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5月の編集委員会  5月 9日 (月 )15時
5月の集会・役員会 5月 25日 (水)15時

焼山～二子山/越谷宿と越谷梅林/入山尾根から舟子尾根/川越街道藤久保周

辺/鐘が岳から不動尻のミツマタ群生地/北本の桜めぐり/幸手宿と権現堂堤

故坂井郁子さん追悼文

幽 |二 夕ヽう
会場 :IKEOBiz

(としま産業振興プラザ)

電話 :03-3980-3131

◎3月の集会・役員会出席者-18名  ◎3月 の編集委員会…6名

◇山行届・事務報告などあらゆる山行の連絡|よ  リーダーキャップ 熊澤美恵子

電話 090-5318-0292  メール :qqqu9ss9KObasil.ocno ne.jp

◇集会などに関する問い合わせは  企画キャップ 山本1見子

電言舌&FAX  03-3903-7535

◇会費の納入などに関する問い合わせ|よ  会計キャップ  興鍋雅光

電話&FAX 03-3302-2987 (携 帯 09針9300-4736)

会費振込先 郵便振替口座記号番号 001508291146 口座名称 興鍋雅光 (マ ナベ マサミツ)

◇入会・退会 0住所変更・会報の発送その他の連絡 |よ  総務  井上恵子

真:言舌&FAX  047-384-0347

◇ホームベージに関するFntい合わせは  ホームページキャップ 三ツ谷征志 (電話は下記)

◇編集に関する間い合わせ|よ  編集キャップ 三田村久子 03-363卜0988 携帯 090-9239-2105

◇阿武信夫(会長)

◇熊澤美悪子 (リ ーダーキヤツプ)

◎ニツ谷征志(遭対キヤツプ)

◇穂 |1征津子(保険担当)

電話&FAX 04群822-7228
電話&FAX 04か492-6971
電話&FAX 042… 324-5854
竃覇舌03-3828-5207

携帯F:090-5429-1685

携帯打090…5318-0292
携帯|:090-6021-1457

緊急運織先



5魔 翁由行プラン

☆壻○053回
圏光闘山の道 薬師岳から地蔵岳～古峯神社ヘ

A上級

期剛 5燿 7仕)～8日 (覇 )

集合 e出発 JR新宿駅 7時 22分発 宇都宮行(大船

始発)(大富駅 7時 52分発)9時 14分

宇都富着 同発 9時 36分日光行 10時
13分日光着 10時 37分発湯本行バス乗

車

地図   昭文社/日光

持物   一般登山用具

コース  日光 (バス)=竜頭滝上一高山一JjL圏 代原

―滝上(バス)=中禅寺湖

「おかじんJ油 夕食のみ 7千円位

TEL 0288-55-0410
各自朝食 4時出発一茶の本平一細尾峠―

薬師岳一ミツロータ日岳往復一地蔵岳

一古峯神社 (バス)=JR鹿沼駅

歩程   3時 間/8時間

ポイント ー日目は足慣らしで軽く歩き、翌日|ま禅頂

行者道のロングコースを少し早いかと思

しヽますが、ヤシオツツジを楽しみ頑張つて

申込み
:ジ ーダー

備考

神社まで歩きます。

5月 3日 (火)まで

熊澤恵美子  携帯 090(5318)0292
東武電車利用に場合、バスに間に合うよう

に。 一日目が雨天でtt 2日 目が雨天でな

ければ実施します。

☆10054回
野り|1散 歩           A級
期目 5月 12置 (本 )

集合・出発 JR西国分寺駅改本じ前 9時
地図  別途配布

]―ス 西国分寺駅一黒鐘公園一国分寺跡一源水

地―野りll―稲預難餞―武蔵小金井駅

持物

歩機

ポイント

呻込み
|メ ーダー

ウオーキング用具

2時間

野川の川辺を歩いて野花を見てみたい。近

隣在住の横塚征―郎さんのガイド付き

5月 11爾 (水 )まで
言ツ谷征志 042(323)5854

☆10055回
小仏城曲        A率 級

難鑽 5月 15自 (日 )

集合 出゙発

地図

持物

コース

歩程

ポイント

」R高尾駅 増ヽ仏行バス 出発 9時 12分

昭文社/高尾

一般登山用具

目影バス停―キヤンプ場取付― (鉄塔尾根 )

