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◇入会・退会・住所変更・会報の発送その他の連絡|よ  総務キャップ 坂井郁子

震≧言舌&FAX  047-384-0347

◇J■t―ムページに関する間い合わせ|よ  ホームページキャップ 三ツ谷征志 (電話は下記)

◇編集に関する聞い合わせは  編集キャップ 三田村久子 03-3630-0988 携帯 090-9239-2105



地図

持物

コース

轟Nの出行プラン

☆19048回
高峯(茨城県)        A等 級

期日 4月 9 EI(士 )   期目変更あり

集合。出発 JR上野駅 る時 59分発(始発東京駅)

宇者β富線(東北本線)7号車車内(10両編

成の場合|よ 2号車)。 LIよ赤羽から乗車予

定。小山で水戸行に乗換。

1/2.5万図 羽黒

一般登山用具

羽黒駅 (タ クシー)=平沢公民館同辺一平

沢林道入園一第一展望台―第二展望台一

平沢峠・登山ロー高峯一池亀分岐―池亀

高峯入自一五大力堂一池亀一義民地蔵

(タクシー)=羽黒駅

歩程   約 4時間

ポイント 高峰とも表記され、春は"東の吉野"と言わ

れるほど山桜が見事らしい。仏頂山とセッ

トで歩くのが一般的だnit、 桜jll市イ員」から桜

の時期だけ車の通行禁止の林道を登って

春景色を鑑賞しながら山頂へ。下りは余

力があれば歩程を延ばします。

申込み  4月 7日 (本 )まで
:J― ダー 服部千重子  03(5934)6理 31

080(1076)1510
備考  天候と開花情報により期日変更します。

☆10049回
地層チバニアンと養老渓 谷    A級
期日 4月 11日 (月 )

集合。出発 東京駅地下ホーム 4番線(内房線)7時
34分発千葉行車内(中央付近)

千葉着 8時 15分で内房線 8時 24分発

本更津行に乗換、五井駅 8時 4之 分着

五井駅で小湊鉄道上総中野行 8時 5之 分

発に乗換、月崎駅 9時 52分下瓢 チバニ

アン)五 井駅 で房総横 断書」薔1切 符

(1730円 )を購入のこと

1/2.5万図 大多喜

里山歩き装備 (養老川の中を歩きます。濡

れてもいい靴着用)、 弁当(必携)

図

物

地

持

コース  用崎駅―チバニアン露頭一月崎駅=養老

渓谷駅 (粟又行きバス乗車)=粟又の滝(見

学)=養老渓谷駅=大原駅(東京駅 19時
30分着 )

歩程   2時 間

ポイント 地球の歴史 4● 億年を細分し、それぞれの

時代に名前が付|すられているが、pF_一 日本

の地名がつけられた時代を代表する地層

(過去、地球磁場南北逆転があつた)が露

出する場所を訪れよう。小湊鉄道沿線の菜

の花も見れるかti。

申込み  4月 6日 (水 )午後 5時まで
!メ ーダー 森圏準之助  04(之 946)3011

携帯  090(1105)5633

☆l③050回
桜を求めて 東北 白石 ;ll一 国手本桜  A級
期目 4月 13闘 (水 )

集合。出発 」R東京駅東北新幹線 6時 1聖 分発つぱ

さ 121号 (大富駅 0時 3 Fy分 )

出発   福島 7時 44分着、東北本線 8時 6分発

仙台行、船岡駅着 8時 56分
地図  不要

持物   ウオーキング用具

コース  船岡駅一船岡観音。船岡城址。自石川堤―

目千本桜。太陽の村船岡駅また|よ 大河原

駅=福島駅(新幹線乗換)=東京駅

歩程   散策

ポイント 日帰りで東北の桜を見に行きます。ゆとり

があつたら自衛隊駐屯地 (開放日のみ)、

国営みちの<の社湖畔公園まで足を延ば

し桜めぐりしたい。

申込み  4月 9日 (土 )まで

リーダー 熊澤悪美子 携帯 090(5318)0202
備考   日程 |よ確定ではないです。天気、開花状況

によります。昼食は現地で調達できます。

☆100511011

順王山～九鬼山

期日 4月 23園 (土 )

