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日ごとに木々の緑が濃くなってきました。総会と講演会を皆様のご協力のお陰で無事終

えることが出来ました。	 

総会では今話題になっている、緊急対策委員会への対処の仕方など貴重なご意見もあり

ました。山行計画を対策委員会に報告する時は二火会としてフオーマットを作りましたの

で、担当者は事前に提出して頂きたいと思います。	 

総会の時に山行計画を立てましたが、そこで各月の担当者が決まりました。その中で、

10 月が深田さんの担当でしたが、佐藤が 10 月を担当して、宮城蔵王に行くことになりまし

た。宿泊費が安い、休山会の誉田さんの別宅に泊めていただき、山の案内もして頂きます。

紅葉が素晴らしい時でもありますので、ご参加ください。	 

私は、気持ちはまだまだ若いと思っているのですが、体の方が思うように動くことが出

来ません。しかし皆さまは永年歩かれた経験もあり、無理のない範囲で、山を楽しみたい

ものです。花見でもいいし、海を眺めながら歩くのもいいですし、里山、街歩き、まだま

だ歩けますよ。一緒に楽しみましょう。	 	 	 	 	 	 	 	 	 

代表	 佐藤登代子	 
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日本山岳会	 ニ火会平成３０年度通常総会議事録 

 
日	 時：平成３０年５月８日（火）１４：００～１５：１５ 
会	 場：日本山岳会ルーム 
 
出席者：１７名 
欠席委任：１６名（合計３３名） 
５月８日現在の会員数は４６名で、出席者・欠席委任の合計は３３名で本総会は成立。 
 
＜審	 議＞ 
佐藤代表の開会の挨拶の後、松島会員の進行で始まる。 
 
1号議案	 平成２９年度活動報告 
配付資料に基付き松島会員から説明があり、承認される。 

２０１７年４月１１日	 勝峰山・深沢山（雨天中止） 
係り：下野武司 

２０１７年４月２２日～２７日	 特別山行・小笠原 
	 	 	 	 	 係り：佐藤登代子、延島冬生（アドバイザー）、下野武司、深田美好、大島洋子、

下野美穂子（ゲスト）、深田伸代（ゲスト）馬場孝子（ゲスト）、大河原市江（ゲ

スト）（参加者９人） 
２０１７年５月９日	 馬入不山 

係り：上田景子、田中恵美子、須藤節子、植村澄江、石田要久、深田美好、深

田伸代（ゲスト）、藤田礼子（ゲスト）、（栃木支部）関根和男、長百合子、鈴木

清一、石井シモ子（参加者１２人） 
２０１７年６月１３日	 赤城山 
	 	 	 	 	 係り：深田美好、下野武司、植村澄江、石田要久、佐藤登代子、深田伸代（ゲ

スト）（参加者６人） 
２０１７年７月２４日	 草津白根山と嫗仙の滝 
	 	 	 	 	 係り：下野武司、鈴木裕代、亜厂文代、植村澄江、清水千枝子、小泉義彦、石

田要久、佐藤登代子、深田美好、深田伸代（ゲスト）、下野美穂子（ゲスト） 
（参加者１１人） 

２０１７年９月１２日	 子の権現（雨天中止） 
	 	 	 	 	 係り：石田要久 
２０１７年１０月９日～１０日	 岐阜金華山・御在所岳 

係り：佐藤登代子、石光久仁子、高橋満男、（東海支部）高橋玲司、後藤さん 
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（参加者５人） 
２０１７年１１月１４日	 常陸の古社巡り・霜月逍遥 
	 	 	 	 	 係り：村山裕嗣、佐藤登代子、植村澄江、亜厂文代、高橋満男、下野武司、下

野美穂子（ゲスト）（参加者７人） 
２０１７年１２月１２日	 石垣山 
	 	 	 	 	 係り：佐藤登代子、亜厂文代、植村澄江、清水千枝子、高橋満男、下野武司、

下野美穂子、深田美好、深田伸代（ゲスト）（参加者９人） 
２０１８年１月９日	 川越七福神めぐり 

係り：松島岳生、佐藤登代子、深田美好、清水千枝子、佐野加代子、植村澄江、

長谷川公子、大島洋子、小泉義彦、深田伸代（ゲスト）（参加者１０人） 
２０１８年２月１３日	 曽我丘陵（曽我梅林） 
	 	 	 	 	 係り：深田美好、佐藤登代子、下野武司、下野美穂子、小泉義彦、清水千枝子、

植村澄江、佐野加代子、深田伸代（ゲスト）（参加者９人） 
２０１８年３月１日～８日	 ハワイハイク８日間（ラナイ島・マウイ島・オアフ島） 
	 	 	 	 	 係り：三井吉由江、石光久仁子、佐野加代子、鈴木裕代、染谷美佐子 