一小仏城山一一丁平一いろはの道一日影

約 4時間

新緑の山歩き。タラの芽を途中採リー丁平

で天ぶらにし、共同で海鮮うどんを作りま

す。

申込み  5月 13日 (金 )まで

リーダー 藤囲勝平 09θ (1458)7859
備考  共同持物あけます。ケーブルカー下山可。ま

た希望者で下山後打上げします。

集合・出発 」R高尾駅9時 24分発甲府行き後方車内。

上野原駅9時 46分発井戸行きバス乗車

地図  1/2.5万図/与 瀬

昭文社/高 尾・陣馬

持物  一般登山用具

コース 上野原駅 (バス)=沢井入 IEl一鷹取山登山口

―金比羅山一鷹取山一小渕山一小渕峠―岩

戸山一藤野神社一藤野駅

歩 程  3時間弱

ポイント 過去にプランを出して中止した山。

藤野 15名山の2つを含む、′」ヽさなコブが連

なる尾根を行<。 樹林帯の新緑ni喘れしヽで

しよう。ツツジでもIIXい てしヽればなお良い。

申込み  5月 19日 (本)まで

リーダー 服部千重子 03(5934)6131
080(1076)1510

集合。出発 JR中央線 塩山駅 9時 5分発西沢渓谷

行バス発着場

参考:高尾駅始発 7時 39分小淵沢行 塩

山着 8159

第 10056回
鷹取山・′」ヽ渕山e岩戸山   A中 級

期日 5月 21日 (土 )

☆1◎ 057回
西沢渓谷          A中 級

期日 5月 29日 (日 )



地図   昭立社/金峰山,零武億、 1/2.5万図

金峰餞|、 雁坂峠

持物   一般豊山爵翼

事―ス 塩山駅やギス)車 西沢漫谷入鶴一二俣一七ツ

釜 五ヽ設の滝 ‐T薦構 西沢渓谷入圃=
塩山駅

歩程   4時 間

騨込み  5月 26熙 (本)048(322)7228
990(5429)1685

畿nno_rlobu@ybbで ne¨』p

S_    網代節子 03(3636)4793
備考  西沢渓谷入回バス時亥」表

13:10、 14:40、 15:40
バス料金 片道 1夕 050闇

無しヽ動を歩く会創立 0◎ 周年記念曲行

《澄022年度春季集中由行)のご案内

貸切バスによる山行です。日頃顔を合わす機会の少

なしヽ方々と交流できる良い機会です。また、なるべく

多くの方々に参加していただけるよう日曜日|こ設定

しました。会員の機様、万障繰り合わせの上、ふる⊇

てご参加ください。

2攀 22年 6月 5日 (日 )

ゴ絶八ケ轟畦 草ヒュッテ"周辺下記5コ ース

lK騒てBIz(集会会場)前 る時 45分
T時 (時間に遅れないようお集まりください)

帰着バス 麦草ヒュッテ 3時出発予定

持物 一般登山用具

地図 躍文社/八ケ岳 ¶/2.5万図/蓼科

申込 各コースリーダー 5月 26日 まで

率貸切バス料金 |よ基本的 |こ 会が負担します。状況が

大きく変化した場合|よ応分の負担をお願いする場合

があります。 ゲ スト

その1

☆10058回 麦草峠から茶臼山ф縞枯山 A中 級

コース 麦草ヒュッテー麦草峠一大石峠一茶臼山一

展望台―縞枯山一茶自由一麦草峠一麦草

ヒュジヽテ

歩程  3時 間

ポイント 本々の目党め・山笑うを実感しましょう。

リーダー 阿武信夫 ◎48(822)7228
090(5429)1685
8自no_nobu@ybb.ne,j参

期澤

場所

集合

出発

その2

☆l⑬ 059回 白駒池 A級

菫―ス 自前池入回でバス下寧一白駒池一闘―白駒

地入ロー麦草峠

渉程  1時 間 30分
時間が余るようだつたら費草峠一大石峠往

復時間 49分           一

リーダー 森圏準之助 ③4(2946)3011 3=・
090(11参 5)5●33

その3

☆1◎ 060 1BIl 麦草峠周辺逍選    A中 級

コース 麦草峠一自駒池岡回一高見石小屋一丸山一

麦草峠(3時間)一大石峠一―オトギ :メ 平一出

逢の辻一狭霧苑地――斧断ちゆ森一麦草峠(2

時間)