集合。出発 」R中央線大月駅改札前 9時 OO分
参考 」R新宿駅 7時 21分発中央特1央高

尾行 豊囲駅着 7時 55分、同駅発 8時 4

分甲府行、大用駅 8時 56分着 (高尾駅 8

時 20分発甲府行 )

地図  昭文社/高尾・陣馬、1/2.5万図 大月・都

留

A中級



持物   一般登山用具

珈―ス  大用駅一通王山入嵐一一の鳥居一二の鳥

居―厄玉 L如 一御前山一馬立山一本L金峠―

紺場体場一九鬼山一弥生峠―落合橋―富

士急行線壬生駅

歩程   5時 間

ポイント 九鬼山山頂からは富士山などが見渡せま

す。サクラがあります。

蜘込あ  4月 21日 (本)20時まで
1リ ーダー 阿武信夫 048(822)7228

携帯  090(5429)1685
arlno_nobu@ybb。 自e.Jp

備考   大月まで体園お出かけパス、のんびリホリ

デイsuicaパ スがXl」 用できます。

賣瑕0052回
小持山から高ワラピ尾根へ    A導 級
期園 4月 24圏 (圏 )      雨天順延

集合。出発 西武池袋駅 6時 13分発準急飯能行

飯能駅 7時 11分着、8時 13分横瀬駅着

または池袋駅 6時 50分発特急ちちぶ 3

号横瀬駅 8時 9分着のどちらかで

昭文社/奥武蔵。秩父、1/2,5万図 武り11

日原

一般登山用具

横瀬駅 (タ クシー)=―の鳥居―シラジクボ

ー小持山一武士平分岐―高ワラビ尾根――

城山一浦山口駅

歩程   6時 間

ポイント 前回時間がかかリーの鳥居へ下山したので

今回|よ早めに出発して一の鳥居から入り浦

山口まで歩くリベンiツ 山行です。

囀込み  4月 21目 (水 )まで

'リ

ーダー 熊澤恵美子 携帯 090(5318)0292

靱贄滲辟
☆¶0◎ 32回
宝登山と長瀞渓谷
2用 5圏 (土 )

A級

今剛よ男だけ3人の山行だ。電車を東武東上線に切

り替え、寄居経由で長瀞へ行<。

駅からバス、園―プウェイと乗り継いで山頂駅へ。こ

地図

持物

コース

こから山頂に行く道沿いに蝋梅が咲いている。まだ満

間に|よ いささか早く6、 7分咲きといつたところだ。蝋

梅|よ中国渡来の植物だそうだが、(蝋 )と |よよく付けた

もので、花びらに蝋 (パラフイン)のような艶がある。

香りも高い。ただ実は毒だそうだ。

蝋梅もよいが、この山からの眺めが素晴らしい。正

面に武甲山があり、右に更に高しヽ山が連なつている。

雲取山から甲武信岳へと続く奥秩父の山々である。

さらに右を見るとより近く両神山の特徴ある山形が

確認できる。武甲山の左は丸山、大霧山、笠山など奥

武蔵命山々だ。美の山は荒川を隔てて目の前に。

花と展望を満喫し、昼食を済ませた後、□―プウェイ

で下山。山麓駅からは宝登山神社にお参りしたりしな

がら長瀞駅へ下る。駅を通り過ぎ、荒川へ出て川沿い

に上流へ向かう。歩きながらいろいろ話が弾む。あの

長嶋さんがもう一人の奥さんと長瀞へ遊びに来てい

て、ここで倒れ病院に担ざ込まれたとしヽう噂など。そ

うしヽえば私も去年ここで船に乗つたなあと思い出す。

次に行つたのは埼玉県立自然の博物館。男たちの好

奇心を満足させてくれるところだ。ジオパーク秩父の

ことなど、さらには秩父事件についてまで、いろいろ

更なる話題を作らせてくれた。

帰り道、寄居で開店前の焼き鳥屋に無理やり入つて

最後の勉強会となつた。 (森圏準之助 )