（参加者５人） 
 
2号議案	 平成２９年度会計報告 
配付資料に基付き石光会員から説明があり、承認される。（別紙参照） 

 
3号議案	 平成２８年度活動計画と一部経過報告 
配付資料に基付き、年間の月例山行の担当者を決める。 

２０１８年４月１０日	 花咲く狭山湖を一周	 (係り：下野美穂子・佐藤登代子) 
２０１８年５月２２日	 丹勢山	 (係り：上田景子・長百合子・佐藤登代子) 
２０１８年６月１３日	 入笠山 (係り：松島岳生)	  
２０１８年７月	       鉢伏山 (係り：石光久仁子) 
２０１８年８月１日～２日	 玉原高原・迦葉山 (係り：小泉義彦) 
２０１８年９月	 未定   (係り：染谷美佐子) 
２０１８年１０月	 未定 (係り：深田美好) 
２０１８年１１月	 未定 (係り：石田要久) 
２０１８年１２月	 未定 (係り：児島和夫) 
２０１９年１月	 七福神巡り (係り：松島岳生) 
２０１９年２月	 未定	 （係り：佐藤登代子） 
２０１９年３月	 未定	 （係り：下野武志） 
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4号議案	 平成２８年度予算案報告 
配付資料に基付き石光会員から説明があり、承認される。（別紙参照） 

 
5号議案	 事務局人事 
佐藤代表から事務局人事の続投案が提案され、承認される。 
佐藤登代子（代表）、石光久仁子（会計）、染谷美佐子（会務）、深田美好、松島岳生、

渡部温子（会計監査） 
 

6号議案	 その他 
・遭難対策委員会に提出する月例山行の計画書案の内容について検討する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
総会終了後の講演会 
２０１８年５月８日（火）１５時３０分から１７時／ＪＡＣルーム 
講	 師：安間	 繁樹氏 
テーマ：沖縄の山と自然について 
日本山岳会会員で生物生態学者、農学博士の安間さんは、西表島に移住してイリオモテヤ

マネコの生態研究、またボルネオにも移住されて熱帯の動植物について研究された。今回

は氏のこの豊富な研究を基調に、特に琉球列島の希少な動植物の生態について貴重なスラ

イド映像を交えてお話をうかがった。琉球列島も例外ではなく人間の生活圏の拡大によっ

て野生の動植物はどんどん追い詰められているようだ。	 	 	 	 	 	 （記録：松島岳生） 
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山	 行	 計	 画	 

6 月の山行	 入笠山	 

６月の例会山行は、梅雨時ですが、八ヶ岳の展望台の入笠山に登り湿原に季節の花々を訪

ねてのんびり歩きます。

◆日	 時：２０１８年６月１３日（水）	 雨天中止

◆集	 合：ＪＲ中央線富士見駅改札口９時５０分

◆コース：富士見駅（バス）１０：００～ゴンドラ駅＝山頂駅～入笠湿原～入笠山～大阿

原湿原～ゴンドラ山頂駅＝山麓駅（バス）１５：００＝富士見駅（歩程４時間）

◆参	 考：（往路）新宿駅７：３０（あずさ３号）立川７：５３＝八王子８：０２＝富士見

駅９：４２

（復路）富士見駅１５：５９（あずさ２４号）－新宿駅１８：０７

◆費	 用：富士見パノラマリゾート・ゴンドラ往復：１６５０円

◆持ち物：雨具、昼食

◆担	 当：松島岳生

◆申	 込：６月５日までに松島までご連絡を。

7 月の山行	 新緑の甘利山	 

山梨百名山の一山である「甘利山」を計画する。6月であればレンゲツツジが群生し見事な
斜面を見せてくれるとのこと。その分登山者も多く混雑が予想される。7 月という時期は
2000M 近い高原の緑と高山植物に期待し、日も長くゆっくりと千頭星山迄足を延ばすのも
楽しいのではないかと考え企画しました。

◆日	 時	 7月 11日（水曜日） 
◆場	 所	 山梨県・韮崎市「甘利山＆千頭星山」

～千頭星山山頂は希望者～（広河原迄往復約 5時間を予定） 
◆コース	 新宿＝韮崎＝広河原（駐車場）韮崎からタクシー

広河原～経塚～甘利山～奥甘利山～大西峰～千頭星山（往復 5時間）広河原 
（奥甘利山往復または千頭星山往復あり）

◆交通機関	 ◎新宿駅発 7時 30分発＝韮崎着 9時 18分 
（特急あずさ 3号	 千葉発小谷行き） 
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◎韮崎からタクシー	 広河原迄 35分 
◆持ち物	 昼食＆行動食、雨具、防寒具、傘、シート、ライト、日帰りハイキング装備

