石塚、嶋本、菊池、羽鳥、逢地、山口洋、山口幸、
井上順、清水

黒岳～トムラウシ山 縦 23～27 個 1 菅谷

西吾妻山 ハ 26～27 個 1 永木

秋田駒ケ岳 ハ 26～28 個 1 江崎　　他2名

白山　（大汝峰、御前峰） ハ 29～8/1 個 1 高木　　他2名

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



3 

 

8 月例会報告                     

第一例会   8 月 1 日（水）          司会 山行部 猪狩 

☆ 7 月山行報告（ P2 参照 ） 

・計 16 件、延べ参加人員 56 名。内訳；会山行１・個人山行 15 ( 縦走 2・ 

 沢１・他はハイク） 

・（前田延）十勝岳登頂で百名山達成。（菅谷）トムラウシの花の群生規模が 

  本州と違う、熊対策より日除け対策を。（菊池）女峰山非難小屋新しくきれい、   

 トイレ無し（シャベル設置）・水場遠い。（山口洋）会山行「会津駒ケ岳」の 

 翌日登った「台倉高山」は、下界が酷暑でも涼しく楽しい登山が楽しめた。 

☆ 山行案内 

 8/2･3 仙丈ケ岳（永木） 例会終了後打合せ 

 8/18 御岳渓谷（高山） 参加 9 名 

 8/26 水ノ塔・篭ノ登山（井上） 参加者 ○9 名、△7 名 第二例会で 

    最終確認 

 9/1 富士山五合目（菅原） 第二例会で出欠確認 

 9/15   高麗峠～天覧山（山岡） 第二例会で出欠確認 

 9/23   三頭山（加藤） 第二例会で出欠確認 

 10/14･15 皇海山（羽鳥）参加希望者が少ない。募集します。 

 10/20  秩父御岳山（村上）下見予定 

 11/23  北高尾（猪狩）日程のみ発表 

☆ 県連予定（羽鳥）  

・9/30 ふれあいハイク 東葛から 22 名参加予定、詳細やまびこ 8 月号参照 

・9/15･16  全国ハイキング委員会 伊豆長岡 参加者少ないので声がけして 

    欲しい、ちばニュース 8 月号参照 

・11/23･24  「第 17 回全国登山研究集会 in 愛知」紹介 

・11/28･12/5  チェンダオ山（安彦）東葛から 9 名参加 県連全体で 23 名 

☆ 各部報告 

・事務局（四元）  

 役割分担 8 月号に掲載。 公民館祭りに出展する写真提供者（事前連絡） 

 に再度お願い。今回は花がテーマ、写真は清水さんに配信する 

 山行報告は事前に発表者を決めておく 

 新人のフォローアップは第一回の山行まで面倒を見る、その後は山行部へ 

 お願いしたい。（事務局の意向） 

・山行部（菅谷） 

 8/8  11 月会山行の検討 
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 ・会報部（梅田） 

  8 月号配布、原稿の集まりが良かった、9 月号の原稿も宜しく 

 ☆ 県連（羽鳥） 

 ・夏場の栗駒山は空いていて穴場（ちばニュース 8 月号に掲載） 

 ・7/19 理事会後暑気払い実施、会議と違い和やかな雰囲気だった 

 ・遭難対策委員会 1～6 月半年間の県連の事故６件、6 月だけで 3 件 

 ・遭難対策担当者会議 高齢化に伴って体力の維持が伴っていないのが 

事故の原因 

 ・ハイキング委員会 ウィークデー山行検討中 

 ・7/12 組織委員会開催 各支部から参考になる意見あり、検討中 

 ・ 岳樺 小林美智子さん、国際山岳看護師資格取得 国内で初めて 

 ・8/30 ちばニュース交流会 羽鳥さん出席 ご意見を 

 ・「交流山行」岳樺が引き受ける 

 ☆ その他 

 ・山行部（菅谷）熱中症に注意 

 ・会長 

  物事を説明する場合は、端折らないでわかり易く 

  労山基金 事故発生時の対応マニュアル作成中 

遭難対策委員会での配布資料  容量が大きいが参考になるのでヤフー 

  ボックスに入れるので利用してください 

  メール発信された「ちばニュース」は必ず開いて目を通して欲しい 

  「忘年山行」12/15･16  赤城山・青木旅館案で進める 

  机上講習会 猪狩さんを中心に検討中 

登山時報 8 月号 P1「自慢の一枚」に鈴木かつ子さんの写真が掲載 

                               

 

 

第二例会   8 月 15 日（水）         司会 山行部 猪狩 

☆ 山行案内 

 8/18 御岳渓谷（三橋） 変更無し 

 8/26 水ノ塔・篭ノ登山（井上）10 名参加、池の平湿原散策は中止、高峰温 

  泉「ランプの湯」入浴に変更 

 9/1 富士山五合目（菅原）15 名参加、8/25 下見予定 中止の場合 8/29 連絡 

 9/15   高麗峠～天覧山（入江） 出欠回覧中 9 月第一例会で再確認 

 9/23   三頭山（加藤） 出欠回覧中 

 10/14･15 皇海山（羽鳥）参加者 男 6 名、女 7 名 計 13 名 
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10/20  秩父御岳山（高木）9/15 下見予定  9 月第二例会で出欠確認 

11/23  北高尾（猪狩）予備日 11/25 「夕やけこやけコース」 

   歩行時間 5 時間 八王子城址公園に下山 担当；岡部・蓮見・猪狩  

11/10 秩父・丸山（鈴木か）やまびこ 9 月号に掲載 

12/15･16 忘年山行（安彦）変更無し 宿は貸切になる  

 

