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二火会たより・４６号
日本山岳会

二火会

〒102-0081 千代田区四番町 5-4

TEL03-3261-4433

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新緑の美しい季節もそろそろ終わりを告げ、梅雨の季節に移りつつあります。
先日霧の中の山を歩いてきましたが、幽玄の墨絵の中を歩いているようで、それは中国の
山歩きのような気分になり、楽しいものでした。
コロナさえなければもっともっと、春の山を味わえたのに中止が続き残念に思います。
今、日本はオリンピックやワクチンのことで、話題が沸騰していますが、すべて良い方向
に向いてほしいと願っています。
二火会の総会のご返事を皆様からいただきました。
２７名の皆様から承認のおハガキを頂き、議題は承認されました。
この一年役員一同頑張ってまいりますので、どうぞ皆様のご支援、ご協力よろしくお願い
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 8 月～2022 年 3 月）
月日

行先

8 月 21・22（土.日）

箱根（湿性花園

集合場所

担当者

締切日

箱根湯本駅 10 時

佐藤登代子

６月１５日

JR 横須賀線

染谷美佐子

9 月５日

など）
９月８日（水）

二子山

東逗子駅１０時
１０月 15（金）

筑波山

筑波駅 9 時 30 分

深田美好

１０月１０日

11 月９日日（火）

天覚山

東吾野駅１０時

児嶋和夫

１１月６日

１２月８日（水）

南山（宮ケ瀬）

JR 橋本駅１０時

佐藤登代子

１２月５日

１月１１日（火）

七福神めぐり

浅草雷門前１０時

松島岳生

１月 8 日

２月

景信山

JR 高尾駅北口９時

深田美好

２月５日

浅間山・高麗山

大磯駅１０時

石光久仁子

受付 1 月以降

８日（火）

３月９日（水）
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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。

6 月の山行
◆日

入笠山

時：２０２１年６月１６日（水）（曜日注意）

【緊急事態宣言延長にともない中止】

7 月の山行

尾瀬を散策

◆日

時：2021 年 7 月 20－21 日（第 3 火―水）雨天決行

◆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６月１５日まで
※詳細は「二火会たより 45 号」を参照

８月の山行

箱根へ散策

８月はいつも休会していましたが、涼しくて手ごろな山を楽しみたいと思い計画してみま
した。小さい宿ですが、きれいで、おいしい食事が魅力的です。窓からは富士山が見られる
景観のよいところです。足に自信がない人におすすめです。
宿泊費は３０００円と割安になっています。但し８人までです。
◆期

日：８月２１～２２日（土～日）｛宿の都合で｝

◆集合場所：箱根湯本改札口
◆宿泊場所：仙石原山荘

１０時
（４人～８人迄）費用：一人３０００円

◆コース：２１日湯本―バス―仙石―湿性花園―バス仙石～パレスホテル下車
徒歩５分宿へ
２２日バスにて桃源台―ローウエー―大涌谷散策または小涌谷散策―ロープウ
エー―登山電車―強羅―（彫刻の森？）－登山電車又はバス箱根湯本駅―帰路
＊コースは変更になることもあります。
（箱根フリーパスがお得です・小田急・バス・ロープウエイ・登山電車等）各自購入
◆申

込：６月１５日

佐藤登代子

tyksato@jcom.home.ne.jp
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070-6579-3200

9 月の山行

二子山（逗子・葉山）

山歩きと眺望を楽しめる回廊です。ゆるやかな山道を歩きましょう。
◆日

時：２０２１年９月８日（水）（曜日注意）雨天中止

◆集

合：JR 横須賀線

東逗子駅改札口

１０時００分

◆コース：東逗子駅--ハイキングコース入口--二子山（208ｍ）--南郷上ノ山公園-葉山ステーション--イトーピアバス停=（バス）=JR 逗子（歩程：約 4 時間）
◆持ち物：雨具、昼食
◆申