地形図 2万 5千	 韮崎、鳳凰山 
◆連絡先	 石光久仁子	 自宅	 03―3787－7110、	 携帯	 090―6129―3225 

メール：K-ishimitu@hop.ocn.ne.jp 
当日係り	 里見清子

◎	 参加連絡は石光まで、締切日 7月 7日。（雨天中止） 

8 月の山行	 玉原高原・迦葉山	 

◆日	 時：８月８日（水）～９日（木）

◆場所、目的：群馬県沼田市	 玉原高原たんばらラベンダーパーク見学

入園料	 800～1200円、有料リフトあり 
ほかに迦葉山龍華院弥勒護国禅寺見学

◆参加人数：問わない

◆宿泊所：みねの湯つきよの館

群馬県利根郡みなかみ町後閑 1739-1 
一泊２食付き	 9,114円 
Tel 0278-62-1207 

◆申し込み締め切り	 ７月２０日

◆交通機関、集合場所

JR上越線	 後閑駅改札	 8日 14:00 
＜例１＞

東京	 11:40発	 上越新幹線 11:40発～高崎 12:30、 
上越線（水上行）高崎発 13:02～後閑 14:00 

＜例２＞

新宿駅	 湘南新宿ライン特別快速（高崎行）11:19～高崎 13:04、 
両毛線（伊勢崎行）高崎発 13:07～新前橋 13:17、 
上越線（水上行）新前橋発 13:19～後閑 14:00 

後閑駅に宿車迎え

翌日の交通手段は宿車など利用（有料）

◆担当：小泉
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9 月の山行	 子の権現 

奥武蔵の子ノ権現は天台宗の古刹で足腰の神様として知られています。	 

3 年連続で雨天中止になりました。係りと日にちを変更してチャレンジします。	 

まだ暑い時期かも知れませんが、いつまでも山歩きが出来るようお祈りしてきましょう。	 

◆日	 時：2017 年 9 月 12 日（水）（第二水曜日）雨天中止	 

◆集	 合：西武秩父線西吾野駅・改札口	 10 時 00 分	 

◆コース：西吾野→小床橋→柿の木峠→子ノ権現→豆口峠→竹寺→小殿バス停	 

◆歩	 程：約 3 時間	 （子ノ権現までは 1 時間強）	 

◆持ち物：通常の日帰り装備	 弁当	 

◆担	 当：染谷美佐子	 

◆申	 込：9 月 9 日（日曜日）	 	 

10 月の山行	 宮城蔵王トレッキング（刈田岳 1758ｍ） 

１０月の山行は総会の時に深田さんが担当する予定でしたが、２月の佐藤と交代して、	 

10 月に友人の誉田さんの別宅を利用させていただき、紅葉の真っ盛りの蔵王を歩くことに	 

いたしました。	 

この季節は雪の前の紅葉が素晴らしいと思います。温かい服装で参加ください。	 

◆日	 時：平成３０年１０月１６日～１８日（火～木）（二泊三日）	 

◆行	 先：宮城蔵王	 

◆宿泊先：ロイヤルヴァンベール宮城蔵王	 803（誉田別宅）大和ロイヤルホテル横	 

大和ロイヤルホテル	 →	 http://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html	 

10 月 16 日（火）ＪＲ東北新幹線白石蔵王着１０：４5（市内スーパーで食糧買い物）	 

	 	 ジャンボタクシーにて大和ロイヤルホテル迄約 30 分―誉田宅へ	 

	 	 烏帽子スキー場周遊トレッキング（３Ｈ）	 	 	 夕食：大和ロイヤルホテルにて	 

10 月 17 日（水）刈田岳（ジャンボタクシーにて移動）―杉の峰―屏風岳。。。。往復	 

（５Ｈ）自炊	 	 

10 月 18 日（木）大黒天―股窪―倉石ヒュッテー烏帽子スキー場ゴンドラ乗り場。	 

―ジャンボタクシーにてＪＲ東北新幹線白石蔵王駅。(3H30 分)	 

◆宿泊費：2 泊 3 日．．．．．2000 円＋食料品費＋ジャンボタクシー料金	 

【ジャンボタクシー（9 人乗り）料金】	 

白石蔵王駅～大和ロイヤルホテル＝往復 2 万円。	 
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刈田岳～大和ロイヤルホテル＝往復１．５万円。	 