(参カロ者)L森圏準之助・藤圏弘治。ゲスト1名

(計4名 )

(コースタイム)長瀞駅 10:15=□―プウェイ山頂駅

10:50-山 頂散策後山頂駅 12:00=山麓駅―宝登

山神社―長瀞駅経曲自然の博物館 13:45-上長瀞

駅 14:40

☆10033回
露我丘 陵 (梅 と富士 山 )

期日 2月 26日 (上 )

A中 級

国府津駅に降りると垣根の向うに河津桜のピンク

の花が私を温かくしてくれる。私の住処と|よ気温が、

2、 3度違う感じである。海と明るい陽射 tノ に、ここは

湘南であると実感できた。今年は、2月 の寒さで開花
が遅れているとのことであった。確か|こ 下曽我駅前の

自梅に|よつばみが多い。急速コースを変更し上大井駅

で|まなく、楽な下曽我から梅林を目指すことにした。

みんなの歩いている方向につしヽてしヽ<と 予定とは逆

の別所梅林に着いた。途中のお宅の築山越しに見え

た真自き富士|よ、朝日を浴びて白銀に輝き神々しい。

絶え聞ない人の往来とスピーカーの声に追い立てら

れるように、予定の瑞雲寺に向かつた。」ヽ田原牧場ア

イスエ房前を通リノ
Jヽ 圏原鋳造研究所なるところを覗<



と何か我楽多を販売しており、その先で|ま机の上に特

産品を並べ販売している。何かの研究所なのか、その

先に行<と暗がりに人がおり尋ねると研究所とのこ

と、確かに鋸璃らしきものがあった。何を研究してしヽ

るか|よ定かではないが作品|よ風鈴であつた。傍からの

ゆっくりしていきなさいとの声に誘われ奥の梅の本の

下のテーブルでくつろいだ。奥にはホルスタイン(張り

子 )が いて、さらに奥 |こ は菜の花が咲き、その中に研

究所の研究員がいて、青い空、実にのんびりゆったリ

くつろぐ。歩を進め端雲寺を目指す。鐘の音がする。

選策がソ1/ノイドで自動的に制御されている。

工作好きの坊さんの作品か。中河原梅林 |よ母娘の一

組だけであつた。ここで昼食とする。もう富士 |よ 見え

なかつた。梅 |よ奮が多かつたが十分楽しめた。神々し

い富士も拝めた。風もな<暖かな花見で満足した。

(阿武 僑夫 )

く参加者〉し阿武 信夫。SL網 代 節子 。藤圏 弘治

(計 3名 )

