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二火会たより・４５号
日本山岳会

二火会

〒102-0081 千代田区四番町 5-4

TEL03-3261-4433

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
春になると日本中が急に華やかになり、桜の開花宣言のニュースで賑やかになります。花
の命は短くて、心無い春風や、雨であっけなく散ってしまいますが、花より団子が好きな私
は、ただ眺めるだけにして、日本に生まれてよかったなあと今年も思い、眺めています。
やっと山に行けるようになり、3 月 24 日の吾妻山に行ってきました。吾妻山は富士山は
じめ桜も芝桜もすべて美しく温かく迎えてくれました。
今はコロナから解放されたわけではないので、今年の総会はルームの人数制限もあり、書
面にて総会をすることになりました。中々思うように行かないのが、世の常なんでしょうね。
返信ハガキを同封しますので、ご返事をお待ちしております。
私も年齢を重ね、そろそろ代表の座を次の人にお譲りしたいと思います。
どうぞ勇気を出して名乗り出て、2022 年度から二火会をお願いしたいと思います。よろし
くおねがいいたします。
コロナはまだまだ終息しておりません、これからも注意に注意を重ね、より楽しく、のんび
り山歩きを楽しみたいと思います。
代表

佐藤登代子

山行計画（２０２１年 4 月～２０２１年 7 月）
月日

行先

集合場所

担当者

締切日

4 月 13 日（火）

筑波山

筑波駅 9 時 20 分

深田夫妻

4月6日

4 月 25 日（日）

金時山

箱根湯本駅 9 時

佐藤登代子

4 月 20 日

5 月 18 日（火）

大入道

矢板駅 9 時 43 分

長

5 月 10 日

百合子

タクシーの予
約の為
6 月 16 日（水）

入笠山

富士見駅 9 時 50 分

松島

岳生

6 月 10 日

7 月 20－21 日

尾瀬

新宿バスタ

佐藤登代子

5 月 20 日

（火―水）

7 時 20 分

宿・バスの予約
の為
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日本山岳会二火会２０２１年度通常総会
今回は、コロナ禍の影響で総会は書面にて行うことになりました。審議内容を精
査のうえ、同封の葉書をご記入のうえ 5 月 11 日（火）までに返送ください。
＜審議＞
（１号議案）

２０２０年度活動報告の件

２０２０年４月

勝峰山【中止】係：下野武志

２０２０年５月

栃木の山【中止】係：長百合子

２０２０年６月

入笠山【中止】係：松島岳生

２０２０年７月

【中止】

２０２０年８月

お休み

２０２０年９月１６日

奥多摩むかしみち・水根～奥多摩駅

係り：松島岳生、佐藤登代子、染谷美佐子、田中千鶴、深田美好、
（ゲスト）深田伸代（参加者６人）
２０２０年１０月

八王子城址・本丸跡

係り：深田美好、佐藤登代子、田中恵美子、田中千鶴、茂木洋子、石田要久、
（ゲスト）大河原市江、深田伸代（参加者８人）
２０２０年１０月３０日～３１日

八ツ場ダム・吾妻渓谷・奥四万湖

係り：下野武志、佐藤登代子、深田美好、植村澄江、清水千枝子、長谷川公子、
石田要久、（ゲスト）下野美穂子、深田伸代、下田氏（参加者１０人）
２０２０年１１月１４日

大山寺～阿夫利神社

係り：佐藤登代子、植村澄江、清水千枝子、茂木洋子、須藤節子、田中千鶴、
深田美好、（ゲスト）深田伸代（参加者８人）
２０２０年１２月１日

天覧山～多峯主山

係り：染谷美佐子、佐藤登代子、児嶋和夫、田中千鶴、深田美好、（ゲスト）
深田伸代、馬場孝子、大河原市江（参加者８名）
２０２１年１月１３日
２０２１年２月９日

浅草・七福神めぐり【中止】係り：松島岳生
曾我丘陵【中止】係り：深田美好

２０２１年３月２４日

吾妻山

係り：植村澄江、佐藤登代子、石光久仁子、田中千鶴、深田美好、
（ゲスト）深田伸代、馬場孝子、大河原市江（参加者 8 人）
（2 号議案）２０２０年度会計報告の件
別紙参照
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（3 号議案）２０２１年度活動計画案の件
２０２１年４月１３日

筑波山

係り：深田美好
２０２１年４月２５日

金時山

係：佐藤登代子
２０２１年５月１８日
係り：長

大入道

２０２１年６月

百合子

入笠山

係り：松島岳生
２０２１年７月１９日～２０日

尾瀬

係り：佐藤登代子
２０２１年８月

未定

係り：
２０２１年９月

未定

係り：
２０２１年１０月

未定

係り：
２０２１年１１月

未定

係り：
２０２１年１１月

未定

係り：
２０２１年１２月

未定

係り：
２０２２年１月

未定

係り：
２０２２年２月

未定

係り：
２０２２年３月

未定

係り：
（4 号議案）２０２1 年度予算案の件
別紙参照
（5 号議案）２０２1 年度事務局人事の件
事務局から事務局人事の続投案が提案された。
代表：佐藤登代子、会計：石光久仁子、会務：染谷美佐子、深田美好、松島岳生、
会計監査:渡部温子
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会計報告＆予算案を挿入
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山 行 計 画
コロナ禍がいまだ終息していません。山行はくれぐれも感染予防に留意してください。

