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急に温かくなり、日本が誇る桜の季節になります。 これでコロナが治まれば、 

言う事ないのですが、まだまだ油断はできません。 

３月１４日総会が終了しました。 

初めに一人一人二火会について話していただきました。 

皆様が考えておられることは、今まで山好きの人が集まって、頑張ってきた会なので、

山歩き、里山歩き、街歩きは是非続けてほしい。 こうした高齢者の会は少なく、貴重

なものです。｛平均年齢８０歳かな？｝いつまで続くかわからないけれど、ゆっくり、

のんびり、山や自然、歴史を楽しむ会であってほしい。 ということでした。 

今もこうして歩けるのは山歩きをしていたお陰ですね。  

＊今回の総会の一番のテーマは代表の交代で、今年こそは新しい代表に変わっていただ

けると期待しておりましたが、候補者がいなくて、佐藤が引き続きすることになりまし

た。 ボケが始まって、体力も衰えている私だけにとても心配ですが、応援よろしくお

願いします。 

＊役員の中で、染谷さんが長年会報作りや印刷を担当して頂いておりましたが、残念な

ことにこの３月で退会されることになりました。 本当に長いことお世話になりました。

有難うございました。 これからは深田美好さんが、会報作りを担当して下さる事にな

りました。 よろしくお願いいたします。 会計は石光久仁子さん、会計監査は渡部温子

さん、松島さんは総会の資料作り等を引き続き引き受けてくださいました。 

よろしくお願いいたします。 

＊出席していただきました。 小岩清水さんもこれから歴史散歩を計画していただけそ

うです。 又出席予定だった石田要久さんはどこか山行案内を計画して頂けるとのこと

でした。 

二火会全員の人が少しずつ協力して、楽しい山行計画ができますことを願っています。

一人でも多くの人に参加して頂き、楽しんでいただけるように頑張ります。 

皆様も頑張って参加してください。 それが一番の応援になります。 

又二火会 山行に参加するときはゲストの人も必ず保険に入っていてください。 

                         ２０２２．3．吉日 

                           佐藤 登代子 
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   お知らせ 

この総会にあたり、全員の人にご返事を頂きたくて、返事が来ない人には手紙やお電話

で連絡させて頂きました。 その結果穴田雪江さんはいま元気ですが、老人ホームに入

所とのことで、退会されます。 熊谷とも子さんもリハビリ中とのことです。 

いつも会報を楽しみにしておられるようです。 児嶋和夫さん、佐野加代子さんは 3 月

で退会されました。 今まで有難うございました。 

 

日本山岳会 二火会２０２２年度通常総会議事録 

 

期 日：２０２２年３月１４日（月）１４：００～１６：３０ 

場 所：日本山岳会ルーム 

 

出席者：９名 

佐藤登代子、石光久仁子、松島岳生、深田美好、渡部温子、小岩清水、 

清水千枝子、植田澄江、長谷川公子 

欠席委任：２１名（合計３０名） 

 

３月１４日現在の会員数３３名、出席者・欠席委任の合計は３０名で本総会は成立。 

 

佐藤代表の開会挨拶の後、佐藤代表の進行で審議が始まる。 

 

 

＜審議＞ 

 

（1 号議案）２０２１年度の活動報告の件 

 配布資料に基づき松島会員から説明があり、承認される。 

 

２０２１年４月「筑波山」（中止）係り：深田美好 

２０２１年４月「金時山」（中止）係り：佐藤登代子 

２０２１年５月１９日「大入道」（参加者・４名）係り：長百合子 

佐藤登代子、大河原市江、馬場孝子 

２０２１年６月「入笠山」（中止）係り：松島岳生 

２０２１年 7月「尾瀬」（中止）係り：佐藤登代子 

２０２１年８月１５日～１６日「箱根」（参加者・9名）係り：佐藤登代子、下野武志 

石光久仁子、植村澄江、長谷川公子、大河原市江、馬場孝子、深田夫妻 
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２０２１年９月「二子山」（中止）係り：染谷美佐子 