☆ 県連山行（羽鳥）  

・9/30 ふれあいハイク 東葛から 23 名参加、市役所の駐車場は防災訓練のた  

  め使用禁止、駅近くの駐車場利用 バスの駐車時間も 6:30～7:00 に限定 

・9/15･16  全国ハイキング委員会 伊豆長岡 参加希望者は羽鳥さんまで 

・11/23･24 「第 17 回全国登山研究集会 in 愛知」参加希望者は羽鳥さんまで 

・11/28･12/5  チェンダオ山（安彦） 8 月末までに最終案内できる 

☆ 各部報告 

・事務局 無し 

・山行部（菅谷）無し 

・会報部（梅田） 

  9 月号の原稿宜しく （8/27 編集会議）  

☆ 県連（羽鳥） 

・8/30 「ちばニュース交流会」会場が西部公民館に変更、安彦会長が出席  

☆ その他 

・会長 海外登山アンケート 80 件集まる（内東葛 24 件） 締切り 8/18 

  「参加者確認表」山名・日付・担当者を大きく分かり易く記載して欲しい 

・菅谷 公開ハイクの代わりのイベントを検討中（例；公開教室…）猪狩、江 

  崎さんに提案して欲しい 

 「労山基金・スポーツ保険」の具体的な事故に対する支給事例を表などにし  

 てマニュアルに記載して欲しい 

・その他 ； 労山基金、スポーツ保険関係 

 会長；労山基金の基本的な申請手続・交付内容について説明 

 前田節；対象エリアは「労山」登山口～下山口、「スポーツ」自宅～自宅、申 

  請時診療明細書の要求あり（自らの受給経験から助言） 

 会長；県連での海外山行時の推奨加入口数；３口。 国内山行特例に三倍交 

付制度あり（上限 10 口）3 口推奨の背景かも？ 

 ゲレンデスキーも交付対象にして欲しいとの意見が出たが、登山に特化し 

  た共済制度のため難しい（会長） 

                        以上（井上順之記）                           
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山 行 案 内 

9 月の山行予定        

✽富士吉田口登山道―５合目までのトレッキング  体☆☆ 

  日 時： 9月１日（土） 予備日 無し 

担 当： （ＣＬ）菅原 、（ＳＬ）山口幸・小林（正） 

 

✽高麗峠(172m)～天覧山（197m）ウォーキング 

日 時：９月 15（土）雨天順延 16日(日)    

担 当：(CL)山岡、(SL)入江 

 

✽三頭山(1531m) 体力 ☆☆  （帯那山を変更しました） 

日 時：9月 23（日） 

担当者：（ＣＬ）加藤、(ＳＬ)前田延・井上勝・石塚  

 

※9月の山行予定は 8月号を参照してください。                  

 

 １0月の山行案内 

✽皇海山（すかいさん） 2,144ｍ  ☆☆ 

深山の原生林と紅葉、展望が楽しみな貫禄の百名山。前泊で最短ルート。 

日 時：10月 14日（日）～10月 15日（月） 集合 11：10（東武鎌ヶ谷駅） 

交 通： 

（往路）：鎌ヶ谷駅 11：18－柏 11：37_11：43－大宮 12：49_12：57－高崎 14：18_14：

35－新前橋 14：45_14：47－沼田 15：23_15：30送迎バス－16：30宿 

（復路）：登山口（下山）14：00送迎バス－温泉入浴－沼田 16：00_16：10－鎌ヶ谷

20：13（帰路同ルート） 

コース：宿で朝食 5：00＿出発 6：00－皇海橋登山口 8：00…中間点 9：00…不動沢の 

コル 10：00…皇海山頂 11：00…不動沢のコル 12：30…14：00皇海橋登山口 

歩 程：累計標高差 登り（800ｍ、3時間）、下り（800ｍ、2.5時間） 

エスケープルート： なし（途中で引き返す） 

概算費用：￥18,000（ジパング利用・交通費 5,400が 4,150） 

 交通費詳細：東武 720＋JR普通 1,940（大宮－沼田間は往復でジパング割引適用） 

    ※新鎌ヶ谷 11：33-新八柱 11：57-12：30南浦和-12：48大宮のルートも。 

 宿泊費：グリーンフィールド￥13,800． 1泊 3食付き、沼田駅と宿・登山口まで 
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の送迎、温泉入浴と登山ガイドも含む。 

その他：登山当日の昼食付、下山後の入浴あり。バスの定員で募集１１名まで。 

担 当：（ＣＬ）四元一成 、（ＳＬ）羽鳥健一郎・梅田尚志・間瀬芳枝（会計） 

 

✽秩父御岳山 1080.5ｍ（ややゆるい山）  （体☆☆ 危険度★） 

秋の紅葉を楽しみながらの静かな尾根歩き。 

日 時：10月20日（土）  

交 通  

（往路）：新鎌ヶ谷発 5：20－松戸5：38_5：44－日暮里 6：01_6：09―池袋6：22

池袋（西武 特急レッドアロー号秩父 3号）6：50―8：15西武秩父駅着 

西武バス8：35_9：06強石バス停着 

(復路)：三峰口16：25－池袋18：33－新鎌ヶ谷19：54 

コース： 

（登り）強石バス停 9：30…（90）…11：00 杉野峠（10）…（100）…12：50 御岳

山山頂（昼食 30分） 

（下り）山頂 13：20…（25）…13：45 タツミチ…（100）…15：25登山道入り口… 

…（20）…15：45三峰口駅 

＊コースタイムは昭文社地図による 30分に付き5分程度の休憩を入れる。 

歩行時間： 約6時間（休憩・昼食含む）  歩行距離 9.5㎞ 

累積標高差： 921ｍ 

山の特徴：植林の広い登山道で歩きやすいが、やせて急な細い尾根道あり。 

ロープや鎖がつけられている所では、注意して慎重に歩くことが肝要。  

山頂からは、両神山・浅間山・谷川連峰・雲取山などの展望あり。 

エスケープルート：特になし 

概算費用：交通費 4400円位（お得切符は特になし） 

行き 電車 新鎌ケ谷～西武秩父（特急利用）2055＋バス代 490……2545円 

帰り 電車 三峰口～新鎌ケ谷……1803円 

その他： 昼食：1食   ・入浴：下山後の入浴はなし  

担 当：（ＣＬ）高木、（ＳＬ）村上・手塚・前田（節） 

 