４月の山行（1）

筑波山（男体山 871ｍ・女体山 877ｍ）

◆期 日：２０２１年 ４月 １３日（火）会報 44 号参照

４月の山行（2）金時山（1,212ｍ）
◆日

時：２０２１年４月２５日（日）会報 44 号参照

5 月の山行

大入道（1,402ｍ）

毎年 5 月は栃木の人に山を案内して頂いています。ただ去年計画して頂いた「大入道」がコ
ロナで中止になってしまいましたので、今年改めてチャレンジすることになりました。白ヤ
シロの花が美しいころです。ＪＲ矢板駅からタクシーで移動しますので、早めに締め切りま
す。（5 月 10 日締め切り）
◆日

時：2021 年 5 月 18 日（火）

◆集

合：矢板駅

（第 3 火曜日）

9 時 50 分

（参考列車）東海道本線横浜｛上野東京ライン｝6：39－東京－宇都宮 8：58－宇都宮
9：12－矢板 9：43
◆コース：タクシー―大間々台―神社の祠―剣ヶ峰―大入道―大間々台―タクシー
約 3 時間 30 分
◆持ち物：昼食、飲み物、雨具、通常の日帰り支度で。
◆連絡先：長

百合子

090-1889-8552

lily2chou@river.ocn.ne.jp

佐藤登代子

070-6579-3200

tyksato@jcom.home.ne.jp

◆締め切り：タクシーの予約の為 5 月 10 日までにお願いします。

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：２０２１年６月１６日（水）（曜日注意）
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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１０日までに松島までご連絡を。
携帯

０８０－６６１１－６５４２

メール

7 月の山行

g-matsushima@jcom.home.ne.jp

尾瀬を散策

もう何度も行ったことのある尾瀬ですが、もう一度思い出をたどりながら尾瀬を歩いてみ
たいと思います。ニッコウキスゲやヒツジグサ等をもう一度見てみたいと思い計画してみ
ました。のんびりと尾瀬の空気を吸い、朝霧の中の白樺等眺めながら散策してみませんか？
宿泊先は決定ではないのですが、山の鼻小屋にしようと思っています。
人数がはっきり次第、バスや宿の予約をします。
◆日

時：2021 年 7 月 20－21 日（第 3 火―水）雨天決行

◆集

合：新宿バスタ・バス乗り場

7：15－練馬 7：45－戸倉 11：10－バス乗換ー鳩待峠

（去年の時刻表なので変更があるかもしれません）
徒歩 1 時間

山の鼻小屋―散策

（泊まり）

翌日は皆様と相談して歩きましょう。
◆帰り：戸倉発１４：３０（または１５：３０）－練馬１８：１５（１９：００）
－新宿着１８：４５（１９：３０）
◆料金：バス代：

４２００×２＝８，４００＋バス代１，０００円×2＝２，０００円

宿泊費：９，０００円～１０、０００円
◆持ち物：当日昼食。雨具。防寒具。入浴用品。飲み物。非常食｛翌日の昼食用にパン等）
翌日の昼食は宿と相談。
◆申

込：

佐藤登代子

070-6579-3200

tyksato@jcom.home.ne.jp

◆締め切り：宿・バスの予約の為５月２０日まで
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山 行 報 告
1 月の山行

浅草の七福神【中止】

２月の山行

曽我山（曽我丘陵）【中止】

３月の山行

JＲ二宮駅の吾妻山（136.2ｍ）

■期

日：2021 年 3 月 24 日（火）

■参加者：深田美好、石光久仁子、田中千鶴、植村澄江、佐藤登代子、
（ゲスト）深田伸代、馬場孝子、大河原市江
緊急宣言が発令され自粛生活が続きました。久しぶりに皆様にお会いできるというこ
とで、前日からワクワクしていました。
ＪＲニ宮駅に 10 時集合し目の前に見える山に登ります。とても低い山なので、
少し周りのお寺（知足寺）に寄り、曽我兄弟の墓に詣。曽我兄弟の墓は色んなところにあ
りますね。10 時 24 分に知足寺を出発し桜があちこちに咲いているのを見ながら中里登山
口にむかう。
中里口（10 時 40 分）から登山道に入り、30 分ほど歩くと急に芝桜が目に入る。
下見に来た時には芝桜など全然見当たらなかったので、サプライズです。
白やピンク、紫の芝桜は最近植えられたのでしょうね。何度かこの山に来ていますが、初
めての光景です。頂上についたのは 11 時 35 分。
頂上からはでっかい富士山が白くお化粧をして待っていてくれました。植村さんが記録
を丁寧に記録してくれましたので、とても助かりました。
頂上では広場の周りに桜が咲き、菜の花やミツバツツジが満開でした。
今まで、山に行けなくて少しうつ状態になっていたのですが、この景色を見ていると胸の
つかえがとれたみたいに、気持ちよくなりました。
山はやはり私達を励まし、勇気をくれたような気がします。帰りは吾妻神社に寄り、古の
面影がする神社にこれからの二火会をお願いする。
ここからこゆるぎ海岸を歩きたかったのですが、波が高いとのことで、海岸に出ることが
出来ませんでした。
お天気もよく、いい仲間に恵まれ、楽しく歩くことが出来て、幸せな一日でした。
（記録
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植村澄江

文 佐藤登代子）
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