込：染谷美佐子

◆締

切：9 月 5 日までにご連絡を

１０月の山行（1）

携帯 090-7234-2473

someya.misako@sepia.plala.or.jp

筑波山（男体山 871ｍ・女体山 877ｍ）

◆期 日：２０２１年 １０月 １５日（金）
◆集 合：TX つくば 駅９：２１着(改札口)
＊参考 時刻表

バス ９：３０発に乗車（バス停 1 番乗り場）

＊例年 3 月に時刻表の改正があるので参加申込みの方には連絡します。

＊つくばエクスプレス(区間快速)
秋葉原 → 「北千住」

→

＊シャトルバス （つくば山神社入口）下車

つくば

つくば駅→

＊８：２６→「８：３４」→９：２１

９：３０

つくば山神社入口→ つつじケ丘
→

１０：１０

→

◆締切り ： １０月１０日（火）
◆担 当：深田美好

TEL : 080-5479-3340

E-mail ： miyoshi823@nifty.com

注）体力に自信の無い方は登り、下りともケーブルカー、ロープウェイを利用すると楽です
つくばエクスプレスと筑波山シャトルバスのセットになったキップを購入するとお得です
＊「筑波山あるキップ」 （つくばエクスプレス ＋ シャトルバス）
秋葉原から往復３３６０円

の往復キップ

北千住から往復３１１０円

（下山時にロープウェイを使うときは別途購入）
＊登り下りともケーブルカー、ロープウェイを使う方は 「筑波山キップ」を購入
秋葉原から往復４３８０円

北千住から往復４１１０円

（つくばエクスプレス ＋ シャトルバス ＋ ケーブルカー、ロープウェイ）が全て込み
※登り・つくば山神社入口バス停から山頂まで、約 ２時間３０分 （身支度、休息を含めて）
（下山も歩くと１時間３０分）
＊筑波山神社からの登り～２時間～御幸が原～２０分～男体山 871ｍ～（下山）１０分～御
幸が原～１５分～女体山 877ｍ
つくばエクスプレス ・ 北千住駅 ～ つくば駅 （区間快速・約４５分）
筑波山シャトルバス ・ つくばセンター ～ 筑波山神社入口 （約４０分）
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１１月の山行

天覚山（４４５ｍ）

飯能アルプスの一角天覚山は東吾野駅から標高差３１０ｍです。
南側奥多摩の眺め良い山です。
◆日

時：２０２１年１１月１６日（火）第三火曜日です。雨天中止

◆集

合：西武秩父線

東吾野駅前

１０時００分

参考電車
池袋 8:37 発急行飯能行き―9:30 飯能着―飯能発 9:32 西武秩父行

西武池袋線

―東飯能 9:34―東吾野 9:51 着
八高線

八王子 8：53 発川越行き―東飯能 9:30 着―西武秩父行き乗り換え 9:34 発

◆コース：東吾野駅―天覚山―東峠―釜戸山－武蔵横手駅
◆地

図：昭文社

奥武蔵・秩父

◆持ち物：昼食、雨具
◆連絡先：児嶋和夫

０８０－４０７１－５２６４ k95kojima@ybb.ne.jp

◆締め切り：11 月 10 日

みなみやま

１２月山行

南 山 （５４４ｍ）

南山は頂上から宮ケ瀬湖・大山・仏果山などが見られる展望抜群の山です。
１２月は宮ケ瀬湖畔の樹にクリスマスツリーが５時になると点灯されます。
バス停―１時間―頂上―１時間３０分―ふれあいの館（３２０ｍ）―３０分―虹の大橋―宮
ケ瀬―忘年会―クリスマスツリーを見てバスにて本厚木駅へ。一年の締め括りを皆様で楽
しみたいと思います。
◆期

日：２０２１年１２月８日（水）雨天中止

◆集合場所・時間：JR 橋本駅北口

９時５５分（バス１０時０５分）

コース：橋本―バス―上長竹ー１時間―頂上―１時間３０分―ふれあい館―３０分―虹の
大橋―宮ケ瀬―忘年会―バスー本厚木駅
◆持ち物：日帰り用品
◆申込：１２月５日

１月の山行

佐藤登代子

tyksato@jcom.home.ne.jp

070-6579-3200

浅草七福神めぐり

２０２２年度最初の例会山行は、恒例の各地の七福神めぐりです。これまで、五日市、鎌倉、
川越、八王子、深川と歩きました。今年は浅草の七福神めぐりです。浅草の街とお寺を
のんびりと歩きましょう。
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◆期

