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新春ハイク

冬至の丹沢を歩く

年末の丹沢縦走(個） １.12.27～28

温泉のあるくろがね小屋泊の雪山を愛でる

（個)  2.3.21

総会の開催に当たって

名湯（高峰温泉）と雪山をｽﾉｰｼﾕｳで遊ぶ

中辺路を歩き三大社詣でを叶える

大堀川 リバーサイドパーク周回花見会



巻頭言 

 

山登り 

菊地美智子 

 

 すっかり春めいてしまいました。昨年は暖冬のせいで、雪山を楽しみにして

いた方には、物足りない冬山シーズンだったかもしれません。それでも、今年

は東京２０２０オリンピック・パラリンピックがありますし、かがり火山の会

も 25周年の記念の年で、海外登山や佐渡ヶ島記念山行などなど、記念行事がめ

じろおしの 1年になりそうですね。 

 

 山行は、自然との会話だと思います。地球全体が温暖化してきていることを

実感するこの頃です。夏は各地の大雨で驚かされ、冬になって意外と寒さを感

じなかったり、南極で摂氏 20℃を超える気温が観測されたり、日本でも豪雪地

帯の雪の量が例年と比べて極端に少なかったり、やはり暖かくなって来ている

と感じる機会が増えてきました。むかし理科や社会で教えられた日本の四季の

特徴が変わってきていると感じます。世界各地でも温暖化による禍いへの対応

が遅れていると危機感を持っています。 

コロナウイルスだって、もともとあった病原菌が気候変動によって、目覚めて

しまったかもしれませんしね？ 

 

 私は快適なコンクリートの日常から、生きていることを確認するために山へ

出かけていきます。五感をフルに感じて汗をかき、危険な場所や体力の限界を

感じながら一所懸命がんばる。そして、頂上に登れたときの達成感は格別です。

都会に安穏に生活していては、動物的な感覚はあまり必要とされません。自然

と向き合った時にさわやかに素で生きていることを実感できます。そして、人

間の弱さも感じます。そんな時、かがり火山の会の経験豊かな方々と登れるの

はなによりの安心感と、仲間に対する優しいおおらかさを感じます。 

 新しいお仲間も増えて今年も、おおいに山行を楽しみましょう。私は、去年

購入したけど、出番のなかった寝袋を使った登山を計画してをみたいと、考え

ています。 
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有り 人数 1人

土 ～

記録者 水落　朋子

鍋割山 山　域 丹沢 山行目的

2019/12/19 計画者 山内　桂子

日帰り山行期間 2019/12/21

 山 行 記 録 書 個人

冬至の日近くの丹沢

ルート 尾根 経験者 氏名:山内桂子 交通機関 電車

山　名

柏駅 18:50

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
　鍋割山は塔ノ岳から南西に伸びている鍋割山稜
の西端にあり、山頂が草原状で富士山の展望もよ
く、たおやかな山容。山稜はなだらかでブナ林が
美しい。今回は日没が早い時期であるため、往路
は渋沢駅から県民の森ゲートまでタクシーを使
う。
■参加者（4名）
山内(CL)、佐々木(救急)、小野寺、水落(記録)
■リーダーコメント
豪雨のため登山道不通、道間違え、雨天のため中
止等で行けなかった鍋割山にやっと行けました。
直前の計画に参加して頂けた人に感謝致します。
小丸尾根は標高差８００メートルのマイナーな静
かな尾根でした。頂上で食べた鍋割うどんの味も
格別でした。冬至の２日前に日の短い時期だった
が、軽快に歩いて、早めにバス停に到着出来て安
心しました。

帰　柏宿泊手段 費　用 3,510円 集　合

日
程
・
コ
ー

ス

柏駅 6:07 ⇒ 鉄道 ⇒ 8:28 渋沢駅 8:35 ⇒ タクシー ⇒ 8:55 県民の森ゲート

県民の森ゲート 9:00 →(30) → 9:30 二俣 9:30 → (130) → 11:40 二俣分岐 11:45 →(10) → 11:55 小
丸 11:55 → (20) → 12:15 鍋割山 12:45 →(45) → 13:30 後沢乗越 13:40 → (40) → 14:20 二俣 14:20
→ (70) → 15:30 大倉バス停　（行動時間：5時間45分、所要時間：6時間30分）

大倉バス停 15:55 ⇒ バス ⇒ 16:10 渋沢駅 16:26 ⇒ 鉄道 ⇒ 18:49 柏駅

■山行報告
　12月17日に企画山行として実施予定だったが、天候不良で中止となったため、日にち・メンバーを変えて個人山
行として実施。冬至前日ということで、渋沢駅から県民の森ゲートまではタクシーを利用し、歩程を短くした。到
着すると、すでに多くの自家用車が停まっていて、人気の高さが分かる。二俣までは林道を進む。二俣を過ぎ、沢
を渡ると、小丸尾根への分岐があり、ここからは登山道となる。この先、二俣分岐まではほぼ同じ傾斜の登りが続
くので、足に疲労が蓄積してくる。木の根がたくさん露出していて、道が不明瞭な箇所もあるため、コースを外れ
ないように気を付けて進む。二俣分岐からは明るく見晴らしの良い稜線上を歩く。当日は雲が多かったため、富士
山をはじめとする山々は拝めなかったが、気持ちの良い稜線だった。そしていよいよ鍋割山に到着。予定より遅れ
てしまったため、「鍋焼きうどんは断念かぁ…」と思っていたが、「すぐにできます」とのこと。せっかくなの
で、いただくことにする。寒い季節に山頂で食べる鍋焼きうどんは体に染み入る。すっかり元気になって下山を開
始。こちらも小丸尾根同様、少し急な傾斜が続くが、うどんパワーで軽快に下る。二俣から大倉バス停までの林道
は長かったが、皆さんと歓談しながら進む。明るいうちにバス停に着くことができた。

山頂の鍋割山荘前にて 山頂で食べる鍋焼きうどんは格別

N

▲

栗木の洞山

後沢乗越

小丸

二俣

■

国定立公園掲示

鍋割山

▲

■

県民の森ゲート

▲塔ノ岳

大倉🚏

二俣分岐
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小丸尾根への分岐 始めは人工林の中を進む

整備されていて道が明瞭なところもあれば、 木の根が露出していて道が分かりにくいところも

二俣分岐で一休憩 稜線上は明るく、歩いていて気持ちがよい
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丹沢縦走 山行記録 

2020 年月 1 月 6 日 

小金井 由紀子 

 

12 月２７日（金） 0715 新松田⇒0826 西丹沢自然教室 0835 →0945 ツツジ新道入口 →1215 檜洞丸

1250→1620 蛭ケ岳  

12 月 28 日（土） 0700 蛭ケ岳山荘→0830 丹沢山 0840→0950 塔ノ岳 1010→1420 ヤビツ峠 1450⇒秦野        

          

娘が帰省し、久しぶりに二人で出かける。二人で 8.5 ㍑の水（水場がない）、１㍑の酒、4 食分の食料を背

負って出発。娘は「こんなに重いザックは初めて」と言うが、足取りは軽い。「お母さんのペースでいいよ」と言

われ、のんびりスタート。平日とあってか、私たちが向かうルートは誰もいない。2日前に雪が降り、途中トレー

スがない、テープもない。幸い天気も良く蛭ケ岳までの山々が見えたので、地図で確認しながら進むことが

できた。青ケ岳山荘に寄りランチタイム（無人。休憩する人は 500 円を箱に入れる）。手作りのお稲荷さんとヌ

ードルスープ、温まるなあ。 

その後はアイゼンを装着したり脱着したりと予定より時間がかかってしまった、蛭ケ岳への最後の登り、バ

テたなあ、小屋の管理人さんが、心配して途中まで見に来てくれた。 

サンセット、何と美しいんだろう、富士山が焼けている、一日の疲れが吹っ飛ぶ瞬間、ありがとう、手を合わ

さずにはいられない。 

夕飯は和牛のすき焼き、まじウマ。ビールも最高。生卵も割れずに山頂まで持って来れた。  夜景を眺め

ながら、酒はさらに進み、宿泊している登山者と楽しい会話をして床に入る。 

翌日も快晴。ガチガチの登山道をアイゼン装着して慎重に進む。時間もあるのでヤビツ峠に向けて歩くこ

とにした。塔ノ岳から 7 キロちょい、結構歩き甲斐のあるルートを娘とおしゃべりしながら、写真撮りながら下っ

て行った。 

          
 

メモ：蛭ケ岳山荘のご主人はとても優しくて、お酒が好きで（飲みすぎてご主人翌日寝坊、朝食がかなり遅れ

たというハプニング）、お気に入りの小屋になった。水場がないので要注意、食事の提供は最低限、余裕が

あれば食材担ぎたい（水 500ml500 円、ビール 500ml500 円）。 

宮が瀬

犬超路 🏠蛭ケ岳山荘

用木沢出合 ▲蛭ケ岳

▲檜洞丸

西丹沢自然教室

▲塔ノ岳

▲鍋割山

ヤビツ峠

大倉

ルート図
N

▲丹沢山
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有り 人数 3人

土 ～

写真 写真

金時山登山口 と　　　　　　　　富士を背景に頂上にて

日
程
・
コ
ー
ス

柏駅集合6:00、発05分⇒新宿7：00/23⇒箱根湯本9:18着⇒仙石バス停10：20→登山口10:35→公時神社
10:45/:50→山頂着12:15/13:00→バス停着14:10⇒箱根湯本15:37⇒新宿17:10着、日暮里経由柏、解散　歩
程時間2時間20分、所要時間3時間35分

■山行報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初往
路もロマンスカーを利用して新宿より楽々アクセスを画策したが、切符購入時間他のリスク回避と結論、鈍行ア
クセスとした。車中天気も良くなり道中の景色等に期待が膨らんだ。結果は晴れ男、女が多数を占めていたお蔭
で神社辺りから1時間位の雪に変わるのではないかと疑うほどの悪化した天気を好転させてしまった。やや風の
強い頂上では片方の金太郎茶屋にて熱いキノコ汁、山菜ソバ等に舌鼓を打った。下山開始し矢倉沢分岐を直進、
順調にその後金太郎岩を見つつ、明神岳への縦走路を俯瞰しながら無事下山。楽しみな特急車内での飲食、歓談
であっという間の楽しい新春山行であった。（途中２人ほど滑って尻もちをついた位のヒヤリはあったが何事も
なし。）　　以上記録、佐々木　勲

柏駅 18:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
令和2年初の会山行、金時山から富士山を眺めな
がら新春を祝います。　　　　　　　　　〈往
路〉復旧した箱根登山バスで仙石下車してｽﾀｰﾄ!
公時神社に参拝し無事の下山を祈願する。、復路
は、矢倉沢峠分岐より仙石バス停へ下る。箱根湯
本駅からはﾛﾏﾝｽｶｰでゆったり帰柏する。
■参加者（名）
　ＣＬ有賀秋男、ＳＬ清水幸江、川口光雄、野田
久生、高橋且子、小竹茂、堂添伸一、佐々木勲、
神原よしみ（９名）
■リーダーコメント
はじめてのＣＬで任務を全う出来るか心配でした
が清水ＳＬと参加メンバーの協力を得て無事山行
を終えることができてホットしております。参加
メンバーの日頃のおこないが良く金時山頂上で富
士山を眼前で見られたことは今年の幸運を予感し
ました。

帰　柏宿泊手段 費　用 6,370円 集　合

山行期間 20'1/11

 山 行 記 録 書 企画

日帰り

新春ハイク

ルート 尾根 経験者 川口・野田・佐々木 交通機関 電車

山　名

記録者 佐々木　勲

金時山 山　域 箱根 山行目的

R1.12.11 計画者 有賀　秋男

N
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冬の赤城山 山行記録 

2020年月１月１９日  晴 

CL：野田久生、会計：高橋且子、SL:小金井由紀子（記録） 

1 月１９日（日） 0510 柏 IC⇒0700 渋川伊香保 IC⇒0750 大洞駐車場 0810→0900 登山口（赤城神社参拝

経由）→1010黒檜山 1030→1120駒ヶ岳 1145→1250大洞駐車場 1310⇒1430渋川 IC⇒1630柏 IC 

                                                 【所要時間：4時間 40分】 

関越道の渋滞もなく順調に赤城山大沼駐車場に到着。すでに２０台前後の車が駐車している。風が冷た

く震える中登山準備をする。駐車場から登山口までは１５分ほど、途中赤城神社に立ち寄り参拝する。登山

口でアイゼンを装着するが、登り始めは雪と露出した岩と土とが入り交じりかなり歩きづらい、やはり今年はか

なり雪が少ないらしい。アイゼン初めての高橋さん、難なく登っていく。暗いうちから登ったのであろうか、す

でに下山してくる人もおり、赤城山の人気度が覗える。登り始めて１時間ちょっと、黒檜山に到着。赤城ブル

ー（こんな言葉があるかどうかわからないけど）と霧氷が素晴らしく、富士山、筑波山と遥か遠くの山々まで見

ることができて、澄み渡る青空は今年１年健康で充実した日々を送れることを約束してくれるようだった。 

黒檜山から駒ヶ岳は厳しいアップダウンもなく快適に歩ける。山頂付近は積雪もそこそこで、夏道では木

段を上り下りするらしいが、雪に埋もれていてかえって歩きやすい。駒ヶ岳で軽く食事を取り、鳥居峠経由で

下山した。下山後は赤城 IC そばの「永井食堂」の名物、もつの煮込みをお土産に買って、無事柏に戻った。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：群馬県前橋市赤城山

