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社 団

法 人 日 本山岳会 千葉支部  

  

  

 

J・A・C   

(第 17 号)  

 

千葉支部だより 
 

 

 

期 日   2011 年 11 月 1(火)～6 日(日) 

参加者   L.豊倉さと子、SL.篠﨑仁、鈴木美代、岡野修・同きょう子、小沢けい子、 

川島弘・同芙美子、湯下正子、矢野賢二(以上千葉支部)、西條好廸、川越尚子、 

石光久仁子、染谷美佐子、田中清介、三井吉由江、高橋清恵

昨年 6 月の自然保護全国集会のあと、四谷

駅前の喫茶店での岐阜大学西條好廸先生

（現自然学総合研究所長）との会話が発端で

企画した小笠原諸島自然観察会が、ようやく

実現した。本来 7 月に出かけるはずであった

が、台風で船が欠航し何とか 11 月に出かける

ことができた。東京多摩支部、首都圏からの人

たちも含め参加者は 17 名。講師として西條先

生に参加いただくことができた。小笠原諸島

は東京から南に約 1,000km、緯度は沖縄とほ

ぼ同じ、北から聟島列島、父島列島、母島列

島、硫黄列島、そして最南端の沖ノ鳥島など

30 余りの島々からなる海洋島で、東京都小笠

原村である。大陸と一度も陸続きになったこと

がないため多くの固有種が見られ、植物で

36％、昆虫類で 28％、陸産貝類では 94％に

もなる。小笠原には空港がなく、交通手段は、

東京・竹芝桟橋と父島･二見港を結ぶ旅客船

「おがさわら丸」だけで概ね 6～8 日間に一度

の就航である。             （篠﨑仁） 

小笠原諸島自然観察会  支部設立五周年行事 

 

発行者 篠﨑仁 

編集者 結城純一   
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11 月 1 日  竹芝桟橋を出港 
午前 10 時、東京竹芝桟橋を出港。さいわ

い我々だけで船室一室を占めることができ 17

人の参加者が和気藹々と過ごす。東京湾を出

ると静かだった海が次第に荒れて大きな波が

打ち寄せ、船が揺れ、デッキには出られなか

った。過去に船酔いを経験したことのない私

であるが、今回の乗船で気分が悪くなったこと

は想定外だった。 

 

父島二見港に、30 分遅れて 2 日 12 時に着

いた。港には三日間お世話になる宿の家族の

人たちが出迎えてくれ、車で宿に到着。荷物

を置いて港付近で昼食。 

昼食後、小雨の中、三日月山へ向かう。急

な坂道を登り、途中から車道を外れ山道に入

る。ガジュマル、タコノキ、オガサワラビロウが

茂った中を通る。その途中には戦争当時の砲

台や油倉庫の跡が残っている。足元にはチト

セランが一面に繁茂、小さな赤い実をつけて

いた。熱帯のジャングルを歩いているようだ。 

三日月展望台を登ると南島が見える。山頂の

手前には大きな岩山があり穴が開いている。

砲台の跡とのこと。山頂は雨風が強く、下方に

は二見港や町が見え、周りの山々は断崖絶壁

が海に落ち込み、見渡す限り火山島の岸壁と

珊瑚礁の嶮しい断崖、山と海岸の絶景。すば

らしい景色を堪能した一日であった。 

（矢野賢二）

 

 

 

11 月 3 日  父島・躑躅山（３０２ｍ）     
ガイドの佐久さんたちが準備した車に 17

人が分乗して宿を 8：30 に出発する。風弱く

晴れ、気温 23.5℃（前夜、宿にて佐久さん

から、小笠原諸島全般、特に父島・母島の

植物、植生等についてレクチャーを受け

る。） 
登山口の近くまでは、街中を含めて立派

に舗装された道路が続いている。商店街や

住宅地は、他の島にはない。明るく垢抜け

た雰囲気の建物を目にする。登山口で弁

当を受け取り、全員でストレッチング。8：49

登山開始。登山口では靴底や被服につい

ている種子や無視などをローラーや足拭き

マットで落としてから入山する（入り口では、

入山目的毎に色分けした小石を筒に入れ

る。観光者として白っぽい小石を筒に入れ

た。） 
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こうして踏み込んだ森は父島の森林生態

系保護地域。これが亜熱帯!! 目前のテリ

ハハマボウに挨拶。 
山道はそれなりに整備されている。ガイド

の佐久さんの植物等の説明がしばしば入る。

後方まで届かないので再度要求されて説

明したり、逓伝するもどこかで消えたり。足

元にはシダ類が茂り、頭上からはマルハチ、

タコノキ、ソテツ等が覆いかぶさる。コースタ

イムが計画よりオーバーしそうなので、千尋

岩のコースは断念する。旧軍の遺構も散見

され、やがて急登、躑躅山の頂上手前ゴロ

岩混じりの溶岩斜面を登り頂上に立つ。ここ

で佐久さんが、「この山には世界で一株しか

ない野生の「ムニンツツジ」の場所を教えま

す」と。頂上から約 150ｍ先、凹地越しで反

対斜面の中腹にトラロープで囲まれたところ

を示す。花も咲いていないので判然としな

かったが、あることは確からしい。先程の、

陽当たりのいい溶岩斜面で記念撮影をして

下山を始める。 

 
再び森に入って進むと、大きく構築されたよ

うな切通しや丸太橋など、旧軍の遺構がよく

見られる。次第にオガサワラビロウが増えて

ジャングルの様相を呈してくる。足元のタコ

ヅルや根に注意しながら進む。やがてゴム

林に入り、ゴムの大木の周辺で昼食休憩

（11：57）。近くを散策してみると、なにか屋

久島や石垣島のジャングルとは感覚的に違

いがある。ここには南国特有の肌にまとわり

ついてくるような湿気がない。又、果実や生

物が腐った時に発する不快な匂いもしない。

見た目に映る光景は何かべとつきそうな亜

熱帯なのだが、清楚でさわやかさを感じる。

佐久さんが「ここは梅雨がないし，山のほと

んどが、標高 300ｍ以下なのでそういう環境

を作っているのでしょう」と語ってくれた。 
12：30 出発。一寸歩いて斜面を登ると又森

の中へ入っていく。この道はほとんどが旧軍

の軍用道路として使用されたが、戦後は放

置され今では自然に戻りかけている。戦跡

の軍の壕は手掘りもあれば、岩盤やコンクリ

ートで補強した強固なものもある。下り道の

周囲はシダ類が多く、右側の斜面は一面に

ワラビの群生地。右へ左へと蛇行しながら

下ると、軍用車両の残骸があり、さらに下る

と沿道には電柱も残っている。山頂までの

要塞と通信ができるように有線を張っていた

証。さらに下ると右下に沢が現れて急に視

界が開け、常世の滝が見えてきた。（1862
年外国奉行の水野忠徳一行が咸臨丸で來

島・調査した際に名付けられた。）滝を後に

して進み、オレンジ色のヤハズカズラ（養蜂

用の蜜のため導入）や、セイロンベンケイ草

（ハカラメ）、ギンネムなどの植生を観察しな

がら終点に着く(14：20)。出口では保存域

のルールに従い靴底をぬぐう。 
真摯に地球の奥深さに深謝いたした次第

です。 
                 （川嶋 弘） 

 
 
