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2019年 3月 11日発行 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

二火会たより・37 号  
日本山岳会	 二火会	 〒102-0081千代田区四番町 5-4	 TEL03-3261-4433 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

	 今年の春は足早にやってきています。三寒四温の季節の変わり目は花粉症や体調を崩し

やすい時でもあります。春は若葉の芽吹きに元気をもらい、自然と共に元気になります。

今まで皆様は数え切れないほどの山を歩き、歴史や、文化、花々に出合い、思い出が一杯

ですね。

これからもどんな山に出会えるか楽しみです。いつも山の帰りに反省会をして盛り上がっ

ています。話しはやはり山の話になります。いつまでも山々が私たちを招いています。思

い出の山をもっともっと作りましょう。

今年の二火会の総会は 5 月 14 日（火）午後 2 時からＪＡＣのルームで開催します。 
皆様、是非ご都合をつけてご参加くださいませ。

総会後の講演会は 3時 30分から二火会・会員の小岩清水氏にして頂きます。 

＊2019年 2月より小泉義彦氏により二火会の活動状況がブログで見ることが出来るように
なりました。	 アドレス：9222.teacup.com/2kakai/bbs   をのぞいてみてください。 
＊体力つくりに、２０１８年月から毎月の例会に加えて、毎月第４火曜日に高尾山を歩い

ています。京王高尾山口に１０時集合です。参加者で、コースを選び歩きます。申込不要、

幹事もいません。自分の体力に合わせて歩いています。ご都合がつく人は是非参加くださ

い。気軽に一緒に歩きましょう。

＊今年は天皇陛下のこともあり、これから西暦で年号を表示したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

代表	 佐藤登代子

総会	 5 月 14 日（火）午後 2 時～3 時 15 分  
講演会 3 時 30 分～5 時「奥多摩の農業集落 800 年の歴史」講師：小岩清水氏  

【小岩清水氏の紹介】

日本山岳会会員（NO6549）二火会会員 
サイエンス・ボランテア（地理学）、グリーンツーリズム・マイスター
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2018年度	 二火会総会の開催 

二火会の平成 2018年度総会を、下記の通り開催します。ご多忙のところ、ま
た遠方の会員もおられますが、ご出席いただきたくご案内します。

記

日	 時	 	 2019年 5月 14日（火）	 午後 2時～3時 15分 

場	 所	 	 日本山岳会	 ルーム

議	 案

１号議案	 2018年度活動報告の件 
２号議案	 2018年度会計報告の件 
３号議案	 2019度活動計画案の件 
４号議案	 2019度予算案の件 
５号議案	 事務局人事の件

６号議案	 その他

総会は（午後 2時から 3時 15分）15分の休憩後 
小岩清水氏の講演会（午後 3時 30～5時）を予定しています。 

※同封の返信葉書は 5 月 7 日必着でお願い致します 
以上

山行計画（2019 年 3 月～6 月）	 

月日	 行先	 集合場所	 担当者	 締め切り	 

3 月 12 日（火）	 弘法山	 小田急秦野駅 10 時	 深田美好	 3・3	 

4 月 2 日（火）	 龍崖山	 飯能駅 10 時	 児嶋和夫	 3・26	 

5 月 14 日（火）	 総会	 ＪＡＣルーム 2 時	 全員	 

5 月 25 日～26 日

（土～日）	 

杤木支部懇談会	 

切込刈込湖	 

ＪＲ日光。自然博物館	 佐藤又は	 

上田	 

締め切り

済	 

6 月 11 日（火）	 小仏城山	 ＪＲ高尾駅北口 8 時	 茂木洋子	 6．6	 

毎月第４火曜日	 高尾山周辺	 高尾山口。１０時	 
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山	 行	 計	 画	 