N

大沼

小沼

黒檜山1827.6m

駒ヶ岳1685m

鳥居峠

渋川伊香保IC方面
ビジター

センター

赤城神社

大洞駐車場

リーダーコメント（野田） 

前日は雨の寒い一日で山行が危ぶまれま

したが、当日快晴の絶好の山行日和に恵

まれ雪の赤城山を十分に楽しみました。 

今年は例年の半分くらいの積雪で、あま

り寒くなく、大沼名物ワカサギ釣りも解

禁されていませんでした。ここは比較的

容易に登れるので、雪山初心者には良い

と思います。来年もこの時期に登りたい

山です。 

 

 

 

 

 

黒檜山（赤城山）山頂からの眺め 霧氷が美しい 

黒檜山（赤城山）山頂 1827.6m 快晴です 
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有り 人数 1

土 ～

飯盛峠

▲大高取山 生越駅

関八州見晴台 桂木観音 G

黒山三滝 ゆうぱーく生越

西吾野駅

顔振峠

吾野駅

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

　西吾野駅よりスタート。パノラマコースは昨年の台風の影響で登山道が崩れているとの情報を地元住民より得
たため、住宅街を抜け歩きやすい萩の平コースを進む。途中萩の平茶屋は廃屋となっていた。高山不動尊から関
八州見晴台まで急登を一歩一歩足を進めると曇天ではあったがスカイツリー、都心のビル群を遙か彼方に望み武
甲山、両神山の雄姿も圧巻。黒山展望台にて昼食、傘杉峠から山中に入ると景色が一転、台風の爪痕か？倒木や
山肌が削られた痕等行く手を阻む箇所も数カ所あり慎重に足を進める。沢を挟んで右に左に登山道はすすみ、黒
山三滝に近づくにつれようやく足も進め易くなり無事男滝女滝に到着。桂木観音へのコースは断念しバスで越生
駅へ向かう。
　天候が心配されたがお天気も持ちこたえ、地図読みしながらＣＬ，ＳＬの連携も素晴らしく奥武蔵の山行を楽
しむことが出来ました。蝋梅は満開、2月15日より越生梅林梅まつり開催！！

0605柏⇒0825西吾野0840→1020高山不動尊1040→1105関八州見晴台1120→1140花立松ノ峠→1200黒山展望
台（昼食）1225→傘杉峠1245→1330黒山三滝1350→1410黒山バス停1424⇒1445越生1502⇒1610池袋1625⇒
柏
（所要時間５時間30分）
＊黒山三滝から桂木観音経由ゆうパーク越生ゴールの予定変更

高山不動尊 関八州見晴台

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
西吾野から越生まで、高山不動尊、関八州見晴
台、黒山三滝、桂木観音等観光地を経由しゆう
ぱーくおごせまで約14キロを歩く予定であったが
昨年の台風の影響で傘杉峠からは倒木や登山道の
崩れていた箇所もあり黒山三滝から先は断念。

■参加者（名）
CL:小金井由紀子、SL:山本尚徳、山本久美子、山
内桂子、小野寺万里子、神原よしみ

■リーダーコメント
急遽予定を変更して選んだコース、下見もしてい
なかったので皆さんにはご迷惑をお掛けしました
が、楽しい時間を過ごすことができました。桂子
さんが持ってきてくれたチーズケーキ、とても美
味しかったです！！

帰　柏宿泊手段 費　用 3,030円 集　合

登山口の住所：生越町

山行期間 2020/1/25

 山 行 記 録 書 

日帰り

春を先取り！

ルート 尾根 経験者 氏名：小金井由紀子 交通機関 電車

山　名

記録者 神原よしみ

生越 山　域 奥武蔵 山行目的

計画者 小金井由紀子

N
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  温泉のある・くろがね小屋・泊りの安達太良山、山行記録書 

山行日： 令和２年１月２６日(日)～２７日（月） 

山行者： 荒井一昭（CL）、佐々木 勲（SL・記録） 

行程 ：佐々木宅４：００発⇒岩槻ＩＣ⇒二本松 IC⇒奥岳 P７:３０着、同登山口８時発→勢至平９：４０/５０→小屋着 

     １０：２０（昼食）小屋発１１：００→頂上着１２：４０/下山開始１３：００→くろがね小屋着１３時半（泊） 

     翌日小屋発７：３０→奥岳 P着８：４０ 帰柏  （歩程時間・初日４時間３０分、２日目・１時間１０分） 

 *天気は快晴、頂上では西風があり体感凍れる、鞍部は無風で暖か、夕方雪が少しちらつく、翌日曇り。 

 

 
 

 

 

  

  

 

コメント（佐々木）：ここ安達太良山は乳白色温

泉のある小屋が大人気の処だ。私は昨春にも

来て名物夕食のカレーを食したが、今回はオー

ジービーフのすき焼きをセット、お湯割り焼酎で 

明るいうちから舌鼓みをうちつつ楽しんだ。少し

の間だけちらついた雪も入湯後のビールのつま

みとしていい風情だ。今度は錦繍の秋季に訪れ

たい。 

走行距離：530km 

費用：宿代 5400円含め１万７千円/人 

 
     

 

 

リーダーコメント（荒井）：来年３月に取り壊される予定のくろがね小屋に泊まった。熱々の白濁した温泉水は予想

以上のすばらしさだった。難を言えば、トイレの臭いか。冬季でも強烈な悪臭を放つトイレが、夏季どのような臭い

を発するのか、考えるのもおそろしい。そのことを差っ引いても、快晴の天候、山頂での３６０度の眺望、美味しい

スキヤキ鍋など、思い出深い山行になった。                

                                      

 

         安達太良山頂上にて                          勢至平より                          

くろがね小屋（泊） 

安達太良山 

1700ｍ 

鉄山 

あだたら高原スキー場 

奥岳登山口 P 
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有り 人数 2人

土 ～ 日

写真

日
程
・
コ
ー
ス

相変わらず土曜日の関越道は事故が多い、しっかり渋滞にはまり八ヶ岳ロープウエイ駐車場に着いたのは予定よ
り1時間遅れ。ロープウェイ山頂を降り身支度を済ませ重いザックを背負い出発するも１５分ほどで縞枯小屋に
到着、正直えっ？こんなに早く着いちゃったの？と拍子抜けしてしまった。小屋に要らない荷物を置いてスノー
シューで縞枯山へ。初めてのスノーシューに歩きづらさを感じ戸惑ってしまったが、慣れてくると結構楽しい。
夕飯は吉川さんのスペシャルディーナー、良く食べ、良く飲み、９時前には就寝。
翌日も快晴。アイゼン付けて北横岳目指ざす。歩き始めは寒くて手足が冷たかったが、つづら折りの道を登るに
つれ体も温まりポカポカしてくる。山頂に着くと成長中のモンスターたちが私たちを迎えてくれた。八ヶ岳ブ
ルー、空は澄み渡り、遠くの山々まで見ることができた。最高の２日間であった。

1日（土）
柏西口6:00⇒佐久南IC1000 ⇒1140山麓駅ロープウエイ
1200 ⇒山頂駅1220 →1240 山荘発1300→1400縞枯山
1420 →山荘15:15
2日（日）
0720山荘→0815北横岳ヒュッテ0825→0835北横岳（南）
→0850北横岳（北）0900→1010縞枯山荘→1050山頂駅
1100⇒山麓P11:30⇒入浴すずらんの湯13:00⇒諏訪南
IC14:00⇒柏IC17:00
　　　　　　　　　　　　　　総走行距離　530㎞

■リーダーコメント（野田）
初級雪山と言うことで、数年同じところに行って
いますが、初心者の参加が少ないのが残念です。
今年は雪も程々にあり天候に恵まれ十分に北八ヶ
岳を楽しむことができました。雪山の素晴しさを
味わうためにも、来年度は多くの初心者の参加を
期待します。

■会計報告（神原）
　会費　19,500円/人

柏駅6:00 17:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
1.比較的容易に行ける山域である。
　スノーシュー、アイゼンで登る。
　雪山の醍醐味を十分に味わえる。
4.関越道、上信越道佐久IC利用
5.今シーズンより山小屋は自炊となる。
　縞枯山荘0266-67-5100、080-8108-3826
　6人予約、5500＋500（暖房費）＝6000円

■参加者（名）
野田（CL）小竹（SL）吉川（食当）荒井（ツエル
ト）神原（会計）小金井（救急　記録)

夕飯：ごはん　酢豚　餃子スープ　豚肉炒め
ロースト猪　ワイン　焼酎　その他
朝食：サンドイッチ　サラダ　スープ　コーヒー

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 19,500円 集　合

登山口の住所：長野県茅野市

山行期間 2020/2/1 2020/2/2

 山 行 記 録 書 企画

宿泊 一泊二日

初級雪山体験

ルート 尾根 経験者 野田　小金井 交通機関 車

山　名

記録者 小金井由紀子

縞枯山、北横岳 山　域 北八ヶ岳 山行目的

計画者 野田　久生

N

ﾛｰﾌﾟｳｴｲ

北八ヶ岳ロープウエイ

山麓駅駐車場

山頂駅

縞枯山2403m

雨池

北横岳2472m

北横岳ﾋｭｯﾃ

縞枯山荘

余裕があれば雨池

までｽﾉｰｼｭｰ往復

途中まで行く

縞枯山荘の前で これから縞枯山に出発 早朝の坪庭を北横岳に向かう
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無し 人数

日 ～

鞍掛峠

▲

花沢の里
法華寺

花沢の里Ｐ

写真 写真

記録者 高橋　且子

焼津アルプス 山　域 大井川左岸山系 山行目的

計画者 山本　尚徳

山行期間 2020/2/2

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

富士山の絶景を観る

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

柏駅 20時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
登山道は整備されており表示も十分されているが
石脇分岐～花沢の里パーキングまでは的確な判断
で見落とさない様に注意が必要です｡

■参加者）
    CL:山本尚徳　　SL：山本久美子
　　装備:佐々木勲　医療:清水幸江
　　会計:小野寺万里子　記録:高橋且子
　　中澤美紀
 ■リーダーコメント(山本尚徳)
低山ながらアップダウンを繰返す縦走はアルプス
の名称に相応しく歩き応えがありました｡静岡県
の山は気候温暖で大きな富士山と駿河湾の海岸線
のコントラスの眺望を楽しめ冬の季節に最適で
す｡この時期に実歩行5時間歩けた周遊コースに大
満足です｡下山後の温泉や海鮮丼も魅力的でお薦
めです｡

帰　柏宿泊手段 費　用 3,760円 集　合

満観峰

高草山

日本坂峠

登山口の住所：静岡県焼津市花沢

日
程
・
コ
ー
ス

2020/2/2
柏発5：50～花沢の里駐車場9：20→法華寺9：35→日本坂峠10：20→満観峰11：25着（30分休憩）
12:05発→鞍掛峠12：30→高草山13：50→花沢の里駐車場15：30
　　　　　　　　　　　　　　　                             （歩行時間約５時間）14.5㎞

■山行報告(高橋且子)
花沢の里駐車場から歩きだし地元の新鮮なミカン･野菜の特売が数ケ所ありカフェではケーキの販売もある重要
伝統的建造物保存地区の花沢の里家並みの終点に登山口があります｡法華寺を経由して日本坂峠から山頂まで165
段+αの階段が続き､右手に駿河湾､静岡市街並み､富士山を眺めながら登り､満観峰山頂（470ｍ）に到着します｡
冠雪の富士山､駿河湾や焼津港の海岸線に沿った街並み､伊豆半島も遠望する360°の大パノラマを見渡し､ベンチ
も沢山あり広々として大勢での山行も可能な気持ち良い空間でした。気温は9℃風もなく穏やかでした。高草山
までの縦走は坂道階段で､高草山（501ｍ）からは静岡の街並みが見事に眺望出来て夜景撮影の絶景名所でもあり
ました｡下山道は石脇へ5回の車道を横切るショｰトカットで進み途中は水仙･紅白梅･河津桜の花を見ながら、出
発地の花沢の里駐車場まで戻りました｡

花沢登山口 満観峰山頂

N
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有り 人数 1

木 ～

▲南郷山

　　▲幕山

幕山公園
〇

椿台 新崎川

▲城山
鍛冶屋バス停

小田原方面

湯河原駅

写真 写真

日
程
・
コ
ー

ス

２/13(木)　　柏駅6：45発→湯河原駅9：10着　バス9：30発→森林公園下車→登山口9：40
南郷山山頂11：40着(昼食)12：00発→幕山13：05着(休憩)13：20発→湯河原梅林公園着14：40着　　バス
→湯河原駅15：30着(解散)

