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山  旅 
会報 Ｎｏ.311 

好山好山旅会 

Ｒ.2.1 

                                                                          

                       

 

                      能岳から望む富士山                                                                                                             

              

 

 

 

 

令和２年２月例会山行計画 

 

第一例会      ２月１日（土） 

御坂        足和田山              担当者 宮崎 

第二例会       ２月８日（土） 

道志         篭坂峠～三国山稜            担当者 白井 

第三例会       ２月１５日（土） 

中央線        高川山                 担当者 川端 

第四例会       ２月２９日（土） 

青梅         長淵山                 担当者 原田 
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新年にあたって 

                           会長 木村成雄 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は台風１５号、台風１９号、台風２１号の影響により、東日本とりわけ関東甲信、

東北地方を中心に、河川氾濫による浸水や長期停電等の甚大な被害を受けました。被災

された方々にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りします。 

台風１５号や１９号は各地の登山道や交通機関にも影響を及ぼし、当会におきまし

ても例会山行の計画変更や中止を余儀なくされました。 

さて、会員の高齢化に伴い、年間の例会山行に一度も参加していない会員が増えてい

るのが実情です。こうした環境を踏まえて、昨年９月の役員会において、これまで強制

的に加入が義務付けられていたスポーツ安全保険を任意加入にするべく意見交換し、

任意加入の案が可決されました。 

それに併せてスポーツ安全保険に加入しない場合の年会費を４，０００円、スポーツ

安全保険に加入する場合の保険料込みの年会費を５，０００円、と改定されました。 

御高承のとおりスポーツ安全保険は傷害保険であり、遭難時の捜索費用はカバーさ

れていないので、会員の方にはスポーツ安全保険加入の有無にかかわらず、遭難保険を

各自で付保されることを推奨しています。 

また、リーダーの負担が大きいという意見を踏まえて、春の役員会を総会と同日に開

催してリーダーの負担を減らすとともに、リーダー手当を改定することといたしまし

た。こうした施策により、原則として毎月３回以上の例会山行を計画してまいりたいと

考えています。 

最後に、会員の高齢化に対応して、例会山行のバリエーションを拡大し、平地のハイ

キングを増やしてまいります。例会山行に足が遠のいている会員の方も、平地のハイキ

ングを契機として、気軽に例会山行に参加いただけることを期待しています。 

会員の皆様におかれましては、普段から健康維持に努め、日本の美しい山と自然を

一緒に楽しんでまいりましょう。 
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≪  道志  石割山  ≫ 

１１月第四例会  

１１月３０日（土）晴れ 

参加者 宮崎（Ｌ）清水 木村 太島   計４名     

―宮崎記 ― 

集合場所の富士山駅のバス停は長蛇の列。木村さんの提案で登山口までタクシーで行くこと

に。一時間コースタイムを短縮できた。 

10：20 歩き始めていきなり 403 段の階段。二日前の雪が熊笹に残る中を歩く。石割の湯から

の合流地点で衣服調整。さらに木の枝から落ちてくる氷のかけらを頭に受けながら歩くこと 20

分、石割神社に到着。ここで今日最大の関門、石割神社の御神体の巨岩の割れ目を三回通って

今日の山行の安全を祈願。 

更に 20 分で石割山山頂に。富士がその全容を見せる。予定より早いがここでゆっくり昼食。

ここから見る富士山はいかり肩の男富士と朝のタクシーの運転手が教えてくれた。宝永火口が

左の肩になるのかな。 

山頂からは急な下り坂。一昨日からの雪も解けて滑りやすいぬかるみに。なだらかな尾根歩

きのつもりだったが結構なアップダウン。ただピークを迎えるたびに富士がその姿をより大き

く見せてくれる。平尾山、太平山、飯盛山と越えて山中湖畔に戻る。もう陽が大きく傾きダイ

ヤモンド富士を期待させる。 

バス停に到着し待合所でそこのご主人の話を聞く間にダイヤモンド富士を見落としバスも

一台乗り遅れてしまったが、天候にも恵まれいい山行であったと勝手に思ってます。 

                                             

☆コースタイム   

参道入口 10：20～10:40石割の湯分岐 10：45～11：00石割神社 11：05～11：30石割山山頂 

12：05～12：45平尾山 12：50～13：25太平山 13：30～14：00飯盛山 14：05～ 

15：05山中湖 BS 

☆費用       

新宿－富士山（特急利用）4,001円 

タクシー代        4,610円  

 

 

 

≪  納会 高尾山薬王院  ≫ 

１２月第一例会 

１２月８日（日）晴れ 

☆琵琶滝コース 

参加者 板橋（Ｌ）高柳 高橋 原田   計４名 

―板橋 記― 

高尾山口駅前広場は、紅葉の時期の日曜日とあってすごい人波。参加者を探すのに少し手間

取った。混雑が予想されるときは集合場所を細かく決める必要があると思った。琵琶滝の修行

場の裏から急な登りになる。1 号路と 2 号路の分岐を左の 2 号路へ。5 分でまた分岐になり左

の 3 号路へ。いつもは静かなこのあたりも今日はすれ違う人も多い。紅葉も見ごたえがある。  
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かしき谷園地を過ぎるとすぐに舗装道路になり、程なく納会会場の薬王院に着いた。清水リ

ーダーの蛇滝コースのメンバーはすでに到着していた。12 時 30 分から黒光りする廊下の薬王

院の椅子席で精進料理を楽しんだ。 

 

☆コースタイム 

高尾山口駅 10:00～10:20 琵琶滝 10:25～10:50 分岐 10:55～11:00 分岐 11:05～ 

11:45 かしき谷園地 11:55～12:10 高尾山薬王院 

 