3 月の山行	 弘法山から鶴巻温泉 
「二火会たより」36 号参照	 

4 月の山行	 龍崖山（246ｍ）多峰主山（271ｍ） 

龍崖山は、飯能市街の南西にある山です、多峰主山（とうのすやま）も入間川（吾妻峡）

をはさんですぐ北側にある山です。

◆日	 時：2019年 4月 2日（火）	 当初の計画より 1週 早めます。 
◆集	 合：西武池袋線飯能駅南口	 	 １０：００

2019年 3月 16日、西武池袋線、JR八高線ともダイヤ改正があります。 
時刻表を確認ください。

◆コース:飯能駅―あさひ山展望台―龍崖山公園―龍崖山―吾妻峡―多峰主山―天覧山 
―飯能駅

◆歩	 程：約 4時間 
◆持ち物：通常の日帰り山行装備、昼食

◆担	 当：児嶋和夫

◆申	 込:	 3 月 26 日までに児嶋まで連絡ください。

5 月の山行	 支部懇談会（栃木支部主催）に参加	 切込湖、刈込湖 

毎年 5 月は栃木支部の二火会の方にお世話になり、山歩きをしております。	 

今年は支部懇談会が栃木でありますので、それに参加することになりました。	 ◆期

日：2019 年 5 月 25 日～26 日（土～日）	 

◆集合：日光自然博物館	 12 時	 

◆26 日：切込刈込湖	 

◆申込済み（1 月 31 日）参加者：石田、石光、佐藤、染谷、下野、佐野、松島、	 

◆連絡先：上田景子 	 

6 月の山行	 小仏城山 

城山は高尾山から歩きなれていると思いますが、少し静かな城山へのコースを登りたいと



4 

思います	 

◆期	 日：2019 年 6 月 11 日（火）	 雨天中止	 

◆集	 合：ＪＲ高尾山北口	 8 時	 小仏行バスの列に並ぶ	 小仏バス 8 時 12 分｛日陰下車｝	 

◆コース:高尾~日陰バス停～登山口～城山～小仏峠～小仏バス停～高尾駅	 

◆歩	 程：3 時間 30 分	 

◆持ち物：日帰り装備・昼食	 

◆担	 当：茂木洋子	 	 	 

◆申	 込：6 月 6 日（木）	 

山	 行	 報	 告	 

10 月の山行	 宮城蔵王山（1840ｍ） 

■日	 時：2018 年 10 月 16 日～19 日（金）

■参加者：石田要久、誉田紘八郎｛休山会・宿泊先｝伊藤謙二（友情参加）

佐藤登代子（係り）	 

16 日ＪＲ目白駅８時（自家用車）―午後３時宿泊先	 

休山会の誉田さんの別荘を使わせていただけるということで、秋の蔵王を楽しむことに

なりました。又自家用車を出してくれるということで、科学委員会の伊藤さんに参加して

頂きました。東北自動車道は渋滞もなく順調で、途中 3 日分の食糧を購入し誉田さんのマ

ンションに向かう。	 

17 日（曇りのち晴れ）大黒天～股窪～蔵王山岳会山小屋～ろうづめ平～白龍の滝～烏帽子

スキー場―タクシー宿泊先	 

朝、雨は上がっていたが、予約したタクシーの時間を変更ができず 9 時半に遠刈田温泉

を出発した。蔵王エコーラインを走る途中で滝見台に寄り不動の滝と三階の滝を澄川の谷

越に見る。標高がますに連れて上空は晴れて来た。タクシーを降り大黒天を出発するとき

は 11 時になってしまった。	 

幅広い砂利の自動車道（蔵王観光道路）からはもみじが終わって落葉した広葉樹と濃緑

のアオモリトドマツが混在して黄褐色に見える南蔵王の稜線を望み、青空のもと眼前の紅

葉を見ながら歩く。今年はもう樺類の多くは葉を落としていた。	 

聖山平ヒュッテの手前に、股窪、ろうづめ平への古い指導票があり、ここから山道とな

り、すぐに井戸沢を渡る。トラバース道は昨夜の雨で滑りやすく歩きにくい。二つほど澤

と尾根を横切り股窪に着く。アオモリトドマツに覆われた股窪は十字路になっており、私

たちは倉石ヒュッテ方面に向かう。この道はあまり歩かれていないと見え、藪あり、徑の
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はっきりしないところありで時間をロスしてしまった。しかし疲れたころに、何回も素晴