■山行報告
天気予報では、午前中雨との予想だが曇り空のなか出発する。湯河原駅に着くと雨が降り出していたが、20分程
で晴れ間が見え始めたため予定通りに出発する。気温は18度と暖かく、みかん畑を見ながら、舗装された坂を
登っていく。幕山山頂からは真鶴半島が見渡せてとても気持ちが良かった。又、湯河原梅林公園では、梅まつり
が開催されており、素晴らしい景観を楽しむことができました。そして平日山行もいいなぁと実感した一日でし
た。

幕山626m 南郷山613m

柏駅6：40 帰　柏 19：30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
頼朝ゆかりの歴史の山で陽だまりハイク　　　湯
の町、湯河原は冬でも温暖な気候に恵まれ、みか
ん畑が山の斜面に広がる。頼朝伝説の残る史跡を
たどり、海を見ながらのんびりと山を歩き、梅ま
つりで有名な幕山公園に下る。
■参加者（名）8名
西山(CL)　宮田(SL)
渡辺・川上・中山・佐々木・堂添・高野
■リーダーコメント
南郷山から下り、幕山に至る入口の自鑑水（頼朝
伝説の地）への道が分かりずらいのでご注意下さ
い。下山時、青天・梅満開。

熱海方面　　登山口の住所：神奈川県湯河原町

宿泊手段 費　用 約5000円 集　合

電車

山行期間 2020/02/13 日帰り

ルート 尾根 経験者 氏名：西山昭則 交通機関

記録者 高野理津子

山　名 南郷山・幕山 山　域 箱根・熱海 山行目的 平日(梅見)ハイク

 山 行 記 録 書 企画 計画者 西山　昭則

N
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無し 人数

水 ～ 木

大島温泉ホテル

三原山登山口

写真

裏砂漠

登山口の住所：東京都大島町

噴火口の前にて 噴火口と立ち上る湯気

日
程
・
コ
ー
ス

【2月19日(水)】
柏駅 19:59 ⇒ 20:47 浜松町駅 → 21:15 竹芝桟橋 22:00 ⇒(大型客船、船中泊)⇒

【2月20日(木)】
6:00 大島(岡田港) 6:10 ⇒(路線バス)⇒ 6:30 大島温泉ホテル(温泉、朝食) 8:50 ⇒(路線バス)⇒
8:55 三原山登山口

三原山登山口 9:05 →(65)→ 10:10 三原神社 → お鉢巡り(50)→ 11:00 剣が峰 →(50)→ 11:50 大島
温泉ホテル（所要時間：2時間45分（小休憩、写真撮影、風景観賞などの時間を含む））

大島温泉ホテル 11:52 →(路線バス)→ 12:10 元町港(昼食、観光) 15:30 →(ジェット船)→ 17:35 竹
芝桟橋　19:00頃 柏駅着

■山行報告：往復や現地の交通費、朝食、温泉込みで7,000円と聞き、迷わずに参加を決めた。旅は東京湾の
夜景からｽﾀｰﾄ。お上りさん丸出しで写真撮影。今回利用した特2等は2段ﾍﾞｯﾄﾞに枕と毛布が付いていて快適
だったが、高揚感からか熟睡はできなかった。翌朝6:00に大島岡田港に到着。路線ﾊﾞｽが待機していて、すぐ
に出発。ﾎﾃﾙに着き、温泉、朝食を楽しむ。その後、登山口まで路線ﾊﾞｽで移動し、いよいよ出発。最初は低木
がまばらに生える溶岩地の中、舗装された平坦な道を進む。やがて徐々に登り始める。所々に退避壕が設置さ
れていた。お鉢部分まで登ると、地面から立ち上る湯気が見える。ほどなく三原神社に到着。そのすぐそばに
ｺﾞｼﾞﾗ岩がある。1984年の映画ｺﾞｼﾞﾗでは、ｺﾞｼﾞﾗが三原山火口へ落とされて結末となるが、その2年後の噴火で
できたのが、このｺﾞｼﾞﾗ岩とのこと。お鉢巡りは展望が良く、海や周りの島、何とか富士山も拝むことができ
た。火口が見える場所に近づくにつれ、登山道のすぐ脇からも湯気が上る。そしていよいよ火口が見える場所
へ。火口は大きく、深く、湯気が立ち上り、正に地球の息吹を感じることができた。素晴らしい風景に多々足
を止めてしまったため、下山はﾊﾞｽに間に合うよう急ぎ足になってしまったことは反省点である。下山後はﾊﾞｽ
の時刻の都合上、椿園には行けなかったが、郷土料理の「べっこう寿司」を堪能し、満足の山行となった。

独立峰･三原山 山行目的

計画者 山本　尚徳 山 行 記 録 書 募集

日帰り 一泊二日

三原山登山と椿祭り

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 電車+船

山　名

記録者 水落　朋子

大島三原山 山　域

剣が峰

山行期間 2020/2/19 2020/2/20

柏駅：20時 19時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
　地球の息吹を感じる離島ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ｡三原山は比較
的新しい活火山で､溶岩景観や植物の再生する様
を間近に見れるのが魅力的｡富士山絶景ﾎﾟｲﾝﾄでも
ある｡この時期は椿祭開催中｡竹芝桟橋発着､朝食､
温泉､路線ﾊﾞｽ､観光代含めて7,000円のﾂｱｰ利用｡

■参加者(11名):山本(尚)(CL),山本(久)(SL),高
野(救急),佐々木,宮田(装備),有賀,藤繁,清水,加
藤,小野寺,水落(記録)

■リーダーコメント
島の天気予報は変化があり心配しましたが希望通
り眺望に恵まれ温暖で気持ち良い山行となりまし
た｡活火山特有の迫力ある風景に圧倒され間近か
に見る噴煙を上げる噴火口は恐ろしい位でした｡
復路に乗船したジェット船は高速で快適でした｡
格安大島山旅は三原山、温泉､食事良しの大満足
の2日間でした｡

帰　柏宿泊手段 船中泊 費　用 8,300円 集　合

温
泉
ホ
テ
ル
ル
ー

ト

山腹噴火口
テ
キ
サ
ス
コ
ー

ス

溶
岩
地
帯

三原神社

N
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東京湾の夜景

剣が峰を経て、景色を見ながら下山 下山後は郷土料理の「べっこう寿司」でお腹を満たす

初めは平坦な舗装路を歩く

お鉢部分を目指し徐々に登る 所々に退避壕がある

三原神社に到着 ゴジラ岩

登山道脇からも湯気が上る 噴火口は迫力満点
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有り 人数 1人

土 ～ 日

大沢山

入笠湿原

▲ マナスル館

大阿原湿原

宿泊先住所:長野県諏訪郡富士見町富士見11404-200

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

2月22日：　柏（6:10）⇒流山IC（6:40）⇒諏訪南IC(10:00) ⇒富士パノラマスキー場（10:15）⇒
（10:30）ゴンドラ山頂駅（11:04）→入笠湿原（11:23）→入笠湿原出口（11:38）→（11:56）マナスル山
荘昼食休憩（13:15）→（13:50）大沢山（14:00）→（14:15）マナスル山荘(泊) 歩行時間:2時間　所要時
間：3時間10分

2月23日：　マナスル山荘（8:10）→（9:04）入笠山（9:11）→（9:49）首切り清水→（10:12）大阿原湿
原（10:15）→（10:40）八ヶ岳ビューポイント（10:43）→（11:15）マナスル山荘（12:21）→（13:00）
ゴンドラ山頂駅⇒富士パノラマスキー場駐車場（13:40）⇒（14:10）ユートロン（14:50）⇒（15:05）諏
訪南IC⇒流山GS解散（18:25）　歩行時間：3時間40分　所要時間：5時間

柏駅 19:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
スノーシューのメッカとして人気があり一度は訪
れたい冬の入笠山｡富士見パノラマスキー場のゴ
ンドラに乗車して出発し,入笠山の山頂からは南､
北､中央アルプスの山々をはじめ、諏訪湖、八ヶ
岳など3６０度の大パノラマが楽しめ富士山の秀
麗な姿が際立つ最高のロケーションです。マナス
ル山荘宿泊の余裕あるコースです｡
■参加者（名）
佐々木勲（CL)、山本久美子（SL)、山本尚徳（救
急）、伊東春正（装備）、吉川弘恭（記録）、高
橋且子（会計）、神原よしみ、水落朋子（会
計）、中山政子、川上よう子
■リーダーコメント
今回、前日まで雪不足でスノーシュハイクの取り
止めは残念でした。が、アイゼン歩行に切り替え
初日も含め軽雪山登山、及び頂上からの360度の
展望を満喫、堪能できたのではないかと思ってい
ます。当会の慣習の一致協力の下、全員無事に下
山ができた事を皆さんに感謝致します。（佐々
木）

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 19,000円 集　合

入笠山
　1955M

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ
　山頂駅

首切清水

山行期間 2020/2/22 2020/2/23

 山 行 記 録 書 企画

宿泊 一泊二日

スノーシューを楽しむ

ルート 尾根 経験者 氏名：佐々木勲 交通機関 車

山　名

記録者 吉川　弘恭

入笠山 山　域 南アルプス 山行目的

計画者 佐々木　勲

N

入笠山山頂：風が強く、周辺の山頂は雲の中 マナスル山荘：人気のビーフシチュウは私たちで売り切れ
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2020年 2月 23日（日） 日光社山雪山行記録 

                                         野田作成 

前日は大荒れの天気のため、一日ずらして天気が回復した 23 日、2 年ぶりに雪の社山に行く。今年はど

こも雪が少なく、社山も雪が少ないかと心配した。早朝柏を 3人で出発する。 

 

柏 4:30⇒柏 IC4:40⇒東北道⇒日光有料道路⇒清滝 IC6:30⇒歌ヶ浜 P着 6:50（数台駐車、WC有り）  

P発 7:15→阿世潟 8:30-8:40→阿世潟峠 9:00→社山山頂 10:45→阿世潟峠 11:50→阿世潟 12:10－12:25 

→歌ヶ浜 P着 13:40（強風、寒い）                 【所要時間：6時間 25分】 

P発 13:50⇒清滝 IC14:15⇒東北道⇒柏 IC16:25⇒GS清算解散⇒帰宅 17:00  【走行距離：340㎞】 

早朝のため、順調に中禅寺湖畔歌ヶ浜駐車場に着く。現地曇り、風強く寒い。中禅寺湖も波立っている。 

準備をして小雪のちらつく中、阿世潟を目指して出発。例年より雪が少なく、道が凍っていて歩きにく

い。途中よりアイゼンを履いて進む。阿世潟も雪少ない。積雪 20㎝程度か。これより社山を目指すが 

風が強い。積雪がほとんどないため峠までアイゼンで登る。峠より先も雪少なく石ころ交じりの中を登

る。尾根に出ると小雪交じりの風が強くなり、時々強風退避の姿勢を取る。山頂付近はさすがに積雪が有

りアイゼンが良く効く。山頂手前で加藤さんが待機、小竹さんと二人で山頂を目指す。山頂も風強く早々

に下山する。下山時の方が風強く、雪も多くなったようである。阿世潟まで下山した時にはホットする。

途中雪の中のイタリア大使館別荘、英国大使館別荘を見ながら歌ヶ浜 Pへ着く。まだ時間は早かったが、

強風と寒さのため早々に、柏に帰ることとした。今回雪は少なかったが、強風と寒さのため冬山を味わう

ことができ満足できた。社山は比較的容易に雪の冬山を味わうことができるため、来年はもう少し早い時

期に来たいものである。 

参加者  CL：野田久生（車）、SL：小竹茂、会計：加藤澄子 

会 費  7,500円 （高速料金：7,800円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：栃木県日光市歌が浜

N

歌が浜P

中禅寺湖

社山 1826.6m

半月峠阿世潟峠

阿世潟

阿世潟峠 1417m 

強風の中山頂を目指す 
社山山頂 1827m 
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霧ヶ峰スノーシュウハイク記録書 

                                         記録：荒井 一昭 

2020年 2月 24日（月：振替休日）、霧ヶ峰でスノーシュウハイクしました。前日に美ヶ原でスノーシュ

ウハイクする予定でしたが、美ヶ原に通じる道路がアイスバーンと化し、車が登れませんでした。 

当日は、晴天微風の中、山頂から数多くの日本百名山を眺めることができました。それにしても、雪の少

ないこと、少ないこと。今年の水不足が心配です。 

 