歩程  5時 間

ポイント 深い森や神秘的な湖を探訪。コース前半 (3

時間)のみ参加でも可。なお、コース後半の大

石峠周辺 lよバス時間、天候、体力などを考慮

して申止、コース変更等があります。
1メ ーダー 今西光輝  03(6780)1792

SL

080(2043)9897
月浸音経f重詈1 03(5934)6131

080(1076)15tO

その4
☆10061回 麦草峠から丸山。高見石 A中級

コース  麦草峠一丸山一高見石一丸山一麦草峠

歩程   2時 間 5分
リーダー 三ツ谷征意  042(324)5854 ‐ ■

SL    大澤幸子   ◎3(3576)4346
備考  ①丸山往復でも可。Si_と自駒池から戻る

のも可 .

②早めに麦草峠に戻り山菜てんぶらを作り

ます。その為、lll菜は」A茅野か通の駅

Y: - f 77 4 >E.f$finT''ft X i'L {, # A.
ie-ae,'+--

そ約じ             た
☆10062回  麦草峠から雨池苺八住山  A級

3時間

山歩きり時|よ、寄るか、素通りするところ

をあえてゆつくり楽しみながら歩きます。

歩程



:リ ーダー 賞晏澤悪美子  090(5318)0292

りも
｀
|

鉤行辣辟
☆10928回
焼山～二子曲

期日 1月 22日 (土 )

A申級

このルポを弓|き受けた事などすつかり忘れていたの

です。3月 17日 、一人で高尾山向かいの大洞山を登つ

ていた時です。突然携帯がなりました。 焼山～二子

山レポの催促でした。早めに山行をtJ3り 上 |ザ帰宅し、

今、パソコンで声ケ久保、氷柱祭の写真を見たリヤマレ

コの山行記録を見ながら思い出しつつ書いています。

寒い日でしたがアイゼン|よ使いませんでした。取つ

付き|よ 、結構な勾配で苦労しました。でもこの日の全

歩行距離鵡 .2kmです。この短さに救われました。両

山とも見晴らしも日差しも申し分のない頂上でした。

下山した芦ケ久保駅のテント屋台で飲んだ一杯が忘れ

られません。ところで私が会報のルポを読むの|よ 、初

めての:J―ダーの山行に申し込もうとする時です。そ

のリーダーについて行けるのか ?それが重要です。私

の山1よ 旨い酒を飲むためです。チヤレンジ精神 |ま全く

ありません。一番恐れる事 |ま
lメ タイアして、1リ ーダーの

山行をダメにしてしまう事なのです。そんな目的なの

で、読みたいJ1/ポ |よ、ヤマレコにあるような、写真とチ

ョイ書きと時間が載つているものです。会報に写真 |よ

載せられませんから、そろそろホームページに会幸展

を載せて欲しし`ものです。勝手ながら本音です。以上

よろしくお願いいたします。 (藤圏 弘治 )

(参加者)L阿武 信夫 SヽL網代 節子・藤圏 弘治・

中島 水保子 (計4名 )

(理 ―スタイム)声ヶ久保駅8:50-雌岳一二子山10:

55-雄岳一焼山12:25-一雄岳一二子山13:20-一

雌岳一芦ケ久保駅15i05

☆10036回
日光街道つまみ歩き (そ の4)