２０２１年１０月１５日「筑波山」（参加者・5名）係り：深田美好 

佐藤登代子、植村澄江、清水千枝子、深田伸代 

２０２１年１１月１０日「天覚山」（参加者・３名）係り：児嶋和夫 

佐藤登代子、植村澄江 

２０２１年１２月９日「金剛の滝・広徳寺」（参加者・７名）係り：佐藤登代子 

       石光久仁子、深田美好、田中千鶴、大河原市江、馬場孝子、深田伸代 

２０２２年１月「浅草七福神めぐり」（雨天中止）係り：松島岳生 

２０２２年２月「弘法山」（中止）係り：染谷美佐子 

２０２２年３月 9日「湘南アルプス」（参加者・７名）係り：石光久仁子 

        佐藤登代子、植村澄江・深田美好・茂木洋子・田中千鶴・深田伸代 

 

 

（２号議案）２０２１年度会計報告の件 

配布資料に基づ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）今後の二火会について 

各会員より様々な意見が出たが、概ね現状の体制で続けて欲しいとの意見が多く、

詳細は会報冒頭の佐藤代表、挨拶文をご参照下さい。 

退会された染谷会員以外の事務局人事で役務を継続することで承認された。 

 

（４号議案）２０２２年度活動計画の件 

 配布資料に基づき、年間の月例山行の担当者を決める。 

 

次ページに記載の山行計画表をご参照ください。 

 ４月、５月、６月、７月、８月迄は決定したが、９月以降の計画は未定のため 

皆様の計画、提案のご協力をお願いします。 

 

（５号議案）２０２２年度予算案報告の件 

石光会員から昨年度にならい口頭で説明があり、承認される。 

 

（６号議案）２０２２年度事務局人事の件 

事務局から事務局人事の案が提案され、承認される。 

佐藤登代子（代表）、石光久仁子（会計）、深田美好、松島岳生（会務） 

渡部温子（会計監査） 
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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。 

 

山行計画（２０２２年４月～２０２２年８月） 

 

期 日 行 先 集合場所 担当者 締切日 

４月６日（水） 長谷川町子

美術館 

桜新町駅１０時 佐藤登代子 ４月５日（火） 

４月１３日（水） 今熊山 八王子駅８時１５分 佐藤登代子 ４月１０日 

５月１１日（水） 金沢八景 金沢八景駅９時 30 分 佐藤登代子 ５月８日（日） 

６月１５日（水） 鎌倉 北鎌倉駅 10 時 深田美好 ６月９日（木） 

７月１２日（火） 草戸山  高尾山口駅９時３０分 深田美好 ７月６日（水） 

８月９日（火） 御岳山 御嶽駅９時 深田美好 ８月５日（金） 

 

 

４月の山行 長谷川町子美術館 

 

サザエさんの漫画で有名な長谷川町子美術館に行きます。 

◆期 日： ２０２２年４月６日（水）  ※ 雨天決行 

◆集 合： 田園都市線桜新町駅 改札口 １０時００分 

◆コース：桜新町～徒歩１０分～長谷川町子美術館 入場料 ８００円 

     昼食は近くのお店にて、引き続き、希望者は二子玉川まで電車で移動し、 

多摩川の河川まで少し散歩しましょう。 

◆担 当：佐藤登代子 070-6579-3200  tyksato@jcom.home.ne.jp 

◆ 締め切り：４月５日（火） 

 

 

４月の山行 今熊山 505ｍ 

三つ葉ツツジの美しい山です。 

◆期 日：２０２２年４月１３日（水）  ※ 雨天中止 

◆集合場所：八王子駅 ８時１５分集合（時間厳守）  

◆コース：八王子駅～バス～今熊登山口～約１時間～今熊神社往復？ 

◆装 備：日帰り登山のスタイルで（雨具持参） 

◆連絡先（係）：佐藤登代子 携帯 070-6579-3200  tyksato@jcom.home.ne.jp 

締め切り：４月１０日（日） 
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５月の山行 金沢八景―野島山 