11 月の山行予定 

 

✽秩父・丸山 ( 960ｍ )  ☆ 

 山頂からは、関東平野を取り巻く山々が一望できる。山頂からは緩やかな雑木林  

 の尾根道を歩く。紅葉が見ごろかも・・・。 

日 時 ：11月10日（土）、予備日：11月11日(日)  

集 合 ： 8:35 西武池袋線・芦ヶ久保駅、 解散：金昌寺 
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交 通 （ 参考 ） 

（往路）：北総線新鎌ヶ谷駅 5:53ー東松戸 5:59_06:12ー新秋津 07:07…（徒歩）… 

秋津07:17ー小手指 7:26_7:35ー芦ヶ久保08:35 

（復路）：金昌寺バス停 14:52ー（バス）ー西武秩父駅 15:12  220円 

西武秩父駅 15:25ー(特急ちちぶ 32 号)ー池袋 16:47_16:54ー日暮里 17:06  

_17:11ー京成高砂 17:28_17:45ー新鎌ヶ谷18:02 

コース：芦ヶ久保駅…(25)…合流地点…(70)…山頂分岐…(15)…頂上…(20)…森林学習

展示館…(70)…南北コース合流地点…(45)…金昌寺前バス停           

歩 程：登り110分、下り 135分 計4時間5分  【標高差】643m 

エスケープルート ： なし 

概算費用：電車+バス 約 4,500円 

その他：入浴希望される方 

    金昌寺バス停付近に「新木鉱泉」（日帰り入浴可）あり 

入浴料：土・日・祝日￥900 バスは一本後の 15:50利用 

担 当：（ＣＬ）鈴木か、（ＳＬ）村田・井上順 

  

✽霞丘陵ウォーキング  

日 時：11月17日（土） 

交 通 

（往路）新鎌ヶ谷駅発 6 時 56 分―新八柱―西国分寺―立川―東青梅 バスで岩蔵 

温泉に 

コース：岩蔵温泉（40分）・･･七国峠（20分）・･･笹仁田峠（50分）・･･塩船観音寺(30

分)･･･東青梅 

バ ス：東青梅駅北口より 9時13分発 

歩行時間：2時間20分(6km) 

費 用：3,200円くらい 

担 当：（CL）八巻、（SL）高山 

 

✽北高尾山稜 （夕焼け小焼けコース） （体☆） 

  交通の便が良く、紅葉が楽しめる 

日 時： 11月23（金）祝日、予備日 11月 25日（日） 

交 通 

(往路)：①西白井 5：50―東松戸 5：59_6：12―新八柱 6：16―西国分寺 7：15_7：

26―高尾7：50 

②新鎌ヶ谷5：50―八柱 6：02･･･新八柱6：16 

高尾駅北口バス「陣馬高原下行き」 8：10―夕焼小焼バス停 8：35                 

(復路)：八王子城跡バス停「高尾駅北口行き」15：20―高尾駅 15：30  高尾駅解散 

         （１時間１本 全て20分発） 
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コース:  約10ｋｍ  歩行時間 4時間 50分 （危険個所は殆どはなし） 

（標高）（250ｍ）     （621ｍ）      （547ｍ） 

夕焼小焼バス停･･･夕やけ小やけふれあいの里･･･黒ドッケ（杉の丸）･･･狐塚峠･･･富士見台（杉沢の頭） 

  （ｽﾀｰﾄ）  0：05           1：40       0：35   1：00 

   （446ｍ）  （230ｍ） 

･･･八王子城山･･･八王子城跡管理棟･･･八王子城跡バス停 

0：50      0：30     0：10 

エスケープルート：なし 

概算費用： 電車 約 3000円   バス 500円+180円  

その他： 八王子市観光課 042-620-7378 

担 当： （ＣＬ）猪狩、（ＳＬ）岡部・蓮見 

 

県連予定行事   

✽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 

 

✽海外登山  チェンダオ山（タイ） 

11月 28日～12月 5日  

詳細はちばニュース 4月号を参照してください。 

 

✽第３５回房総ロングハイキング 

七里川温泉 

2019年１月 26日（土）～27日（日） 

詳細はちばニュース７月号を参照してください 

 

全国行事の紹介 

✽第 17 回全国登山研究集会 in 愛知 

11月 23日（金）～24（土） 

愛知県民の森モリトピア愛知（宿泊施設） 愛知県新城市 

参加費用：1泊2食 8,500円 

参加申し込み締め切り 10∕25（木） 

※詳細はちばニューｽ 7月号を参照してください。 
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忘年山行：赤城山周辺雪上ハイク 
館内に溢れる木肌のぬくもり、昭和の香りそのままにゆっくりとした時が流れ、 