越 谷宿 と越 谷梅 林 A級
(水 )2月 23醸 予定在変更し3月 2回

今年命冬|ま寒かつたので梅の開花も遅れたようで、

1週間延期になけました。コースも最初の計画と逆で

す。まず北越谷駅に 10時半集合、歩き出すとすぐに

浄光寺に着く。紅自のミニ梅が迎えて<れて、その先

日まお地蔵さまが並んでいた。本堂は比較的新しく平

成7年再建と書いてあります。お庭には立派な松の本

が2本あり告で見上 |ずる。池もあり鯉|まと探すが見え

ない。防火用と書いてありました。

お寺を出て右折し、しばらく歩くと元荒川に突き当

り、土手を上がつて元荒lll緑道を歩きます。歩きやす

いが自転車や散歩∽人、犬もいてにぎやか。しばら<

歩<と右手に公園があり、メタセコイヤの本が並んで

いる。続いて竹林があり竹の子は生えるのかしらねな

ど話しながら行<と、今度は桜の本が並んでいた。咲

しヽたら見事なことでしよう。

ほどな<『 梅林公園」の入目があり、梅林ありだがま

だ2、 3分咲きでした。ここで昼食休憩。東屋で食べる

人、日向で梅を眼前に食べる人、駅で買つた力二弁当

の人もいれば、私|ま しがない手作りのおにざりだつ

た。近くに紅梅を見つけ、その下を見ると黄色いリユウ

キンカも咲いていた。

その後|ま車道に出て歩き出すと富内庁の鴨場があ

り、さらに進むとお寺らしくない寺があ呼、水子地蔵が

きれしヽにまつられてしヽた。再び車道歩き、やた場と大

型車の往来があるので、向力`いイ員」の歩道に渡りたし`と

ころだが横断歩道もなく、T‐・むなく車線に沿つて端を

一列に並んで歩く。

マンシヨンの前に丼戸があり、リト常用とのこと。よう

やく右手に北越谷駅が見えたがそのまま直進、古民家

群に行く。とつても古しヽ倉が残つていたり、今にもつ

ぶれそうな造りの金物屋さんがあり、プリキのバケツ

やジョウロ、湯たんぱとドラマのセツトに出てきそうだ

が現役みたい。次に1ま、|よかり屋さんがあり路地を入

ると1日大野邸とある。2018年にレストラン奄備えた

古民家複合施設 |こ なつているが、今酬よ体業園で中

{よ見られなしヽ。路地奥の遊佐農場|ま聞いてし`て、か

ぶ、大根、自菜、ヤーコン、菊芋など
｀
珍しい品があり、



寅べ方ち戦えてくださつたか、荷物になるので買わな

かつたゃ

薦仰人は次の駅まで 13分だよと教えられ、街道

を班らに繭へ進むど越谷駅入回の交義点1こ着く。駅

へ行きたい人と市役所に寄りたしヽ人こしヽて、ここで

解散。平地歩きで 16,809歩と少なかつたが、結

構疲れた。国道4号線、闘光衛道だと後で分かつ

た。地図で見るとまだこの街|よ、野鳥鈴森、植物園、

能楽堂、しヽちごタウンなど見どころ満載のようだ。

雨の予報から日だまリハイ例こなり楽しかつた。余

談ですがこの3日後近くの小金井公園を散歩する

逮、丁度梅は満闘でした。 (櫨村早苗 )

(参加者)L森田準之助。三圏村久子・熊沢美恵子・櫨

村早苗。中里 薫。
4ヽ林美智子。石′|1泰男・横塚征一

虫50藤圏弘治 Cゲスト2名 (計 11名 )

(コ ースタイム)JL越谷駅 10:40-浄光寺 10:50～

稲 :00-元荒り|1土手 11:③ 5-梅林公園(昼食 )

]145～ 12:40-北越谷駅入目 13:25-|よ かり屋

13:40～ 50-越谷駅入回(解散)14i30

☆19038回
入 山 尾 根 から舟 子 尾 根

期日  2月 27日 (園 )

A中 級

」R高尾釈 :こ集合し美山町行のバスに乗り萩園バス

停で下草し琴平神社より出発する。

石の鳥議、本の鳥居をくぐり社殿に|よ少し雪が残つ

ていた。脇適から尾根道に入り370Frt圏の3つのコプ

を越え390m圏から北方に採石場が見下ろせた。38
6 rnの 向山に着く。ここから何の迷いもなく赤テープ

の方に進んでしまい間違いに気づき、登り返してやり

直じして約25分のロスをしてしまう。そして岩稜の登

り返し、ここはきつかつた。

一つ石山(536m)で 昼食にする。陽気 |ま暖かいの

に春一番の風だろうか?吹く風は冷たく感じられた。

採石場を見ながら草本の上にIよ雪が残つてしヽてまる

で雪山に来たみたいだつた。尾根に登り行くと途中で

道が無くなり、採石場に入つてしまつた。どうしても早

くここを突破しなくていけないので砂山を這 bヽ 上が等、

イバラの道を下り、服には棘がひつかり、顔 |ま傷つき、

やっと通らしき所へ、トラバースしながら登りやつ

とゆっくり出来る車道に出た。ここで大体憩をした。ま

だ先があるので尾根道へ登ると一般道にでた。沖ノ窪

峰、豆佐嵐山と進み、五国市方面(今熊神社)の標識

が出た。これで少し安堵する。7号翁鉄塔をめざし進むゥ

この辺も少し雪が残つていた。

林遵 |こ 17時前下山出来たが、更に30分程歩いて

沢戸橋バス停に着き、武蔵五国市駅へ、拝島で反省会

となつた。低山であつたが誰 |こ も会わず、登り下りが

多くて結構きつかつたE口象でした。 (中島水保子)

