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会長挨拶
４月３日の臨時総会で２つの会に分かれましたが、私たちは山人クラブを継続し、原則的には
今まで通り活動を続けてまいります。
特に安全を第一に会員相互の交流・親睦をはかることを目標にがんばりたいとおもいます。
会員皆様には少人数になりましたが、今までの同様山行を計画しますので参加してください。
会員を増やす活動に御協力をお願いします。
県連のうごき
・4/14 第 1 回各会代表者理事合同会議
(1)各部局の報告と 14 年度活動予定（上半期）
◎県連ハイキング実行委員会
4/23 14 年度第１回実行委員会を開催する。各会より実行委員を松山氏へ連絡すること。
◎広報部
ＭＬを 4/11 付けで yahoo から freeml by GMO に移行する。メールアドレス等変更のある方は
仙石氏へ連絡すること。
（仙石：広報部橋田氏へ連絡。
）
◎教育部
１０月に「山の気象」の講習会を予定している。 講師：山岳気象予報士 猪熊隆之氏を予定
各会にヒヤリ・ハット報告と県内山域の携帯電話通話可能地域報告をお願いしたい。
各会に報告用紙をメールで送付する。
◎自然保護部
4/26・27 日に足尾植樹祭開催。各会より救助隊の協力をお願いする。池谷氏へ連絡のこと。
6/1 全国クリーンハイクに併せ、各会の取り組みと結果について船橋氏へ報告すること。
例年通り登山道整備と五色沼避難小屋の修繕を行う。各会の協力をお願いする。
事務局
・臨時総会を５月８日開催します。臨時総会終了後に例会を開催します。
・５月例会は、１９時から始まります。

山行部
・毎月例会時に皆さんから行きたい山をリクエストしていただき、その中から行ける山を個人山行として
計画しますので、各自行きたい山を考えてきてください。

自然保護部
・４月２６日 足尾植樹祭６名参加しました。
・６月１日 クリーンハイクは那須南月山で行います。
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山行案内
ＮＯ.１

日光茶ノ木平(1,618m)

グレード

Ｂランク

【山 行 日】５月１１日（日）
【地 域】奥日光
【交 通】マイカー
【集
合】栃木市運動公園 P７：３０
【費 用】 ２，５００円 位
【リーダー】ＣＬ鈴木 幸男
【歩行時間】 ４H
【行
程】栃木市運動公園Ｐ7：30＝明智平ﾛｰﾌﾟｳｪｲ駅 9:00+++展望台駅 9:10～展望台 9:20～
茶ノ木平 10:30～茶ノ木平園地 11:00～中禅寺湖展望台 12:00/12:30～茶ノ木平園地 13:30～
展望台駅 14:30+++明智平駅 14:40＝栃木市運動公園 P16:30
※ 明智平展望台から茶ノ木平の登山道はアカヤシオのトンネルを歩きます。

ＮＯ.２

大山（1709m）＆蒜山（1202m）

グレード

Ｂランク

【山 行 日】５月２４日～２６日
【地 域】山陰
【交 通】マイカー
【集
合】岩舟町役場 P４：００
【費 用】 ４０，０００円位
【リーダー】ＣＬ鈴木幸男
【歩行時間】 ５H＋５H
【行
程】24 日：岩舟町役場 4:00＝休暇村『奥大山』15:00
25 日：休暇村 5:00＝登山口 P6:00～六合目避難小屋 8:00～山頂 9:40～六合目避難小屋 10:40
～元谷小屋 11:40/12:20～大山神社 13:00～登山口 P13:30＝休暇村 15:00
26 日：休暇村 5:00＝塩釜登山口 P6:00～中蒜山 7:40～上蒜山 8:30～槍ヶ峰 9:10～ｽｷｰ場 P11:00
＝岩舟町役場 P22:00