☆費用 

新宿～高尾山口３８８円  精進料理３８００円 

 

 

☆蛇滝コース 

参加者 清水（Ｌ）、吉田、川端、池田、瀬川、木村、豊島、蔵 計８名       

―清水 記― 

昨日が雨だった所為なのか、私が到着した時間には、高尾駅の小仏行きのバス停は、大賑わ

い。臨時バスもでるようだ。どうにか全員バスに乗り込み、蛇滝入り口でバスを降りたが、こ

こから登る人はうちのメンバー以外は、いないみたいだ。 

 蛇滝の標識に従い、左側の川沿いの道に入って行く、川の路肩が抉れているところが何か所

かあり、台風の影響が見受けられた。暫く行くと、蛇滝の水行道場からは、お経が聞こえて来

た。奥の方は、覗くことができなかったが、荒行を行っている人がいるようだ。ここの岩場は

夏ならばイワタバコが咲く貴重な場所だ。 

 時間がたっぷりあるので、サル園手前から左の道をとり、みやま橋（吊り橋）を渡り４号路

から高尾山頂上に出た。大勢の人で賑わう高尾頂上からは、雪を被った可愛い富士山が見えた。 

 今日の、精進料理の食事会会場の薬王院に降りて、琵琶滝コースのメンバーと合流した。 

  

☆コースタイム 

高尾 バス～蛇滝口 9:25～9:50 水行道場 9:55～分岐 10:15～吊橋 10:35～10:45 ベンチ 10:55

～11:20 高尾山山頂 11:30～11:45 高尾山薬王院 

 

☆費用 

新宿～高尾  ３６０円 

高尾～蛇滝口 ２００円 
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≪  奥武蔵  官の倉山  ≫ 

１２月第二例会 

１２月１５日（日） 晴れ 

参加者 清水（Ｌ）、小野，斉藤、吉田、白井、板橋、宮崎  

ゲスト中原さんの娘さんと息子さん             計９名 

                                 ― 清水 記― 

「晴れ」と、天気予報では、言っていたが、けっこう雲が多かったが、東武竹沢駅に着くこ

ろには、雲が消えて、良いお天気になって来た。 

 「官の倉山」山行は、元々中原博子さんがリーダーで、２０１９年度１０月に予定されてい

た山でしたが、９月に惜しくも他界されて、実行されないでいました。清水が、１２月の今回

の日程で、鎌倉の山を行う予定でしたが、台風で、鎌倉の登山道が荒れているとのことなので、

木村会長から、「官の倉山」をやったらいいのではないかと言われて、中原さん追悼登山という

ことで、中原さんの娘さん、息子さんも参加していただき行うことになりました。 

東武竹沢駅は、静かな駅で、中原さんご兄弟は、初対面なので、それとわかるかしらという

心配もなく、合流しました。駅前で簡単な自己紹介を行い、やはりここも台風の影響で天王池

を通る道は、通行止めと駅に張り紙があったので、国道に出て、北向不動からピストンという

コースに計画変更をして、出発しました。 

公衆トイレがあり、標識のある所に出て、北向不動を通り、長い鎖の付いているところを注

意しながら登ると、石尊山という標識のある展望の良い場所に出ました。榛名山、赤城山、そ

の右手のずっと奥に日光連山が綺麗に見れました。 

少し下り、そして登ると官の倉山頂上にあっという間に着きました。中原さんに「お子さん

たちと頂上に一緒に登ったよ。」と心の中でつぶやきながら、皆で頂上での写真を撮り、小川町

に下山しました。 

小川町の老舗割烹二葉に時間に余裕のある人で集い、献杯して、山を愛した中原さんの思い

出などを語り合い、解散しました。 

中原さんのご姉弟は、家でのお母さんと違う一面をみんなの会話から知れて、良かったよう

でしたし、最後は、「中原流芋きんとんレシピ」で、中原さんのユニークなところが、話題にの

ぼり、良い思い出となりました。参加者の皆様、お疲れさまでした。 

 

☆コースタイム  

東武竹沢駅 ９：１１ 公衆トイレ ９：４３ 北向不動 ９：５９ 石尊山 １０：２９  

官の倉山頂上 １０：５０～１１：１３ 石尊山 １１：２５ 公衆トイレ １２：０４  

八幡神社 １２：４８  小川町割烹二葉 １３：１５ 

 

☆費用  

電車代 池袋～東武竹沢 ８２０円 小川町～池袋 ８２０円 
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 令和２年度会費納入のお願い  

会費納入の時期です。 

まだ会費納入の済んでいない会員の方は、令和２年２月末までに納入くださいますようお願い

いたします。 

 

１) 会費 

4,000円です。 但し、令和２年４月１日～翌年の３月３１日迄 

２) スポーツ安全保険 

スポーツ安全保険は任意加入です。 

スポーツ安全保険に加入する場合、保険料は年齢に拘わらず一律 年間 1,000 円 とします 。 

正規の保険料（６５歳以上 1,200円・６５歳未満 1,850円）との差額は当会から補てんします。 

３） 

令和２年度分の納入額は以下の とおりで す。 

a)スポーツ保険に加入しない場合 

振込金額：会費 4,000 円 

b)スポーツ保険に加入する場合 

振込金額：会費 4,000 円＋スポーツ安全保険 1,000 円＝計 5,000 円 

 

振込方法：郵便振込（振込用紙は各自郵便局で入手してください） 

ゆうちょ銀行 

加入者：コウザンコウヤマタビカイ 

記号：１００３０ 

口座番号：３２５８８１０１ 

振込期限：令和２年２月末 

振込先、記号、口座番号等をしっかりと確認して記載間違いのないようにお願いします。 
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