(Lよ 号)採石場が拡張工事をしていて通遇するの 1こ 時

間を取られ参加者に苦労をかけた。入lll尾根|まこ藝拡

張工事により消失したと思う。

(参 加者 )L熊 澤美悪子 `藤 濃淑江 さ中島水保子

(計 3名 )

(コ ースタイム)萩園バス停8155-琴平神社鳥居912

5-琴平神社9:40-向山11:30-一 つ石 Li4 1 1:5

0-尾根へ14100-沖の窪西峰14:30-豆佐嵐山

1本 50-7号鉄塔16:25-林道16:50-沢戸橋バ

ス停17:15

☆1 0040EBIl

サ|1越街道藤久保宿周辺

3月 5目 (■ )

A級

目先を変えてjll越街道を歩くことにする。川越街通

|よ戦国時代太田道灌が江戸と河越 (り |1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衛

道として伸ばされ、中山道のバイバスとして利用され

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

れたりしてしヽるが、所々並本適が残つていて書の風情

が偲ばれるところがある。今日はそ¢一部に角虫れてみ

ようとしヽう企画である。
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鶴瀬駅で降りで、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≒jにした案内図と現在の運や

建物の様子があまり|こ ち変わつてもまつて、何人もの

住爵に圃しヽでもよく分からない。やむを得ず駅か与西

へ伸びる大通 lpみ、展つて、やつと犠道へ出ることが曲

来た。着し`たところは、杉並本鍛中央分離帯勢南総端

で、庚申塚があり、また大きな『j:腫街道Jと書かれた

石碑が立っていた。

衛適を薦へ進む。車の多い道で大型店や[ノ ストラン

が並え′でいる。広源寺とし`う寺がありその境ぬでひと

体み t♂ た後、スシローという回転寿司薦を見つけそこ

1こ ユ.つ た。新式の薦で食べ物を注文する動:こ オEElオ 亜

しながら何とか食い終わることが出来た。

こ鋤還りからまた中央分離帯が現れ、今度|ま欅の並

本進だ。賣:こ衛進を進み、みず1思台駅入鶏を過ぎた辺

響から左翁脇道 |こ 入る。目指す織は三芳町φ歴史民俗

資料鏡だ。見学の勢ちここで道を聞trξ、み 5:し の里

へ鑓かうが、竹聞沢ム下るこ通が分利 、その前に高

告1辱 あ懲蒙蔵寺と竹闘神社 1こ寄暴号と場:き返す。しか

導何命特徴もなしヽ寺社だつた。これなら沢 |こ油つて歩

もヽた方がよか・pたなと思いながらも、参撫鋳皆さんに

|よ何も言わ
・
グそのまま索へ進み、浦所バイパスを横切

雫、竹聞沢蒙公園で最後の休みをとる。あ標よ志本大

橋を渡つて霧F瀬∫ll験に連り着き解散した。

(森圏準之助 )

(参撫者)L森圏準之動G武井光子・井上恵子。今西光

輝。奥山富士子 (計 5名 )

(コースタイム)鶴瀬駅 10i05-∫ |1越街道庚申塔

11:15-広 源寺 11:30-スシロー11150～ 12130-
三芳町資料館 13:30～ 50-こぶしの里 14:OO― 家

蔵院 硼4:15-竹間沢東公園 弯4:35-柳瀬り|1駅

15:15

☆19043回
鐘ヶ嶽から不動尻のミツマタ群響主地 A中級

期圏 3月 19爾 (土 )