らしい紅葉に出会えた	 

倉石ヒュッテを 15 時に出発、途中で不動の滝を対斜面から再び見て、三階の滝の上部を

通り、暗くなりかけたスキー場前に 16 時過ぎに着いた。	 

不案内な山旅には早立ち、早や着の教訓が身に染みた一日であった。	 	 （石田要久	 記）	 

１８日（木）朝から快晴のよい日	 	 ９：００宿泊先を出発	 

コースは初めの予定では刈田岳～屏風岩に行く予定でしたが、皆で相談の結果、刈田峠

駐車場に車を止め、熊野岳～避難小屋～自然

園～名号峰～刈田岳へ変更しました。	 

秋晴れの素晴らしい日なので、駐車場かは飯

豊山脈～月山迄見渡せました。	 

こんな日はめったにないよと誉田さんに言

われ、日ごろの行いがいい人ばかり集まっ

たかなと、うぬぼれ乍らいい気持ちで歩き

ました。先ずはお釜も素晴らしい、エメラ

ルドグリーンを見ながら熊野岳を目指す。

真っ青な秋晴れのせいか大勢の人が出ていた。	 

１１：００熊野岳（１８４０ｍ・二等三角点）。頂上からは赤く紅葉に包まれた山々を見

ながら、自然園が見渡せる眺望の良いところで下り、昼食を取る。今来た道を登り、ロ

バの耳の山に向かう。お釜のヘリをお釜を飽きるほど見ながら、刈田岳に向かう。	 

１４：００刈田岳に到着、しかし三角点が見つからない。あちこち探しました。	 

やっとＧＰＳで探すと神社のすぐ近くの石積みの中にありました。１７５９ｍ三等三角

点です。こんないい日はまだまだ遊びたい、まだ日も高いので、途中紅葉に包まれた不

動の滝に寄る。素晴らしい滝だ。又ドウダンつつじの森を歩く。約１時間ほど水芭蕉の

森やドウダンつつじの森を散策する。今日は一日中よく歩きました。２０，６７９歩で

す。	 

蔵王の大自然を一日中満喫しました。	 

１６；００宿では大浴場にて、一浴びして、ビールで乾杯！！	 

おしゃべりに夜は更けますが、翌朝５：３０宿を出発しますので、９：３０就寝。	 

19 日早朝に宿を出発する。渋滞もなく順調に東京につく。皆様楽しい蔵王有難うござい

ました。	 	 （佐藤登代子	 記）	 

11 月の山行	 大塚山から御岳山（829ｍ） 
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■日	 時：平成 30 年 11 月 13 日（第二火）曇り時々雨

■参加者：植村澄江、佐藤登代子、佐野佳代子、下野武司、清水千枝子、深田美好、

深田伸代（ゲスト）、石田要久（係り）	 8 名	 

	 前日から雨の予報もあったが、実行することに決めた。

古里駅集合であったが、乗り換えの車中で全員集合することができ、その内二人が雨では

自信が無いということでケーブルカーを利用し、頂上で落ち合うことにして御岳駅で別れ、

残りは古里駅から歩き始めた。

	 駅からすぐの多摩川に架る万世橋からは紅葉し始めた渓谷美を眺め、丹三郎集落から鹿

よけの金網をくぐると、すぐ急登になり杉林の中をジグザクの道が続く。途中から雨が降

り出したが、道はよく整備され、樹林帯が傘となって歩きやすい。大塚山直下の避難小屋

で昼食にして、頂上で記念撮影をしこの近辺は紅葉も素晴らしい。雨模様なので携帯電話

で別行動の二人と連絡を取りあい御岳山駅で合流し、傘の出番も少なく楽しい一日だった。 
御岳駅近くの中華食堂で反省会をして解散した。 （石田要久	 記） 

 青梅線古里駅に集合し、（植村さんと清水さんの二人は御岳山ケーブルで登るとのことで御

岳駅下車）計画通りの定刻に出発。駅近くの丹三郎屋敷（地元の旧家）を道路沿いに眺め乍

ら通過、丹生明神の先から登山道に入り最初の目的地の大塚山めざし順調に登っていたが

生憎の天候悪化で突然降り出した雨に慌てて雨具を着けしばらく登った大塚山頂上間近に好

都合の大塚山園地休憩所がありここで雨宿りを兼ね昼食休息。都合良く雨もやみ大塚山山頂

で記念写真を撮り、御岳山頂上へ行くのは諦めケーブル駅で待ちわびている植村さん清水さ

んの元へ急ぎ進み山頂駅で合流し。全員そろってケーブルカーで下山。 

御岳駅前の食堂で打ち上げの一杯で喉を潤わせ解散。              （深田美好 

記） 

12 月の山行	 日和田山（305ｍ） 

■期	 日	 ：２０１８年１２月 11日（火）晴れ
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■参加者	 ：石光久仁子、佐藤登代子、下野武志、深田美好、深田伸代、児嶋和夫（係り）

