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やっと気楽に山に行けると思っていましたが、コロナが再燃しています。 

再度心を引き締め感染予防にくれぐれも気を付けて楽しんで下さい。 

ただ暑くなりますと、熱中症や日射病など暑さとの戦いになります。 

山へは多めの水分や衣服調整などで体調維持を保ち、快適な山歩きを楽しんで下さい。 

 

二火会ではこの秋には小岩清水さんが、奥多摩の学びの歩きを計画して頂いています。 

9 月、10 月と奥多摩に行きます。大きな栃の樹や熊の痕跡、足跡など今まで知らない世界に胸が 

ワクワクします。楽しみですね。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

＊千葉の友人より 8月 11 日（木・祝日）13 時 20 分（開場）～17 時千葉市民会館にて 

  「田中陽希・山の記念講演会」1，000 円が開催されます。 

希望者は佐藤まで申し込んで下さい。 

  今のところ佐藤の他４名の方が参加予定です。  

                                 佐藤 登代子 

 

山行計画  

山行計画（２０２２年 9月～２０２２年１２月） 

 

期 日 行 先 集合場所 担当者 締切日 

９月１０日（土） 奥多摩・鳩の巣 

周辺 

鳩の巣駅９時４０分 小岩清水 

佐藤登代子 

９月３日 

１０月２５日（火） 奥多摩の月の輪

熊の足跡 

奥多摩駅９時４０分 小岩清水 

佐藤登代子 

１０月１８日 

１１月９日（水） 三浦半島 

二子山（一等点） 

JR 横須賀線 

東逗子駅１０時 

石光久仁子 １１月５日 

１２月２０日（火） 谷保城山 南武線・谷保駅１０時 大船武彦 １２月１０日 

 

 

※ 山行計画、８月・御岳山の詳細は前号に掲載 
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９月の山行計画 鳩の巣の栃の樹を訪ねる 

 

小岩清水先生の案内で、奥多摩の鳩の巣駅から歩き 2番目に大きい栃の樹を見に行きます。 

◆期 日：２０２２年９月１０日（土）曜日注意   

◆集 合：鳩の巣駅９時 40 分   ※雨天中止 

◆コース：鳩の巣駅～徒歩 4時間位 

（終了後小岩先生より講義をお聴きする） 

◆装 備：昼食など通常の日帰スタイルで 

◆係 り：佐藤登代子  携帯 070-6579-3200  

tyksato@jcom.home.ne.jp 

◆締め切り：9月 3日（土） 

        資料を作っていただきますので、 

早めに申し込みをして下さい 

 

小岩清水さんのスケッチ 

10 月の山行 奥多摩の月の輪熊の行動・痕跡を訪ねる 

 

小岩清水先生の第 2弾・奥多摩の月の輪熊の行動について痕跡を訪ねます。 

◆期 日：２０２２年１０月２５日（火） ※雨天中止 

◆集 合：奥多摩駅９時 40 分 

◆コース：奥多摩駅よりバスで移動詳細は申込をされた人に後日連絡します。 

◆装 備：昼食など通常の日帰りスタイルで 

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

◆締め切り：10 月 18 日 

 

 

11 月の山行 三浦半島：二子山（1 等三角点） 

 

昨年中止になった山、近くに田浦梅林があり２月末頃をも見据えて歩きたい。 

◆期 日：２０２２年１１月９日（水）  ※雨天中止 

◆集 合：JR 横須賀線・東逗子駅 １０時 

        （逗子駅で久里浜行に乗り換え） 

◆コース：東逗子駅～沼間小学校横登山口～田浦方面分岐～森戸川分岐～上山公園分岐～南 

二子山山頂～上山公園分岐～南郷上山公園～葉山ステーション～イト―ピアバス亭～ 

逗子駅（帰路は逗子駅） 

◆装 備：昼食・防寒具を含む日帰り装備 

◆係 り：石光久仁子 090-6129-3225  メール K-ishimitu@hop.ocn.no.jp 

◆締め切り：11 月 5日（土） 
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12 月の山行 忘年山行「谷保城山」 

 

東京都自然保護区の谷保城山に行きベンチのある所で「きりたんぽ」の鍋を作り、 

楽しみます。 材料・会費は参加申込みの方にお知らせします。 

◆期 日：２０２２年１２月２０日（火） ※雨天中止 

◆集 合：JR 南武線・谷保駅 １０時 

◆持ち物：「きりたんぽ」鍋を作りますので、お椀など詳細については、参加申込みの方に 

お知らせします。 

◆係 り：大船武彦・申込みは：佐藤登代子 070-6579-3200 tyksato@jcom.home.ne.jp 

◆締め切り：１２月１０日（土） 

 

 

※ 4 月～7 月の山行報告 

 

４月の山行報告 長谷川町子美術館 

◆期 日： ２０２２年４月６日（水）   

◆参加者：下野武司 清水千枝子 植村澄江 佐藤登代子（係） 

 