■参加者：CL・荒井 一昭、他２名（職場仲間）   

■費 用：約 2.5万円 

■行 程：（2/24のみ記載）コロボックルヒュッテ 08：00出発…08：45車山山頂 09：00… 

09：30蝶々深山 09：45…10：30コロボックルヒュッテ（休憩・ランチ）12：00⇒ 

12：30すずらんの湯 13：30⇒（往路戻り）⇒柏 17：00  

■リーダーコメント：危険個所もなく、初心者 2名を連れてのスノーシュウハイクは楽しい思い出になりま

した。今回宿泊したコロボックルヒュッテは、以前に会山行で泊まったことがありますが、相変

わらず食事、サービスが良く、本当にお勧めの山小屋です。 

車山高原スキー場 

蝶々深山 

車山 1925ｍ 車山肩 P ⓈⒼ 

コロボックルヒュッテの

食事（上から夕食、朝食、

ランチのボルシチ） 
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無し 人数

土 ～ 日

日
程
・
コ
ー
ス

2/29　 柏4:00⇒稲子湯P7:20                                                　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
みどり池登山口7:50→みどり池10:00～10:10→本沢温泉小屋11:40
     　　本沢温泉小屋12:40→夏沢峠14:10～14:20→本沢温泉小屋15:15　
　　　　　（泊）　（所要時間：約7時間30分  👟歩行時間：6時間）

3/1　　　本沢温泉7:30→夏沢峠8:50～9:00→根石岳10:15～10:25→東天狗岳11:05～11:20
　　 　　→黒百合ヒュッテ12:25～13:15→中山峠13:30→みどり池14:20～14:40→
　　 　　みどり池登山口15:40
　　　　      （所要時間：約8時間 　👟歩行時間：6時間30分）　　　　　帰柏

2/29 稲子湯からの登山口が不明瞭のため、みどり池登山口から出発。寡黙な男性２人の間に挟まれ白駒林道の
沢沿いを緩やかに登る。トレースがはっきりしていて道に迷うことはない。重いザックが肩に食い込んでくる。
山腹をジグザグ登って行くとみどり池に到着。池の頭上の切り立つ山肌には、背中に翼を広げた天狗岳が聳え
る。中山峠への道を見送り、しばらく森の中を歩いて行くと前方右側の木の陰に黒っぽい毛並みの動物に驚き悲
鳴をあげる。熊？一瞬３人で固まる。カモシカが登山道を私達に譲り避けて待っていてくれたのだ。角が片方欠
けたおとなしいカモシカと写真撮影。癒しのひととき。抱きしめたくなるくらい可愛いかった。また、しばらく
歩き斜面を急下降して本沢温泉小屋に到着。小屋で受付と昼食を済ませるが１時間も費やしたことは反省すべき
点である。その後、硫黄岳に向かうがペースダウンし夏沢峠で撤退を決める。帰りは野天風呂を見学。数名の登
山者が４０度の白濁した源泉に浸かっていた。小屋に戻り赤褐色の石南花温泉に先に入った男性陣は熱くて湯船
に浸かれなかったようだ。小屋は水の利用ができず不便だった。談話室では、ビールと荒井さんが準備してくだ
さった上品なつまみとワインを飲みながら、みなみらんぼうのガイドをしている登山者達と山の話で盛り上がっ
た。小屋のご飯はパサパサしていて不味かった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3/1 晴天！無風！小屋を出発。夏沢峠から箕冠山を経て根石岳へ。根石岳の登りは、雪が融け露岩がアイゼンに
当たり歩きづらかった。息を切らしながら急登の東天狗岳に到着。山頂からは浅間山など雪化粧した山々が見え
最高の眺望だった。小休止の後、黒百合ヒュッテを目指す。ヒュッテでは、荒井さんお薦めのビーフシチューに
舌鼓を打つ。これから大変な難所が待ち受けている事も知らずに...昼食後、佐藤さんに緩んで外れだアイゼン
を修理してもらう。お陰でこれから先の急斜面で命拾いすることになる。中山峠に向かいすぐに到着。下りの斜
面に唖然。かなりの急斜面で足が竦んで最初の一歩がなかなか出ない。今回の山行の一番の難所だ。踏み外せば
途中止まることなく先が見えないほどの底まで転げ落ちていくに違いない。「ゆっくり確実に歩け」と佐藤さん
の声も大きくなり緊張が走る。長い長い急斜面を一歩一歩慎重に下った。みどり池に着いた時は安堵のため息を
ついた。休憩後はのんびりと登山口に向かった。重いザックそして難所では、心が折れそうになったが、天候に
恵まれ変化に富んだ充実した大満足の山行だった。

柏4:00 20:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
営業小屋が多く、比較的安全に雪山登山ができる
冬の八ヶ岳入門コース。晴天時には、硫黄岳、天
狗岳の山頂から大展望が期待できる。但し、ガス
発生時は硫黄岳で道迷いに注意する必要あり。
■参加者（名）　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＬ＝荒井　ＳＬ＝佐藤　　　　　　　　　　　
会計＆記録＝横田
■リーダーコメント
「秘湯と雪山を楽しむ」ことを目的に、会員3名
で秘湯の本沢温泉に入浴してきました。残念なが
ら硫黄岳には登れませんでしたが、黒百合ヒュッ
テ評判のビーフシチューも堪能でき、楽しい山行
になりました。同行者の佐藤さん、横田さんあり
がとうございました。

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 20,000円 集　合

登山口の住所：長野県立科町

山行期間 2020/2/29 2020/3/1

 山 行 記 録 書 個人

宿泊 一泊二日

秘湯と雪山を楽しむ

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

記録者 横田かすみ

硫黄岳・天狗岳 山　域 八ヶ岳 山行目的

計画者 荒井　一昭

N

天狗岳
2645ｍ

根石岳

夏沢峠

中山

中山峠

硫黄岳
2760m

しらびそ小屋

稲子湯P

本沢温泉（泊）

黒百合
ヒュッテ

天狗岳
2645ｍ

根石岳

夏沢峠

中山

中山峠

硫黄岳
2760m

しらびそ小屋

稲子湯P

本沢温泉（泊）

黒百合
ヒュッテ
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カモシカがお出迎え ビーフシチュー

東天狗岳山頂 本澤温泉小屋 暖かい

強風の名残り硫黄岳

西天狗岳と東天狗岳

東天狗岳の下り
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人数

日 ～

茨城県桜川市

写真 写真

記録者 吉川　弘恭

筑波山 山　域 筑波山 山行目的

計画者 川口　光雄

山行期間 2020,3,1

 山 行 記 録 書 

日帰り

お試し山行

ルート 尾根 経験者 川口他 交通機関 車(野田山本）

山　名

柏駅 17:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
入会予定の　国友和洋様のお試し山行　　　特に
危険な箇所はありません。稜線の賑わいがうその
ような静けさを持つコースです。
■参加者（名）
川口光雄（CL)、野田久生（SL)、吉川弘恭（記
録）、山本尚徳（ツェルト）、国友和洋、山本久
美子、加藤澄子（会計）、高橋且子、高野理津子
（救急）、神原よしみ（10名）
■リーダーコメント:皆様国友様のお試し山行に
参加、協力頂き有難うございました。参加者で1
番若く立身岩のテッペンにも登り、気持ちの良い
方で下山直後歓迎の拍手で仮認証！　　　3/1と
いう春1番の良い日に好天に恵まれ足取りも軽く
【山歩快楽】を満喫！又番外で薬王院五所駒瀧神
社不動院の参拝で【洗心】！真壁ひな祭り見学で
【童心】にタイムスリップ　　！充実の一日にな
り【全てに感謝】します。

帰　柏宿泊手段 費　用 1,000円 集　合

日
程
・

コ
ー
ス

柏発（6:00）⇒（7:25）鬼ヶ作林道出入口坊主山山頂直下駐車スペース（7:35）→女の川入口（7:50）→
女の川詰（9:00）→（9:15）女体山（9:25）→（9:40）御幸ヶ原（10:15）→（10:20）立身岩（10:30）→
（10:40）男体山（10:45）→（11:10）坊主山（11:40）→（12:20）駐車場（12:40）→（13:00）薬王院
（14:00）→真壁（15:30）歩行時間：3:15　所要時間：4:45

■山行報告
鬼ヶ作林道駐車スペースに集合後、服装を整え、出発。筑波高原キャンプ場方面へ女の川入口まで、林道歩き。
沢沿いを左へ左へと進む。木にペンキの印あり。最後の詰めを左へトラバースするとキャンプ場コースと合流、
ツズラ折れの道をしばらく行くと、女体山直下に達する。御幸ヶ原へ下り、研究路を立身岩へ進む、立身岩から
う回路を登って、男体山に到達する。男体山からはう回路を薬王院コースに下り、途中から坊主山山頂へのみち
へ入る。坊主山山頂からは、北北東へ進む踏み跡をたどり、駐車場へ下る。下山後、薬王院、真壁のひな祭り飾
りを見学。小野田寛郎氏の碑のある五所駒滝神社を参詣後、解散。

N

女の川を上り詰めると大岩が 立身岩の上で、大願祈願 男体山頂上で元気に
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追加の写真

追加の写真
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奥久慈男体山 月居山 山行記録 

2020年 3月 7日 晴れ 

小金井 由紀子 

3月 6日（金） 2000柏⇒2200 道の駅常陸太田かわプラザ（車中泊） 

3 月 7 日（土） 0630 西金駅駐車場→0730 円大地（健脚コース）→0815 男体山 0840→1015 鍋転山

1030→1100 月居山→1130 袋田の滝 1150→（蕎麦屋）→1320 袋田駅 1330⇒1400 西金駅    

          

1月に初めて奥久慈男体山を訪れ、健脚コースの鎖場がすっかり気に入ってしまった。男体山から袋田の

滝まで続くトレイルがあると知り、今回計画した。前日夜に出発して道の駅で車中泊。スバル XV での車中泊

がどんなものだかも試してみたかった（かなり快適に寝ることができ、今後は欠かせない相棒となりそうだ）。 

翌朝は 4 時半起床、朝食、身支度をして出発。水郷線西金駅に車を止めて、まずはロードを 1 時間ほど

歩く。遠くに見えていた男体山がだんだん近づいてくると、ワクワク、テンションも上がる。円大地から健脚コ

ースを進み、いくつもある鎖場をクリアし 1 時間かからずに男体山山頂に到着、気持ちいいな。おにぎりを食

べて、袋田の滝に向けて出発。多少のアップダウンはあるものの、軽快に歩くことができる。木々が芽吹き、

黄色い花（名前がわからない）、つつじも咲き始めていた。 

おしゃべりする相手もなく、徐々に疲れ、飽きてきたころに月居城跡に到着。袋田の滝まではもうすぐだ、

最後はコンクリートの階段地獄でヘトヘト、でも上から眺める袋田の滝は美しい。今年は 1 日しか凍らなかっ

たとか。 

袋田駅に向かう途中、手打ちの蕎麦屋に寄り、大盛おろしそばを注文、私好みのゴソゴソした田舎そばで

美味しかった。現在水郷線が一部運転しておらず袋田駅から西金駅まではバスが運行している。余裕をもっ

て袋田駅に着いたのだが、出発地点が駅でははくそこから 800m 離れたところだと教えてもらい、走ってなん

とか間に合った、やれやれ。15キロ歩いたり走ったり、よいトレーニングになった。 

 

近くの温泉： 金砂の湯  三太の湯  （三太の湯のほうがお湯がいい） 

          

      

袋田の滝

袋田駅

▲月居山

水郷線

▲男体山（654m）

円大地峠

西金駅

ルート図
N
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無し 人数

土 ～ 火

櫛ｹ峰

白島登山口 ババア池

不動池

天上山
５７２ｍ

表砂漠

黒島展望山

裏砂漠

黒島登山口

 

写真 写真

天上山 金目鯛と明日葉の夕食

日
程
・
コ
ー
ス

3/6（金）19:50柏発🚆⇒22:00竹芝港発⛵⇒3/7神津港10:20着🚙→民宿(音の葉）   
3/7黒島登山口11:05→オロシャの石塁11:50→千代池12:00→裏砂漠展望地12:35～13:00→不動池13:30→天
空の丘13:35→天上山山頂14:05→白鳥登山口15:20　（所要時間4:15 歩行時間3:30)　    
3/8白島登山口9:15→ババア池10:30→黒島登山口12:05  (所要時間2:50 歩行時間2:30) 
温泉センター13:00～16:00       
3/9黒島登山口10:00→黒島展望山10:50→裏砂漠展望地11:20～11:35→天空の丘→11:50→天上山山頂12:45
→不入ガ沢13:00～13:25→白島登山口14:10   ( 所要時間4:10 歩行時間3:30)                3/10 
神津港10:30⛵→竹芝19:00🚆→柏21:00解散

