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私は舌癌の為に総会に出席できませんでしたが、皆様にご協力いただき、無事終了するこ

とが出来ました。心より感謝申し上げます。

まだ舌足らずの部分がありますが、何とか普通に生活できるようになり、山にも行けるよ

うになりました。普通に生活できることがとても嬉しく思います。

７月１日にＪＡＣにて「同好会連絡会議」がありました。そこでの報告をさせていただき

ます。同好会連絡会議は毎年あり、今年は２７同好会の人が出席していました。

１．一番多い意見は会員の高齢化が問題になり、人数も減り、会が衰退化して行くのではと

懸念されている会が多いことです。

２．遭難対策委員に山行報告書を提出する事が自由に身動きできなくて、如何なものかとの

質問がありました。山岳会としては誰がどんな山に行っているかと、把握しておきたい。

問い合わせがあった時に知らないでは困るとのことでした。今までに問い合わせがあった

事例もある。とのことでした。従って、登山計画書※を添付しますので、山行の担当者は

利用していただきたいと思います。 （※7Ｐ、8Ｐを参照してください） 
代表  佐藤登代子

山行計画（２０１９年１０月～２０２０年１月）

月日 行  先 集合場所 担当者 締切日

9.11 巾着田 飯能駅 10 時 石光久仁子 9 月 8 日 

10.6.7 上高地 山研午後４時 松島岳生 9月２７日

11.1.2 越後湯沢 東京駅 8：04 
たにがわ 403 
又は越後湯沢

9：35 

小泉義彦 9月３０日

12.10 町田市成瀬散策・忘年会 ＪＲ成瀬 10 時 佐藤登代子 １２.月５日

１月 七福神巡り
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山 行 計 画 

8 月の山行 

山行計画はなし 

9 月の山行 宮沢湖～巾着田 

曼殊沙華の花はまだ早いかも、雑木林の静かな丘陵歩きを楽しみましょう。 

◆日 時：２０１９年９月 11 日(水)【曜日に注意】 雨天中止

◆集 合：西武線飯能駅改札口・午前 10 時

◆コース：飯能駅―加治神社―宮沢湖畔―萩ノ丘―高麗峠―巾着田―高麗駅

◆歩 程：約３時間（ノンビリ歩きで）

◆持ち物：昼食など通常の日帰り支度で

◆担 当：石光久仁子

※都合で担当が代わりました。その他は変更ありません。

◆申込み：９月８日までに担当者までご連絡ください。

10 月の山行 上高地 

秋の紅葉の上高地・山研に宿泊して周辺を散策しましょう。

◆期 日：２０１９年１０月６日（日）～７日（月）

◆集 合：１０月６日４時、上高地山研に三々五々直接集合

◆コース：７日上高地－徳澤園－横尾－上高地

帰路成り行き

◆歩 程：４時間

◆持ち物：雨具、昼食

◆担 当：松島岳生

◆申 込：９月２７日（金）まで



- 3 -

11 月の山行 越後湯沢 

◆日 時： 11 月１日（金）～２日（土）

◆場 所：新潟県湯沢高原、かぐらスキー場・苗場スキー場

◆行動予定：

１日目：東京駅 8:04 上越新幹線たにがわ 403＝越後湯沢駅 9:35

湯沢高原ロ―プウエイ往復して湯沢高原で遊ぶ、越後湯沢駅から宿の車で 

石内のあざみ亭へ 

＜あざみ亭＞魚沼郡石内 850-1 Tel.0257-83-4850 車で約 10 分 

和風フランス料理の夕食が定評です 

（ここのディナーを目的に日帰りする人もいるそうです） 

2 日目：あざみ亭出発 9:15、越後湯沢駅シャトルバス出発 9：50～田代ステーション

（田代ゴンドラ乗り場）10：40～山頂駅～（高原散策）～かぐらスキー場ドラゴ

ンドラ駅～（☆ドラゴンドラ・ロープウエイ）～苗場スキー場ドラゴンドラ駅～

シャトルバス乗り場 14：10～越後湯沢駅着 15：00、

越後湯沢駅 16.01 発 たにがわ 412＝ 東京 17:28 

☆ドラゴンドラ・ロープウエイは、所要時間 25分、全長 5,481mの空中散歩が楽し

める。

◆費 用：

・あざみ亭宿泊 一泊 2食 9,720円

・湯沢高原ロープウエイ  往復 2,000円 

・シャトルバス往復・ドラゴンドラロープウエイ料金 4,500円

・交通費 東京～越後湯沢  乗車券 3,350円ｘ２ 

新幹線料金 3,320 x 2 

◆申 込： 小泉義彦 締切日 9 月 30 日まで

12 月の山行 町田市成瀬散策＆忘年会 

今年の忘年会と山行を兼ねて、町田市の成瀬の街を歩き、そのあと佐藤の家で、ささやかで

楽しい忘年会をします。 

ＪＲ成瀬駅より成瀬城跡や小さな成瀬山を歩き、かしの木山等を散策します。 

◆期 日：2019 年 12月 11 日（水）【曜日に注意】

◆集合場所・時間；ＪＲ横浜線成瀬駅  10：00 
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◆歩行時間：約２時間