 



日本山岳会 千葉支部 

4 

 

11 月 4 日  母島・乳房山    
母島に渡る定期便が前日まで海が荒れ

ていて出てないという情報を竹芝桟橋で聞

いていたので、本当に出るかどうか分からな

い状態で当日を迎えた。早朝出発の準備を

しながら待っていると定刻出港との声がか

かり、いさんで港に向かった。母島へは 2 時

間 10 分の船旅、少し海が荒れたが、鯨を

見たという声も聞いた。下船時、係りの人の

指示により靴底の除染をした。さすがに外

部からの異物を持ち込ませないことに心が

けていると感心した。 
母島では、滞在時間が 2 時間半しかない

なかで、乳房山登山と島巡りコースとに分か

れた。私は乳房山に参加。登山口では外

来種の侵入を防ぐためまたまた靴底を払い

落としたり衣服をローラーでゴシゴシと擦っ

たうえで登り始める。私はペースが遅いので

みなについて行くことができるか不安だった

が、案の定はやばやと遅れをとり、行けると

ころまで行こうと覚悟をしながら登っていっ

た。 

 

うっそうとしたジャングルのような林の中で

も道は整備されており、階段も何箇所かあ

った。とてつもなく大きなガジュマルの木が

あり、その真ん中に道ができていたのは驚

きであった。仲間の姿が見えないなか、一

人で登っていく。最後の休憩所である見晴

らしの良い場所に出た時前の人の後ろ姿が

見えたので、最後まで頑張って登ろうと気

持を新たにした。後で聞いたところによると

私のために時間調整をしてくれたとのこと、

頂上でも待って頂き、集合写真に入ること

ができた。 

 
頑張って登ったことへのご褒美として、南

国らしい白い砂浜と青い海の海岸線が見ら

れものすごく良かったと思った。なんとか集

合時間に間に合い 2 時出発の船で父島に

帰ることができた。 
 小笠原最後の夜となり、皆で思い出を語り

合い、また小笠原森林生態系保全センター

管理指導官の藤原富二さんから、小笠原の

自然保護について話を聴くことができた。 
（小沢けい子）

 

続きは次号 
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JAC 千葉支部の自然観察会に加わって，父島および母島（東京都小笠原村）を訪れる機会を

得た。本来７月に計画された観察会であったが，台風のために渡航できなかったことと，世界自然

遺産に登録されたことで訪島者が急増し，宿泊予約が取れず１１月に延期されたものであった。久

しぶりの訪島ということもあり，かつての風景がどのように変わったのか興味があった。往時の面影

が全く残っていないのは当然のこととしても，植生景観が著しく変貌していたことには驚いた。 
最初に父島を訪れたのは４０余年前，東京都のチャーター船黒潮丸（東海汽船，約 500 トン）で，

当時の二見港に入港した際，目にしたものが山腹斜面に拡がるリュウキュウマツ（マツ科）・モクマ

オウ（モクマオウ科）・ギンネム（マメ科）等の林と，海浜後背地に生育するオオハマボウ（アオイ

科）・モンパノキ（ムラサキ科）・イソフジ（マメ科）・クサトベラ（クサトベラ科）等であった。 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ちょうどこの時期は，小笠原の本土復帰を受けて「開発と保全の調和」を目指した「社会基盤整備

計画」が緒についた段階でもあった。 
ところで，当時目についたメキシコ原産のマメ科植物ギンネムは，一部で叢生しているほかは，急

速に減少しているように見受けられた。用材として移入された後，戦後になって耕作放棄地を中

心に分布域を拡大してきたが，ギンネムジラミの虫害を受けてギンネム林も衰退したといわれてい

る。しかし，その後ギンネムは裸地化した開放地に進出した。そのような立地では，地表を被覆す

ることから，緑化用肥料木として有効であったが，反面，繁茂すると他の植物の侵入を阻害するの

で，在来植物の生育にとって厄介な種ともなった。他方では，小笠原に移入された後に野生化し

たヤギの餌植物でもあった。ギンネムの過剰繁茂を抑制したのは上記のギンネムジラミであったか

もしれないが，ヤギによる抑制効果も見逃せないであろう。 
ただし，野生化したヤギは餌植物を選択しないため，永い年月を経て分化してきた固有種群を，

絶滅の危惧に追い込んでいることも現実である。このこともあって，人為的にギンネムを除去する

手立ても実施されているようであるが，種子発芽力が高い種の根絶は困難と言えよう。ヤギを食用

家畜として飼養する沖縄では，草地管理の手法として，繋牧による地床管理を実施している与那

国島の例もある。したがって小笠原においては，ヤギとギンネムの排除に対処する手法を見いだ

すことは困難であるが，ヤギの一部を家畜化してギンネムの処理に当たらせることを考えるのも一

案となろう。 
再度小笠原を訪れ，今一度ギンネムの生育状況を調査してみたい。たぶん，この小文が支部事

小笠原の今を垣間見て思うこと 

イソフジ（マメ科） グンバイヒルガオ（ヒルガオ科）の
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務局に届けられるころには，父島の地で植物・植生調査をしていることであろう。 
（JAC 岐阜支部  西條好廸） 
 

 
 

 