大自然を望む展望浴場と雄大な自然が日々の疲れを癒してくれます 

（旅館パンフレットより抜粋） 

日程：２０１８年１２月１５日（土）～１６（日）＜１泊２日＞ 
集合・出発： １２月１５日（土）午前６時集合出発  鎌ヶ谷市役所 

帰着・解散： １２月１６日（日）午後９時頃  鎌ヶ谷市役所帰着後解散 

宿泊：湖畔の宿『青木旅館』 １０,６２０円/1泊2食付（税・サービス込） 

群馬県前橋市富士見町赤城山８ TEL ０２７-２８７-８５１１ 

会費：２２,０００円（交通費・宿泊費・飲み物代、２日目入浴・昼食など） 

装備：防寒具/雨具、帽子、手袋、ロングスパッツ、登山靴、ザック、ザックカバー、

ストック、軽アイゼン、テルモス、着替え、タオル、初日昼食、行動食など 

バスコース：（片道約５時間半/休憩含む） 

① 12/15鎌ヶ谷市役所 6：00⇒関宿⇒五霞 IC⇒＜圏央・東北道＞⇒ 

羽生PA 休憩）⇒＜東北・北関東・関越道＞⇒前橋 IC⇒旅館 11：40頃 

② 12/16往路を戻る ホテル発 15：00⇒鎌ヶ谷市役所着 20：50頃（解散） 

ハイク：（天候などにより変更あり） 

① 12/15午後：長七郎山～小地蔵岳（約２時間３０分）八丁峠近く駐車場→宿 

② 12/16午前：地蔵岳（約２時間３０分）宿より往復 

幹事： CL安彦秀夫 TEL：０９０-５８２７-０５７１  SL八巻幸子、三橋和子 

メモ： 

1） 鎌ヶ谷観光バス有限会社の『大型バス』を利用します。 

2） 参加者募集および確認は、10 月と 11 月の各例会にて行い、最終締め切りは、

12月第1例会（12/5）に行います。 

3） 2 日目 12/16 は、午前中にハイキングをし、旅館に戻って入浴後、昼食を摂り、

旅館を午後 3時頃に出発する予定です。 

4） この時期（12月中旬）は、例年ですと積雪量は少ないそうです。 

5） ハイキングをせずに、旅館でのんびり過ごしたり、大沼（おの）湖畔を散策し

たりする方も、是非ご参加ください。 

6） 長七郎山と地蔵岳の山頂からの大展望を楽しみましょう！晴れますように…。 

7） 30名で予約済みです。 

8） 雪上ハイキングコースについては、当日の天候や積雪状況などによって変更も

あります。 

9） 赤城山大沼周辺には温泉はありませんが、山の伏流水を沸かしており、なめら

かで温まると好評とのことです。浴室は、大沼が眺められる男女各 1 室で、浴

槽は広いですが、水道とシャワーが各3個で、一度に5～6名の利用が可能との

ことです。 

 

♪♪♪ お好みの飲み物と肴を適量ご持参ください ♪♪♪ 

この 1年の山行を振り返り、新年の希望などを語り合いましょう！ 
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燧ケ岳・尾瀬ケ原 山行報告 

  7 月 2 日（月）～4 日（水）     清水（車）、逢地、井上順（記） 

 元々は鳥海山・早池峰山へ行く計画だった。しかし梅雨前線が想いの外北に偏っ

ていたため、急遽比較的天気の良さそうな燧ケ岳・至仏山に変更した。 

 尾瀬戸倉に車を止め、鳩待峠経由で山の鼻の「至仏山荘」で明日の宿泊を予約し、

尾瀬ヶ原に入り、今日の宿泊地「見晴の弥四郎小屋」に向かう。尾瀬ケ原は初めて。

何時かはと思っていただけに、広大な湿原が目の前に現れた時には思わず「オー」

と叫んでしまった。時折吹く風に揺れる草原の中、「かきつばた」が今が盛りと咲

き誇る（写真）。肌をよぎる風が実に爽快だ。 

 燧ケ岳は見晴ルートを往復した。登山道の状況は極度に悪く、足場を見つけなが

らの登山はそれだけで気疲れした。頂上で出会った人達も口をそろえて「ヒデー道

だ」。下山は道を変えようとしたが、思案の結果同じ道を引き返す事になった。 

 山頂からの展望は霞んで良く見えなかったが、尾瀬ケ原だけははっきり見えた。

背が低く花弁が一回り小ぶりの石楠花のミニ版が満開だった。 

 見晴からの登山往復で 7 時間、山の鼻までの木道移動に 2 時間。結構疲れた。 

尾瀬の山小屋はウォッシュレット付きの水洗トイレ、風呂もあり、食事もまずまず。

山小屋ではなく民宿のような環境が大いに疲れを癒してくれた。翌日は雨。即座に

至仏山はパスと決め、喜び勇んで温泉に向かった。 

 鳩待峠から山の鼻間の木道には、「TEPCO」（東京電力）の焼印があり、木道が

実にきれいに整備され、滑り止め対策も施されていた。一方山の鼻から見晴までは

環境省の焼印があり、結構痛んでいる箇所も多かった。見晴・東電小屋間は更にひ

どい。全体 65Km の内、群馬県側の 20Km が東電管轄とか。なるほど、地主とし

ての社会的責任と東電という看板が、木道整備にも現れているのだ。 

 尾瀬の自然保護と観光の両立。永い間この難題に立ち向かって来た県、町村、そ

して東電が果たし

て来た苦労の歴史

を後日知った。 

 

 何時もの事なが

ら臨機応変に対応

して頂ける「お車

様付ドライバー

様」のおかげで成

し得る山行。感謝

に堪えません。 
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会津駒ヶ岳 

７月２２日（日）～２３日（月） 

参加者  清水、山口幸、山口洋、石塚、菊池、羽鳥、逢地、蓮見、井上順、 

     嶋本、山脇（記） 

 

連日続く酷暑、｢この暑さで中止の連絡が入ってくるのかと思った｣って話したら

皆に笑われてしまった。そんな暑さの中、午前１１時ころから山頂めざして登り始

めた。皆汗だく！日曜日のせいか下りて来る人はたくさんいたけど今から登る人に

は殆ど会わなかった。「小屋泊まりですか？」って言われながら歩いていたけど暑

さとトレーニング不足のせい？登りはじめからバテそう…でも、皆さんのお陰で何

とか上まで行けました。 

 