くコース〉下曽我駅―Tt‐ 蟄我小学校一別所梅林―別所

薬師堂―小圏原牧場アイスエ房一伝曽我祐信宝籐 E椰

塔一NPO法人小圏原鋳造研究所一曽我神社一瑞雲

寺一中河原梅林一別所梅林―下曽我駅

〈コースタイム)ノ3ヾらぶら歩きハイキングにて省略

☆10035回
神武寺裏参道から鷹取山 A申級

期国 2月 23日 (水 0祝)2月 19日を変更

神武寺駅から線路沿いに六浦方向へ歩き、逗子中

学手前にある道標で右折、老人ホームを過ぎると山

道になる。1議 どなく石切り場跡があり、小さな沢沿い

の道を行 <。 急な石段を登ると東逗子駅からの表参

道と合流し、神武寺総 P電から境内に入る。

歴史のある寺は見所が多い。朱塗りの楼 F罰 をくぐつ

て薬師堂へ。その左手から再びハイキング道に入る。

少し行くと右手に踏み跡があり、登ると三角点のある

小ピークに出た。展望の良い所で「十州望」というらし

懲ヽ。さらに進んでまた脇道から小ピークに登ると、こ

こも展望が開け、出発時の寒さと|よ打つて変わつて陽

だまりがノ心地よく、一体みする。

鷹取lll一 帯の岩|よ滋設磐とのことで、太古に海から

隆起したことを随所で感じる。次 |ま鎖場、よく整備さ

れ、岩の足場 |ま しつかりしているが、年齢を考えて慎

重に登る。ここ雀過ぎると開けた台地に出て、巨大な

岩登りのゲレンデが現れる。何

組か練習していたが、昔と|ま違い許可市Jに なつてい

る。

台地から階段を上がつて展望台(頂上 )|こ 出ると、東

西南北、東京湾を隔てた様々な眺望がすばらしひ。

戻つて台地の下にある鷹取山公園で昼食。その後 |よ

摩巌仏を見に行く。高さ約 8 rTlの 巨大な弥勒警薩尊

像が岩壁に彫られており、横須賀市在住の彫刻家が

昭和 35年から約 1年かけて製作したそうで、なかな

か見ごたえがある。その他見たしヽ所があつたが、下調

べ不足で結局わからずじましヽ、贅さんをウ園ウElさ 憐

てしまつた。

下りは追浜駅へ行<予定だつたが、すぐに舗装道路

に出てしまうので、尾根伝いに歩ける囲浦駅へ変更し

た。スダジイの大きな古本や樹間から真つ青な海が見

え‐70ゆ るやかな道を進むと『浜見台 '圏 浦Jへの分岐

がある。「先へ進もう」という声にうながされ足を延ば

すと、42号鉄塔に着いた。道標 |よないが、ここからい

つたん下り、送電線巡視路の仮設階段 7_‐ 登り下りして

住宅地に出た。不明瞭な「園浦Jへの道標に?と思しヽ

ながらも進み、途中で人にたずねながら融浦駅へたど

りついた。

標高わずか 139mの低山だが、眺望が良く変化に

富んだ魅力のあるコースだと思う。 (服都千菫駒

(参加者)期浸部千重子・井上恵子の今西光輝頓姜澤美

悪子・桑崎せつ子・藤田弘治(計 6名 )

(コ ースタイム)神武寺駅 10100-石 切り場跡 10:

16-神武寺総問 10130～ 50-三角点 欄 :00-小

ピーク 11110～ 18-岩登リゲレンデ 11:37-展望

台 11:45-鷹取山公園 12:OO～ 25(ロスタイム約

20分 )一摩崖仏 12:47-浜見台C圏浦分IFI-42号

鉄塔 13:26～ 14:00-京急圏浦駅 14:33

☆10037回
成田曲新勝寺とその周辺

期日 2月 26目 (土 )

A級

~何
年ぶりなのか ?少な<とも2度 |ま来てるはずだ

が?駅前の風景も全然記憶にない。当会姐御ベストメ

ンバー4名 とお爺さん 1名で表参道に向かつ。

普ながらの老舗主産物店、本造3階建て簡家も残る

間前町|よ、コロナ禍後久しぶりに見るなかなか命人出.

初詣の参拝客数|よ 明治神宮に次いで全国第2位とい

うのも納得。羊糞、うなぎ、せんべい、漬物なご和弗j高

が多いのが嬉しい。

立派な総門をくぐり、仁王問のある階段奄登ると沢

山のお堂の建つ広い境内へ。大本堂でお不動さまに、

いろいるお願いし裏手にある成田山公園へ。



大、小の池3つ、滝もある広大な大庭園にびっくり。全

国でも数少ない書道専間の美術館tlあ る。

公園を回遊辱表参道にもごると、空きっ腹にもうも

うたる煙と蒲焼の臭いが。お目当ての 3軒の有名う

なざ屋|ま何時間待ち。仕方なく待ち時間なしの店に入

る。土産物を物色しながら駅に。間国の広い大きな乾

物屋を発見。昔|よ町内に一軒は必ずあつたのに。家庭

的な姐御たちは豆、干瓢、おななどを購入。

成田山を満喫した年令相応の愉しい…国でした。

(山崎玉横)

(参加者)L今西光輝 tSL山 崎玉枝・坂井郁子。中里

薫 0服部千重子(計 う名)