野島山は金沢八景より海の上を走るシーサイドレインに乗り、野島公園に行きます。 

伊藤博文が住んでいた家を見学｛無料｝し、庭を散策、野島山に登ります。 

舗装道路なので、スニーカーで参加してください。 

約３０分｛往復 1時間｝・３６０度の展望のよい頂上が待っています。 

◆期 日：２０２２年５月１１（水）  ※ 雨天中止 

◆集合場所：金沢八景駅 ９時３０分 

◆金沢八景駅～シーサイドレイン乗車～野島公園～元伊藤博文家見学～野島山往復 

◆持ち物：弁当、雨具、飲み物、etc.   締め切り：５月８日（日） 

◆連絡先：佐藤登代子 070-6579-3200  tyksato@jcom.home.ne.jp 

 

6 月の山行 鎌倉ハイク 

皆さんご存知の鎌倉大仏ハイキングコースを久しぶりに歩きたいと思います。 

◆期 日：２０２２年６月１５日（水）  ※ 雨天中止 

◆集 合：北鎌倉駅１０時 

◆コース：北鎌倉～浄智寺～葛原岡神社～銭洗弁天～佐助稲荷～鎌倉大仏～長谷寺 

◆装 備：昼食など通常の日帰スタイルで 

◆係り：深田美好  携帯 080-5479-3340  miyoshi823@nifty.com 

◆締め切り：６月９日（木） 

 

7 月の山行 草戸山 （町田市  最高峰の山）364ｍ 

◆期 日：２０２２年７月１２日（火）  ※ 雨天中止 

◆集 合：高尾山口駅９時３０分 

◆コース：東高尾山稜コースを往復します 

◆装 備：昼食など通常の日帰スタイルで 

◆係り：深田美好  携帯 080-5479-3340  miyoshi823@nifty.com 

◆締め切り：７月６日（金） 

 

８月の山行 御岳山 

久しぶりにキレイなレンゲショウマを見に行きたいと思います。 

◆期 日：２０２２年８月９日（火）  ※ 雨天中止 

◆集 合：御嶽駅９時（バス便が少ないため時間厳守）＜９時２０分発＞のみ 

◆コース：御嶽駅（バス）～滝本駅～ケーブルカーで御岳山駅～富士峰園地、他 

◆装 備：昼食など通常の日帰スタイルで 

◆係り：深田美好  携帯 080-5479-3340 miyoshi823@nifty.com 

◆締め切り：８月５日（金） 
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「山行報告」 

２月の山行 弘法山 中止 

 

３月の山行 湘南アルプス 

 

日 時：２０２２年３月９日（水）晴れ  係り：石光久仁子 

参加者：佐藤登代子・植村澄江・深田美好・茂木洋子・田中千鶴・深田伸代（以上 7 名） 

行 程：大磯駅～髙来神社～高麗山～浅間山「一等三角点」～湘南平～高田公園～ 

大磯駅 

 

コロナ感染拡大で思うような行動が出来ない中、感染対策をしながら例会山行を実行

した。 お天気に恵まれさわやかな山歩き日和となり笑顔がこぼれる。  

歴史ある大磯の高級住宅街を抜け高麗びとが辿りついたという高麗山、（土台のみ）を

皮切りに 200Ｍ前後の丘陵を行く。 一等三角点浅間山で昼食、マスク会話、山頂の大地

には水仙が残りスミレが春を告げていた。 山岳会会報「山」にこの湘南アルプスが掲

載されえおり日本山岳会創設にかかわったという岡野金次朗氏の記念碑を発見。  

山岳会の歴史を垣間見ることができた。 高田公園を大磯の海に向って一直線に下り大

磯駅で解散。 高齢者が歩くのに最適な穏やかな一日でした。      

石光久仁子 （文） 

 

 

 

 

湘南平で日本山岳会の先駆者、岡野金次朗氏の 

記念碑の前で 笑顔の参加者（写真・深田） 

満開の梅の下で休息 

水仙も咲いていた 