 
期 日 ２０１１年９月１７（土）～１８日（日） 

参加者は次のとおり（順不同） 

 宇津木仁典 大渡英子 小沢けい子 梶田義弘 梶田天兵 櫻田直克 佐藤明夫 篠﨑仁 

 諏訪吉春 杉本正夫 吹野義憲 三木雄三 山口文嗣 山崎完治 矢野賢二 結城純一 

 湯下正子 吉永英明 吉野聰 （敬称略）。 

 
湖畔に立つ民宿の２階の窓を開けた。酒と

たばこのにおいが冷気とともに消えていく。深

いもやの中を、赤いランプを点灯させた小型

ボートが先を争うように次々と沖合に向かって

いく。何を釣るのだろうか。「きっと、夕食にで

たマスかもしれない」などと勝手に想像してみ

た。それにしてもまだ５時前だ。湖全体が乳白

色に染まっている。やがて明るさが増し、もや

がはれた。遠くの山は足尾境の山だろう。今し

がたまで隠れていた近くの山にも手が届きそう

だ。『すべての湖はその傍にそびえ立つ山の

姿で生きてくるが、中禅寺湖と男体山という取

り合わせほど過不足なく彼我助け合って秀麗

雄大な景色を作っている例も稀である』と深田

久弥が目を見張った大展望が目の前に広が

った。前日の悪天候がうそのような一日の始ま

りだ。千葉支部恒例の秋の一泊山行。モミの

原生林、シロヨメナの大群落。そんな「日光・

高山」を振り返る。 

 初日は自由行動だ。電車組と乗用車組に分

かれて中禅寺湖を目指した。日光の市街地に

入ると「鳴虫山」に雲がかかった。予感が的中、

冷たい雨が落ちてきた。 

 「どの辺りですか」と東武浅草駅前から携帯

を入れる。「明智平。雨具をつけて今から歩き

ます」と吉野さんが応答した。正午過ぎ。「山の

上は雨だね。大変だなあ」。「なあに、こんな雨

でへこたれる人たちじゃあないよ」。一足早く

着いた電車組は、雨のため「半月山」の計画

を取りやめ、明智平から茶ノ木平をワンデルン

グの計画だ。私を含め数人の乗用車組は中

禅寺湖道路を一気に駆け上り、途中から一行

シラカバまぶしい日光高山 
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と合流することにした。始めは湖も見えていた

が、つづら折りの坂はとうとう視界がきかなくな

った。結城さんが巧みなハンドルさばきをみせ

る。どうにか茶ノ木平への山道の分岐に到着

した。 

 

 ここはアカヤシオの美しい山だ。しかし、花

の終わったこの季節とあいにくの雨の自然林

には何もない。その代わりといっては植物たち

に失礼だが、ウラジロモミを中心にカラマツ、ツ

ツジ、カエデ類といった木々が霧の中で幻想

的な雰囲気を醸し出していた。笹原の山道は

相変わらず深い霧だ。ピーッ、ピーッと笛を吹

く。やがて笹原をかき分けるガサガサという音

が「おーい」という声とともに近づいてきた。温

泉につかり、宴を楽しんだ。 

 湖畔の宿の一夜が明けた。「散歩してきたよ、

早く起きろ」と吉永さんの大きな声。「強者ども

が夢の跡」といった酒臭い部屋を片付け、午

前７時半に朝食を済ませた。「男体山に登りた

いというものだから、案内してくるよ」と篠﨑支

部長。さすがはご当地・栃木高校山岳部の出

身だ。男体山を目指す三人を見送ると、われ

われはバスで竜頭の滝上まで行き、標高１６６

７㍍の高山に向かう。朝、民宿の窓からは、こ

んもりとした丸い山に見えた高山へは、シダ類

の多い山肌を縫うように高度を上げていく。尾

根にでてからもさらに登りが続く。「シャクナゲ

が多いなあ」。なるほど、今度は６月頃に歩い

てみたくなった。林間から前日に歩いた茶ノ木

平が見えた。中禅寺湖の水面を見下ろすよう

になると、３等三角点の落ち着いた頂上に着

いた。 

 

 「現在１０時半です。こちら頂上ですが、そち

らはどうですか」と男体山組に携帯を入れてみ

た。すると「８合目です。暑くてきつい」と諏訪さ

んからの声が聞こえた。その後に聞いたところ

によると、元気に登頂したとのことだった。 

 ダケカンバに囲まれた山頂に別れをつげて、

ジグザグの急坂を熊窪の分岐へと下る。５月

のツツジの頃はさぞ見事だろう。左に行けば

中禅寺湖。われわれは右に戦場ヶ原へ向かう。

「白菊」の別名のシロヨメナが大群落を作って

いる。そして、抜けるような秋空の下、まぶしい

シラカバ林の中に道がどこまでも伸びていた。 

                     （三木雄三） 



日本山岳会 千葉支部 

8 

 

日光 男体山 

期日  2011 年 9 月 18 日(日) 

参加者 篠﨑 仁（L.）、諏訪吉春、杉本正夫 

 

かねてから男体山に行きたいと篠崎支部長

に話していたことで、今回日光高山一泊山行

にオプションとして男体山山行を企画していた

だきました。篠崎支部長、諏訪副支部長と杉

本の三名は、高山行き組 16 名と別れ男体山

目指して出発しました。 

幸い民宿のご主人に二荒山神社まで車で送

ってもらい 20 分ほど時間を稼げて幸先の良い

スタートでした。二荒山神社で入山料500円を

払いお札を頂いて、7:35a.m.いよいよ登山開

始です。最初は上り階段が続いて、「二荒山

神社方位盤」を床に埋め込んだあずまやを右

に見て鳥居をくぐると樹林帯の中の山道が続

きます。最初からかなりの急登が続き、歩き始

めの体にはきつい登りです。早朝雲の掛かっ

ていた男体山もこのころには晴れ渡り暑さも加

わり、すぐ汗びっしょりになりました。ようやく 3

合目で工事用道路に出てしばらく緩やかな傾

斜の車道を歩くと元気を取り戻し、4 合目の鳥

居に達したところで始めて中禅寺湖が見渡せ

ました。鳥居をくぐって工事用道路に別れ、再

び急登の登山道になります。樹林帯の山道を

登り 5 合目の避難小屋を過ぎ小さなガレ場を

越えると 6 合目の標識があり、その先でさらに

本格的なガレ場になります。 

7 合目の避難小屋を過ぎたところで急に私の

足に異変が起きてしまいました。左の太ももが

痙攣を起こし、筋肉が固まって動かなくなって

しまったのです。10 分ほど休みを取ってもらっ

て歩き始めましたが、無意識に左足を庇った

ためか、今度は右の太ももが痙攣を起こしてし

まい、ここで登頂を断念せざるを得なくなりまし

た。初めての男体山なのに登頂を断念するの

は非常に残念でしたが、二人が登頂し下って

きた所で一緒になることにして先行してもらい

ました。30 分ほど休んで、ほぼ大丈夫だろうと

そろそろ歩き始めると 7.5 合目の鳥居が現れ、

少し元気を出して登って行くと 8 合目の滝尾

神社に着きました。ここで降りてくるのを待とう

かとも思いましたが、まだ時間があり足も何と

か大丈夫そうなので 12 時まで登ることにし、さ

らに 20 分ほどゆっくり登り 9 合目直前で丁度

12 時、昼食をとりながら待つことにしました。 

最初（で最後？）の男体山挑戦は 8.8 合目で

した。 

 
下りはペースを多少落してもらいましたが、

幸いあまり迷惑を掛けずに下ってくることが出

来ました。70 歳を過ぎると 1 年前には何の苦

労も無く出来たこともまったく当てにならないと

反省した一日でした。 

                   （杉本正夫） 
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期 日  10 月 16 日（日） 

参加者 篠崎仁 豊倉さと子 佐藤明夫 小沢けい子 鈴木美代 

 

