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    コ  ー  ル 
 

記：福田 穣治 

 コロナ対策で週一の水泳も休み、月一目標の山も休みなので、先日の定休日、計３時間

の歩程で、草加公園まで往復して来ました。 

 公園内を色々見ながらジグザグで一周し、中でも久々に生で見る

４００m トラック。 

中高６年間陸上部でずっと走って来たのに、今更ながらその広さに 

驚いたり、少し遠回りして以前手掛けた建物を見たり、草加市に来

て３２年になりますが、市内をこんなに長く歩いたのは初めてでし

た。 

 冷たい風で空気が澄み渡り、春の陽気も加わって良い汗がかけま

した。道すがら“歩き”ならではの多くの新発見と、長く続く色鮮

やかな花壇群。きっと誰か、美しい方が丹精込めて手入れしている

のでしょう。癒されました。 

 ところで、入会をきっかけに、山に登り始めて気付いた

事が２つあります。 

 1 つは自分にも歩く力が意外にあると言う事でした。 

今までは、どこへ行くにも車かバイクかチャリ。 

歩くなんて絶対無理。山歩きなどは論外でした。 

特に、山や峠はバイクで攻める場所だと思っていました。 

 「歩く」と言えばゴルフコースを回った時位で、そんな

環境でさえ、なるだけカートに乗り、その為に「コースを 

外さない練習をする」と言う体たらくでした。 

 それからもう１つは、おにぎりの威力です。 

特に一人で登った時など「怖いし疲れたからもう下りよう」

というしょぼくれた気力と体力が、５分後には完全に回復

し、「よっしゃー！予定通りあと３つ行こかーっ！」と言う、 

パワーが湧き上がり、漲って来るような、不思議な感覚が新鮮でし

た。 

 それもこれも山の会のお陰です。目が覚めました。いつもご一緒

頂ける方々に感謝し、少し怖いけど、いつか参加してみたい若い人

グループへの憧れを持ちつつ、この家族ともいうべき山の会を、尊

敬の気持ちを持って大切にしてゆきたいと思っています。 

 

 

 

 

Ｒ2.4.初旬 土浦市小町山→ 

コーナーで暴れるモンスターマシン 

夏の響き HONDA CB750 

 

後継車 HONDA CB750F 

 

前 

今 
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   令和 2(2020)年３月～５月山行実績     リーダー部・機関紙部 

 

山

行 
日  程  山 岳 名 リーダー 参   加   者 

個 3/1 アド山 樋渡  

個 3/5 
堅破山(たつわ

れやま)/日立市 
浅井(祐) 小林(い)、山﨑(正)、杉山 

個 3/6 物語山 鈴木(廣) 下川、澁谷、山口(敏)、山﨑(正) 

個 3/7 谷川岳 榊原 松田(弘)、矢野 

個 3/8 
八ヶ岳・峰の松

目沢 
長田 会員外 1 

個 3/10～11 三原山(大島) 畑野(順) 土屋、兼堀(善)、兼堀(恵)、井居 

個 3/15 御岳山・日出山 兼堀(善) 
兼堀(恵)、畑野(順)、山本、阿部、 
山口(敏)、小野寺、下川、出口、澁谷 

個 3/15 筑波山 浅井(祐) 浅井(昭) 

個 3/15 三毳山 樋渡  

個 3/20 焼森(栃木) 樋渡  

個 3/21 
根本山・十二
山・熊鷹山 

殿塚 土屋、遠藤、村上 

個 3/21 
平標山・千ノ倉
山 

鈴木(勝) 松田(弘)、榊原 

リ 3/22 日和田山 長田 山田、沼田 

個 3/22 妙義山(中間道) 山﨑(正) 
澁谷、山口(敏)、浅井(祐)、 
鈴木(廣) 

個 3/25 三毳山 畑野(順) 
小林(い)、兼堀(善)、兼堀(恵)、小野寺、
畑野(仁) 