3/7 前夜竹芝港を出航し神津港に到着。終点神津港で下船したのは、わずか１８名程。民宿のお迎えがあり、宿
でコースの説明を受けた後、黒島登山口から出発。登山道は階段、岩場は歩きやすいように切込みや足形に砕い
てあり子供でも歩けるハイキングコース。道標もしっかりしていて至れり尽くせりの快適な登山道だ。ポカポカ
陽気の中、海岸の景色を眺めながらゆっくりと登る。オロシャの岩塁では、風が強くなり気温もぐっと低くな
る。裏砂漠は、月面を思わせるような地形の砂地で静寂で不思議な魅力を持つ景観だった。天空の丘からうっす
らと伊豆の山が見える。天上山山頂も風が強く早々に白島登山口を目指し下山した。夕食は、近くの居酒屋で乾
杯。ほろ酔い気分で宿に戻ったが、一緒に下船した６０代の男性が行方不明となり騒ぎとなる。地元消防団も出
動し夜中の２時に天上山白鳥付近で無事発見されたが、式根島でも問題を起こした人物だったようだ。3/8小雨
が降る中、昨日と逆コースをババア池経由で最短コースを巡る。眺望はまったくなしの訓練登山となった。午後
は、温泉センターの展望風呂に入り、海と奇石の折りなす景観に癒される。夕食、宿で食卓に並んだ金目鯛等、
超豪華料理に感激。しかし、翌日の欠航の知らせに仕事上の問題が発生し撃沈。Ｓ氏だけは、毎日が日曜日だ
し、また民宿の美味しい食事ができると大喜びだった。3/9一日目と同じコースに再チャレンジ。三度目にし
て、真っ青な海の向こうに伊豆の島々や富士山が見え感動の一日となった。欠航あり、コロナウィルスの影響で
店も休業で不便も感じたが、天上山全コースを貸切状態でのんびりと楽しむことができた。

柏駅19:45 21:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
天上山山頂に登れば本州の山々をはじめ、伊豆諸
島（当居百景展望地）、三宅島、御蔵島（裏砂
漠）を望むことができる。

■参加者（名）
ＣＬ=佐々木　ＳＬ＝佐藤　　　　　　　　　　
会計＆記録＝横田　

■リーダーコメント
思いがけず関東百名山天上山を登る機会を戴き、
まず同伴者２人に御礼申し上げます。頂上台地は
ミニ雲の平の様相、ハート型不動池は期待に違わ
ぬ美しい景観だった。又定期便の欠航によりもう
一日登山を楽しめた事、食事の旨い民宿に出会え
た事、最高の四日間でした。(天気：7日曇り、8
日小雨、9日晴れ、10日曇り）

帰　柏宿泊手段 民宿 費　用 45,000円 集　合

宿泊先住所:東京都神津島村

（前夜船中泊有り）山行期間 2020/3/7 2020/3/10

 山 行 記 録 書 募集

日帰り 三泊四日

春の神津島を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車、船

山　名

記録者 横田かすみ

天上山 山　域 神津島・独峰 山行目的

計画者 佐々木　勲

N
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追加の写真（HP用） 追加の写真

裏砂漠 不入カ沢

不動池 最高点からの富士山

欠航日の夕食、金目鯛

最高点

24



雪の名湯（ランプの宿）高峰温泉と黒斑山をｽﾉｰｼｭウで遊ぶ                             

山行日：令和 2年 3月 13日（金）~14日（土）  

 山行者：荒井一昭（ＣＬ）、佐々木 勲（ＳＬ）                             

     

 

 

日程；３/１３柏⇒野田発 4:30⇒佐久小諸 IC⇒車坂峠 P着 7:35/55発→トーミの頭 10;:30/35 

    →黒斑山 10:45/50→蛇骨岳 11：20/25→黒斑山 12:10→中コース経由 P着 13:40⇒ 

  第５P⇒（雪上車）10分で宿舎着 14:10(高峰温泉泊) （所要時間 5時間 45分 

   （天気初日晴れ、のち曇り翌朝 6時頃より雪）      歩行時間 4時間 45 分） 

  ３/１４宿発 8:55→水ノ塔山着 10:05/10→宿舎着 10:55   (所要時間 2時間) 露店風呂 

   内風呂入浴後、雪上車乗る 12:30⇒第５P⇒同ルートで帰野田 16時解散、柏 16時半 

〈荒井コメント〉 

  程良い登山とスノーシュウハイク、雰囲気の良い旅館での美味しい食事、そして泉質 

 の良い野店風呂での入浴、まさに三拍子揃った山行でした。機会があれば再訪したい湯 

 だと思った。同行の佐々木さんありがとうございました。 

（佐々木コメント） 

  思いがけずスノ－シュウで雪山を歩け、ランプの湯との話ですぐ飛びついた。場所は 

 浅間山を眼前に見渡せる外輪山、黒斑山。ロケーションは最高、蛇骨岳迄尾根歩きを残

雪の中アイゼン歩行で楽しむ。翌日は雪中行軍、スノーシュウが丁度使い易いルートだ。 

帰路カモシカが私の前を横切った。コロナの影響で宿泊客も少なく、帰宿後の露店風呂

は都合３度目の入浴、又飲める湯も格別であった。餌に集まるカワラヒワ等を笹湯をの

みながらゆっくり観察、自然を満喫、こんなにも充実した山行は久しぶり、有難う。 

 
 
 

        

         

 
    

    

 
    

    

         

         

         

         

         

         

         

 

N 

車坂峠 

高峯山 

2106ｍ 
トーミの頭 

黒斑山 

2404ｍ 

アサマ 2000 

高峰温

水ノ塔山 

2202ｍ 

嬬恋村 
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     雄大な浅間山を背景に     高峰温泉玄関 

    槍ケ鞘にて        スノーシュウハイクを終えて 

   

       黒斑山より見る浅間山 

  

 

 

水ノ塔山       雲上の露店風呂（高峰温泉） 
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無し 人数

土 ～

▲

▲

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

山本発⇒小金井⇒小野寺⇒294号⇒茂木町⇒9:00道の駅いい里さかがわ館/吉川合流
ジオグラフィカ勉強会⇒10:20シャトルバス乗車⇒10:50ミツマタ群生地停留場→ミツマタ群生地周遊11:25
→焼森山山頂12:00→12:40鶏足山山頂⇔鶏石→ミツマタの小径→弛み峠→14:00ミツマタ群生地停留場→道
の駅いい里さかがわ館→帰柏17:30

■山行報告
出発地のいい里さかがわ館からミツマタ群生地駐車場までは無料のシャトルバスを利用すると便利です｡駐車場
から焼森山へ登る途中にの樹林帯の谷間に幻想的なミツマタ群生地の圧巻な風景が現れます｡山道を周遊して見
頃のミツマタを楽しみました｡焼森山は急登を直登､木の根に摑まり枝を払い山頂に立ちました｡低山ながら眺望
が良く大勢の登山者が昼食を楽しんでいました｡上り下りを繰り返し鶏足山山頂へ立ちます｡眺望も良く気持ちの
良い山､山名の由来となった鶏の足の形の岩は山頂から往復30分位下った所に鎮座していました｡鶏足山からミツ
マタの小径を経由して弛み峠へと下りミツマタ群生地駐車場へと戻ました｡マイカーでミツマタ群生地駐車場ま
で行けますが台数制限と道幅が狭く群生地まで歩いて遠いのでシャトルバスを利用した方が良いでしょう｡

ミツマタ群生地周遊コース 樹林帯の谷間に咲くミツマタが幻想的

各自拠点 17時頃

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
焼森山はＪＲポスターにも使された幻想的なミツ
マタ群生地として知られています｡鶏足山は山頂
に弘法大師の石祠がある信仰の山､鶏の足の形に
似た鶏石が山名の由来です｡
焼森山～鶏足山縦走は低山ながら眺望も良くアプ
ダウンを繰返す楽しいコースです｡
■参加者（5名）
CL:山本尚徳　SL:山本久美子　講師:吉川弘恭
医療:小金井由紀子　会計:小野寺万里子

■リーダーコメント(山本尚徳)
ミツマタの最盛期に焼森山～鶏足山縦走とミツマ
タ群生地を見る事が出来ました｡近場にありなが
ら今まで行ってなかたのが不思議なほど良い山行
でした｡ミツマタに圧倒されましたが低山ながら
面白みのある縦走コースでした｡吉川氏の丁寧な
勉強会も助かりました｡有難うございました｡

帰　柏宿泊手段 費　用 1,600円 集　合

Ｐミツマタ群生地駐車場

鶏足山
　431M

焼森山
　423M

登山口の住所：栃木県茂木町

山行期間 2020/3/21

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

ミツマタ群生地を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

記録者 山本久美子

焼森山～鶏足山 山　域 鶏足山塊 山行目的

計画者 山本　尚徳

N
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追加の写真 追加の写真

山名の由来となった鶏の足の形の鶏石

焼森山山頂 縦走の分岐点

鶏足山山頂

ミツマタ群生地周遊コース

満開の見頃のミツマタが可愛いです ミツマタを背景に三本指でポーズ
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無し 人数

日 ～ 火

≪熊野古道≫
 

湯川王子 熊野本宮大社

赤木越分岐

近露王子 泊 湯の峰温泉 ﾊﾞｽ停

ﾊﾞｽ停 滝尻

青岸渡寺 熊野速玉大社

紀伊田辺駅 熊野那智大社

大門坂 那智大滝

写真 写真

滝尻王子（スタート地点） 赤木越えの尾根

記録者 佐々木　勲

熊野街道 山　域 熊野 山行目的

計画者 佐々木　勲

山行期間 2020/3/22 2020/3/24

 山 行 記 録 書 個人

日帰り 二泊三日

熊野古道（中辺路）を歩く

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 電車・バス

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

3/21民宿市松泊。３/２２紀伊田辺駅よりバス発6:25⇒滝尻停着7:04→滝尻王子→高原熊野神社9:10/20→
十丈王子10:45→上多和茶屋跡11:29→大坂本王子12:07→牛馬童子12:50/13:00→近露王子13:15→野長瀬一
族の墓→農家民宿13:50泊　（所要時間6時間45分、歩程時間6時間10分、歩行距離14.5km）　　 ３/２３朝
食7時、民宿発8時→比曽原王子8:50→安倍清明の腰掛け石9:20/25→熊瀬川王子10:20/30→迂回路の峠
11:20/30→蛇形地蔵12:13→湯川王子12;25→眼前の蛇12:49→三越峠12:59→迂回路赤木越え分岐13:49→鍋
割地蔵14:50/15:00→尾根歩き→湯の峰温泉着16:15泊(所要時間8時間15分歩程時間7時間20分歩行距離
21.7km）　　　　３/２４民宿発7時バスで熊野本宮大社へ7:15入り口→大斎原8:10→バスで熊野速玉大社
へ権現前停9:50/11:05⇒那智駅（昼食）⇒那智大滝前停→飛瀧神社12:30/45→三重塔→青岸渡寺13:30→大
社13:45→大門坂14:25下山（歩程時間4時間）バスで那智駅⇒新宮経由帰野田

■（総括）今回は、熊野古道のどの路を歩くかのコースを考えるのが楽しかった。も一つの目的は三大社へのお
参り詣ででした。時間の都合で一つ省こうかとも考えたが、平安時代の参拝詣での事を想像して考えを変えた。
但し、本宮から新宮への道のりで途中熊野川を古の人は川船で下った、との件は時間無く次回に譲ることとし
た。総じて中辺路は道標もしっかり整備しており、台風の災禍で一時不通の赤木越えも昨年11月に復旧し助かっ
た。宿はコロナウィルスの影響で外人が殆どキャンセル。すれ違う人も少なく（10人位）外人は３パーティのみ
だった。各王子でスタンプを押しながら古の路を気持ち良く満喫できた３日間であった。
宿3/23:農家民宿さーどぷれいす熊野古道Teｌ0739-65-0170　.3/24:湯の谷荘(湯の峰温泉）Ｔel0735-42-1620

23時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
日本で唯一、世界でも珍しい「道」が主役の世界
遺産[熊野古道]。その歴史は平安貴族が秘境熊野
に現世浄土を求めた事から始まる。現在熊野古道
に数えられているのは大辺路、中辺路、小辺路、
伊勢路など。その中で人気の高いルートが古の趣
を残すこの道歩き、山深い自然の美しさを堪能で
きる中辺路です。　　　　　　■リーダーコメン
ト
青春の匂いの18切符で計画した。桜前線が早く那
智の三重塔をバックにした櫻は圧巻であった。メ
インは中辺路の二日間36km。杉木立の中、各王子
で手を合わせ、往時を偲んだ。赤木越えは累積標
高差1000ｍを踏破。集落が見えたと思ったら、突
然車道に出て驚いた。そこの世界遺産「つぼ湯」
が直ぐ近く、若い白人女性が二人順番待ち。店頭
の缶ﾋﾞｰﾙで乾杯、脚がパンパン。宿の露店風呂も
貸切状態でその夜は達成感で満足でした。

帰野田宿泊手段 民宿 費　用 約5万円 集　合

N
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湯川王子

追加の写真（HP用） 追加の写真

熊野本宮大社 大斎原の大鳥居

熊野那智大社 熊野速玉大社

（左）：那智三重の塔（中）高原熊野神社
（右）大門坂

比曽原王子

牛馬童子像 安倍清明腰掛け石 つぼ湯農家民宿(朝）
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3月28日（土）　大堀川リバーサイドパーク周回花見会 川口光雄