 宮城県における支部懇談会でのテーマは、

当然震災関連が中心となった。第一日目の

講演も 2008 年の岩手宮城内陸地震の被害

分析が中心であったが、この日、散策組の

コースもこれに関連する場所が多くを占め

た。 

 駒の湯は、2008 年の地震において、土石

流により大きな被害を受けた場所である。こ

の被害跡を見学、さらに荒砥沢ダムの地崩

れを見学した後、世界谷地湿原の散策に

向かうコースである。 

 栗駒山組から遅れること 2 時間、8 時過ぎ

にマイクロバスで宿を出発した。 

 駒の湯では 2008 年の震災で 7 人の方が

亡くなっている。駒の湯に下る道の途中に

慰霊碑が建立されていた。この慰霊碑付近

より駒の湯跡地を望んだ。目の前に大きな

事崩れの跡がある。これが上流からの土石

流をせきとめ、行く手を阻まれた土石流は

大きく回りこむように駒の湯を襲った。駒の

湯は流れよりやや高台にあったにもかかわ

らず、土石流に飲み込まれる結果となった。

その惨状は今では対岸の赤土の斜面と膨

大な土砂から推測するしかないが、ここで東

北支部の懇親会もしたことがあるという宮城

支部の方々は、感慨深げであった。 

 次に、荒砥沢ダムを見学した。普段は入

れない堤体上を通って、ダム管理事務所付

近まで入れていただき、ここよりダムを望む。

ダムの職員の方から当時の様子などを窺う

ことができ、また、2008 年当時の貴重なビデ

オも見せていただいた。今回 3 月の震災の

影響はあまり大きくはなかったとのことで、

2008 年は内陸型、今回は海洋型、と、はっ

きり違いが出た感じである。山というのとは

少し違うが、大変貴重な体験をさせていた

だいた。とはいえ、何も同じ地方でそんなに

いろいろな地震を試さなくてもいいではない

か、と、東北出身の私は心が痛んだ。 

 最後に、世界谷地湿原に向かう。世界と

はワールドではなくて三千世界のことだそう

である。奥田代、上田代、下田代、南田代

からなるが今回の震災で一部木道が壊れ

た、とのことで、下田代のみの散策となっ

た。 

 
草紅葉の向こうに真っ赤に色づいた木々。

また木道の脇にはドウダンの紅葉やイソノキ

など赤い実を付ける木々も見られる。晩秋

の気漂う湿原は、人影もまばらで、うるさい

のは我等だけ、静かな散策のひと時を楽し

んだ。もっと奥までゆっくり散策することがで

きればよかったのに、と、心を残しながらバ

スに戻った。 

                   (鈴木 美代) 

全国支部懇談会 駒の湯と世界谷地湿原散策 
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参加者   井上元・京 梶田義弘・天兵 工藤まり子 小板橋志朗・紀子 佐々木理恵  

吉野聰 能美勝博 三木雄三 柳下忠義 山口文嗣 山崎完治 湯下正子  

吉永英明 吉野聰（敬称略） 

 

 日本山岳会千葉支部の皆さんのお尻に

くっついて、息子と二人であちらこちら

の山歩きを楽しむようになって１年。今

回登った大菩薩嶺は、そのいわくありげ

な名前にひかれ、いつかは、とあこがれ

ていた山だった。予報では雨が心配され

たが、当日は薄日が差すポカポカ陽気に。

ロッヂ長兵衛からの登山道はなだらかで、

ブナやミズナラ、カエデの紅葉を楽しみ

ながら２時間ほどで、中里介山の小説で

有名な大菩薩峠に着いた。ここから山梨

側を見れば、南アルプスや富士山の大パ

ノラマが…見えるはずだったが、あいに

くこの日は霧で視界ゼロ。残念。峠には

介山荘という名の山小屋があり、土産物

売り場もトイレもあった。 

山のベテランは俗っぽいと嘆くのだろう

が、初心者にとっては安心感がある。コ

ンビニがあれば、もっとうれしいのだけ

れど。ちょっと離れた避難小屋で昼食。

普段は健康のため炭水化物は控えめにし

ているが、おにぎり３個があっという間

に腹の中に収まった。いつもうるさいく

らいしゃべり続ける息子も、黙って卵焼

きやウインナーをほおばっている。朝４

時に起きて弁当をつくってくれた妻に感

謝。小屋から外へ出てみれば、風が強く

なり、気温も急激に下がっていた。急い

でジャケットを着る。 

 

峠から２０５７㍍の山頂までなだらかに

続く稜線は、大菩薩嶺登山のハイライト。

これで視界が見えれば、とつくづく思う。   

 

有名な山だけに登山客が多い。外国人も

いれば、京都から来たという女性の団体

もいた。千葉支部と書かれた山岳会のウ

秋の大菩薩嶺を歩いて 
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インドブレーカーを見て、「あっ、千葉か

ら来てる」「落花生で有名な千葉だ」とい

う声が聞こえた。千葉って落花生のイメ

ージしかないのか、とがっかり。ディズ

ニーランドも成田空港もイワシのつみれ

汁もあるぞ、と言ってみてもしょうがな

いか。頂上では、３２年前に秋田で一緒

に仕事をしていた古い友人にばったり会

って、びっくりもした。丸川分岐までの

約３時間の下りは、一転して急な斜面の

連続。買ったばかりのダブルストックを

使ったが、持病の右膝痛がひどくなり、

本当に苦しかった。でも機会があれば、

ぜひまた大菩薩嶺に登りたいと思う。今

度はもっと景色が楽しめる時に。 

            （梶田 義弘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日    2011 年 11 月 26 日(土) 

参加者  岩尾富士夫 小沢けい子 小板橋志朗 佐藤明夫 佐々木里恵 杉本正夫         

鈴木實 鈴木美代 諏訪吉春 竹島正善 谷内剛 豊倉さと子 豊田利夫   

吹野義憲 舩木元 柳下忠義 山口文嗣 結城純一 湯下正子 吉永英明  

 渡邉信一 渡邉すみ子 (22 名) 

