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今年の夏はいつ梅雨が明けたのかしらと思うばかりに、蒸し暑い不順な日が続きまし

た。皆様お変わりございませんか？ 
近頃月日の流れるのが非常に早く感じるのは私だけでしょうか？今年も半年以上の

日が過ぎ、あれよあれよといっている間に秋の山行案内を考えています。山歩きをして

いると自分の年齢も忘れ、頑張るのですが、体力の低下には追い付いていけません。 
しかし皆様のご協力により、今楽しめる山を探して、一歩一歩時を同じくして、歩き

たいですね。、歩けることに感謝しながら、今後もまだまだ歩ける山は沢山あるようで

すからご支援よろしくお願いいたします。 
織田沢美知子さんが二度目の脳梗塞で、入院されていましたが、８月１５日無事退院

されることになりました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （代表	 佐藤登代子） 
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山	 行	 計	 画	 

 
10 月の山行	 岐阜金華山（３２９ｍ）～御在所岳（1,212ｍ） 
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戦国時代に築城された岐阜城は金華山の頂上にあり、はじめ稲葉城といわれていたが、

１５６７年織田信長の居城となり、岐阜城と改名された。岐阜市のシンボル・ツブラジ

イの照葉樹林の花が黄色に見え山全体が金色に華がいて見えるところから金華山と呼

ばれているとか。	 

できれば金華山は片道、歩いて登ってみたいです。｛自由です｝御在所岳はロープウ

エイで往復します。

■日	 時：2017年 10月 9日（月・祝）～10日（火）
■集	 合：10月 9日ＪＲ岐阜駅改札口１１時｛大きい改札口｝
■行	 程：１日目

新幹線ひかり東京（8：03）～新横浜（8：22）～名古屋（10：09） 
在来線に乗り換え（10：30）～岐阜駅（10：49１０：４９）改札口 

	 	 バス｛１２・１３番乗り場｝－岐阜公園前下車	 	 ２１０円

ロープウエイ又は徒歩約１時間＋休憩＝頂上｛金華山｝岐阜城｛見学｝

下りはロープウエイにて、下山。

＊時間があれば岐阜の公園、大仏、鵜飼、大垣の墨俣城跡等見学したいと思います。参

加者で決めたいと思います。宿泊は名古屋の東横インの予定です。（個室）

２日目

名古屋バスセンター8：15バス 三交湯の山温泉 9：22｛１３５０円｝ 
ロープウエイ―山頂公園駅―リフト頂上駅 10分展望台 

帰路は 16時 15分のバスがありますが、時間の都合上電車で早く帰る事もあります。 
参加者は宿の予約もありますので、９月１８日迄に連絡ください。

■担当者：佐藤登代子 

11 月の山行	 常陸の古社巡り	 

創建８５７年と伝わる茨城の古社を、出来たら二社で一体となっているので、時間と

気力・体力が許せば２ヵ所を巡りたいと思います。	 

一般的に大洗の磯前（イソザキ）神社は良く知られておりますが、その４キロ程北に

ある酒列磯前（サカツライソザキ）神社は地味な存在で余り人口に膾灸しておりません。

そもそも同時期に創建されたとの事で、祀られている神様お二人をそれぞれ共有してお

ります。近頃こちらの酒列神社の方は「宝くじが当たるパワースポット」として人気が

あるようで、年末の宝くじにご興味がある方はお参りするとよいかもしれません（笑）。	 
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■日	 時	 2017 年 11 月 14 日（第２火曜日）