個 3/29 
乗鞍岳 BC スキ
ー 

長田 会員外 3 

個 4/4 鼻曲山 殿塚 鎌形、出口 
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     私の一名山    南アルプス・北岳 

                              記：下川 賀也 

 昔々は夜行日帰りで登った、ピークハンターの山、南アルプスの北岳。 

 かつては、塩見岳～熊ノ平～北岳と縦走し広河原に降りたり、或いは、広河原～北岳～

農鳥岳～奈良田へ下ったりした厳しさを楽しむ山。 

 この頃では、広河原～北岳のピストンを３泊４日(白根御池小屋～北岳山荘～白根御池小

屋泊)と、贅沢に、のんびり、ゆっくり、楽しんで登った、南アルプスの北岳です。   

 前より山小屋は立派にになり、水も初めは無料→有料→無料となり、大変助かります。 

 そうそう、水で思いだすのが、真夏、朝日連峰縦走に４人で行った時、途中で水が残り

少なくなり、半日位を４人でペットボトルの蓋に 1 人１～２杯と決め、分け合って飲んで、

やっとの思いで銀玉水に辿り着き、浴びるほど飲んで生き返ったということもありました

っけ。 

 又、ある時は、北岳から下山して、余りにも暑いので、広河原で裸になり、川に入って

水遊びをして、家に帰ったら足が痛くて大変でした。下山後、かつて会員であった三浦医

師からには、疲れている時に急にそんなことをするからだと叱られてしまったこともあり

ましたっけ。 

 肩の小屋付近では、ライチョウのねぐらが人の手で数カ所作られており、ボランティア

の人がタカなどの天敵から守る為の見守りしているので、多分何時でもライチョウの親子

連れが見ることを期待できると思います。 

 そして私の一番のお気に入りは、北岳から間ノ岳に行く時に通る馬の背です。小屋から

山頂を目指して登る時など、何度も振り返りながら登るのが好きな場所です。 

 山頂から塩見岳方面を望むと、昔を思い出す北岳です。 
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 幕  山     625m 

                          記：井口 宮子  

 

＊ 期  日：2020(令和 2)年 2 月 9 日(日) 

＊ メンバー：L 井口、浅井(祐)、兼堀(恵)、渋谷、出口、石井(文)、兼堀(善) 

＊ コ ー ス：草加駅 5:25 → 北千住駅 → 上野駅 → 湯河原駅 8:20 → (バス) → 8:45 

             梅林公園 9:20～11:00幕山12:00～一ノ瀬橋 13:10～ 13:30梅林公園 14:00    

             → (バス) → 湯河原駅 14:40→ 草加駅 17:10 

 

 湯河原駅から梅林公園行きのバスに乗った。出発間際に大きなマットレス状の荷物を抱

えた若者が乗ってきた。岩トレに向かうようだ。 

 ２月上旬なので人波が少ないが、好天に誘われて梅の花を愛でつつ私達はハイキング。

一方、幕山の南斜面に広がる梅の花のジュウタンのような景色をバックに岩トレを楽しむ

グループも多かった。 

 咲き始めた紅・白の花と香を

楽しみながら歩を進め約１時間

余り、そろそろ山頂が近づいた

が、周遊コースで時間調整させ

てもらった。半信半疑の人もい

たが、心配御無用。やがて大観

山や電波塔が見えてきて、いつ

か行って見たいと思った。又、

足元には昨夜降ったらしいあら

れ混じりの雪が少し残っていて

手や顔が冷たかったが、間もな

く到着した広い山頂は太陽がい

っぱいでポカポカです。 

 ザックを下ろして輪になって、

きのこたっぷりのつみれ汁、おし

るこ等々御馳走たっぷりでゆっく

りランチを楽しんだ。 

 大石ヶ平コースを下山し、ハコ

ネ竹のトンネルをくぐりながら梅

園に無事戻った。売店が今年も賑

わっていたので甘酒を味わいなが

ら観光気分を楽しみ、各々お土産

を手にし。ちょっと早めに帰りの

電車に乗り家路に着いた。 
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           栂池高原スキー場 白馬乗鞍岳 