 

当日は寒くなる予報が一転して暖かい日

差しの小春日和に恵まれた。その分行楽客

が繰り出し、予定の木更津発9:14の久留里

線は 2 両連結のディーゼルカーがほぼ満員

で、そのほとんどが終点の上総亀山駅まで

乗車していた。上総亀山駅からはチャータ

ーしていただいたマイクロバスに乗り、亀山

湖方面に歩く多くの人々を尻目に一路七里

川温泉に向かった。 

ここで装備を整えいよいよ登山開始であ

る。最初から石尊山の斜面に取付く急な登

りが樹林帯の中に続いている。20 分ほど登

ると左表登山道、右裏登山道の表示があり、

表登山道を急登すると間もなく尾根筋に出

て右から裏登山道が合流した。ここから尾

根歩きと思ったら、すぐに石尊山 347.6 の標

識とちょっと大きめな石造りの祠のある山頂

に着いた。ここで一休みをして集合写真を

石尊山から養老渓谷へ 
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撮り出発したら、10m 位先に 348m の標識と

三角点の石標があり、振り返ると確かにここ

の方が少し高くなっていて、本来の山頂は

こちらである事が判る。ここまではほとんど

視界の利かない樹林帯の中でありちょっと

残念である。 

少し下ると電波塔が現れ、塔の囲いに沿

って回り込むと、メンテナンス用の車が通る

ための舗装道路になり、この辺りからは視界

が開けて里山風景が広がっている。道端に

は可憐な竜胆の花が見られたが、一般的に

は花の少ない季節である。もみじ谷方面か

らの道が右から合流してさらに進むと房総

ふれあいの道もみじ谷入口の標識のある角

で広い車道に出る。この辺は弘文天皇伝説

にも彩られて房総ふれあいの道に指定され

ているようで、あちらこちらで標識を見つけ

ることが出来た。しばらく車道を進むと筒森

神社に到着した。境内には大きな槙の木が

あり、太い幹が捩れたようになって直立して

いたのが印象的であった。ここで少し遅い

昼食になった。ここで出発前に各人の簡単

な自己紹介があった。今回私の同期入社

の友人の舩木君が参加を認められ始めて

参加したので、小板橋さんお手製の小物入

れを頂いて喜んでいた。 

この先再び樹林帯の山道に入り、先に進

んだところでちょっとしたハプニング。リーダ

ーの山口さんとサブリーダーの岩尾さんで

ルート取りの意見の食い違いが生じたので

ある。二人で話し合い、少し歩き回ってすぐ

に正しいルートの合意が出来た。さすが分

水嶺踏査等でルートハンティングのプロと感

心し、皆安心して付いてゆくことが出来た。

その先で 1/２５千地形図の道と別れて地図

に表示の無い尾根筋を通ることになったが、

しっかりした道が出来ていて所々に目印の

ピンクのリボンが結ばれていて心配のない

道であった。 

間もなく林道に出てそのまま下って行くと

養老川に掛かる共栄橋に到着した。トイレ

休憩をしていよいよ養老渓谷の遊歩道であ

る。間もなく洞穴の上の岩が崩落してしまっ

た弘文洞跡を見て遊歩道に別れ一路小湊

鉄道養老渓谷駅を目指した。 

通常のコースガイドではない、山道・里

道・車道、そして渓谷遊歩道と変化に富ん

だルート設定を企画いただいた山口リーダ

ーを始めスタッフの方々有難うございました。

本当に楽しんだ一日でした。 

                  (杉本正夫) 

 

 

石尊山とローカル鉄道を楽しむ 

 

私は房総の秋を満喫することと、初めて

乗るローカル列車（JR 久留里線・小湊鉄

道・いすみ鉄道）の二重の楽しみを期待し

参加した。１０時３０分、大勢の人でにぎわう

上総亀山駅をバスで出発。今回の山行は２

２名の大所帯のためチャーターバスが用意

された。 

一軒宿の七里川温泉脇の登山道から歩

きはじめた。道筋では、地元の人が干し柿

用のカキ収穫をしておりのどかな雰囲気。

雑木林は歩きやすく、山頂までは 

３０分ほどの登りだった。広い山頂は樹林

の中でうす暗く、わずかに清澄山が見える

だけ。古びた祠があるほか２等三角点もあ

った。また眺望はない。 

その後、車道歩きが５０分ほど続き筒森

神社に到着。神社は、筒森の集落の中にあ

りかなりの歴史を感じさせる。昼食後、集落

の間から再び登山道に入った。このルート

も歩きやすい。しばらく進むと分岐だ。ここ

は直進せず、右方面へ進む。やがて再び

分岐だがここは直進する。約４０分で塚越林
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道にでた。ここから下りが続き、集落を抜け

ると共栄橋。ここまで来ると大勢の観光客で

にぎわっていた。 

紅葉を楽しみながら養老川に沿って歩く

と左に弘文洞があらわれた。弘文洞は、か

つてはトンネルだったが、崩落により切り立

った崖になってしまった。ちょうど蕪来川と

の合流地点であり、多くの観光客が足を止

めてカメラに収めていた。 

 

そして、最後のお楽しみローカル列車の

旅は、小湊鉄道で養老渓谷駅から上総中

野駅。ここでいすみ鉄道に乗り換えた。山と

ローカル鉄道の旅はここで終点になり、秋

の房総の旅は終わった。 

               （吹野 義憲） 

 

 

 

 

平成 23 年度の日本山岳会恒例の年次

晩餐会が１２月 3 日午後１８時から品川プリ

ンスホテル アネックスタワー5 階にて開催さ

れた。それに先立つ１４時より、三部に亘る

講演会①東海支部のインドヒマラヤの登山

報告（演題：東海支部 11 隊 14 座登頂の記

録）、②ギリギリボーイズ マウントエドガー

登山隊 2,011 報告（演題：中国四川省ダット

メイン東壁初登頂）、③ＪＡＰＡＮ納木那尼

Expedition2011(演題：チベット・ナムニ峰 

未踏の南面踏査と縦走登攀) が実施されま

した。また、フォトクラブ主催による力作揃い

の山岳写真の展示に多くの参加者が足を

止めて興味深く見入っておりました。 

午後６時から、年次晩餐会が全国の参加

者４００名弱の会員の出席のもと、尾上昇会

長の開会の挨拶から始まり、皇太子殿下は

今年もお忙しい公務を縫って参列頂きまし

た。 

また新入会員の紹介では、吉野聰氏と谷

内剛氏が壇上に上がり新入会員として紹介

されました。 

恒例の各支部の支部長および支部会員

の参加者紹介では、毎年の事ながら、わが

千葉支部会員の参加者は今年も実に篠崎

支部長他２３名と多摩支部に次ぐ二番目の

多くの出席者を誇り、千葉支部会員の日本

山岳会活動への熱心な取組姿勢を全国の

参加支部長ならびに会員に対して示すこと

が出来たものと思いました。 

 