今冬は　暖かくて　3月14に東京靖国神社の桜に開花があったと発表されました。
これから読みますと1週間後満開で　我々の住む東葛地区はさらに1週間後の
3月28日満開になる予定で去年より1週間早く花見の計画をする。
今春は新型コロナウイルスの感染拡大を避ける為宴会は自粛して健康に良い見はやめて
散歩花見会にする。コースは　高田緑地スタートして反時計回りに　流山との1,5Kmを
市境にある青葉橋迄歩き　橋を渡り　対岸を北柏橋迄　4,5Km歩き渡り
高田緑地に戻る、　この範囲を　柏市公園課では大堀川リバーサイドパークと
呼んでるとの事です。　今回は青葉橋から更に西に向かい流山市に潜入し１ｋｍ
先の新駒木橋からの周回で11キロ歩くことにしました。
柏市は桜の名所も沢山あるが　河岸を４，５ｋｍ1直線に桜並木を歩けるのは
此処位でしょうか？　時に3月11日以降の企画山行は中止となり　会員は　個人
山行のみとなり　ストレスがたまる一方ですが　日に日に世界情勢は厳しくなり　
海外では外出制限　禁止をして感染拡大の歯止めに必至である。日本はまだ
ロックダウンはされていないが、この日の感染者は200人を超えました、
花見もともすれば中止も考えましたが2日に分け人数も7人程度に、マスク徹底
口数は少なく　飛び飛びで歩き　桜を仰ぎ見　足元の野の花を楽しみながら
3時間で完歩出来ました。(9時~12時） 【2日目は雪と雨で中止しました】
人間社会はコロナに翻弄されていますが　自然界は　毎年変わりなく季節を
巡らせてくれます。満開の桜、足元の野花、水面で遊ぶ水鳥に心癒されました。
大堀川は上に山もないのにどうしてこんなに豊に水が流れてるのだろう？と
不思議に思っていたが　同行の仲間のお陰で知識を付けられました。感謝
参加者の感想
SL,根本　京子＝ 桜ウオーキングをたのしむ市民の中に会員とすれ違う
場面もあり楽しい1日でした。かがりびメンバーと自然と触れ合いながらリフレッシュ
しました。不安な毎日が　続いている中　ご参加頂きありがとうございました。
加藤　澄子＝ お天気に恵まれ肝心の桜と春の野の花を愛でながらの
ウオーク、何年振りかのJR陸橋下の通過、いつものコースも皆さんと一緒だととても
楽しく短時間に感じました。最後に花ふぶきが美事でした、お世話になりました。
小野寺万里子＝ お天気が心配された日でしたが歩いていると汗が出るくらいの
暖かさでした！高田緑地から江戸川大学辺りまで歩き折り返し国道16号線を超えて
防災公園で一休み❢いつもは一方通行で歩いていますが対岸を歩いてみると又景色
が変わって新鮮でした😊カワセミが物凄い速さで川面を飛んで行ったり桜以外の植物も
見られました❢北柏橋橋迄行って反対側にまわって帰ってきました❢久しぶりに
かがりびの方たちと歩いてとても楽しかったです！
小竹　茂＝大堀川の水は　利根川の水をポンプアップし一部を手賀沼へ一部を新駒木橋

手前より大堀川へ一部を坂川に流しています.その為現在はとてもきれいになり
辺りもカワセミを見ることができました。
国友和洋＝大堀川縦走楽しかったです。花鳥の名前を教えて頂きありがとうございましたうござい
これから大変な時期にさし掛かりますがこれを支えの1つとしたいと思っています。
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退会あたって 

平井 昭 

最初の山は、中学一年生のバスケのコーチに連れていかれて、初めて体験した

奥多摩の簡単なハイキングでした。山を体験したことのない少年の自然観が衝

撃を受けました。高校 3年生の夏休みの奥秩父単独縦走が少年期の最後の山で

した。その後 30代半ばまで山からは遠ざかり 36歳で知人から道具の一切を借

りて、岩登りを体験し、次には、またまた初めての冬山を体験させられて、そ

の後、普通の山にも行くようになりました。そんな時に帰りの電車で一緒にな

った同世代の男性に、一緒に下車した柏に、山の会が有ることを聞き、山の会

「らんたん」に入会して、益々山に行く機会が増えました。が、ある事をきっ

かけに意見の対立が起きて、やがては分裂の騒ぎに発展して、「らんたん」を飛

び出したメンバーにより「かがりび」が創設されました。創立メンバーとして

参加したのですが、又、何年かして、意見の食い違いから分裂騒ぎが生じて、

行動を共にするメンバー数人が「NAC」なごみ・アドベンチャー・クラブを作

りました。沢登りや岩稜の山、スキーや山スキーがメインの少人数のグループ

で、ハイキングが極端に少ない、偏向的な山の会の為に、新しいメンバーの参

加が望めずにまた有っても限られた人数で、山行を計画しても最少催行人員の

確保が難しくなり、やがては、会を解散して、山に行けるメンバーは、元の「か

がりび」に再度入会して現在に至りました。 

離合集散を繰り返して、間もなく７３歳になろうとしている現在ならば、随分

と回り道や無駄なことをしてきたようにも感じられるのですが、血気盛んな年

齢と体力では仕方のない事と反省です。 

山に対する考え方や方法や志向はそれぞれに有り、十人十色。体力の違いもそ

れぞれ。同じであることの方が珍しいと考えれば、その中での最大公約数的な

選択肢が、山行を計画、実行して行く、成熟した大人の会員による山の会と考

えるようになりました。 

山が大好き、アウトドア―が大好き、自然が大好き、色々な大好きが有りそれ

自体誰にも制約を受けません。がひとたび日常の生活から、非日常の世界に入

ったならば、そこには多くの危険がひしめいているのも現実です。初心者は体

力、知識と経験から危険を避けて楽しむ方法を学ばなければならないし、ベテ

ランも、昔取った杵柄にとらわれず、正確に自分の体力の限界をつかんでの行

動に山行を計画実行出来れば、年齢を重ねて尚、山を楽しめるでしょう。 

膝の故障はあるものの、装具を装着すればそれなりの山へはまだまだ行けるし

挑戦もしたいのですが、50年連れ添った相棒の病気が段々に悪化の方向にある

為に、会活動に支障をきたすようになり、一時的に身を引くつもりが、年齢的
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には永久的に辞めざるをえないことになりました。多くの山の仲間との出会い

や山行は、私の財産です。かなりヤバい体験もありました。燦然と輝く私の中

の宝物です。体力の無くなった自分だからこその貴重な一場面。 

それぞれの山の形を、実現してください。体力が無ければ、知識が無ければ、

経験が無ければ、諦めないで下さい。用意すれが良いのです。準備すれば良い

のです。仲間に手伝ってもらえば良いのです。山の会を利用すれば良いのです。 

そんな山の会を、一人一人が参加して作っていくことを願っています。 

長い間有難うございました。 

皆様の益々のご活躍を願ってやみません。 

R2年 3月 3日 
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会報の歴史探訪       

                                    野田久生 

かがりびの会報も 2020 年に創立 25 周年を迎え、今回で 94 号となりました。会創立以来途

切れることなく発行されてきており、ここに至るまでの先輩諸氏の努力・想いのほどがが感

じられます。25 周年を迎えるにあたり、これらの会報が散逸する前に整理しておいてはと

言う声が会員よりあがり、第 1 号から集めて整理し、データ化しては言う話になっていま

す。相当な分量になりますのですぐにとは行きませんが、貴重な資料を整理しデータ化の道

筋をたて、過去の会報を容易に見られるようにしたいと思っています。整理データ化につい

て、今後皆様方の協力をお願いします。（具体的内容は決まっていません。） 

 

創刊号 1996年 3月 

 かがりび山の会創立に当たっての思いが熱く語られています。 

 その中の一文を紹介します。 

 

 創立にあたり会是として「自然を愛し、人と和し、山を楽しみ、自己を高める人の輪」と

言うことを掲げ、会名としては、人の心に希望を授ける「灯」として「らんたん」より、

より一層野性的に激しく表現するものとし「かがりび」と致しました。 

（会長 小谷直行 原文引用） 

この会是は今でも延々と引き継がれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

創刊号表紙 1996年 3月 

 提供 川口さん 
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2020年度（第 27回） 3月総会の開催に当たって 

                                 会長 野田久生 

2020年度総会については、新形コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、会場の閉鎖、狭い

空間で多人数での集会などの自粛により、今回は会員が一堂に参加しての総会は中止しまし

た。このような状況下においても来年度の会活動のため、総会で運営委員会が作成した議案

書の会員の承認が必要です。そのため今回は特例として、メールで議案書の賛否を問うこと

にしました。結果として 3月 25日までに権利のある会員よりメールで回答を頂き、賛成（承

認）過半数で、議案書が了承されました。ありがとうございました（最終的には全員より回

答受領しました。信任（承認）40人、不信任 1人、計 41人）。4月からは、新運営委員で会

の運営を行って行きます。よろしくお願いします。2019年度運営委員の方々、1年間ありが

とうございました。 

 

 議案書の主な内容 

 １．会長挨拶、今年度活動方針説明 ⇒ コロナの影響が大きく有りそうです。 

 ２．2019年度 決算報告      ⇒ 資料通り 

 ３．2019年度 活動報告      ⇒ 資料通り 

 ４．2020年度 役員・部員担当一覧 ⇒ 各自自分の担当を確認ください。 

 ５．2020年度 予算書       ⇒ 25周年記念業予算を組込んでいます。 

 ６．2020年度 山行計画一覧    ⇒ コロナの影響が大きく有りそうです。 

 ７．2020年度 各部活動方針（運営委員会、総務部、山行部） ⇒ 資料通り 

         山行部教育係のステップアップ講習が今年度から計画されています。これの主旨説明

を開山祭で行う予定でしたが中止のため、今後機会を設けて説明します。 

 ８．会装備一覧表         ⇒ 必要に応じて利用ください。 

 ９．山行管理・遭難対策指針    ⇒ 重要です。目を通しておいてください。 

 10．労山基金事故時の手続き    ⇒ 重要です。目を通しておいてください。 

 11．会員名簿           ⇒ 個人情報が記載されています。取扱注意。 

 12．会則、山行規定、自動車使用に関する規定 ⇒ 重要です。内容理解ください。 

    主な改訂事項 会則 6条の 1 会費   1年の前納とする。 

               12条の 1 慶弔規定 会員死亡時の香典 3万円とする。 

            会登録自動車一覧表 実情に合わせ修正 

 

現在新コロナウイルスにより全世界で感染者が 100万人、死者も 5万人を超える影響がでて

います。このように誰も経験したことが無い異常な状況となっています。皆様には社会の一

員として責任ある行動をとるようにお願いします。 

このような状況下ですが、困難に負けず、試練として前向きにとらえ、この騒ぎが収束して

から、再度活発に会活動を行いましょう。そのため日頃から、筋トレ、ストレッチなどを行

い体力強化に努めておきましょう。 

                             2020年 4月 3日 作成 
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かがりび山の会　2019年度山行実績 2020/3/29　山行部

№ 山行日 山名 区分 ＣＬ SL メンバー 交通 宿泊 備　　　考

128 12/31～1/2達磨山、発端丈山 個人
山本
(尚)

山本
(久)

車 二泊

129 1/1 宝篋山 個人
小金
井

車 日帰り

130 1/1 宮島弥山 個人 若林 電車 日帰り

131 1/11 金時山 企画 有賀 清水
川口、野田、樫本、高
橋(且)、小竹、堂添、
佐々木

電車 日帰り

132 1/12 大山～念仏山～弘法山 個人 川口
電
車・
バス

日帰り

133 1/19 筑波山 個人 川口 車 日帰り

134 1/19 赤城山 個人 野田
小金
井

高橋(且) 車 日帰り

135 1/22 筑波山 個人 吉川 車 日帰り

136 1/25 越生ハイク（奥武蔵） 個人
小金
井

山本
(尚)

山本(久)、山内、神
原、小野寺

電車 日帰り

137 1/25 六甲山 個人 坂元 若林 電車 日帰り
FBグループ
の新年山行

138 1/25 筑波山 個人 吉川 車 日帰り

139 1/25,26 安達太良山 個人 荒井
佐々
木

車 一泊

140 1/25 宝篋山、小町山、雪入山 個人 川口 車 日帰り

141 1/30,31 三ツ石山 個人 加藤 電車 一泊 ツアー登山

142 2/1,2 縞枯山、北横岳 企画 野田 小竹
荒井、吉川、神原、小
金井

車 一泊

143 2/2 焼津アルプス 個人
山本
(尚)

山本
(久)

佐々木、清水、高橋
(且)、小野寺、中澤

車 日帰り

144 2/4 筑波山 個人 吉川 車 日帰り

145 2/8,9 広沢寺岩場 訓練 早川 伊東 車 一泊
関東ブロッ
ク合同訓練

146 2/11 雨引山・吾国山・難台山 個人 川口
電
車・
バス

日帰り

147 2/11 武尊山 個人 伊東
小金
井

小竹 車 日帰り

148 2/13 南郷山・幕山 企画 西山 宮田
堂添、加藤、佐々木、
山内、高野、渡辺、川
上、中山

電車 日帰り

149 2/16 筑波山 個人 吉川 車 日帰り
猿田彦コー
ス

150 2/19,20 大島三原山 個人
山本
(尚)

山本
(久)