記：長田 一樹 会員外 

2/24 

栂池高原スキー駐車場 7:00→ゴンドラ乗り場 8:25→つが第 2 ペアリフト→9:05 栂池

RW9:20→9:30RW 終着駅 9:35→ハイクアップ 9:50→11:10 天狗原祠 11:30→滑走開始 12:20

ゲレンデレストラン 13:00→ゲレンデ滑走 16:00 終了 

 

2/23 にも根子岳を滑る予定でしたが、今年ならではの雪不足でゲレンデは何とか滑れるが

根子岳からの滑走は出来ませんでした。雪のある志賀高原に移動し、熊の湯でゲレンデス

キー後、更に移動してからの

2/24 栂池のハクノリノーマル

ルートでした。 

 

スキー板の試乗会の為、先に現

地入りしていた知人の方の情報

では 22 日土曜日は雨で、前日の

23 日は雪、そこそこ降った模様

でした。やはりこちらも雪不足

で先週までは天狗原にさえ雪が

着いておらず登れるか？微妙だ

ったとのこと、取り敢えずロー

プウェイも動くので BC の準備

はして上がって見る事にしてチケットを買いに向かうと凄い渋滞(汗) 

漸く購入して、今度はゴンドラ待ちの列に並び、上に行ってリフト一本乗って RW 駅に着く、

天気も良いし行ける所ま

で行きましょうとなり準

備して出発、しばらくシ

ール登高をするとやはり

雪は少ない模様で沢筋は

埋まって無く所々に穴が

空いて沢が見える(汗)積

雪が少ない為、木が埋ま

って何時もは有るバーン

が無いと同行メンバーが

嘆いていた… 
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それでも暫く上

がると見晴らし

も良くなり左手

に鹿島槍や杓子

岳に白馬岳と後

立山連峰が見え

てテンションが

上がって来る。

更に進んで祠の

辺りまで来ると

青い空に雪景色

の白馬乗鞍岳の

稜線が間近に見

えてきてテンシ

ョンアップ！！

しかも目の前の

バーンにはバージンスノーが広がりノートラック！！ 

前日までの天候のせいで雪崩の危険性も有るが登ってみたいし滑ってみたい、実際に登っ

ている人達もいるので行けるかも？とも思いましたが、一人は自信が無いから此処で待っ

ていると言っていて、どうなるか？と思いましたが、今回のリーダーがメンバーの力量を

考え、敢えて分ける事もせず、此処で戻ると判断したので、それに従います。 

 

準備して滑走開始する頃には、右肩のリッジ付近からドロップインするスキーヤーを確認

出来ました！熟練者なのが直ぐに解る左右均等の綺麗なシュプールで滑り降りて来ている。 

脳内麻薬出まくりだろうなと想像すると羨ましい(笑)こちらも準備して滑走開始、天狗原

は埋まっていないが所々にオープンバーンがあるので繋げて降りていく、新しい太い板に

伝わる新しい雪の感触を味わいながら降りて行くとアッと言う間に林道コースに出てくる、

登り返しても良かったのだが、

折角一日券購入したのだから、

ゲレンデで練習しましょうとな

り、16:00 近くまで練習をして

終了。 

「かぐらも素敵な所だけど、BC

で白馬に来たら更にハマるよ」

と笑顔で言われていた理由も解

った今回のスキーツアーでした。

山の大きさが違う北アルプスの

懐で滑るというのはナカナカ出

来ない事だなぁと改めて思い直

した次第です。 
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余談ですが、プルークボーゲンと言うかシュテムターンからナカナカ脱却出来ないメンバ

ーが上手い人の後に付いて滑る練習をしたら、急斜面以外では、ほぼシュテムターン卒業

して脚が揃うようになってきたのにはびっくりしました。 

 

＊2/24 の時点で既に残雪期 5 月中旬の様相です。スキー場は GW どころか来月の営業も危

ぶまれるとの事でしたので、残雪期に後立山近辺を計画されている方は事前にスキー場の

ゴンドラ、ロープウェイ、リフトの稼働状況確認した方が良いかと思います。 
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山行報告 ～ 2020 冬 ～                 