会場の各席のテーブルマスター主導のも

と、全国から参集しました多くの会員の皆さ

んが楽しそうに美味なフランス料理を会食し

ながら、時間のたつのを忘れて大いに語り

合いました。           （諏訪吉春） 

平成２３年度年次晩餐会開催 
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671 年（天智 10 年）天智天皇が崩御されると、天智の長男大友皇子(おおとものみこ)と弟大海

皇子(おおあまのみこ)との間で皇位継承をめぐる争いが起こった。世にいう壬申の乱である。隠棲

していた吉野から素早く兵を挙げた大海が勝利し天武天皇として即位した。天智亡きあと近江朝

廷を実質的に担っていた大友皇子が即位したかどうかは諸説あるが、明治天皇は明治 3 年即位

を認め、第 39 代弘文天皇として諡名(おくりな)を贈っている。 

房総久留里周辺には大友皇子が再起を図って房総に来たとする伝承が多く残されている。支部

山行の対象になりそうな山や地域も含まれているので簡単に紹介しておく。 

「大日本國誌上総国」古墳墓の部の「俵田古墳」の項には 

「望陀郡俵田村白山神社ノ背後丘陵ノ上ニ在リ…（中略）…里傳以テ弘文天皇ノ山陵ト為ス……

（中略）…大友皇子ハ本州ニ下リ遣水ニ城テ之ニ居ル城小流ヲ帯フ依テ小川御所ト稱ス…」、とあ

る。 

以下長々と俵田古墳周辺の地名と天皇の関係を述べている。これと名山の部「御所塚山」、名勝

の部「限山」の項を要約すると。 

・大友皇子は皇妃、大臣蘇我大炊、長谷川紀伊等を従えて本州に下り鑓水に城を築き小川御所

と称した。 

・皇子が小川の宮を設けたので民が集まってきたので、悦んで末はよいと言ったので末吉の地名

になった。 

・長谷川紀伊の居住した村名が長谷川となった。 

・村民が皇子にご飯を供したので飯給(いたぶ)という地名になった。 

・即位した天武天皇は中納言山野邉義家を将として数萬の兵を差し向けた。 

・追い詰められた皇子およびその臣たちは自害した。 

・皇子・臣下がお腹を召（切腹）したので、御腹川となった。 

・皇子の遺骸を石の小櫃に納めて奉納したので、小櫃の地名となった。 

・皇子が假宮を設けて山上から田植えをご覧になった場所が御所塚山となった 

・皇子の妃十市皇女(といちひめのみこと)は筒森の限山でお産のため亡くなった。 

等、現在も小櫃周辺に残っている地名の由来が説明されている。 

俵田古墳は久留里線俵田駅の北 800m ほどの白山神社の本殿脇にある。様式からして古墳時代

前期 4 世紀末の築造で、弘文天皇の墓とするには無理があり、この地方を支配していた馬来田の

豪族の墓と推定されている。俵田古墳の東にある標高 98m の山が壬申山と呼ばれているというが、

これも出典が定かではない。末吉、長谷川等は小櫃地区の地名として、飯給(いたぶ)は小湊鉄道

の駅名として残っている。御腹川は俵田で右岸より合流している小櫃川の支流である。御所塚山

は飯給(いたぶ)駅と久留里線小櫃駅を結ぶ県道 160 号の途中の万田野の南にある。北面は砂取

りのため山腹を大きく削りとられて無残な姿だが、南側は樹林に覆われている。標高は低いが一

等三角点峰（270.9m）なので、いずれ訪れたいと考えている。 

大友皇子の妃十市皇女(といちひめのみこと)は大海皇子と額田王(ぬかたのおおきみ)の間の娘

であるが、この時亀山の奥へ逃れていて、その後筒森の地で亡くなったという。「千葉縣夷隅郡

史」墳墓及古塚の部「筒森神社」の項には 

「老川村筒森區限りの山の西端に在り明神嶽といふ、里傳に謂ふ弘文天皇の皇后十市姫を奉葬

せる浄地にして筒森大明神の社跡なりと、…（後略）…」 

また舊跡の部「限りの山」の項には 

房総の弘文天皇伝説 
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「老川村筒森の東南に亘れる山脈の一部を限りの山と呼ぶ、里傳に謂ふ、昔弘文天皇壬申の亂