■集	 合	 ＪＲ常盤線勝田駅ひたちなか海浜鉄道乗り場	 	 １０：３０（１０：４３勝

田発乗車）	 

■コース	 酒列磯前神社～中世代白亜紀層～徒歩 or バス or？~那珂湊市場～大洗磯前

神社	 ～水戸で解散（若しくは季節が進んでいれば本場アンコウ鍋で酒宴）	 

■歩程	 全行程歩けば多分５時間前後（天候・体調に依って適宜に対応）

■持ち物	 皆様の今までのご経験で適当に・・

■担当	 村山裕嗣	 

■申込み	 特に不要。当日集合場所にいらした方が参加者。

参考	 ジパングお持ちの方は東京から勝田まで約１２７㎞ですので、往復買えば３割

引です。小生は上野発９時の特急「ひたち５号」乗車予定（勝田着１０：２０）。	 

12 月の山行	 一夜城・小田原散策	 

一夜城は豊臣秀吉が小田原北条氏攻めを決行し一夜にして城を作り上げたといわれ

ています。	 

しかし一夜にして作ったというのには仕掛けがありました。実は鬱蒼とした樹木に隠

れて数カ月前から城を作っていました。完成したところで夜陰に乗じて一気に樹木を切

り払ったのであります。小田原城から見れば石垣山に忽然と城が現れ見えたのです。一

夜城の大マジックショウを演じた秀吉でした。｛本より抜粋｝	 

■日	 時	 2017 年 12 月 12 日（第２火曜日）

■集	 合	 箱根登山鉄道	 入生田駅	 改札前	 9：30

■持ち物	 日帰り山行時持ち物｛弁当持参｝

■コース：

入生田駅（9：45 スタート）→一夜城（11：00 着）一夜城跡で昼食並びに城跡見学

→12：30 スタート→早川駅 13：30 予定	 早川駅発古河行 13：57→小田原駅 13:59 着

→清閑亭（黒田官兵の子孫の黒田長成侯爵邸）→尊徳神社―ここで解散とします。

解散後｛自由にいたします｝

■老舗（だるま）てんぷら他メニューは豊富（予約してませんが、自由に食事できます）

■小田城見学→大改修がなされた小田原城見学

■担当：	 亜厂文代	 	 	 佐藤登代子 	 

■申込み	 12 月 10 日迄にお願いいたします。

参考時刻：小田急線新宿７：22－町田７：58－小田原 9：01－箱根登山鉄道

9：02－入生田 9：13（新宿 7：37－小田原 9：12－9：17－入生田 9：29）
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山行報告	 

6 月の山行	 赤城山	 

地蔵岳（1673.9m）一等三角点	 長七郎山（1578.9ｍ）三等三角点	 

■期	 日：2017 年 6 月 13 日（火）天気は曇り、時々雨

■参加者：下野武志	 植村澄江	 石田要久	 佐藤登代子	 深田美好（係り）

深田夫人（ゲスト）	 

■コース：練馬駅―赤城駐車場―新坂平駐車場～地蔵岳～八丁峠～小沼～長七郎山～句

碑めぐりの道～駐車場～練馬駅	 	 ＜深田さんの車にて移動＞	 

赤城山の最高峰・黒檜山（1826.6ｍ）に登りたいと思い練馬駅を出発したのですが、

車の中で黒檜山は皆さん登ったことがあるということでもあり、天気が思わしくないこ

ともあり、コースを地蔵岳に変更させていただきました。	 

赤城の駐車場について驚いたことは車が一杯、カメラマンが一杯です、この天気なの

に、、、、、それはヤマツツジ、レンゲツツジ、が満開、これ以上は咲けないという位、真

っ赤に山を染めていたからだと思います。	 

10：30 新坂平の駐車場を出発し、ツツジのきれいな山道に入りましたが、やがて山

道はガラガラ道になりました。約 1 時間で頂上につきました。霧は晴れないまま昼食を

取りました。景色は霧で見えません。残念です。	 

12 時頂上を後にして、階段や木道が続く八丁峠に向かう。30 分ほどで八丁峠。	 

八丁峠からは小沼の静かな平坦な道を歩く、今まで咲いていたツツジと違う、アカヤシ

オやシロヤシオガ次から次へと私たちの目を楽しませてくれました。	 

13：25 長七郎山に着く。三等三角点があり、相変わらず視界はきかず、すぐに帰途に

つく、まず八丁峠まで戻り、舗装道路を歩き、句碑めぐりの道を句碑を見ながら歩き無

事駐車場に 15：20 到着。花よし、新緑よし、仲間よし、雨も大したことなく、楽しい

赤城山でした。近くのふじみ温泉に浸かり、疲れを取って、車にて帰京する。高速道路

は渋滞もなく、練馬駅に 18：45 着	 車の運転をして下さった、深田さんありがとうご

ざいました。お陰様で赤城の新しい山のピークが踏めました。（文	 佐藤登代子）	 

地蔵岳 長七郎岳	 
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７月の山行	 草津白根山と嫗仙の滝	 