駒の小屋が見え、会津駒

の頂上も見える絶景のベ

ンチでコーヒータイム、

柔らかい感じの稜線の緑、

空の青とお花いっぱいの

中での休憩、至福の時間

でした。 

小屋は３０名満杯、トイ

レにも行けない程足の踏

み場もない！ 

翌日、駒ヶ岳山頂､中門

岳めざして行ったけれど早朝のせいかガスってて遠望は無理、でも足元のお花は最

高！ハクサンコザクラ、ワタスゲ、イワイチョウ、コバイケイソウ、チングルマな

ど。 

下山は大津岐峠からキリンテに下りる富士見林道を通った。植生が少し変わりハ

クサンフウロ、ギボウシシャクナゲそしてリンドウも咲いていた。 

そんなに傾斜がきつくないからこちらから登ってもいいかもねって話しながら歩

いていたけど距離が長い！ 

やっぱりこんなに長いといやになっちゃいそうです。暑かったけど池塘があり、

花もいっぱいありの素敵な山行でした。 

ありがとうございました。 
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会津駒ヶ岳～台倉高山(2,067ｍ)に登る 

羽鳥健一郎 
◆日時：7月 23日（日）～24日(月) 天気は晴れ 

◆宿泊：桧枝岐 民宿「尾瀬野」 

◆参加者：清水、井上(順)、逢地、山口夫妻、菊池、嶋本、石塚、羽鳥（９名） 

◆コースタイム 

起床５:００ 朝食６:００ 宿出発７:００―馬坂峠登山口７:５０― 

台倉高山山頂９:５０/１０:２０―馬坂登山口１２:０５―民宿・駒の湯１３:００ 

―昼食「開山」―桧枝岐村バス―会津高原尾瀬口―鎌ヶ谷 

＊歩行時間：登り２時間、下り１時間４５分 

 前日キリンテに 12時半に下山してから蓮見さんと山脇さんと別れ９人はまず

は裁ち蕎麦で評判の「開山」に向かいました。炎天下３０分ほどのバス道歩き

で喉はカラカラ、先ずはビールで乾杯。裁ち蕎麦はもりを選択。食後「尾瀬野」

にチェックインし宿の内湯で二日間の汗を流しました。川のせせらぎを聞きな

がら湯舟に身を沈め至福のひとときを過ごしました。夕食まで時間もあり女性

陣は明日の行動食等を求めて近所のＪＡの店へ。男性陣は缶ビールで再度の反

省会。18 時からの夕食は書き切れないほどの豪華版でした。エアコンが無くて

も涼しい部屋で 21時には熟睡(夜中に寒くて窓を閉めました)。 

  
翌朝は 6 時に村内に「夏の思い出」のメロディーが流れる中で朝食を頂き、

７時出発。ご近所の車を一台追加して二台で登山口へ（送迎料金は９人で 5,000

円！）。50分で登山口の馬坂峠に到着。トイレを済ませて登山開始。オサバグサ
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は隣の帝釈山が有名ですがこちらも登り始めると両脇に花の終わったオサバグ

サがここに彼処に見られました。アップダウンもゆったりとした山で時折吹く

風が涼を運んでくれました。会津駒ヶ岳で疲れた体がクールダウンするのを感

じながらの山行でした。2時間で山頂に到着。 

 
ここで前日購入した「トマトとキュウリ」で一休み。眺めも良く地図を広げ

て四方の山々を確認したりお互いに「近影」を取りあったり達成感に浸りまし

た。コースタイムどおりに馬坂峠に戻ると車二台が待っていてくれました。あ

りがたいことです！ 

宿に着いて預けた荷物を受け取り「駒の湯」まで送ってもらいました。桧枝

岐は「燧の湯」も良いがこちらも良かったです。宿泊者割引で入れました。そ

して又、湯上りの後は、いま一度「開山」へ向かいました(近所の店が定休日の

ため)。「また来たの」という感じでしたが段々とサービスも良くなり昨日同様盛

り上がったのは言うまでもありません。15 時のバスに乗り会津高原尾瀬口から

各駅停車を乗り継いで帰路につきました。 

参加者の皆さんお疲れ様でした。 
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(白山) 山 行 報 告 

( 報告者：高木たもつ ) 

日 時   7月 29日～8月 1日（内、登山 7/30～7/31） 

参 加 者 高木保 他 1名  （観光組がプラス 3名） 

登 山 口 別当出合→砂防新道→南竜道→展望歩道→白山室堂 BC（泊） 

下 山 口 室堂→御前峰→お池めぐり→黒ボコ岩→砂防新道→別当出合 

費 用 52,000円 

利 用 交 通 自家用車 

※日程(天候、コースタイム) 晴天、気温高し。 

1日目：6時間 15分 （実動は休憩含め 8時間 30分） 

2日目：5時間   （実動は朝食、休憩含め 8時間 30分） 

※コースの特徴(注意点・見どころ) 

花の数が多いのと、アルプスの展望が良い。 

※ヒヤリハット    なし。 

※宿泊(料金・場所・内容) 

市ノ瀬：白川温泉永井旅館 10,800円（夕食+弁当）天然温泉 

白山室堂ビジターセンター 10,100円（2食+弁当）売店の缶ビールもゴミ持帰り    

白川郷民宿源作       9,800円 (2食付き） 茅葺き民家 

※下山後の情報(風呂、食事など) 

別当出合～市ノ瀬間 平日はシャトル便なし、路線バス（金沢行など）のみ。 

永井旅館の日帰り湯（600円、宿泊客向サービス券利用 300円） 

※感 想 

台風 12号を追う形で出発（4：00）したので当初雨だったが、岐阜県に入る

とピーカンの天気になった。白山は雪解けが早く雪渓小さく、花は一番良い時

期となっていた。そのためか山頂お池めぐりコースでは「クロユリ」の群生、

雪田植物代表「チングルマ」は花と花穂が共に見ることができた。オオシラビ

ソの木に「ホシガラス」がほんのすぐそばで観察でき、『初めて尽くし』の山

行だった。ただしどこに行っても暑く、室堂でもジリジリと日に焼かれた。 

下山後、バス連絡悪く、市ノ瀬まで 6kmを歩く羽目になったが、石川県の登山

者の車が途中拾ってくれ感謝、永井旅館主人（70才）も優しく迎えてくれ、風

呂代がタダとなった。（玄関前の湧水は美味しいので、二日に渡り利用した） 

観光組（福井観光）とは往路の飛騨高山、帰路の白川郷、上高地を楽しんだ。 

沢渡－上高地往復、同じ年配女性のタクシーに当り、此処でも親切を受けた。 

帰路、沢渡から松本まで少し渋滞したが（偶然にも鎌観バスが先頭！）高速道

路はスムーズで、諏訪湖 SAで地元野菜を買い、鎌ヶ谷に 22時過ぎ帰着。 
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(常念岳・燕岳) 山 行 報 告 

