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 令和 3年 5月. 

第 499回 三水会便り  
コロナ禍で 5月現地集会/秩父羊山も中止 

21年度総会は報告承認にもって代える 
新型コロナウイルスの変異型が猛威を奮っています。4/2５，東京・大阪などに３度目の緊急事態宣言

が出されました。大型連休をはさんで 5/11まで。知事は「都府県境を越えないでください」と訴えていま
す。日本山岳会ルームは事実上閉鎖されました。前後して，高齢者を対象にしたワクチン接種券が全
国的に配布されました。積極的に対応したいと思います。イギリスやイスラエルなど接種の進んだ国で
感染者が急速に減少しています。 
５月の総会は，郵便・メール等を活用した変則的なスタイルになります。要望，意見，提案，感想等を

お寄せいただければ幸いです。集約したのち幹事会等で議論し会の運営に反映させたいと思います。
例会を開けず，意見交換の場がありません。加えて近況をお知らせください。返信なしは，賛同いただ
いた と解釈します。                                             (髙橋重) 

 

6/5(土) 現地集会案内  雨天 6/6(日)に順延 

甲州街道/笹子から峠を越え甲斐大和まで歩く 
◇集合/JR笹子駅 8:40＜参考アクセス＞①新宿 6:46→7:12立川
7:13→7:31 高尾 7:39→8:36 笹子②新宿 7:00→(ＪＲ特急あずさ 1
号・松本行)→7:55 大月 8:24→8:36 笹子◇コース/笹子駅〜矢立
の杉〜笹子峠(昼食)〜駒飼宿〜甲斐大和駅(到着予定 15:30)，解
散/甲斐大和駅 15:30予定◇高低差/約 500m，歩行時間/ 6時間
(ｺｰｽﾀｲﾑ 4 時間 30 分)，歩行距離/約 7km◇装備/日帰り登山装
備，コースの大半がアスファルト舗装道路なので負担な方はハイ
キングシューズ程度。笹子峠のトンネルの中は暗くヘッドライト持
参◇費用/保険料¥300◇担当/三井賢治✆090-7402-6480  
ken3211974@gmail.com 
 
みどころ 甲州街道は，かつて笹子峠を経由していた。旧道が山梨県道 212号日影笹子線として残
っている。県道にほぼ平行して「笹子峠自然遊歩道」がある。街道を通る武士が武運を祈ったという
「矢立の杉」が遊歩道沿いにある。根廻り幹囲 14.80m，目通り幹囲 9.00m，高さ約２６．５０m。樹幹中は
空洞。峠は，トンネルの直上にあり，甲州街道最大の難所と言われた。標高 1,096m。峠を越えると甲
州市である。 
 

5/10(月) 現地集会/琴平丘陵から羊山公園 中止   
５月の現地集会は，秩父・武甲山山麓の琴平丘陵から羊山公園までの緩いコース，見ごろを迎えた

芝桜のなかを散策する予定でしたが，東京都などに対し新型コロナウイルス緊急事態宣言が発令され，
行動自粛を要請されています。残念ながら実施計画を中止します。担当/児嶋和夫(０８０－４０７１－５
２６４) 
 
4/10(土) 現地集会報告 城跡探索シリーズ・八王子城跡 

常緑樹を背景に際立つ新緑，スミレという名前のスミレに出合う 
 

◇コースタイム/JR 高尾駅北口 9:28→(西東京バス)→9:45 八王子城跡→御主殿遺構や石垣等見学
10:50→城山直下の八幡神社→12:15 東屋で昼食後解散。往路を戻る組と富士見台方面へ行く組に別
れ，それぞれ 13:00 発。ピストン組は 14:00 頃城跡バス停→高尾駅北口着。富士見台組は 15:00 荒井

バス停→高尾駅北口。※狐塚峠方面は登山道崩落とのこと
で通行止めだった。 

 
山は常緑樹の濃い色に落葉樹の明るい新緑が際立ち，

ウグイスが囀っていた。足元には季節の野の花が咲いてい
て，なかでもスミレが代表格だった。多種の群落が楽しめた。
花弁がひときわ際立つのはスミレという名のスミレだそうで，
開花のタイミングと山行計画が一致したからこそのもの。お
そらく来週は見られないと思う。気温が低くかつ乾燥してい
たためか，薄く春霞がかかるこの時期では珍しく所沢のドー
ム球場から南へかけて展望が開け，おなじみの東京スカイ
ツリーと新宿超高層ビル群，さらに横浜 MM21 とおぼしきあ
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たりまで確認できた。息は切れたが汗は出ず，参加者それぞれのペースでゆっくりと登り，城山山頂直
下の神社と東屋のある所で昼食とした。 
キネパチの後解散。往路を戻る 6名の組と別れ，5名が富士見台へ向かう。途中，登山道の尾根を切

り離すために大きくえぐり取って堀切と呼ぶ山城特有の防御遺構を通過した。よくもまあここまで岩を開
削したものだと感心した。予定していた狐塚峠方面は道路崩落により通行禁止となっていたため富士見
台から旧街道へ下ることとする。 
木に咲く白い細かな花を発見。双方見た目は似ているが，ウスミズザクラとアオダモだという。帰宅後

調べたところ，ウスミズザクラの葉と実は食用になり，アオダモは強度としなりがある性質から，イチロー
御用達のバットやテニスのラケット，我々になじみの深いところでは輪かんじきやスキー板の材料となっ
ているとか。さらに樹皮に含まれる成分は利尿剤や腎臓や結石に効き，染料としても使われた大変な有
用木とのこと。花がなければ気付かなかったところだった。一部に固定ロープがセットされている急な尾
根を下りた。参加者 11 名/遠藤(リーダー)，大野，北口，児島，征矢，髙橋(あ)，髙橋(重)，髙橋(郁)，中
村，橋本，三井(賢) 留守本部：増田 
 