本厚本駅近くの厚木バスセンターからバスに乗号、

広沢寺温泉入国で下車。緩く車道を登つてしく と、左

手に浅間神社へと続<石段が見えてきた。

信仰の山道らしく、一丁二丁(廿八丁まである)と彫

られた小さな石仏に見守られるように進んでいくと、
のぞ

展望の良い"覗 きの松二代目":こ 着く。市衛地が望め、

薄曇りながらも気持ちがよいが、上ってくる風|よまだ

冷たい。

ここから先、薔むした長い石段を経て浅間神社 |こ着

しヽた。右手仰ベンチ前 |こ |よ 2本券桜め本が花を咲かせ、

赤く大ぶりな椿もまだまだ咲いてしヽた。しばし昼食体

憩の後、わずかに登るとそこが鐘ケ嶽山頂だつた。懸

望!まなく、
~3~い

2体の石像が置かれてしヽた。

曲事から20分程で山ノ神分岐。ここ|まな手①「らく

らくコースJを下り車道に出て、今日のもうひとつの目

的"ミ ツマタ群生地"へ向かつた。群生地|よ大山三峰山

の下山口で、辺りのある一帯が薄黄色で理まつている。

また程よい甘い香り:こ 包まれていて、IElら ずiこ この群

生地 |こ 出会つたら、それ|まそれ|よ感激することだろう。

満足のうちに山ノ援 の真つ暗なトンネji/を抜け、

鐘ケ嶽バス停まで歩き帰路 |こ着しヽた。 (山本悦子)

(参加者)L服都千重子オ井上恵子鑢今西光輝・異山冨

士子報晏澤美悪子 藤ヽ圏弘治・山本悦子 横ゝ塚征一郎

(計 8名 )

(コ ースタイム)本厚本駅一厚本バスセンター=広沢寺

温泉入回バス停9:43-登山口9156-覗きの松二代

目19:59-浅間神社 11:23～ 46-鐘ケ嶽 11:S⑮―

島神峠分劇 2116-林道 12130-不動尻 1215C―・

13[25-鐘ケ嶽バス停 14`35=本厚本駅

☆理○045回
北本の桜めぐり

期日 4用 1自 (金 )

A級
3月 29饉 (火 )を変更

今年も桜聞花宣言 |ま出たも母/JD、 寒暖の差が激しく

山行予定が 3日遅れで実施された。花冷えの目だつ

たが青空のもと、桜めぐ呼|こ |よぴつたり。しの配慮に難

幅。

北本駅登出ると西に向かう大通り1こ 早速桜並本が

出迎えてくれた。しL較的若い定番のソメイヨシノ、シダ

レザクラ、ヤマザクラ等々これから咲くものもあり、長

く楽しめる様に配慮されてしヽる。駅でゲツトした桜マッ

プに従い、氷サ|1神社、須賀神社、厳島神社の境内へ。

そし
｀
で阿弥陀堂の墓地の中|こ 停むエドヒガンザクラiよ

市指定の天然記念物である。

そ・の裏手にカタクリ自生地があり、国―プで保護さ

れた奥の方に下向きのカタクリの花が少し咲いていた。

満開時期はまだのようだが何か得した気分 :

続しヽて高尾さくら公園|よ広く、ふるさと各地から寄購

された 30種もの桜が次々と咲き、多くの人出で賑わ

う。私達もランチタイム.

その後、コースに従しヽ荒jll左岸の水辺公園、荒井橋

を通過し少々冷たい風命中、桜と菜の花の□―ドを進

み、城ケ谷堤の桜祭り会場では、熱々命たこ焼きをご

馳走 |こ なる。



次|ま放光寺で大本のシダレずクラを見て、子供公園

で小休止、最後の目的地、東光寺にたどり着<と さす

がに大勢の人出。ここの境内にある「石戸蒲ザクラ」|ま

国指定天然記念物で樹齢 800年を誇る。それは見

事 l太い幹と左右に広がる満開の桜の雄大さに圧倒

される。北本市のシンポルと織得する。また、この一本

桜は他に三春の滝桜(福島)、 山高の神代桜 (山梨 )、 下

馬桜 (静岡 )、 根尾谷の薄墨桜 (岐皐)と 共に日本五大

桜として国指定天然認念物になつているそうです。

東光寺の裏手から帰路:こ着く途中、北里大学メディ

カルセンターの所で北本駅行仰バスが止まつていたの

で乗車。

今年のお花見|よ いつもと違う思い出深い花見とな

りました。 (奥山冨士子 )

(参加者)L服部千重子。井上恵子。今西光輝・奥山冨

士子。熊澤美悪子・藤田弘治。三橋ヨシヱ 0山崎玉枝。

横塚征一郎(計 9名 )

(コ ースタイム。見学時間含む)北本駅 10:30-氷 川

神社 11:00-阿弥陀堂 11:29-阿弥陀堂し高尾さく

ら公園 11127～ 12140-城ヶ谷堤 13:30-枚光寺

14:00-子 ども公園 14115-東光寺・石戸蒲桜

14:15-北里メディカルセンターバス停 15:00=北
本駅

10045回
日光街道つまみ歩き(その5)