烏帽子スキー場～大和ロイヤルホテル＝往復９千円。	 

◎ジャンボタクシーを頼むか自家用車かどちらになるかわかりません。	 

◆朝食、夕食は自炊、炊事用品、寝具、温泉大浴場付き、冷暖房完備。	 

参加予定が何人くらいか知りたいと思います。8 月末まで連絡ください。	 

連絡先は佐藤登代子

山	 行	 報	 告	 

4 月の山行	 桜咲く狭山湖を一周	 

期	 日：2018 年４月１０日（火）	 快晴	 

参加者：下野武志（係り）佐藤登代子、清水千恵子、下野美穂子、深田美好、	 

深田伸代、石田要久	 

今年は例年よりも桜の開花が一週間以上も開花が早く、我々の山行日には待ちきれずに

散ってしまい、集合場所の西武球場前駅は閑散としていた。	 

首都圏の交通網は各線の乗り入れが進み整備されたが、一旦関係する線に遅れが出ると

乗り入れ線やそれに接続する電車まで遅れてしまう。	 

今日もその遅れにぶつかり集合が遅れ、駅前出発が 10 時 40 分になってしまった。	 

西武ドームと反対側の道路を渡り、丘を登れば狭山山不動寺である。太平洋戦争で焼失

を免れた芝増上寺内の徳川二代将軍秀忠の御廟から移設された勅額門・御成門・丁字門は

国の重要文化財に指定されている。	 

境内を抜け丘の上道を北上すると狭山湖の堰堤に出る。堰堤の長さは 700 メートル、東

に所沢に続く盆地を、西は湖越しにここの水源地である奥多摩の山々を望め素晴らしい眺

めである。この端で新緑を味わいながら昼食とする。	 

11 時 50 分出発、すぐに車道に出て西に進むと楢や椚の雑木林の中を通る道（狭山湖外周

道路）の両側が不法投棄防止のための 2 メートル程の金網フェンス貼られているのに驚か

される。それが東京都との境界まで続いていた。	 

野山北・六道山公園の六地蔵に出て「かたくりの湯」で入浴後 16 時 30 分に解散した。

好天に恵まれ春を十分に満喫した一日であった。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文	 石田要久	 ）	 
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5 月の山行	 丹勢山（たんぜやま）1398ｍ	 

期	 日：平成 30 年 5 月 22 日（火）五月晴れ	 

参加者：上田景子、長百合子、松島岳生、深田美好夫妻、植村澄江、田中美恵子、	 

石田要久、石光久仁子、大島洋子、佐藤登代子	 	 （11 名）	 

栃木支部よりの協力隊：坂口、鈴木、前田洋、内間、関根	 	 	 	 （計 16 名）	 

5 月の季節の良い時に総会だけの計画でなく、山にも行きたいと思い、栃木支部の上田さん、

長さんにお願して、計画を立てていただきました。	 
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普段車がなくては入れない山で、個人の自家用車を提供して下さり、登山口まで、往復し

て頂きました。とてもありがたく、感謝の気持ちで一杯でございます。有難うございまし

た。	 

	 丹勢山はツツジが綺麗とは聞いていましたが、これほどとは思っていなくて、自然のつ

つじが大きく成長し、一株一株が大きくこんもりと咲き誇っていました。	 

今を盛りの花もあれば、今年の温かさで、時を過ぎたのもありました。しかし新緑のカラ

マツに寄り添って、何とも言えぬ美しさでした。	 

道は昔の道が変ってしまい、先頭を歩かれた長さんが、昔を思い出しながら、ツツジの中

を歩きました。	 

行程は駅から車で 50 分位で、沼の平駐車場に着き、スタートしたのが 10 時 30 分。	 

新しい道を開拓するかのように，笹薮の道を歩き 11 時 40 分溝の道に出ました。赤腑が変

なところについていて、道に迷ったのかと思いましたが、30 分も歩くと広い道の林道にで

ました。	 

12 時１５分昼食、休憩、１３時いよいよ最後の登りにとりつく途中男体山，大真名子山、

女峰等景観は素晴らしい。	 

１３時１５分頂上着、木に丹勢山とひっそりと、看板がかかっている。頂上近くはシロヤ

シオがあちこちに咲いており、赤と白と緑、競い合っていました。本当に絵にしたくらい

でした。この中で早速絵を書いておられる人がいて、その早業に、又手際の良さに敬服す

る。下りは広い、砂利道を思い、思いに歩く、休憩を含んで、約２時間，３時２０分駐車

所に着く。折角顔見知りになりましたが、ここで、栃木支部の人達と車に分乗して、東武

日光駅に向かうため、お別れいたしました。皆様本当にありがとうございました。	 

この山のつつじは今までに見たこともないくらい、きれいで、一杯私たちを楽しませてく

れました。有難うございました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文：佐藤登代子）	 

栃木支部の皆さんと全員集合
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男体山と大真名子山 大真名子山

＊毎月第三木曜日にトレーニングとして高尾山を歩いていましたが、二火会の定例会に近

い日になることがありますので、4 月から第 4 火曜日に変更しました。	 

30  年度・会費納入のお願い  
新たな会計年度になります。2018 年 4 月～2019 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

※2018 年 4 月～2019 年 3 月 納入済 未納