1332年に戦利あらず、左大臣蘇我赤兄等と共に密に東國に下り、舊望陀郡小川村に小川御所を

榮み軍容を整ひ東軍と稱す、事西に聞ゆ、即ち追討の軍下向す、天皇一日皇后十市姫と共に亀

山に臨幸す、會々西軍迫るの報を得て遽に御所に遷幸す、時に皇后妊娠中なりしが、難を避け

山を越え此の地に至る、山丘重疊備に辛酸を嘗め、畏くも遂に此處を限りの山と宣ひ此の地に止

り分娩し給う、苦悩流産の爲崩御す…（中略）… 

我が爲に憂きこと見せば世の中に 

今は限りの山に入りなん 讀人不知（懐中鈔所蔵）」 

とある。筒森は石尊山から養老渓谷に至る途中の国道 465 号沿いの集落である。限山は筒森地

区南西 500m ほどにある標高約 280m の山であるという。登山路があるようなら石尊山の帰途にで

も立ち寄ってみたい。 

なお養老渓谷にある弘文洞は昭和 54 年に頂部が崩れてしまい現在は切通しの間を夕木川が流

れている弘文洞跡になってしまっている。この洞は川廻しで出来たトンネルであることは間違いな

い（昭和 54 年市原市史別巻）。川廻しとは川が大きく蛇行した所を短絡させ残った川跡（三日月

湖）を水田としたものである。短絡部はトンネルになっていることが多い。地質の軟らかい房総の養

老川、小櫃川流域に多く見られる。主に江戸時代後期から昭和の初めまでに水田開発のために

作られた。この弘文洞を「39 代弘文天皇が訪れたと伝えられ名勝地である」と説明しているガイド

ブックもあるが、近世以降の土木工事の結果出来たトンネルを弘文天皇がご覧になるはずもない

ので、明らかな間違いである。府馬清著「ふるさと上総物語」（崙書房昭和 50 年）によると、戦後地

元の気の利いた人が弘文洞と命名、小湊鉄道が観光客誘致の PR に利用したのが一般化した、と

いうことである。 

何故房総に弘文天皇の言い伝えが残っているのかよくわからないが、このような記述が最初に見

られるのは元禄初期に著されたといわれている「總州久留里軍記」という書物である。これ以降著

された中村国香著房総誌料や房総の郡史、村史には同じような内容の記述が載っている。しかし

前述の夷隅郡史舊跡の部「限りの山」の項の末尾に、 

「…（前略）…弘文天皇難を此の地に避くこと正史に見えず…（中略）…故に弘文天皇並に皇后に

関する傳説は信を置き難きものの如し」 

とある。大正 12 年に発行された夷隅郡史が冷静な見方をしているのに比べ、明治 8 年に編纂さ

れた大日本國誌は 5 年ほど前の弘文天皇追諡を意識し過ぎている、というのはうがった見方であ

ろうか。 

なお尾張国、伊豆国、相模国にも大友皇子が東下の途次に立ち寄ったという伝説が残っている。

相模大山の東の伊勢原市日向薬師には大友皇子之陵があるらしいので丹沢方面に行ったときに

寄ってみるのも一興かもしれない。大友皇子の東遷を題材にした「大友の皇子東下り」（豊田有恒

著/講談社文庫）というフィクションもあるので、興味のある方はご一読下さい。 

正史によると乱に敗れた大友皇子は山城国山前(やまさき)の地で自害したとされる。皇子の墓は

大津市の中心部に長等山前陵(ながらやまさきのみさき)としてある。  

また十市皇女は乱後大友に殉死することもなく、勝者である父天武のもとに戻っていたが、6 年後

の 678 年（天武 7 年）天武と斎宮(いつきのみや)に行幸する日の朝突然に亡くなっている。大友皇

子との間に葛野王(かどののおおきみ)という子まで設けながら夫大友と父大海の争いに巻き込ま

れた悲運の皇女であるが、乱に際して父大海人側に情報を流したという説もある。また突然の死も

自殺説、暗殺説とあり、異母弟の高市皇子(たけちのみこ)との悲恋説もあって、謎の多い皇女であ

る。 

（山口 文嗣） 
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●会友の近況報告 

このたび会友より日本山岳会会員となり

ました谷内剛です。           

昨年 9 月に会友となり、支部の山行に参

加しておりましたが、5 月の支部総会後に高 

橋正彦会員よりお声がけいただき、第一紹

介者は篠崎支部長に、第二紹介者には吉

永副会長になっていただき、7月に会員とな

りました。 

入会以前は職場や山で知り合った仲間と

週末に中央線沿線（特に大月市周辺）、奥

多摩などの日帰り山行、夏には単独または

グループで黒部、北アルプス裏銀座ルート

をよく歩いておりました。そして、それらの山

行を重ねる一方で、地元の山を知り、地元

の同好者と知り合いたいという思いから会友

として千葉支部へ入会しました。 

 

以来、山行や千葉・房総地区サテライト

「四水会」などに参加するたびに地元に同

じ趣味を持つ人々のつながりや「自分の居

場所」が増えたことの喜びを感じています。 

これからは千葉の山を深めるとともに、会

員として支部の一層の活性化のためにお手

伝いをしたいと思います。今後ともどうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

平成 22 年 3 月発行「千葉支部だより」第 10 号に「房総山名考」という本からの引用で、房総に

は三つの大山があると紹介しました。今回は同書に記載されていない第四の大山、布良大山（別

名天田山）と安房之国一ノ宮安房神社への初詣を企画いたしました。三角点のある天田山山頂

は海上保安部の送信局になっていて立入りが出来ませんが、付近からは眼下に太平洋を望むこ

とが出来、ハンググライダーの離陸地にもなっています。また洞窟や軍用トンネルなど戦時中の遺

跡なども散在しています。 

天田山へは館山野鳥の森の散策路を通って行きます。きたる２月の三支部合同懇談会の下見

も兼ねられますので、お手伝いの方々を含め多数のご参加をお待ちしています。 

 

期  日  2012 年 1 月 14 日（土） 

参  加  参加希望者は 1 月 6 日（金）までに下記山口の連絡先までお申込み下さい。 

担  当 山口 文嗣  

 

新年山行・布良大山と安房神社初詣 
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集  合 内房線館山駅 10 時 

  千葉発 7：45 館山行き → 9：52 館山着 館山駅発 10：15 のバスに乗車予定 

＊「南房総フリー乗車券」（市川～千葉間又は舞浜～蘇我間発 3000 円）を買うとお得です。木

更津・茂原以南の JR 線が２日間乗り降り自由で、JR バスや一部の日東バスにも乗れます。 

（千葉→館山 1450 円、船橋→館山 1890 円、館山→布良神社 JR バス約 450 円） 

予定ｺｰｽ 館山駅＝安房神社～野鳥の森～天神山～布良大山～布良海岸＝館山駅 

歩行時間 約 3 時間 

なお 9 月の支部だよりに掲載した予告に（誤）「期日 2012 年 1 月 14 日（日）」とありましたが、（正）

「期日 2012 年 1 月 14 日（土）」の誤りでした、訂正してお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                     （山頂より鴨川方面を見る） 

 

２０１２年３月の支部山行は、安房高山を計画します。２０１１年４月に計画しましたが天候不順で

取りやめた所です。ここは県内五位の高峰であり、房総分水嶺上に連なり二等三角点があり、山

頂からは長狭平野、房総の最高峰・峰岡愛宕山や太平洋を望むことが出来ます。ルートは長狭

十字路（長狭中学前）から山頂へ、下山はこの時期は日が短いため、長狭十字路へ戻ります。 

前回は多数の応募をいただきました。今回もよろしくお願いします。 

 

期  日：２０１２年３月３日（土） 

参加申込：２０１２年１月３１日（火）までに、下記担当者に申し込んで下さい。 

詳細をご連絡いたします。 

 

担   当：岩尾 富士夫 

 

 

 

安房高山（３４６．９ｍ）山行のお誘い 



日本山岳会 千葉支部 

18 

 

 

 

 

 