( 報告者：前田延津子 ) 

日 時   2018/8/5（夜行）～2018/8/8 

参 加 者 鈴木か、山脇、前田延 

登 山 口 一ノ沢登山口 

下 山 口 燕岳登山口 

費 用 33,900円 

利 用 交 通 毎日アルペン号利用（往復、宿泊セット） 

※日程(天候、コースタイム)晴れ時々曇り、ガス 

8/6晴れ時々曇り  常念小屋まで 5時間+頂上直下まで往復 2時間。 

8/7晴れ時々曇り時々ガス   

常念小屋 5：40～大天井岳～(喜作新道を通って)～燕山荘 14：30 

8/8朝濃いガスの中、燕岳を往復、頂上ではご来光のおまけつきです。  

 朝食後晴れ時々曇りに、燕山荘 6：30～中房温泉 10：30 

新宿行きのバス 12：45に乗り雨の中新宿着 18：30頃 

※コースの特徴(注意点・見どころ) 

大天荘からの下り、喜作新道の「喜作レリーフ」までのコースタイム 20分

はとても 20分では歩けなくて倍近くかかった。すれ違いが多かったせいも

あるが。 

※ヒヤリハット      特になし 

※宿泊(料金・場所・内容)  

1泊目常念小屋、2泊目燕山荘 

※下山後の情報(風呂、食事など) 

中房温泉(毎日アルペン号の割引で 500円) 

感想 

若者(小学生を含む)が多かった。 久し振りで夜行バスを利用したけれどや

っぱりきつかった。常念小屋で休んでから常念岳頂上を目指したのにコース

タイム(上り 1時間、下り 45分)で歩けずタイムリミットの為、下山。 

前に表銀座縦走コースを歩いた時はルンルン気分だったのに今回は結構長

ーくきつく感じてしまった。色々な場面でトシを思い知らされました。 

それでも縦走コースでライチョウの親子連れに３回も会ったり、珍しい「ラ

イチョウの砂浴び」を見たり、サルに出くわしたりと楽しい時間を過ごせま

した。お花はコマクサをはじめトウヤクリンドウ等々数え切れないほど。 

合戦尾根のきつい下山は合戦小屋でスイカを食べ、道中、ブルーベリーや

ナツグミの実をつまんだりしながら楽しく歩きました。 

北燕岳へ寄れなかったのが少し心残りでしたが・・・・・・・。 

いつも同行の皆様のお世話になり感謝しております。 
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テント泊で仙丈ケ岳 

2018 年 8 月 2 日（木）～3 日（金） 

参加者 永木、羽鳥、桐生、江崎、安田、菅谷、嶋本、蓮見、菅原、畑中 

 

＜憧れの仙丈ケ岳…＞ 

初めてのテント泊にモタモタしながらも、翌朝 6 時に仙丈ケ岳を目指し長衛

小屋のテント場を出発しました。快晴で気持ち良く、南アルプスの山々や清流

や花々を見ながら大満足の山歩き。ところが馬ノ背ヒュッテを過ぎた頃から、

冷や汗に生あくび、頭痛もしてきた。Ｈさんの「素晴らしい眺めだよ！」「気持

ちいい風だよ！」の励ましに答える事すらできず、ようやく何とか仙丈小屋に

着きました。そこで休憩時間、皆さんから冷たいトマトやキュウリなどをいた

だいたので少し落ち着くことができ、山頂を踏むことができました。（高山病、

気を付けていたのになぁ、まだまだ体力不足なのだろうか･･･）テント泊の運搬

設営、食事作り等々初参加させて頂き、皆様ありがとうございました。   

 （蓮見 久美子） 

 

＜仙丈ヶ岳＞ 

 “テント山行で仙丈ヶ岳”の計画にハードルの高さを感じましたが参加させ

ていただきました。地図などを見ていると、計画書のように標高差 1,000m を

4 時間で自分には登頂できるのか…？それは経験上難しいのでテントで待つこ

とを考えていました。 

 しかし帰りのバス

時間が遅くなったこ

とで歩行時間が変わ

ったことや、美味し

い夕食と、慣れない

テント泊にも関わら

ず眠れたことなど登

頂できそうな条件が

揃って来て頑張れば

もしかして…と思い、

山頂を目指すことが

出来ました。 

 山頂からの景色は

想像以上の豪華版で甲斐駒ケ岳や北岳を眺めながらの稜線歩きは気持がよかっ

たです。岩場では緊張してやっぱり震えてしまいましたが皆さんに声をかけて

もらえて無事に越えることができました。有難うございました。 

 リーダーの皆さん、計画から準備と多くの時間お疲れさまでした。お世話に

なりました。 

                            （菅原 恵子） 
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＜南アルプス四度目の正直！＞ 

                        