 21年度通常総会/郵便・メールを活用して開催   
5/20までに要望，意見等をお寄せください  

■20年度活動報告 
２０年度は新型コロナウイルスの影響で十分な活動ができませんでした。例会は，会議室が

長期間にわたって事実上閉鎖になって開催できませんでした。飲食を伴う新年会・忘年会は
禁止。通常の例会を 104号室で開催できても参加者が少なく，結局は年間３回の開催に留まり
ました。現地集会も緊急事態宣言下で外出自粛要請が出て，9～１１月と３月に計４回実施でき
たにすぎません。多くの人に“巣ごもり”を強制したのではないか，と反省がないではありません。
往復の交通機関内での感染の危惧もありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■２１年度例会 
原則として毎月１回，“第三水曜日”にルームで例会を開き，先輩たちの話を聞くとともに懇談会を

開いている。２０年１月には大塚幸美さん，２月には石塚嘉一さん,また３月に清水義浩さんにお願いし
講演を開催の予定だったが，東京都等に新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」が適用され延
期となった。大塚さんは，JAC デジタル委員会委員長として「山岳」・「山」に掲載した記事を創刊以来
すべて JAC ホームページに収録する作業を続けている。また石塚さんは昆虫網を担いで山登りを続
けている。清水さんはNHKカメラマンとして古野会長のヒマラヤ登山を撮影した。TVの登山関連番組
の放映予定をメールで三水会会員に提供してもらっている。講演は、いずれも興味深いお話になりそ
うで期待しているが，再開のメドが立たない。 
例会は，お話だけでなく，日本山岳会が保存している映像を鑑賞，また講師もできるかぎり三水会

会員のなかから出てもらいたいと考えている。相手のあることなので年間計画は立てにくい。従来，ル
ームで行ってきた忘年会・新年会は，飲食禁止措置でできなくなった。 

■２１年度現地集会計画                                       
(★難易度) 

月 日 対象地 担当 

4月 10日(土) 
城跡シリーズ  

八王子城跡～北高尾山稜★★ 
遠藤 

5月 10日(月） 琴平丘陵・羊山公園★ 児嶋 
6月 5日㈯・ 甲州街道～笹子越え★★ 三井 

                                               

2020年度活動記録
月 例会/講演 現地集会
4 4/15　　　―　　　　　　中止 4/26～28　大和/葛城・金剛山　 　中止
5 5/20　　　―　　　　　　中止 5/14～15　信州ﾄﾚｲﾙ/袴岳～小布施 中止
6 6/19　　　―　　　　　　中止 6/5 旧甲州街道/小仏峠～相模湖 　中止
7 7/15　小嶋一男/犬橇で北極22,000km 7/26～28　上州ﾄﾚｲﾙ谷川岳～平標　中止
8 8/1　 野美の市　　　　　中止
9 9/16　中村直樹/生物多様性     15人 9/5～6「あんころ餅と薬湯の集い」10人
10 10/21 創立45周年記念式　中止 10/15～16 西上州/中里諏訪山　 　６人
11 11/18 川俣俊一/パタゴニア紀行 14人 11/29 三浦半島/荒崎～長浜海岸 　10人
12 12/16 忘年会　        　中止 12/21 厚木/鳶尾山　             中止
1 1/20　大塚幸美        　中止 1/12　新年会/鎌倉衣張山　       中止
2 2/17　石塚嘉一　        中止 2/25　中央線/尾続山～要害山　 　延期
3 3/17　　　―　　        中止 3/26　中央線/尾続山～要害山　 　10人
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7月 19日(月祝)～21日㈬ 
上州トレイル/谷川岳肩の小屋～平標山の家。上毛高
原集合，越後湯沢解散★★★ 

征矢 

9月 
1日㈬～4日㈯ 北ア（新穂高～西穂独標～焼岳～上高地）★★★ 三井 
4日㈯～5日㈰ あんころ餅と薬湯の会（山研泊）★ 川俣・北口 

10月 
11日(月祝)～13日㈬ 葛城・金剛山，世界遺産古墳群・堺の街★～★★ 遠藤・北口 

28日㈭～29日㈮ 45周年記念山行（御岳山）★ 三井 
11月 4日㈭～5日㈮ 西上州(不二野屋/予約済）★★ 橋本 
12月 20日㈪ 厚木鳶尾山（日本初一等三角点）/忘年懇親会★★ 征矢 
1月 - 新年山行/鶴岡八幡宮参詣と鎌倉衣張山,名越切通★ 増田 

2月 
- 

中央線シリーズ  
JR四方津-エレベーター西御前-四方津御前山★ 

髙橋あ 

2泊 八方尾根 or志賀高原/スキー★ 遠藤 

3月 
- 加治丘陵/西武線仏子-加治丘陵-桜大展望台★ 中村 

1～2泊* 上越みつまたかぐら/スキー（民宿三清）★ 遠藤 

 
■人事(21年５月１日現在)              ▽顧問川俣俊一▽幹事髙橋重之▽同北口マリ
子▽同増田達治▽同征矢三樹▽同田中恵美子▽同平野幹雄▽監事髙橋満男 
■2020 年度末会員  21年 3月 31日現在会員数 56人 
 

三水会便り 第 499回 発行 2021年 5月 1日 
東京都千代田区四番町５-４ 日本山岳会三水会 
便り担当 北口マリ子，山口延子，文責/髙橋重之 

 