桜の美しい時に桜新町の駅で集合しました。文字通り、桜が道々の街路樹として植えてあり、 

美しい街でした。長谷川町子の美術館は TVの 

「まあ姉ちゃん」を見ていて、是非行ってみたいと 

思いました。中の展示は今風な感じで、電化されている 

ところがあり、指でなぞると文字が描けたり、 

町子さんが描いた漫画が色々展示されていました。 

お茶を飲んだり、展示を見たり、おしゃべりしたり、 

楽しくすごした後は近くの魚料理屋さんを紹介して頂き、 

話に盛り上がりました。ビールを飲んでしまったので、 

あとは歩くことはなく、帰路に着きました。 

                文・佐藤登代子 

 

４月の山行報告 今熊山 505ｍ   

三つ葉ツツジの美しい山でした。 

◆期 日：２０２２年４月１３日（水）晴れのよい日   

◆参加者：田中千鶴 石光久仁子 植村澄江 佐藤登代子（係）  

◆コース：今熊登山口～約１時間～今熊神社～小峯公園へ 
八王子駅に 8 時 15 分集合し、八王子バスターミナルから武蔵五日市駅行のバスにのる。 

バスが八王子の街中を過ぎて、秋川街道を進むと、街道沿いの家々の庭に植えられた花桃やミツバツツ

ジのピンクや、赤、白の花が目に飛び込んできた。このあたりは各家庭でミツバツツジを植えている家が
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多いようだ。今熊山登山口バス停で下車。しばらく車道を歩くが、各家の花桃やミツバツツジが満開で足

を止めては春の花を堪能する。ミミガタテンナンショウが花を咲かせている。マムシソウの仲間なので

秋には赤い実をつけて登山客の目を和ませてくれるだろう。山にはまだ遅咲きの山桜の花も見えた。 
薄緑色の新芽を吹いた落葉樹の中の山桜。登り坂の合間に見える春の山は萌黄色のパッチワークの            

ようだ。山頂に到着。今熊神社があり、その境内で昼食をとったが、上を見上げると、ハラハラと桜の花

びらが落ちてきた。ホトトギスの鳴く声。昼食を終えて、山頂の神社脇から小峰公園方面に下りる。 
少しして休憩を取ろうとすると見慣れない花をつけた低木があった。 
写真があまりよくないが、お分かりの方はその名前を教えてほしい。 
 
 
                          

  
 
 
 
 
下山途中の道の脇に次から次へと可愛らしい花が目に飛び込んできた。ヤマルリソウ、チゴユリ、 
それにヨゴレネコノメなど。 

  
 

 

 

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 

 
１２月の山行の金剛の滝に行く途中に通った道を逆戻りするかたちで小峰公園に向かうと、クサイチゴ、

そして、モミジイチゴの群生に出会った。もうすぐオレンジの実をいっぱいつけるだろう。このあたり

は、前回冬いちごの赤い実がいっぱいあったところ。ここは木の実の宝庫かもしれない。東電の変電所の

脇を通る途中でハルリンドウを発見！ 
 

テンナンショウ       チゴユリ 

ヤマルリソウ         イチリンソウ         ヨゴレネコノメ 
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     カンアオイ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 そこを、カンアオイの花を探しながら、少し登ると小峰公園に入る。小峰公園には様々な花が群生して

いるらしい。 
ヤマルリソウもあちらこちらで見かけた。桜尾根をおりていくとなんとイチリンソウのお花畑に出会え

た。小峰公園ビジターセンターに落ち着く。公園前のバス停の前にトラノオのような白い房状の花をつ

けた木があった。ウワミズザクラの花だと教わる。今日は大満足の花山行だった。 
記録：田中千鶴 

 

５月の山行報告 金沢八景―野島山 

金沢八景をめぐる 
＊２０２２年５月１１日（水） 
＊参加者：清水千枝子 植村澄江 石光久仁子 茂木洋子 深田美好 下野武志  
      ゲスト馬場孝子 深田伸代 リーダー佐藤登代子. ９名 
天気予報があまりよくなく、心配していましたが、晴れ女のせいか雨の心配なく歩くことが出来ました。

金沢八景駅に９名が集まり、シーサイドラインに乗り、伊藤博文金沢別邸を見学する。 
初代内閣総理大臣を務めただけに海の近くの別邸は華美でなく、静かで、落ち着いた別邸でした。 
隣の植物園では牡丹の花は終わっていましたが、芍薬の花、白や紫の紫蘭、浜昼顔、トベラ等の花が見ら

れました。そこから標高５４ｍの野島山にゆっくり登り、展望台からうっすらと富士山が見られました。

３６０度の展望台では、目の前に八景島パラダイスや海の広さが見渡せました。 
昼食をすませ、シーサイドラインで、八景島公園に行き、海岸を歩く、下野さんが、早く帰りたいという