一回しか使えないでいるシュラフを使いたくて『会山行・テント泊』と『登っ

たことのない仙丈が岳』に即申し込みました。 

南アルプス初登山は二十歳の頃、誘われて夜行に乗り鳳凰三山へ。登山には

アクシデントがつきものですが、そそっかしい性格も災いして話せないほどの

出来事しか覚えていない山行になってしまいました。 

月日は流れ二回目は 8 年程前、М旅行のツアー登山、「山小屋一泊なら行け

そう」と言う友人らと甲斐駒ヶ岳登山に参加。生憎の強風と小雨、ストックで

風のやり過ごし方を教えてもらいながら、これも試練とみんながいたから頑張

れたが頂上で写真を撮る余裕なし。 

三回目は 6 年程前、富士山と奥穂に登れたのでこれもМ旅行の、北岳・間ノ

岳へ。初日小雨、北岳登頂の二日目は雨、雨具姿で無理やり笑顔の証拠写真を

撮り、間ノ岳往復は留守番組で待機。雨は上がったけれど長い下りでは転んだ

人が何人か…無理をしないで良かった。 

四回目、今年は天の神様のご褒美か、いやに晴れ女になっている。暑いが晴

れてる！甲府から南アルプス林道、よくぞ山奥に道路を造ったものだと感心し

ながら絶景を楽しみ目的地のキャンプ場へ。設営も食事の支度も慣れていない

ので役にたたないが、メニューは大好きなすき焼き。お酒も呑めたのでなおさ

ら美味しくて…明日は大丈夫とワクワクして朝を迎えた。が…とんだことに…

夜脱いだズボンがテントの内側に触れていて水を吸ってしまっている。雨具の

ズボンでは暑いし、濡れたズボンをザックにつけ半がわきになるまでスパッツ

で歩くしかなかった。高度を上げるにつれ駒ヶ岳の雄姿、雲に少しかかった北

岳。私、あんなすごい山に登ったのだ！！ と思うと感激をとおり越して言葉

にならない。 

皆さんに気の利いた間

食を頂き元気が出る。 

そのあたりの選び方が私

はまだまだと思う。頂上

ではいろんなグループが

笑顔で写真を撮りあって

いた。 

天気が良ければ小屋泊

まり白峰三山も行けるの

では、と夢がふくらんで

きました。 

帰りの車中では工夫さ

れた美味しい食事だったのに、先輩方が改善点を話し合われていたので、何で

もやりっぱなしの私は大いに反省しながら無事に家路に着きました。 

（畑中 眞澄） 
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鬼怒沼～鬼怒沼山(2140m) 

江崎昌子 

日 程：8月 22日（水）～23日木） 

参加者：鈴木か、前田え、逢地、嶋本、江崎 

８/22（水） 

新鎌ヶ谷から東武電車を４回も乗り換え鬼怒川温泉駅まで行き、日光市営バ

スで女夫淵まで、なんと所要時間はおよそ５時間半。バス停で昼食をとり、加

仁湯の宿を目指してスタート。いきなり急な階段をたくさん登る。 

息ハアハア、汗ダラダラ。登りきると緩やかに下りしっかりした吊橋を渡る

と鬼怒川沿いの遊歩道に出る。涼しい沢の音を聴きながら歩くこと１時間４５

分、宿泊地の加仁湯に着く。白いにごり湯の温泉に入り明日に備えます。 

8/23（木） 

早朝のため、おにぎり弁当を食べ５時３０分に出発。日光澤温泉までは林道

歩き、登山計画書を提出し登り始める。いきなりの急坂、根っこや石に気を付

けながらオシャベリなしで黙々と登る。２時間半、青空がだんだん近づき鬼怒

沼はもう少しかな…。 

AM8:00標高 2020mの

高層湿原鬼怒沼に。 

気持ちの良い広々とした

湿原は私達５人の貸し切

り。素晴らしい。高山植物

はすでに咲き終わり、草紅

葉が始まってオレンジ色、

点在するいくつもの池塘

が朝日に輝いてキラキラ、湿原の向こうには日光白根山。鬼怒沼湿原北端から

鬼怒沼山 2140mを目指す。ここからは山の動物達のテリトリー、熊ちゃん出て

来ないで…。 鈴そしてピーピーと笛を吹き５人の存在をアピール。すると茶

色の動物が横切る。少し行くと今度はオコジョかな、可愛い２つの目がこちら

を見てすっくと２本の足で立ちアピール。可愛かった。 

尾瀬沼へのル－トから右に入り１５分程で 2140m の鬼怒沼山山頂、狭く展望

もないので三角点を触り下山。沼まで戻り、コンパスと地図を見ながら、周り

の山の確認。燧ケ岳、日光白根山、温泉ヶ岳…青空に映えて素晴らしい。 

下山で初めて登山者に会いました。ヘビにも会いましたよ。日光澤温泉で美

味しい水をお土産に、１２時３０分、加仁湯に到着。ゆったりと温泉に入り汗

を流して生ビール組と牛乳組でお疲れ様…カンパーイ！！素晴らしい 2 日間で

した。 
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テント泊で仙丈ヶ岳に登る 

羽鳥健一郎 

駅前の信玄像の逞しき遥か彼方に甲斐駒ヶ岳霞む 

カラフルなテントの花が咲き誇る北沢峠の水は冷たし 

手際よくテントを張りて夕食の支度忙し仲間ら頼もし 

テント泊すき焼サラダ焼きナスと豪華な夕餉明日は仙
せん

丈ヶ岳
じ ょ う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テント場の脇を流れる川の音に自慢の鼾も吸い込まれたり 

リベンジの仙丈ヶ岳は晴れ渡り団十郎も雄姿現わす 

薮沢の水は冷たし風涼し避難小屋過ぎ馬ノ背ヒュッテへ 

炎天下仙丈小屋に登りつく冷たき水に一息入れる 

仙丈ヶ岳は南アルプスの女王なりカール稜線嫋
たお

やかなりし 

甲斐駒ヶ岳と北岳の雄姿左右に見仙丈ヶ岳を下る贅沢 

名にし負う仙塩尾根への分岐点南アルプス山々深し 

眼下には箱庭のようなテント見え我らの下山を待つが如くに 
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お す す め の 宿 

                                       