幸手宿とと権現堂堤

3月 30日 (水 )

A級

幸手駅で集合、我が家から結構遠しヽことを実感す

る。駅から東へ歩き、旧日光街道の幸手駅入回交差点

に。この角に岸本家住宅がある。国登録文イヒ財とのこ

とだが元醤油屋がカフェに改造されている。ここから

日光街道を北へ向かう。広い道の両脇には古い構え

の商店が点在するが、旧街道を徳彿とさせるような

建物は少ない。旧本陣跡の角を左折し先ず満福寺に

向かう。次に立ち寄つたの|よ幸宮神社、どちらもがら

んとしている。芭蕉の句碑のある聖福寺|よ害」愛して再

び旧日光街道に戻つたのち、荒宿の信号から東へ道

をとる。浅間神社を過ぎると今の日光街道だ。これを

横切りさらに進むと先方に桜並本が望める。最後に熊

野神社に至りその先から堤防に駆け上がるとそこが

権現堂堤だつた。権現堂なる建物は何処にあるのだ

ろう。

堤|ままさに満開の桜並本に覆われている。結構人も

出ている。桜と対をなす菜の花畑が場所によって不揃

いだつたのは一寸残念だつた。桜の下で昼食とする。

ゆつくり休んだのち桜堤を北上し、桜が切れたとこ

ろで堤を離れる。左方に見える東武電車の線路を頼り

に南栗橋駅を目指して歩く。私 |ますぐ休んでしまうの

で、誰かが途中で待つてくれている。やつと着いた駅

でまた一体み。

皆揃つて電車に乗ったド、まだやることが残ってい

る。新越谷駅で全員下車し、黒圏さん推奨の飲み屋に

入る。打ち上|ザだ。コロナ対策も禁煙も頓着ない店の

対応に嬉しくなって気炎を上げた。 (森田準之助 )

(参加者)L森田準之助 三ヽ田村久子。横塚征一郎・

黒圏 正(計4名 )

(コ ースタイム)幸手駅 10105-岸本家住宅 10:20
-満福寺 10:40-幸宮神社 10:50-1日 日光街道ヘ

出 、荒宿交差点を右折一浅間神社 11110-現日光街

道を横切り熊野神社 11:45-権現堂堤 12:05～

13:20-南粟橋駅 13:40=新越谷 15:00

- ,\.
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低山だより

◎5月の山行プランについて

本5月号掲載の山行プラン10本 (グレードの内訳、

A級 3本、A中級 5本、A上級 2本が 3月 31日

の役員会で了承されました。

◎令和 4年(2022年 )6月 の編集委員会|よ 6月 14

日(火 )、 集会。役員会|よ 6員 29日 (水)です。

◎会員動向 ◇退会 福地紀代司、森下善雄、坂井郁

子、田仁代、佐藤谷子 以上 5名 (3月 31日付 )

◎3月 31嗣 集会出席者 (順不同)

阿武信夫・月晨書「千量子哺姜澤美悪子。奥山冨士子 0植

村早苗。武丼光千 e井上恵子の山崎玉枝。山本悦子命

三圏村久子 金́沢正秋。今西光輝。具鍋雅光・村り|1征

津子や横塚酔 ・・郎、三ツ谷征志、三橋ヨシヱ、石jll泰

男 計 18名

お悔 み

氏99穐 年(平成 3年)入会され、長年総務キヤソ`

プを務められた坂井郁子さんが去る 4月 3目
に逝去されました。謹んでお悔やみ申し上 |ザ ま

す。在職中の経験を活かされて総務の改革に務

められ、また、後進の指導にもご尽力され今園

の低い山を歩く会の総務の基盤を作られたこと

に深く感謝しヽたします。

また、個人的にも北アルプスのテント山行、有

雪期のテント内でのできぱきした采配に感′ふし

たことを思い出します。ご冥福をお祈りしヽたし

ます。

*なお、今回 3月 31日付で退会されてしヽま

すが、長年会への貢献に感謝し追悼文を掲載

することにしました。

従来fllと異なると命ご指摘があるかと思想ヽ

ますが、今後はその者贖 状況に合わせ掲載を

検討tノてしヽきます。
ご了承くださ壌l。

糧怒ゝ白を歩く会  会長 阿武信夫
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