◆持ち物 ：自分の弁当、飲み物、スニーカーでいいです。

クリスマスにちなんで、ケーキ・紅茶・コーヒーなどは用意いたします。

◆係り：佐藤登代子

必ず申し込みを１２月８日（日）までにお願いします。 

1 月の山行 七福神巡り 

期日と場所は、只今考え中 

◆係り：松島岳生

山 行 報 告 

5 月の山行 支部懇談会（栃木支部主催）に参加 刈込湖＆切込湖 

■日 時：5 月 25 日（土）～26 日（日）

■参加者：石光久仁子、下野武志、佐野加代子、松島岳生、染谷美佐子（計 5名）

毎年 5 月は栃木支部の二火会の方にお世話になっていたので、今年は支部懇談会が栃木

支部で開催することもあり、上田景子さんお願いして二火会として参加した。

5 月 25 日は日光自然博物館に集合し、飯野達央氏の演題「近代登山とアーネスト・サト

ウ父子の日光への山旅」を拝聴し、バスでアストリアホテルに移動してから懇親会が開催さ

れた。160名余りが一堂に会する様は圧巻であった。

翌日は、下野さんは別行動で、石光さん、佐野さん、松島さんと染谷

は登山コースに参加。湯本温泉までバスで送ってもらい、2班に分けて

出発する。天候にも恵まれ 50名ほどの人数で長い列が続いている。苔

むす森の中は気持ちがいい。小峠で休憩し、木道を下りきると刈込湖に

着いた。いつもは静かな森の湖も賑やかなこと。涸沼で於呂倶羅山を見

ながら昼食、わずかな急登で山王峠。ここからは皆ピッチがあがり、光

徳牧場のアイスクリームや温泉での一浴を目指して下っていった。私た

ちはアストリアホテルで休む間もなくバスに乗り込み、浅草に向かう特



- 5 -

急の車中にてビールで乾杯をして山旅を締めくくった。

支部以外で参加できたのは二火会だけで、栃木支部の執行部として活躍された上田景子

さんに便宜を図っていただき感謝です。

（染谷美佐子 記） 

6 月の山行 小仏城山（雨天中止） 

７月の山行 飯山観音～白山 284ｍ「関東ふれあいの道」 

■日 時：２０１９年７月９日（火）曇り

■参加者：佐藤登代子、植村澄江、佐野加代子、深田美好（係）、深田伸代（ゲスト）

計５名（敬称略） 

■コース：本厚木駅（バス）9：40～飯山観音前～10：10 飯山観音 10：40（女坂）～11：20

白山（284ｍ）～12：10（男坂）～12：40 飯山観音（バス）13：16～13：40 本厚

木駅 

梅雨の真っただ中で、曇天の空模様の下、今にも降るのではと気にしながらのスタート

となった。 

飯山観音「長谷寺」の境内であらかじめ心配していた「ヤマビル」の予防にと、参加者各

人の足首などに、ヤマビル除けスプレー「ヤマビルファイター」をふりかけてスタートした 

が、予想通り登山道は湿り気が多く、ヤマビルにとっては格好の餌食がゾロゾロ歩いて来た

と見えたか？１０分ぐらい進んだ所で早速、植村さんに食いつき吸血されており一騒動と

なる。そこで、今一度ヤマビル除けスプレーを振りかけ、白山への最後の急登を登り白山山

頂に到着。 
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山頂に展望台と手頃なテーブル、椅子あり、 

昼食時間には少し早いが昼食となった。椅子の

上にもヤマビルが這いずっており、食事中にも

ヤマビルに何人かが吸血され、落ち着いて食事

も出来ない始末で、ヤマビルの多さに急遽予定

を変更し、ヤマビルに降参、退散する事となっ

た。下りは登った谷筋の道（女坂）より少しで

も乾いているかもと一縷の望みを託し尾根道

の（男坂）を下る。しかし、飯山観音に下り着い

て寺の境内で身繕いして見ると、  何人かの身

体にヤマビルが食らいついて居り、足首、手首の

他、背中、太ももまでも吸血されており、にっく

きヤマビルに翻弄されたハイキングとなった。一

段落し、バスで本厚木駅に１３：４０分頃には帰

り着く。時間も早いので、駅前の中華店で佐藤代

表の８月、プライベート山行の打ち合せと、喉を

潤し解散。 

（深田美好 記） 



- 7 -

日本山岳会ＨＰより抜粋 

登山計画書の提出について（概要）

対象となる山行

本会会員が山地、山岳地域等で行う山行及び活動

計画書受理機関への登山計画書の提出方法

支部、本部委員会、本部同好会に所属する会員は、各所属先に設けられた計画書受理機関が定めた

手続きに従って登山計画書を提出してください。

遭難対策委員会への登山計画書の提出方法

①メールによる提出

▪登山計画書を添付ファイル（Word、Excel、PDF 形式）でお送りください。

▪メールタイトル（件名）には「入山年月日（西暦・半角）、支部名／委員会名／同好会名／提出者

名、目的山域」を記入してください。

入力例（本部委員会山行の場合）：20171225、遭難対策委員会、剣岳 

入力例（個人山行の場合）   ：20171227、山岳太郎、雲取山 

②ファックスによる提出

▪登山計画書をファックスにより送付してください。添書、送り状等は不要です。

▪ファックス番号：03-6893-7627

遭難事故発生時の連絡について 

事故連絡を要する山行：支部山行、本部委員会山行、本部同好会山行、留守本部を設けた個人山

行遭難対策規程及び遭難対策運用要領に定めがありますのでご確認ください。