四元 一成 

恵那山に登った時の宿、鶴巻荘です。 

場所は、長野県下伊那郡阿智村です。天竜川の支流の阿智川に在ります。阿智

村で有名なのは……。 

１） 美肌の温です。昼神温泉郷です。アルカリ性単純硫黄泉で滑らかでツル

ツルの湯触りです。また、良く温まり、肌がすべすべになります。この

温泉郷には、20軒の宿が有ります。 

２） 日本一の星空です。日本一の星空の見える村です。ナイトツアーで、ゴ

ンドラを利用し、1400mに登り、星空を見ます。 

３） 春の彩 花桃です。見ごろは 4月下旬から 5月初旬です。 

４） その他、天竜川の川下り・木曽街道の観光の拠点です。 

 

私たちの泊まった鶴巻荘は、阿智村保養センター信州公共の宿です。 

純和風（木造）の 2階建て、自然に包まれた宿です。温泉は畳敷きの浴場です。 

部屋数は 25 室・宴会場 定員（50 人）大小宴会場・売店等が有り、公共の施

設ですが、施設が充実しています。 

サービス良かったと思います。 

公共の宿ですので、布団はセルフサービスです。朝食はバイキングです。 

値段は和室 3名以上は 7,200円・2 名 8,700円 1名 10,200円です。 

姉妹施設の「湯ったり～な 昼神」は鶴巻荘から 1分の所に在ります。 

大型日帰り温泉施設です。売店・レストラン等が有ります。宿に泊まると入浴

券が貰えます。 

観光に・山登りに利用しては、どうですか？ 

行き方 新宿新南口から 中央ライナー名古屋線（JR高速バス）で 

中央道昼神温泉で下車し、鶴巻荘の車で 10分です。 

住所 野県下伊那郡阿智村智里３３２－４ 

電話 0265－43－2320 

定休日 火曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪次号は菊池光子さんお願いします≫ 
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ちょっと一言 

 

先日、母の新盆法要の後で、ご住職が地域の座禅会に参加した子供たちに行 

った講話の一部を話してくださいました。解かりやすい内容でした。 

『 「いただきます。」は、食材となった命にいただきます。 「御馳走様。」

は、産地から食材を運んでくれた人達や食事を配膳してくれた人へ感謝の気持

ちのご馳走さま。』と聞いて思いました。 

忘れかけていた感謝の気持ちは思い出せましたが、忘れそうになっていたの

は、このところの暑さのせいばかりではないのでは！？ 同時に、最近よく見

る番組のチコちゃんのきめ台詞が、大声で聞こえてきました。     

                           （ 菅原恵子 ） 

 

     

人、それぞれ、猫、それぞれ、最近思うのは、人間社会が求める未来とは？

言っていることがおかしいでしょう。酒を飲みながら（三橋さん高見さんとの

宴会の後）なので失礼いたします。 

今日は、渓谷沿いを歩き、昨日までの暑さを忘れ、犬が楽しそうに水遊びの

姿を見て、自分も幸せを感じる。（ 御岳渓谷ウオーキング ） 

それぞれの生を許容することが。よく分からないが万能の力を与えられたと

言われる人間社会の責務？ 一昨日までの暑さで蚊の活動が少ないので、うれ

しいですが。 

                            （ 小林正人 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月号の担当は、井上順之さんと山口幸雄さんです。 

（ ９月１８日頃をメドに、原稿を高山宛メールにて送付お願い致します ） 
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山の唄考（36）「山・美しき」 

 

 この 8月に 3度目の山の日を迎えた。海の日から 20年遅れて制定された山の日を記

念して、2016年 8月 11日に発表された北島三郎の「山・美しき」を考えたい。サブち

ゃんには「流れる雲の…」で始まる「山」という歌もあるが、これは別モノ。歌詞を読

むとこちらのほうが、山岳景観を愛でる山好きたちの気持ちに近いように感じる。いず

れも堂々とした演歌なのだが。 

 儚さをうたった山の歌とはかけ離れた世界の演歌で「人生訓」を主題にし、山への感

謝のこころを唄う。これもやはり立派な山の唄なのだ。 

【作詞・関根和夫 作曲：叶弦大 唄：北島三郎】聞き比べていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 故郷を持たない自分は、子供のころから何度も訪ねた親の里の山がそれに近い。魚野

川の畔、コシヒカリの魚沼の里から仰ぎ見た越後三山が、丁度「山の字」型に見える雪

深い集落なのだ。そのうちの八海山はまだ頂を踏んでおらず、宿題を今に残している。 

日本人にとって山はかけがえのないもの、生命の源泉なのだろう。災害の危ういところ

でもその土地を離れられず、その風土に生きその地の土に戻って行く輪廻を想う。 

 山の唄を語りだして 3年、36回まで数えてしまった。山の唄を調べ勝手気ままにつ

ぶやき続けてきたが、それこそ数えきれないほどの歌があり、また作られ続けてもいる。

日本各地にそれぞれの「おらが国の山」がありまたその唄がある。民謡から演歌、流行

歌、フォークや歌曲まで種類を問わず挙げてきたが、その中に素朴ないわゆる「山の唄」

が山好きたちに歌い継がれているものがあるのだ。 

 長いことお付き合いいただきありがとうございました。この辺で絶筆とさせていただ

きたく。最後に一枚の写真を！「美しき・逆さ劔」天候に恵まれた 8年前の朝の仙人池。

今も PCの壁紙に使っているものです。劔岳や立山の歌もあるのですが、それはいつか

機会が訪れることがあればと存じます。 

ふるさとの山は 忘れない 

今も心に 生きている 

さみしい時は 輝く峰を 仰ぎ見て 

大きな夢を 追いかけた 

山よ いつでもありがとう 

 

堂々と 山は動かずに 

雨や嵐に 耐えている 

孤独な時は みどりの息吹 吸いながら 

明日(あした)の希望(のぞみ)追いかけた 

山よ いつでもありがとう 

 

遥かなる山は 教えてる 

いつも未来の 道しるべ 

迷った時はのびゆく尾根に手を合わせ 

信じた道を 追いかけた 

山よ いつでもありがとう 

 