高野、佐々木、宮田、
有賀、藤繁、清水、加
藤、水落、小野寺

電
車、
船

一泊

151 2/22 筑波山 個人
小金
井

車 日帰り
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№ 山行日 山名 区分 ＣＬ SL メンバー 交通 宿泊 備　　　考

152 2/22,23 入笠山 企画
佐々
木

山本
(久)

山本(尚)、伊東、吉
川、高橋(且)、神原、
水落、中山、川上

車 一泊

153 2/23 日光社山 個人 野田 小竹 加藤 車 日帰り

154 2/23,24 霧ヶ峰 個人 荒井 他2名 車 一泊

155 2/29,3/1 硫黄岳・天狗岳 個人 荒井 佐藤 横田 車 一泊

156 3/1 筑波山 個人 川口 野田
吉川、山本尚、山本
久、加藤、高橋且、高
野、神原、国友

車 日帰り お試し山行

157 3/1 高見山 個人 若林 他1名
電
車・
バス

日帰り

158 3/4 筑波山 個人 吉川 車 日帰り 松岩コース

159 3/7 奥久慈男体山 個人
小金
井

車 日帰り

160 3/7～9 天上山 個人
佐々
木

佐藤 横田
電
車、
船

二泊

161 3/13,14 黒斑山・高峯山 個人 荒井
佐々
木

車 一泊

162 3/14,15 妙義山　浅間山 個人 木口 小金井、他2名 車 一泊

163 3/14～17 小無間山･大無間山 個人 竹本
山本
(尚)

山本(久)、他1名 車 二泊

164 3/15 筑波山 個人 吉川 車 日帰り
護摩壇コー
ス

165 3/15,16
雲雀鳥屋、築紫山、御嶽
山、大政山他

個人 川口 車 一泊

166 3/19 筑波山 個人 川口 車 日帰り

167 3/21 宝篋山 個人 川口 他4名 車 日帰り

168 3/21 筑波山 個人 吉武 車 日帰り

169 3/21 焼森山～鶏足山 個人
山本
(尚)

山本
(久)

小野寺、吉川、小金井 車 日帰り

170 3/22～24 熊野街道 個人
佐々
木

電
車・
バス

二泊

171 3/25 雨巻山 個人
小金
井

他2名 車 日帰り
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2019年度　山行実施サマリ

形態別集計表

項目 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 年間合計

企画 3 4 8 4 19件

25 24 54 36 139人

訓練 3 2 0 1 6件

15 9 0 1 25人

募集 1 1 3 0 5件

3 1 12 0 16人

個人 30 42 29 38 139件

72 105 68 76 321人

特別 1 0 0 0 1件

18 0 0 0 18人

交流 0 0 1 0 1件

0 0 2 0 2人

合計 38 49 41 43 171件

133 139 136 113 521人

地域別集計表

山域 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 年間合計

北海道 1 4 0 0 5件

東北 2 4 3 2 11件

北陸 0 8 5 0 13件

関東 26 17 26 30 99件

甲信 4 13 2 5 24件

東海 3 0 0 2 5件

近畿 2 1 5 3 11件

中国 0 0 0 1 1件

四国 0 1 0 0 1件

九州 0 0 0 0 0件

海外 0 1 0 0 1件

合計 38 49 41 43 171件
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■　例会、運営委員会、県連等の活動状況一覧表　（2020年1月～3月末）

月 日 曜 会議名
参加者数
開催場所

主な内容

1月 6日 月
県連

役員会

伊東
19：00～21：00
県連事務所

総会資料レビュー

8日 水 例会
27人

19:00～21:00
豊四季台近隣セ

1.新年のあいさつ。
2.各部報告
3.来年度新運営委員　今月より、運営委員会に参加願う。

9日 木
1月

運営委員会

8名
18:30～20:50

豊四季台近隣セ

1.来年度総会資料の作成について、内容協議、1月末ほほまとめ
る。
2.伊藤秀子さん会友の件。了承された。

１４日 月
自然保護委

員会

山本尚
労山事務所

19:00～20:30

16日 木
県連

理事会

野田、伊東
19:00～20:40
船橋西部公

1.房総の山の台風被害からの復興に関して、県にアプローチ開始
2.県連総会　3月7日（土）件スポーツセンターにて開催
3.総会議案所内容確認

22日 水 例会
00人

19:00～21:00
豊四季台近隣セ

1.3月25日（水）総会への参加を願う。
2.来年度役員決定。総務部長、有賀、副部長、佐々木
3.会則の変更　6条　会費　1年間の前納とする案説明

23日 木 全国理事会
山本尚

労山事務所
19:00～21:30

27日 月
県連

教遭委員会

伊東
19：00～21：00
県連事務所

雪上技術講習検討

30日 木
機関誌委員

会

山本尚
労山事務所

14:00～18:30
登山時報の見本誌発送

2月 3日 月
県連

役員会

伊東
19：00～21：00
県連事務所

総会準備

6日 木
2月

運営委員会

8名
18:30～20:50

豊四季台近隣セ

1.来年度総会資料の内容確認、協議
2.平井さん　家庭の事情により3月末退会。了承された。
3.来年度会山行内容の確認、一部変更有。

8,9日 土日
関東ブロック
合同訓練

伊東
13：00～13：00
神奈川・広沢

寺

アルパイン系セルフレスキュー
ハイキング系セルフレスキュー

10日 月
自然保護委

員会

山本尚
労山事務所

19:00～20:30

12日 水 例会
00人

19:00～21:00
豊四季台近隣セ

1.総会の案内状メール発信済、欠席者は委任状提出のこと。
2.労山基金集金
3.経費請求半日締切。決算報告の準備を行う。

13日 木
県連

ハイキング委

伊藤、根本
18:00～19:30
県連事務所

1.総会関連内容確認
2.ふれあいハイク　10月25日（日）予定。各会の協力願う。
3.全国連総会　要旨紹介。

13日 木 全国理事会
山本尚

労山事務所
19:00～21:30

15日
16日

土
日

全国連
総会

山本尚・伊東
府中

第34回総会　　府中コンチネンタルホテル
関東ブロック行事担当確認
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20日 木
県連

理事会

野田、伊東
19:00～20:40
船橋西部公

総会資料の準備、確認

25日 火
県連

教遭委員会

伊東
19：00～21：00
県連事務所

雪上技術講習の開催中止を決定

26日 水 例会
00人

19:00～21:00
豊四季台近隣セ

1.コロナウイルス対策について、注意事項など
2.総会について説明
3.例会後、エベレスト登山ん、トレッキング説明（中山氏）

3月 2日 月
県連

役員会

伊東
18：00～21：00
県連事務所

総会資料準備、総会中止を決定

5日 木
3月

運営委員会

9人
18：30～20：30
豊四季台近隣

セ

  中止　メール連絡にて実施

7日 土
県連
総会

千葉県
13:00～16:00
スポーツセン

ター

中止
メールにて対応

8日 日
臨時

運営委員会
10:00～12:00

P柏

1.総会資料の印刷
2.3月臨時運営委員会、3月以降の活動方針について

9日 月
自然保護委

員会

山本尚
労山事務所

19:00～20:30
新型コロナのため欠席

11日 水 例会
00人

19：00～20：30
豊四季台近隣セ

　　中止　メールにて連絡

12日 木
県連

自然保護委
員会

18：00～20：00
県連事務所

新型コロナのため欠席

23日 月
県連

教遭委員会

伊東
19：00～21：00
県連事務所

中止

25日 水
総会
例会

32人
18:30～21:00

豊四季台近隣セ

　中止　総会議案資料の賛否、メール連絡にて賛成多数で承認さ
れた。

26日 木 全国理事会
山本尚

労山事務所
19:00～21:30

新型コロナのため欠席

40



・会員往来 

 入 会  3月  国友和洋さん  今後よろしくお願いします。 

 退 会  3月末 平井 昭さん  長い間お世話になりました。 

                  お元気にお過ごしください。 

 

・栄誉功労章 全国連より長年の功績（20年以上の実績）をたたえ表彰されました。 

       伊藤秀子さん おめでとうございます。今後も宜しくお願いします。 

 

 

・編集後記 

  本来なら多くの担当者の手助けを頂き、製本作業を終え，冊子としての最終号を皆さん

に渡す時期なのですが、それができず全てコロナ災禍と言って過言ではない。この３か

月間の諸活動がこんなにも危機的状況になるとは思わなかった。 

私個人としては３月３度の山行を決行、少ない報告書を想定、２つの記録書を責任者と

して何とか１０時間以上かけて作成、上梓致しました。 

  最後に、延期の製本日が早く到来し発行に至る事且つ、会の諸活動が元に戻る事を 

  念じつつ筆を置きます。ご協力引き続き宜しくお願いします。  （佐々木、４/５） 

 

 

 

 

 

 

 

・コラム 

山が笑う  

  山笑ひ人群衆（ぐんしゅ）する御寺かな  虚子 

春の山は明るく生気があり霞がたなびいて、いかにも快適であたかも山が笑っている 

「春山は笑っているよう、夏山は滴るよう、秋山は粧うよう、冬山は眠るようだ」 

中国 漢詩集「臥遊録」「春山淡冶（たんや）にして笑う如く」より 

    自然や風景を擬人化した、味のある表現と思いませんか。 

薫風（くんぷう） 

   5月～初夏 この季節に緑や花の香りを運んで静かに、そして爽やかに吹く風 

 

   過ごしやすい季節となってきました。山が笑う春山を楽しみましょう。（HN） 
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例会議事録 司会：小竹　記録：山内

①2019/1/11

③2020/2/1

④2020/2/13 南郷山・幕山 西山、宮田　温泉は未定。2/12打合せ。1/24日に締切

①2020/1/12 大山～念仏山～弘法山　川口　毎年お正月に行きます。

②2019/1/25 芦ヶ久保氷柱 小金井、山本（尚）、山本（久）、山内、神原、小野寺

③1/25,26 房総の山 房総ロングハイク　野田、川口、吉川、加藤

④2020/2/1９

　～２／２０

大島の三原山

山本（久）

大島お得セット、7000円で22:00に出発、朝島に到着。

登山口まで送迎。登山し、15:00に乗船、17:15に着岸

参加希望者募集、希望者は終了後に打合せ

運営委

員会

山 行 部

県連

①12/14,15

①2019/12/18 筑波山吉川、菊地、大岩　コンパスの使い方を学んだ。男の川を登った。

②2019/12/21 鍋割山 CL山内、SL佐々木、水落、小野寺

③12/27,28 塔ノ岳・丹沢山 CL小金井、娘と行った。小屋ですき焼きを食べた。

⑤12/31～1/2 三つ峠山、霜山、馬立山、九鬼山、菊花山、神楽山、御前山（川口）

⑥12/31～1/2 達磨山、発端丈山　CL山本（尚）、山本（久）伊豆半島の山で絶景だった。

⑦2019/1/1 宝篋山 CL小金井　山口コース。駐車場は満車、頂上も混雑

寿限無の会 ３月７日に３０周年記念の落語公演。見に来て下さい。（山本）

入笠山スノーシュー　ＣＬ佐々木、ＳＬ山本（久）

中山さんからエベレストツアー講演会の開催希望有り。パンフレットを配布
その他

2020年1月8日

出席者

野田、伊東、佐々木、根本、有賀、清水、吉川、沼尾、水落、川口、菊地、小金井、高橋、佐藤、

山本（尚）、山本（久）、小野寺、大岩、堂添、伊藤、藤繁、加藤、荒井、西山、木村善、西山

(合計　２８名）

会

山

行

計

画

金時山ＣＬ有賀、ＳＬ清水、川口、野田、高橋(且)、小竹、堂添、佐々

木、神原

登山鉄道が仙石まで行ける事になりました。例会終了後打合せ。

山小屋は食事なし、自炊。雪の状況が不明。例会終了後打合せ。

縞枯山、北横岳　ＣＬ野田、ＳＬ小竹、荒井、吉川、神原、小金井

山本尚、神原、伊東、吉川、荒井、中沢、高橋、小野寺、水落、川上

⑤2020/2/22

～23

忘年山行　御殿山、伊予ヶ岳、富山、鋸山　ＣＬ川口、ＳＬ菊池

山本(尚)、平井、沼尾、大岩、有賀、川上、清水、小野寺、伊東、野田、

佐々木、荒井、神原、高橋(且)、小竹、山本(久)、吉川、中澤、堂添

地元の山を登る事が出来た。楽しかった。

会

山

行

各部報告

９日に開催。来期候補の運営委員も参加。来年度の活動計画を検討中。

3月25日に総会を開催。総会資料は2月第二例会で配布

総

務

部

個

人

山

行

計

画

バスで行く。男性はシュラフ、女性はふとん、全体で70名。軽アイゼン要

個

人

山

行

やっと登頂出来た。小丸尾根はタフな登りだった。うどんは1500円

総務　会計は２月末で締めます。２月１２日に最終支払い。１月中にメールで請求

来年度の会費は３月の例会で集金。保険は１月末に口数申込み。２月の例会で集金

広報　94号は４月５日に印刷　

１月16日に理事会、総会は３月７日、代議員はかがりびで５名参加の予定

山行報告

概要計画書はほぼ集まっています。来週山行部でチエック
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例会議事録 司会：小竹　記録：山内、川上