■コース	 ：高麗駅―日和田山―駒高―物見山―駒高―鏡岩―高麗駅

寒波の到来で寒い朝のスタートでした。全員集合したので９：５０に出発。

日和田山は敢えて男坂を、岩に手をかけながら登りました。

緊張の登りのあと金比羅神社の鳥居に到着、目の前にΩ型に高麗川の流れが作った巾着田

が広がり、富士山も眺められ一休み。丹沢方面もうっすらと見えました。ほどなく日和田

山の頂上に着くと靄の中に浮かぶ筑波山が見え

ました。

駒高の東屋で南に広がる奥多摩の山を眺めなが

らお昼ご飯を取りました。

お腹が膨らみ本日最高峰の物見山３７５ｍに、こ

こには 1等三角点がありますが視界はありません。
山頂表示の前で、おいしそうにお鍋を囲む若い女

性グループにお願いして記念写真を撮り下山。

駒高に戻り人の少ない鏡岩のコースで高麗川に

沿った住宅地を通り駅に戻りました。

ヒヤッとすることもありましたが、無事下山。飯能駅ビルの中華で打ち上げと忘年会、ビ

ールで乾杯、紹興酒もたくさんいただきました。

（児嶋和夫	 記）

1 月の山行	 八王子・七福神めぐり 

■期	 日	 ２０１９年１月９日（水）

■参加者：佐藤登代子、小泉義彦、植村澄江、清水千枝子、長谷川公子、佐野加代子、

染谷美佐子、石光久仁子、茂木洋子、深田夫妻、松島（係り）１２人

コース：ＪＲ八王子駅１０：００－本立寺（毘沙門天）－伝法院（恵比寿天）－金剛院（福

禄寿）－信松院（布袋尊）－善龍院（走大黒天）－了法寺（新護弁財天）－宗格

院（寿老尊）－吉祥院（吉祥天）－西八王子駅－八王子駅１４：００

当日は強い北風の吹く寒い朝になった。ＪＲ八王子駅に１２人が集合してめいめい八王

子八福神巡りの案合図を手に歩きはじめる。八王子は八にちなんで八福神だそうな。

本立寺の毘沙門天を皮切りに順路に従い、中央線の踏切を３度も渡り返しながら、だん

だんと街の郊外に移動する。江戸時代の千人同心町なんて随分広い地域だ。最後は秋川

を渡って丘の上の吉祥院で八福神巡りの締めくくり。

甲州街道に面して立派な群馬銀行のビルがあり、さて、何でここ八王子に群馬銀行があ

るのか、Ｓさんの疑問。それは日本版シルクロードに関係しているのではないか。上州は
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養蚕の盛んなところで、上州産の絹糸を八王子で織物に織り、横浜から海外に輸出した。

当時日清戦争の戦費になったというから。今に残るＪＲ八高線はその記憶を留めている。

上州・武州・相州は当時から物も人も盛んに交流があったのだろう。高尾山頂から遥かに

眺める八王子の町がなんだか身近になった。

その後、２時に八王子駅の戻り、駅前のビルのそば屋でささやかな新年会を開いて解散。

（松島岳生	 記）

2 月の山行	 鎌倉杉本観音～衣張山（120ｍ） 

■期 日：２０１９年２月 13 日 （水） 

■参加者：佐藤登代子、下野武志、清水千枝子、深田美好、石光久仁子、染谷美佐子、 

田中美惠子、小泉義彦、深田伸代（ゲスト参加）佐野加代子（係り）、植村澄江（係り）、

１１名 

生憎の曇り空で、富士山が見えるか気にしながら鎌倉駅に集合、観光地は今や外国の人達が

目立ち、人出も多い。１０：１４すぐに杉本寺までバスで移動下車したところが杉本観音長い階

段が目に入る。鎌倉最古の寺だけあり、静かな竹林と佇まいで、十一面観音が有名です。 

１１：１０バス停の近くは住宅が密生していますが、登山口に入るとここが鎌倉かな？と思えるど

山深く緑も多く、平成巡礼道などの張り紙もついていた。 

１１：３５衣張山、頼朝が政子の為に暑い夏に山に白い絹を張り巡らして、涼しく見えるようにし

たために、衣張り山の名前がついているようです。頂上からは横浜港が見え、しばらく歩い

たところに三等三角点がある、 

１１；５０浅間山 １２：１５～１３：００自然ふれあいの森 

昼食を取る。 

１３；１０パノラマ台～展望台~お猿畠の大切岸～みど

りヶ丘バス停～鎌倉駅１４：３５ 

鎌倉駅にてシラスのおつまみで一杯。楽しい鎌倉歩

きでした。    （記録：植村澄江・文：佐藤登代子） 

 

※2018 年 4 月～2019 年 3 月 納入済 未納

 

2019  年度・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すが、欠席の方は 2019 年 4 月～2020
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。 
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	 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  