日：２０２２年１月１１日（火）雨天中止

◆集

合：浅草雷門前

◆歩

程：4 時間（浅草付近で新年会をかねて昼食後、解散予定）

１０時００分

◆持ち物：傘、防寒具
◆担

当：松島岳生

◆申

込：１月８日までに松島までご連絡を。
携帯

２月の山行

０８０－６６１１－６５４２メール

g-matsushima@jcom.home.ne.jp

景信山（727ｍ）

小仏バス停から景信山に登ります。城山を経由して下山したいと思います。
◆期 日： ２０２２年２月 8 日（火）
◆集 合： 高尾駅北口
*

雨天中止

９時００分

9：12 発、小仏行のバスに乗車します。

* 平日は 1 時間に 1 便のみなので時間厳守。
◆締 切：２月 1 日(火)
◆担 当：深田

美好

080-5479-3340

miyoshi823@nifty.com

3 月の山行 浅間山～高麗山（一等三角点のある海岸の丘陵）
別名湘南アルプスといわれているらしいが、プチ縦走歩きです。とても楽なコースをゆっ
たりと歩きませんか？
◆日

（徒歩 2 時間ぐらい）

時：2022 年 3 月 9 日（水）

◆集合場所：JR 東海道線

大磯駅

10：00 集合

◆コース：大磯駅～高田公園～湘南平～浅間山～高麗山～高久神社～大磯駅
◆装

備：ハイキングスタイル（雨具持参）

◆連絡先（係）：石光久仁子

携帯 090－6129－3225

※募集は 2022 年 1 月より受付けます。
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山 行 報 告
４月の山行（1）筑波山【中止】
４月の山行（2）金時山【中止】

５月の山行
■期

大入道（1,402ｍ）

日：２０２１年５月１９日（水）

■参加者：L 長百合子

佐藤登代子

ゲスト大河原市江

馬場孝子

白ヤシロが美しいころと聞き、火曜日は天気予報で雨マークが出ていたので、急遽１９日
に変更して行ってきました。今年は梅雨が早いのか毎日雲の多い日が続いています。
９時４５分に矢板駅に集合でしたが、ＪＲが遅れ１０時集合になりました。矢板駅からタ
クシーで小間々に移動し、まず「小間々の女王」という東国ミツバツツジの大輪を霧の中で
咲いていました。さすが女王といわれるだけのことはあると感心しました。すぐそばに今を
盛りとばかりに満開に咲いている白ヤシロを見て、又びっくり、東国ミツバツツジだけでな
く。白ヤシロがこっちも見てといっているように満開に咲き誇っていました。白い花で清楚
でうつむき加減なところが少女のような雰囲気があり、素晴らしかったです。
ツツジの供覧で圧倒され、これからの山はとても楽しみだと歩き始めました。道々山ツツ
ジのつぼみも一杯で、まるでツツジのトンネルでした。途中水のない川に出ましたがツツジ
があちらにもこちらにも咲いており、まるで幽玄の世界を歩いているようで、中国にいるよ
うな雰囲気でした。
１１時４０分昼食をとり、歩き始めると雨がしとしと降り始めました。今日は小間々から
大入道への道に変更して往復しました。下りでは途中で雨も止みいい日にいい山に感謝し
て下りました。計画して下さった長さんもアカヤシオとシロヤシオが同時に咲いているの
は滅多に見られないよと言っておられ、幸せな気分に浸りました。
１６時０５分の JR に乗り、ストックを忘れたのに気ずきましたが、遅すぎました。長さ
んも小間々の駐車場にストックを忘れたようです。家に着き夜１１時ごろ矢板の駅から電
話でストックの忘れ物があると連絡あり、（私はストックに名前と☎番号を書いていたので）
送って頂きました。本当に嬉しい日になりました。長さんもタクシー会社に電話したら、見
に行ってくれ、無事戻ることができました。めでたし、めでたし。心が温かくなった山行で
した。

｛写真・文章
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佐藤登代子｝
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～2021 年度（令和 3 年度）会費納入のお願い～
新たな会計年度なりました。通常であれば総会時に徴収可能でしたが
緊急事態宣言が延長となり皆様との交流が難しくなりました。
年会費（1000 円）を下記口座にお振込みをお願い申し上げます。
なお、●に記載の方はすでに 2021 年度の会費は納入済みです。
●2021 年度以前に納入されている方

（敬称略）

小岩清水・佐藤智恵子・佐野加代子・西村智磨子・三関清・三井吉由江
●「二火会だより 46 号」に、領収書が同封されている方。
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
ご不明な点は会計担当：石光迄

口座名：二火会
携帯：090－6129－3225
k-ishimitu@hop.ocn.ne.jp
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