ので、八景島の駅で解散する。 かたや新杉田駅に、かたや金沢八景駅に向かう人に分かれる。 
私と石光さんは新杉田駅から金沢八景駅に戻り、権現山公園、源頼朝のゆかりの瀬戸神社に寄る。 
瀬戸神社では数えきれないほどのヤマアジサイの花々がみられた。 

モミジイチゴ

ゴ 

イチリンソウ 

ハルリンドウ  

伊藤博文金沢別邸の裏側で記念のポーズ 
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文：佐藤登代子 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

６月の山行報告 鎌倉ハイク 

実施日：2022 年 6月 15日 （小雨～曇り） 

参加者：佐藤登代子・石光久仁子・植村澄江・田中千鶴・深田美好（係り）深田伸代（ゲスト参加） 

 

梅雨に入り、事前の天気予報では曇り・雨の予報なので中止にしょうか迷っていて、参加予定の

方々に中止にするか、コースを変更してお寺巡りでもと提案したところ皆さん予定通り行くとのこ

とで実施した。集合場所の北鎌倉駅に集合時刻より少し早く全員が集合する。 

小雨の降る中、まずは駅に近い東慶寺にお参りし、次いで浄智寺（鎌倉五山・第四位）の庭園を小雨

も味わいと散策。竹林を抜け石垣の壁面にイワタバコのかわいい花を見つけ歓声があがる。 

お昼に入る料理店の予約時間までにと円覚寺（鎌倉五山・第二位）の総門をのぞき、明月院はあまり

にも人の多さに素通り。お昼は浄智寺の通り向いにある「鉢の木」で美味しい料理と少しばかりの

アワも戴きながら、女子会の歓談でゆっくりと一時を過ごす。午後に鎌倉五山・第一位の建長寺に

入り、庭園の草花を愛でたり、（柏槇・ビャクシン）の大木を観て仏殿、法堂を拝観し、方丈（龍王

殿）の建物内に入り裏側の名勝史跡の庭園を眺めながらゆっくり休息。休息の後、龍王殿の外に出

たら雨もやんでいたので半僧坊まで足をのばし、半僧坊の少し上の天園ハイキングコースが通って

いる勝上山（147ｍ）に登る。「さすがは山岳会会員登るのは当然」か、山頂から眺める建長寺と鎌

倉の市街地方面の眺望を楽しむ。下山後、北鎌倉駅へ戻り解散。   

文・深田美好 

７月の山行報告 草戸山 364ｍ（町田市最高峰の

山） 

実施日：２０２２年

7 月１２日（曇り一

時小雨） 

参加者：佐藤登代子・

田中千鶴・深田美好

（係り）・馬場孝子・ 

伊藤博⽂⾦沢別邸の裏側で記念の 1 枚 

イワタバコ 

勝上山山頂 
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山行実施日の前週から当日の天気が曇りのち雨の予報なので実施するか、中止にするか迷って佐藤

代表に相談して、参加申込みの方も少ないことなどもありとりあえず前日に最終決断をすることに

した。当日の天気は曇りのち雨模様だったので、境川源流域を辿る最短コースに変更して実施した。

集合駅からバスに乗っているとき、歩き始めた頃は薄曇りの空模様で降られずにいたが、林道が終

わり登山道に入る間際になった頃、小雨が降り出し雨具を付けることになった。 

蒸暑さもあり、少し急な登りもあり、境川源流についた頃には衣服は汗まみれの状態となったが、

源流地点では小雨もやみ、山頂も間近に見え、立ち休みしながら山頂を目指す。 

山頂に着いてお昼には少し早いが、山頂周辺の

ベンチで時々小雨が降ったりする中、お昼をす

ます。下山は草戸峠から青少年センターへの近

道コースで下り、往路と同じでバスで相原駅へ

戻り駅前の飲食店で打ち上げの歓談で締めと 

なった。          文・深田美好 

 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

◇ ◇ 

会費納入者のお知らせ（令和 4 年４月～６月 30

日迄） 

 

令和 4 年度（2022 年）より会費徴収の祭、会計処理の簡素化を図るため領収書の発行を廃止する 

ことに決めました。会費納入された会員は「会報」にてお知らせいたします。 

尚、領収書の必要な方は申し出ください。 

■ 4 月入金者 ６名 ○番は領収書番号 

  油谷次康㉓2000 円、佐藤知恵子⑧2000 円、須藤節子⑬、茂木洋子㉒、下野武志⑫、 

  里見清子⑩、 

■ 5月入金者 1 名   

石田要久②、 

■ 会費の振込先 

   ＊ゆうちょ銀行 店番：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 

＊ご不明な点は会計担当（石光）迄連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。 

     携帯：090-6129-3225  メールアドレス：K-ishimitu@hop.ocn.ne.jp 