ＮＯ．３

那須南月山（1776ｍ）クリーンハイク

グレード

オールランク

【山 行 日】 ６月 １日（日）
【地 域】那須
【交 通】マイカー
【集
合】栃木市運動公園Ｐ ６:００
【費 用】 2.000 円位 【一部会負担】
【リーダー】 島田敏雄
【歩行時間】 約 ４ 時間
【行
程】栃木市運動公園Ｐ 6:00/ ＝ 峰ノ茶屋Ｐ 8:00 ～ロープウェー駅 8:30 ＝
山頂駅 8:30 ～ 南月山 10:00 ～ 牛ケ首 10:50 ～ 峰の茶屋跡 11:20/12:00 ～
峰の茶屋Ｐ 13:00 ＝ 那須休暇村温泉 13:30/14:15 ＝ 栃木市運動公園Ｐ 16:00
ゴミ拾い用具（軍手、ゴミ袋、トング）は各自で持参してください。
※温泉に入りますので温泉セットを準備してください。
（温泉代は各自負担）

ＮＯ.４

鳳凰三山（２８４０ｍ）

グレード

Ｃランク

【山 行 日】６月７日～８日
【地 域】南アルプス
【交 通】マイカー
【集
合】岩舟町役場 P４：００
【費 用】 ２０，０００円位
【リーダー】ＣＬ鈴木幸男
【歩行時間】 ７H+７H
【行
程】7 日：岩舟町役場 P4:00＝青木鉱泉 P7:30～南精進滝 9:00～白糸滝 10:30～
五色滝 11:30/12:00～鳳凰小屋 13:00～地蔵岳 14:30～鳳凰小屋 15:30
８日：鳳凰小屋 6:00 観音岳 7:40～薬師岳 8:10～登山口 11:30～青木鉱泉 P12:20＝岩舟 16:30

ドンデン山～金北山（1172ｍ）佐渡
【山 行 日】 ５月１６・１７日（金 ・土） 【地
【集
合】 栃木運動公園Ｐ５：３０
【費
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グレード

Ｃランク

域】佐渡島
【交 通】マイカー
用】約 25,000 位

４月度山行報告

甲州高尾山山行報告
【山 行 日】
２０１４年 ４月 ２０（日）
曇り時々晴れ
【集
合】 野木町島田宅
AM ６：００
【費
用】 マイカー１台 ：
３，２００円
【メンバー】 ＣＬ：鈴木、
大西、 島田 、 関、 田村
【コースタイム】野木町島田宅 6:00＝勝沼ぶどう郷駅 P8:40＝大滝不動尊 9:10～展望台 9:40～
富士見台 10:20～甲州高尾山 10:50～昼食 12:00/12:30～登山口 13:10～大日影トンネル 13:40～
勝沼ぶどう郷駅 14:10＝シャトー・カツヌマ 14：20/14：40＝野木町島田宅 17:30
勝沼ぶどう郷駅から予約したタクシーに乗り、登山口の大滝不動尊に向かう。
期待していた桃源郷は、４月に入ってから暖かい日が続き桃の花の開花が早く見られなかった。
タクシーの運転手さんの話では、桃の花は実の付が良くなるよう必要ない花は摘んでしまうそうだ。
大滝不動尊はなかなか立派な寺、急な階段を登ると朱塗りの立派なお堂があり、奥に聳える岸壁から
一筋の滝が流れ落ち一幅の水墨画を見るような風景だった。
展望台で衣服調整をし、甲州高尾山へ向かうが道標とは反対方向へ進む。林道を１０分ほど歩くと左側
に登山道の入口があるが、冬の記録的な大雪の残雪が入口を塞いでおり分かりにくい。
登山道を１５分くらい登ると尾根に出て右側に進み、一登りで富士見台に着く。ここからは文字通り富士
山を見ることが出来るが、今日は曇っていて富士山を見ることが出来なかった。
甲州高尾山は数年前に山火事が何回も発生し、山の木が燃えてしまった為展望の山として人気が高ま
ったコースなので、火事の後植樹した木々が大きくなるまではお勧めのコースである。
眺望の良い快適な尾根歩きを満喫しながらアップダウンを繰り返し高尾山山頂へ着く。
ここで昼食の予定だったが時間が早いのでコーヒーブレイクに変更。景色を楽しみながらのコーヒーは
実に美味しい。通りかかった登山者も「良い香りですね。」とうらやましそう。
途中景色の良い場所で昼食を摂り降りて行くと、ワラビがチラホラと目に入る。
せっかくだからお土産にと採りながら降りたので、急な下りも楽しく降りられ前回「急な下りで嫌だ」
と文句言っていた田村先生も今回は楽しそうに降りていた。
下山後は大日影トンネルに向かい、トンネルを通ってぶどう郷駅に到着。普段歩く事がないトンネルを
歩くのは楽しい体験だ。帰りにシャトー・カツヌマでワインを土産に買って、予定通り野木に戻った。
鈴木記