(コ ースタイム)」 R成田駅 10:30-総 F号 10:50-成
圏LIJ公 園 11:10-総 問 13:OO一 昼食 13:10～
14:30-京成成圏駅 14:50

☆ 10040回
り|1越 街 道 藤 久 保 宿 周 辺

3月 5日 (二L)

A級

目先を変えて川越街道を歩<こ とにする。川越街道

|よ戦国時代太田道灌が江戸と河越 (111越 )を結ぶため

に作つたといわれる。その後群馬県の藤岡まで児玉衝

道として伸ばされ、中山道のバイパスとして利用され

たそうだ。

昭和に入り重要道路として拡幅されたり移し替えら

れたりしているが、所々並木道が残つていて音の風情

が偲ばれるところがある。今日はその一部に触れてみ

ようという企画である。

鶴瀬駅で降りて、まず立ち寄ろうとした公園と神社

が見つからない。私が頼りにした案内図と現在の道や

建物の様子があまりにも変わつてしまつて、何人もの

住民に聞いてもよく分からない。やむを得ず駅から西

へ伸びる大通リヘ戻つて、やつと街道へ出ることが出

来た。着いたとこ引よ、杉並本の中央分離帯の南の端

で、庚申塚があり、また大きなFり |1越街道」と書かれた

石碑が立っていた。

街道を南へ進む。車の多い道で大型店やレストラン

が並んでいる。広源寺という寺がありその境内でひと

休みした後、スシローという回転寿司店を見つけそこ

に入つた。新式の店で食べ物を注文するのにオロオロ

しながら何とか食い終わることが出来た。

この辺りからまた中央分離帯が現れ、今度 |よ欅の並

木道だ。更に街道を進みみず1承台駅入口を過ぎた辺

けから左の脇道に入る。目指すの1よ三芳町の歴史民

俗資料館だ。見学ののちここで道を聞いて、こぶしの

里へ向かうが、竹間沢へ下ることが分かり、その前に

高台にある泉蔵寺と竹間神社に寄ろうと引き返す。し

かし何の特徴もない寺社だつた。これなら沢に沿って

歩いた方がよかつたなと思いながらも、参加の皆さん

に|よ何も言わずそのまま東へ進み、浦所バイパスを横

切り、竹間沢東公園で最後の体みをとる。あとは志本

大橘査渡つて柳瀬り|1駅に迪り着き解散した。

(森田準之動 )

(参加者)転森団準之助で武井光子・井上恵子 今゙西光

輝・奥山冨士子 (計5名 )

(コ ースタイム)鶴瀬駅 10:05-11麟街・in庚申塔

11:15-広源寺 11130-ス シIIl-11:50～ 12:30-
三芳町資料館 13:3G～ 50-こぶしの里 14:◎ 0-泉
蔵院 14:15-竹間沢東公園 14:35-l・Jp瀬り|1駅

η5:15

☆10041回
田浦梅林から尾根歩き

期日 3月 6日 (日 )

A中級

この頃は潤増 L′に春の気配が濃くなっています。3

月 2熙に森囲さん命北越谷梅林に参加した時|ま、風

も冷たくまだまだ冬だなあとの思いが強かつたです

が、今園3月 6鶴 の陽射ヒノ|よもう春だよれ告げていま

す。南 |こ 199k織、距離も大きな要素でしょうが 1.

JR囲浦駅から階段を登つた囲浦梅林の梅 |ま見事に

咲き誇っていました。花の間に久里浜の煙突と青しヽ海

が見えます。その先|よ袖ヶ浦の煙突でしょ・う。ここには

展望台があります。展望台:こ登つて改わて東京湾をし

みじみ剛揚めます。21フィート、オモチャのようなヨット

を浜離富マ1プ ーナから油壷へ廻航した鋼は 55年の昔

になりました。チャート(海図)働見方も知らずロラン

もな<夜爾航海など初めてでした。久難′つ岸壁に磐

|‐ナて文句を言われる勢もイヤで沖響かりで一晩爆ごL/

た夜|よ今でも鮮明 Iこ 思い出わます。

展望台を降暉て下山です″画i菫 :こ 臨
“ζ14時 5]分

釣バスでJR運子駅に着いたところで、今騒岡箱の横

塚さんがお酒仕付き合つてくギLるそうです。一緒に飲

えプでくれる人がしヽるの1よ嬉しい限りです。今鋪の山行

が一段と楽しくなtlました。 (藤熙弘治 )