①1/25,26 房総の山 房総ロングハイク　天候が悪そうなので中止

②2/１

③2/13 南郷山・幕山 西山、宮田　2/12打合せ。９名参加予定

④2/22～23

①1/25 黒山三滝、生越 小金井、山本（尚）、山本（久）、山内、神原、小野寺

②1/26,27 安達太良山 荒井、佐々木

③2/8～11 西吾妻山 吉川 スキーと山歩き、西吾妻小屋に宿泊

④2/1９

　～２／２０

運営

委員

会

山 行 部

県

連

会

山

①1/11

①1/12 大山～念仏山～弘法山　川口　初詣でした。

②1/19 筑波山 川口　キャンプ場からの道は雪があった。

③1/19 赤城山 野田、小金井、高橋(且)　アイゼンを付けて歩いた。

④1/21 奥久慈男体山 小金井　岩の登りが長く良い山だった。気に入った。

⑤1/22 筑波山 吉川　GPS　ソフトの使い方の勉強に行った。

2020年1月22日

出席者 野田、佐々木、根本、有賀、清水、吉川、水落、川口、菊地、小金井、高橋、佐藤、山本（尚）、

山本（久）、小野寺、堂添、加藤、荒井、西山、木村善、木村律、神原、星野、中澤(合計　27名）

会

山

行

縞枯山、北横岳　ＣＬ野田、ＳＬ小竹、荒井、吉川、神原、小金井

雪の状況を再度確認。例会終了後打合せ。

入笠山スノーシュー　ＣＬ佐々木、ＳＬ山本（久）山本尚、神原、伊東、

吉川、中澤、高橋、小野寺、水落、川上　雪が少ないけど決行のつもり

・車　小金井さんの新車を会山行で使えるように手続きをする。

・会友の中島さんが心臓の手術で入院された。入院見舞い金はどうか検討する。

大島の三原山　山本（久）CL、山本（尚）、佐々木、有賀、加藤、水落、

小野寺、宮田、藤繁、清水　22:00に竹島出発、朝大島港に到着。三原山登

山口まで送迎。三原山登山する。15:15に乗船、17:30に着岸

個

人

山

行

総務　令和元年の会計は２月末で締めます。２月１２日に最終支払い。

来年度の会費は３月の例会で集金。保険は２月の例会で集金

会報　94号は４月４（土）に印刷　、柏の広報に会員募集を掲載、問合せなし　

房総の山、荒れている。千葉の山の３つの団体で県に支援をお願いする。

ふれあいハイク、10/25辺りで実施の予定。身体障碍者向け大楠山ハイク。一つの車椅子

に７人が必要、70人位が必要

3/7総会、千葉スポーツセンターで開催。伊東、野田、根本、大岩、吉川、川口、星野

山行報告

特になし

・中山さんからエベレストツアー講演会の開催希望。別途日程を決める。そ

の

他

金時山ＣＬ有賀、ＳＬ清水、川口、野田、高橋(且)、小竹、堂添、佐々

木、神原　頂上で富士山が見えた。ロマンスカーの中で楽しかった。

各部報告

1/９日に開催。総会資料の作成、3月25日に総会を開催。総会資料は2月第二例会で配布

会則の変更点：会費は６ケ月単位だったが１年分を集金する。

伊藤秀子さん４月から会友になります。

総

務

部

個

人

山

行
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2020 年 2 月 12 日           例会議事録 

 

出席者 

野田、木村（善）、川上、山本（尚）、山本（久）、西山、川口、佐藤、高野、伊東、荒井、佐々木、根

本、有賀、藤繁、小竹、清水、吉川、加藤、高橋（且）、小金井、神原、水落、大岩、堂添、中澤（計

26 名）、入会予定者：国友 

 

会山行計画 

・幕山 2/13 西山（CL）、宮田（SL）ほか 8 名 本日打合せ 

・入笠山 2/22,23 佐々木（CL）、山本（久）（SL）ほか 9 名 本日打合せ 

・守屋山・蓼科山 3/14,15 伊東(CL)、加藤(SL)、川口 2/26 例会で〆切 

・雨巻山 3/28 有賀（CL）、山本(尚)（SL）ほか 6 名 2/26 例会で〆切 

 

個人山行計画 

 ・筑波山 2/16 吉川 猿田彦コース 

 ・三原山 2/19,20 山本（尚）（CL）山本（久）（SL）ほか 9 名 

 ・牛松山・沓掛山・茶臼山・高ヶ尾山 2/21～24 川口 

 ・高尾山 3/8 吉川 GPS ｿﾌﾄ(ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｶ)の利用とﾊﾟｿｺﾝを使わない計画書の作成 参加者募集中 

 ・神津島 3 月上旬 佐々木ほか 2 名 2/14〆切 

 

各部報告 

 ・運営委員会： 

    ・総会資料 2 月末完成予定。3/11 事前配布。確認願う。 

  ・3/25 総会欠席の場合は委任状を野田会長にメール等で提出。開催案内と委任状様式は 2/11 にメー

ルで送信済。 

  ・平井さんがご家庭の事情で 3 月末をもって退会される。 

  ・次回例会日（2/26）の 18:00～18:50、20:00～20:50 に中山さんからエベレストの話。是非参加を。 

  ・今年の柏フェスタは 5/10（日）。申込済。担当は佐々木さん。 

  ・過去の会報をデータ化する予定。星野さん、川口さんを中心に、協力していただく。 

  ・総務係の物品等の管理担当者：総会資料（有賀）、ネームホルダー（菊地）、テプラ（高橋（且））、

T シャツ（佐々木）、ハイキング ABC（小竹）、歌集（有賀） 

  ・入会予定者（国友さん（男性）、見浪さん（女性））のお試し山行参加者募集 

3/1 筑波山 川口（CL）、伊東（SL） 入会予定者分の保険手続を行う 

 ・総務部(会計)： 

・今期分の請求は本日〆切。それ以降の請求は来期分でお支払いする。 

中島悦子さんへのお見舞金（10,000 円）は、川口さん＋数名で届ける。 

 ・総務部(基金・会費)：基金は本日と 2/26 例会で集金。会費は 3 月の例会で集金。 

 ・総務部(広報)：1 月分の山行報告は本日中、2 月分は次回例会時に提出していただきたい。 

 ・山行部： 

・次年度はステップアップ講習を 13 回計画している。開山祭で内容を説明する。 
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  ・次年度の歩荷訓練の日にちを変更する（6/7→6/14）。 

・県連： 

・3/7 総会 出席者 役員：野田、伊東 代議員：根本、大岩、吉川、川口、星野 

・県連・各会の現状(2/11 メールで送信済) 高齢化が進んでいる。入会者の獲得には HP が有効か。 

・ちばニュース 2 月号送信済 総会案内や台風被害復旧対策等が掲載されている。 

・4/4,5 雪上講習 参加者：荒井、小金井 参加者募集中。 

・6/21 玉原高原ハイキングが予定されている。 

 

会山行報告 

 ・縞枯山・北横岳 2/1,2 野田（CL）、小竹（SL）ほか 4 名 天候良好。北横はｱｲｾﾞﾝ。自炊も満喫。 

 

個人山行報告 

 ・越生ハイク 1/25 小金井（CL）、山本（尚）（SL）ほか 4 名 氷柱ができておらず予定変更。 

 ・筑波山 1/25,2/4 吉川 男川等。時刻が早かったため、ほとんど人に会わなかった。 

・安達太良山 1/25,26 荒井、佐々木 積雪 50cm ぐらい。天候に恵まれた。 

・宝篋山・小町山・雪入山 1/25 川口 雪入山は行ったことが無い人が多いと思うが、おすすめ。 

・焼津ｱﾙﾌﾟｽ 2/2 山本（尚）（CL）、山本（久）（SL）ほか 5 名 展望が良く、梅などの花も楽しめた。 

・広沢寺岩場 2/8,9 伊東 関東ﾌﾞﾛｯｸの救助隊合同訓練で約 30 名が参加。ﾊｲｷﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙの訓練を要望した。 

・雨引山・吾国山・難台山 2/11 川口 

・武尊山 2/11 伊東、小金井、小竹 気温－13℃、風速 18m と厳しく、剣ヶ峰で折返した。計画書の

提出義務やヒトココ（レンタル有）を所持していないとリフト券が買えないなど、遭難対策が充実。 

 

その他 

 ・3/29(日)、3/21(土)、4/4(土)のいずれかで大堀川での花見を予定。開花予報などを見て日を決定する。 

 

以上 
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2020 年 2 月 26 日           例会議事録 

 

出席者 

野田、星野、川上、山本（尚）、山本（久）、伊藤、吉武、西山、川口、佐藤、伊東、佐々木、根本、

有賀、菊地、小竹、清水、吉川、加藤、高橋（且）、小金井、神原、水落、小野寺、堂添、渡辺（計 26

名）、入会予定者：国友 

 

会山行計画 

・守屋山・蓼科山 3/14,15 若林(CL)(伊東より変更)、加藤(SL)、川口、野田 次回打合せ 

・雨巻山 3/28 有賀(CL)、山本(尚)(SL)ほか 10 名 最終計画書をメールで送るので各自確認 

・佐渡島 5/22~24 川口(CL)、若林(SL)ほか 12 名 参加者募集中 

 

個人山行計画 

 ・硫黄岳・天狗岳 2/29,3/1 荒井(CL)、佐藤(SL)、横田 

 ・筑波山 3/1 入会予定者(国友氏)のお試し山行 川口(CL)、野田(SL)ほか 6 名 

 ・高尾山 3/8 吉川 GPS ｿﾌﾄ(ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｶ)の利用とﾊﾟｿｺﾝを使わない計画書の作成 3/7〆切 

 ・神津島天上山 3/7~9 佐々木、佐藤、横田 

 ・黒斑山・高峯山 3/13,14 佐々木、荒井 

 ・妙義山・黒斑山 3/14,15 小金井 

 

各部報告 

 ・運営委員会：3 月は、3/5 18:30～ 

    ・コロナウイスルに注意。状況次第では今後の運営委員会や例会はメールでのやり取りとする。 

  ・総会資料作成中。運営委員は確認願います。会員には 3/11 例会で配付予定。 

・3/25 19:00～ 総会 欠席の場合は委任状をメール等で野田会長に提出。 

・会報ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰの整理方法について運営委員会で諮るが、いいｱｲﾃﾞｱがあれば、野田会長に連絡を。 

 ・総務部(会計)：本日 2019 年度の監査終了。次の経費請求の支払いは次回例会から。 

 ・総務部(基金・年会費)： 

  ・3/11 例会,3/25 総会で年会費を集金。3 月の例会が中止の場合は 4 月以降になる可能性あり。会員

9,600 円、会友 6,400 円。会費の件の詳細と 2020 年度の請求書様式は後日改めてメールで送る。 

 ・総務部(広報・渉外)： 

  ・会報 94 号の印刷は 4/4 10:00～ 

  ・登山時報購読者は 3/11 例会で 12 か月分(3,720 円)集金。新規購読希望者も募集。 

 ・山行部：特になし 

・県連： 

・3/7 総会 出席者 役員：野田、伊東 代議員：根本(書記)、大岩、吉川(書記)、川口、星野 

・4/4,5 に予定されていた雪上講習は、雪不足のため中止。 

・6/11 県連ウィークデー山行(玉原高原) メール送信済 先着 50 名(〆切 5/15) 申込は根本さんまで 

 ・全国連： 

  ・2/15,16 総会。出席：山本(尚)(理事)、伊東(代議員)。 
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  ・労山会員数が減少。秋田県では団体がなくなった。一方、三重県と沖縄県では新たな団体。 

  ・登山時報は赤字。デジタル版と紙を併用することで経費削減を図る計画がある。 

  ・東北震災基金は打切り、被害者支援委員会に引き継ぐ。 

 

会山行報告 

 ・南郷山・幕山 2/13 西山(CL)、宮田(SL)ほか 8 名 梅がきれいだった。 

 ・入笠山 2/22,23 佐々木(CL)、山本(久)(SL)ほか 8 名 1 日目夜の降雪がｻﾗｻﾗ状態。2 日目に入笠山。 

 

個人山行報告 

 ・筑波山 2/16 吉川 猿田彦コース。最後の方は岩場だった。 

・大島三原山 2/19,20 山本(尚)(CL)、山本(久)(SL)ほか 9 名 下山が急ぎ足になったのは反省点。 

・筑波山 2/22 小金井 白滝コース 途中で道が分からなくなったところがあった。歩行距離約 20km。 

・日光社山 2/23 野田(CL)、小竹(SL)、加藤 雪少なく、気温は低くなかったが、風が強かった。 

 

その他 

 ・大堀川での花見は 3/29(日)を予定。参加者は川口さんまで連絡を。 

 ・例会前の 18:10～18:50 と例会後の 20:00～20:50 に中山氏からエベレストの講演を受けた。 

 

以上 
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