足尾植樹祭山行報告
【山 行 日】
２０１４年 ４月 ２６（土）
晴れ
【集
合】 栃木市岩舟役場駐車場
AM ７：３０
【費
用】 マイカー１台 ：
一分会負担
【メンバー】 ＣＬ：島田ﾄ、ＳＬ大西、 鈴木ﾕ 、 田村、 福
田ﾀ､ 渡辺ﾄ
【コースタイム】岩舟町役場Ｐ7:30＝親水公園 P8:40～開会
式 9:10/10:10～植樹 10:30/11：00～昼食 11:10/12:10＝栗生
神社Ｐ13:00～栗生山14:00～栗生神社P15:10＝岩舟町役場
Ｐ17:00
快晴の天気に恵まれてルンルン気分で銅親水公園に着きました。
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満開の桜が出迎えてくれ、参加者の皆さんも笑顔でとても楽しそう。
予定より１０分遅れて開会式が始まり、主催者あいさつ・来賓あいさつと滞りなく終わり植樹ゾーンへ移
動する。今年のＡゾーンは１２００段の階段を上る山上の場所。Ｂゾーンは道路から十数メートルほど登
った楽な場所。もちろん私たちはＢゾーンを選択し現地に向かった。
入口で植樹する苗と袋に入った土、植えた後掛ける水をもら
い穴を掘る鍬を借りて山の斜面を登る。植え込む穴を掘るが
石が多くて硬く、掘るのが大変だった。植樹を終えて銅親水公
園に戻り昼食を摂る。今年も主催者側が温かいトン汁を用意し
てくれ、各自持参のお椀にトン汁をもらい東屋のテーブルで昼
食タイム。敏雄さんがタケノコご飯を持ってきてくれ、みなさん
それぞれ作ってくれたお惣菜でとてもおいしく頂きいた。
昼食後会場を後に栗生山へ向かう。１時間弱で登山口の栗生
神社駐車場に着き登山開始。
降りてくる人に山頂のアカヤシオの状況を聞くと『満開でとっても綺麗ですよ。』との言葉に元気をもらい、
急登を頑張って登った。頂上手前の尾根に登りあげると
アカヤシオの花が出向かてくれる。
頂上は満開のアカヤシオ、さらに東側の尾根伝いに２０
０ｍ、西側の展望台まで５０ｍが満開のアカヤシオで彩
られ皆さん大満足。
帰路は道の駅「くろほね」に寄りそれぞれお土産をゲッ
トし、予定通り岩舟町役場に帰着した。

あしあと
№

区分

月

日

山 行 地

1

個

4

5～
10

京都～奈良

6

◎鈴木、大西、島田、関、田村、渡辺
会員外１

2

個

4

13

鐘撞堂山

5

◎大西、〇鈴木、関、田村、福田忠、

3

個

4

17

裏筑波山

5

◎大西、〇鈴木、石田、島田、福田忠、

4

月

20

甲州高尾山

5

◎鈴木、大西、島田、関、田村、

5

個

24

水沢山

5

◎大西、〇鈴木、島田、田村、福田忠、

6

月

26

足尾植樹祭

6

◎島田、〇大西、鈴木、田村、福田忠、
渡辺

7

個

27

石裂山

5

◎鈴木、大西、島田、関、福田忠、

会員

参 加 者 名

事務局からのお知らせ
５月８日（木）月例会の時間は７時に変わります。
会則等変更に伴い、７時から臨時総会を行いますので時間厳守でお集まりください。
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