■期	 日：2017 年 7 月 24 日（月）～25 日（火）

■参加者：鈴木裕代	 植村澄江	 石田要久	 佐藤登代子	 深田美好	 深田夫人（ゲスト）	 

亜厂文代	 清水千枝子	 小泉義彦	 下野武志(係)	 下野美穂子（ゲスト）	 

草津へはオールリのバス（八王子９時出発）と深田さんの車（練馬８時）にて出かけ	 

した。草津紅葉{宿泊先}に集合 13：15－13：30 草津に別荘を持っている下野さんの車	 

と深田さんの車に分乗して草津白根山に向かいました。山頂駅まで車が入れるようにな	 

り火山活動も静かになりつつあるようです。	 

山頂駐車場からは 10 分ほど歩きロープウエイにて山頂を目指しました。	 

花のきれいな時で道々目を奪われて足も止まっていました。(ゆっくり見ようよ)	 

コマクサが咲き乱れている草津展望台へは希望者のみとして、ゆっくりコマクサの花

を楽しんでいました。	 

山頂組は展望台まで行き、霧が出て来たので、写真を撮り下山する。皆が待っている、

分岐点まで行き、又一緒にロープウエイ乗り場迄来て、下りは歩いて下山しました。	 

１７時過ぎにホテルに着き、温泉に入ってくつろぐ。	 

２５日	 二日目朝食７時―8 時 30 分出発	 

嫗仙の滝は下記の写真のとおりです、	 

嫗 仙 の 滝

１２時ホテル紅葉着

１２時４５分バス出発―１７時八王子着

写真：小泉義彦	 	 	 	 文：佐藤登代子
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映画・エベレスト征服	 

■期	 日：2017年 8月 12日（土）山の日にちなんで
制作は 1953 年、エベレスト初登頂のヒラリー、テンジンのドキュメント作品でした。	 

＊エベレスト初登頂者は出発前からの、山道具点検準備、行程表、医療関係者、撮影者

等、細部にわたり、計画され又山々でのルートハント等迫力ある作品でした。	 

実際に基ずいたドキュメント作品なので、雪崩の音、吹雪の音等、胸に迫るものがあり

ました。登頂したヒラリー、テンジンの誇らしい姿が、素晴らしかった。	 

実際に自分がエベレストに登ったように見終った時はほっといたしました。感激しまし

た。あのころのエベレスト登山と今では入山者の数も抜群に増えました。	 

しかし田部井淳子さんが、女性初登頂されたことは私達の誇りです。(文	 佐藤登代子)	 

3 月の海外の旅	 ハワイハイク 8 日間（ラナイ島・マウイ島・オワフ島） 

■期	 日：2018年 3月 1日～８日
■参加予定者：石光久仁子、植村澄江、鈴木裕代、染谷美佐子、三井吉由江

■旅行費用：400.000 円（8～10 名）

■締切（一次）：行程表（案）を同封します。ご検討ください

9 月 30 日までに染谷までご一報ください。	 詳細は㈱エイチ・ア

イ・エスより、ご案内致します。	 

年会費納入のお願い

新たな会計年度になります。総会時に徴収いたしましたが、欠席の方は、2017年 4月
～2018年 3月分の年会費 1,000円を下記「ゆうちょ銀行」口座にお振込をお願いしま
す。すでにご納入いただいた方はご容赦ください

不明な点は佐藤代表及び会計担当の石光迄お問合せください。

ゆうちょ銀行

店名：008（読み	 ゼロゼロハチ）	 店番：008 普通預金 
口座番号：2125817	 口座名：二火会 

今年度会費納入状況（個別）	 

※2017 年 4 月～2018 年 3 月 納入済 未納