(参加者 )な熊澤美悪子…藤圏弘治 藤ヽ沼淑江1・ 穫塚征
―雛5(計 4名 )

(コ
‐スタイム}」 R覇浦駅09155-田 浦梅林10:15

-登山適11100-学L頭山11:懲 5～ 12:00-新沢

分岐14'05-水源地入ロバス停14[35(バス)=翼
山じ逗子駅



低い山を歩<会の運贈、今後の会のあり方についての検討会

当会はall立 60周年を迎えましたが、会員数が大きく減少し、平均年齢も高齢化しています。このような状態で、か

つてと同様な運営、体制や会員Jのままで進めていつて良いのか検討、協議する必要があるので|よないかと思います。

そのためには全会員に参加していただき、話し合うことが本来の姿とは思いますが、事前にいくつかの方向性をまと

めておきたいと思います。

そのための検討会を3月から催していきます。出席者 |よ、取りあえず会長、副会長、リーダーキヤップ、各部門のキヤ1ン

プとして検討を重ね、順次全体へ広げていく予定です。

第 1回検討会開催 目時 2022年 3月 31日 (本)集会ω役員会と同日 14時から15時

場所 集会会場 6階第2会議室

会長「
pI武信夫

儀山だエリ

低bヽ 山を歩く会倉J立 60周年記念曲行

(2022年度春季集中山行)のご案内

昨年、台風の影響で谷川岳周辺の 60周年記念山行を中止しましたが、今回は春季集中山行を兼ね、場所と日にち

を変えて催すことにしました。貸切バスによる山行です。日頃顔を合わす機会の少ない方々と交流できる良い機会で

す。また、今回Iよ、なるべ<多くの方々に参加してしヽただけるよう日曜日に設定しました。会員の皆様、万障繰り合わせ

の上、ノSヽ るつてご参加ください。

期園 2022年 6月 5日 (日 )

場所 北八ヶ岳"麦草ヒュツテ"周辺

集合  IKEo Biz(集会会場)前 6時 45分
出発  7時 (時間に遅れないようお集まりください)

コース 山歩き、散策等4～ 5コースを検討中。詳細 |ま会報 5月 号に掲載します。

*貸切バス料金は基本的に会が負担します。状況が大きく変イヒした場合|ま応分の負担をお願いする場合があります。

◎4月の山行プランについて

本4月号掲載の山行プラン5本 (グレードの内訳、A
級 2本、A中級 3本が 2月 25日 の役員会で了承

されました。

◎令和4年 (2022年)5月 の編集委員会|よ 5月 9日

(月 )、 集会・役員会は 5月 25日 (水)です。

◎会員動向 ◇退会 藤田洋子 (3用 31日 )

◎2月 25日の集会出席者(lln不同)

阿武信夫瑚艮都千重子・熊澤美恵子・奥山冨士子・植

村早苗時綱代節子"武井光子・井上恵子。山崎玉枝・山

本llt子・三圏村久子・金沢正秋・森圏準之助・今西光

輝“具鍋雅光 `村川征津子・横塚征―郎  計 17名  i

6

抵山 通巻 682号  2022年 4月 号 発行/2022午
4月 1日 発行)発行人/阿武信夫 (低い山を歩く会

会長)発行所/低い出を歩く会 〒330‐ ()064

さいたま市浦和区岸田∫ 7‐ 3・3 容048-822-7228
頒価/300円 (送料 120円 )編 集委員/三田村/A

子 。浜橋保代 。金沢正秋 山ヽ崎玉枝・伊東栄子 t

横塚征一郎 版下作成/横塚征一郎
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