東日本大震災のため 3 月 11 日以降中断していた房総半島の分水嶺踏査計画を 11 月

5 日から再開いたしました。 
11 月 5 日、13 日の 2 回の実施で、富津市・鴨川市境の木之根峠から長狭街道を横

切り、津森山を越えて南房総市冨浦町の白石峠付近まで来ています。年内にあと 2 日

実施して何とか御殿山近辺まで到達可能かと思います。 
1 月以降もより多くの会員・会友の皆様にご参加いただけるよう、予めスケジュー

ルを支部だよりに載せるよう計画いたしました。こ皆様奮ってご参加いただくようお

願いいたします。2 月は三支部合同懇談会実施のため、3 月は担当の山口の個人的事情

のためそれぞれ 1 回しか計画を組めませんでした。スケジュールが確定次第月 2 回を

目標に随時計画を組んでいきますが、その場合はメールにての連絡になりますので予

めご了承ください。 
パズル解きのような房総の山の読図に挑戦してみませんか。 

 
期  日   ①1 月 8 日（日）   ②1 月 21 日（土） ③2 月 26 日（土） 
       ④3 月 18 日（日）   
申込締切   ①12 月 30 日（金） ②1 月 13 日（金）   ③2 月 17 日（金） 

     ④3 月 9 日（金） 
        
予定コース  前回の到達点によって実施 1 週間前までに決めます。 
申込先    山口 文嗣 

   *参加者数によって使用交通機関・集合場所・時間等決めます。参加希望者は実施日

前週の金曜日までにご連絡ください。 
 
 
 

房総半島の分水嶺踏査への参加のお誘い 
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三支部合同懇談会は２００７年度に首都圏の支部としては初めて、栃木、茨城、千葉の

三支部が設立した事を記念し、毎年２月に合同懇談会を開催しております。早いもので、

三支部が一巡して来年で第五回目となり、千葉支部の担当となりました。つきましては、

下記の日程での開催を予定しており、多くの会員の方のご参加をいただきたく案内申し上

げる次第です。 
 

記 
１ 期 日：平成２４年２月１１日（土）～１２日（日） 
２ 会 場：「大房岬少年自然の家」 南房総市富浦町多田良 1212－23 
 電話 0470－33－4561 FAX 0470-33-4564 E-mail taibusamisaki@chiba-ns-.net 
 ※（宿泊先はホテル・旅館ではなく研修施設なので各自でパジャマ、タオル、シャンプ

ー洗面用具一式、持参願います。基本的には山小屋に泊まるスタイルです。） 
３ 参加費：１０，０００円 

申込締切期限 24 年 1 月 10 日 

  内訳 宿泊費（一泊２食、宴会込み）、１２日の昼食代含む 
４ 日 程：１１日 「大房岬少年自然の家」館内：オリエンテーションルーム 

受 付 15：00～15：30 開会 15：40～16：00  館内のご案内 16：10～17：10 
講演会「房総の山」講師：明治大学名誉教授・千葉支部会員 小疇尚氏  
18：30～ 懇親会 

   １２日 朝食 7：00、出発 8：00 「千葉県立館山野鳥の森」：健康と癒しの

森散策   約２時間 ２．２Km 昼食 11：30 ふれあい野鳥

館の多目的ホールにて、名物の鯨弁当を用意。  昼食後流れ解散 
 ５． その他 
 「大房岬少年自然の家」へのアクセスは下記の通りですが、当地は交通網が不便な為、

※電車の場合は次の指定の電車にてご乗車願います。 
 
①特急さざなみ５号東京発 11：30➔海浜幕張 11：54➔蘇我 12：04➔富浦 13：13 着（事

務局お薦め） ②ＪＲ内房線千葉駅発 12：01➔富浦 13：48 着 ③千葉駅発 12：59➔富

浦 14：43 着 富浦駅徒歩 40 分（支部会員がご案内）、車で 5 分（支部会員の送迎有） 
※バスの場合は、①高速バスの場合 東京駅八重洲南口（JR バス╱日東交通）12：20➔と

みうら枇杷倶楽部 13：55（自然の家まで徒歩 40 分）②千葉駅 21 番乗り場（館山・日東・

京成バス）12：20➔同倶楽部 13：41、千葉駅発 13：20➔同倶楽部 14：41 
 
※自家用車の場合 東京➔京葉道路╱湾岸道路➔館山自動車道➔富津館山道路：富浦ＩＣよ

り 5 分  
【連絡先：幹事 豊倉、諏訪、三木】 

第五回 栃木・茨城・千葉三支部合同懇談会開催のお知らせ 
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来年は千葉で開催  

全国支部懇談会は、日本山岳会の主要な行事として、毎年各支部持ち回りで開催されていま

す。全国の会員が一堂に会し、旧交をあたためそして新しい出会いをはぐくむ場として、多くの会

員が楽しみにしています。 

このたび、来年はぜひ千葉支部でとの要請があり、千葉支部役員一同熟慮の結果引き受ける

ことといたしました。千葉支部は、来年設立満 5 周年を迎えます。この全国支部懇談会を開催する

ことで、さらなる飛躍・発展を期したいと思います。支部会員･会友全員参加の行事として総力を結

集し、全国から参加してくれる会員の方々にこころから喜んでもらえる懇談会にしたいと存じます。

皆さまのお力添えをなにとぞお願い申しあげます。 

開催日：2012 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 

実行委員会スタッフを募集しています 

千葉支部挙げての大行事です。その準備と受入には多大な尽力と時間を要します。 

支部会員・会友のみなさま、実行委員会のスタッフとしてぜひお力をお貸しください。 

運営企画、資料作成、会場準備･受付、山行案内などなど、ご都合のつく範囲でお手伝いいただ

ければさいわいです。ご協力いただける方は、下記 豊倉事務局長あてご連絡をお待ち申し上げ

ます。 

連絡先：   千葉支部事務局長 豊倉さと子 

 

お知らせ 

千葉支部会報 1 号から 1５号まで、本表紙カットを後藤三男さんに書いて頂いていました。後藤さ

んには紙面をもってお礼を申し上げます 本当に長い間ありがとうございました。 

16 号からは、芳賀淳子さんに書いていただくことになりました。 

 

１２月の房総サテライト（四水会）は年末の為ため開催しません 

次回１月 24 日は通常通り 美弥和で開催いたします 

2012 年度 全国支部懇談会開催のお知らせ 

● 編集後記  

先日 仕事でセスナに乗り千葉上空を飛んだ。遠くに富士山、丹沢、秩父が綺麗に見えた。高

度 2000ｍから千葉を見ると海も陸も平らに見えてしまう 千葉に山が無いと言われるのは 

当然かもしれない でも千葉の山を歩いてみて、頂上に立つ事だけが登山じゃないと感じてき

た 千葉の山は地形、風俗、民俗など歩きながら郷土を知る事が面白い これもまた登山の楽

しみではないか                                                （結城純一） 



 

 

 