                              記：浅井 祐子 

 

2020.2.28(金)～29(土) 黒斑山雪上ハイク 

L. 浅井ゆ、兼堀善、山本、下川、山﨑正、黒澤、小野寺、澁谷、畑野仁、石井文、 

2/28(金) 草加 5:30 高峰高原 8:40 黒斑山と高峰高原での雪上ハイク=鹿教湯温泉泊 15:20 

2/29(土) 鹿教湯温泉 = 帰路 

 黒斑山なら日帰りで充分なのだが、温泉を人参(?)にして泊りの雪上ハイクを計画。今回

は渋めの「鹿教湯温泉」。(かけゆと読む)、字の通りその昔、鹿が教えてくれた温泉とか

…? 

好天の下、黒斑組と高峰高原組に分かれ、標高 2000ｍの新雪ハイクを楽しむ。 

鹿に姿を変えた文殊菩薩が信仰心の熱い猟師に温泉の場所を教えたという伝説の開湯

1200 年の歴史ある温泉でまったり。 

 2 日目は TV でコロナウィルスを騒ぎだしたので、早々に引上げることにした。 

 

 

2020.3.5.北茨城/堅破山(たつわれさん) L.浅井ゆ、山﨑正、杉山、小林 

草加 5:30 = 常磐道/那珂 IC = 登山口 8:00 –堅破山 10:30 – 登山口 12:00 – 昼食 = 帰路 

 標高 658m の奇岩をめぐりながら周回できる興味深い山であった。不動石、烏帽子石、手

形石と飽きさせない尾根を登り黒前神社を経て山頂へ。後半には一番目を引く太刀割石と

言って、刀で綺麗に切ったかのように割れた大きな岩に逢える。(直径 5m はあったか？)

まさかこんな大きな岩？石？を刀で切って割ることなどできようか？ 大規模な工事が行

われていて下山途中で道を失うが、そこは長年の山歩きの勘？を働かせ無事駐車場へ到着。 

帰路は、海鮮のランチのおまけを付けて、今日も楽しいハイキングになりました。 

 

 

2020.3.15.雪の筑波山 L.浅井ゆ、浅井て 

草加 5:30 = 登山口 – 女体山 ～ 男体山 – 登山口 = 帰路 

 コロナウィルスの感染者が増え出し、人間たちは落ち着かぬ毎日。しかし、自然だけは

粛々と何ごともないように当たり前の様相…。 

 さて、土曜に草加で雪が舞った。雪の上を歩きに出かけたいが世の中は「自粛」の空気。 

ならば、こっそり出かけられる近場の筑波山をひらめく。 

日曜は朝から好天。下妻の町に近づくと案の定、筑波山が白く輝いていた。 

 いつも通り女体山を目指し登り出すが、青空に樹氷が映えて何と美しいことか。 

そのうち陽ざしをあびて溶け出した樹氷がぼたりぼたり落ちはじめ、首筋に落ちようもの

なら悲鳴を上げる。がこれも至福の瞬間であるか…。 

 普段なら登り慣れた道をさっさと駆け登るが、今日はゆっくりゆっくり雪のこの道を 

たっぷり味わって登りたい。そんな気分にさせた雪の筑波山であった。 

             



 9 

栃木 アド山・山城跡訪問 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020 年 3 月 1 日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：駐車場～アド山山頂 

 

今日のお昼は鍋焼きうどん＋ネギ付き、前回はネギ失念、今回は無事目的を達成した。 

 
アド山に出向く。稜線に沿って歩き出すと、山城だったというので、すぐに堀切が 

出てくる。 一つ、二つ、・・・・ 古城に詳しくはないけどとても分かり易い。 しば

らくすると立派な石垣も見えてきた。 先に進むと曲輪の跡、そしてやがて山頂へ。 こ

んな場所にどんな山城を建てていたのだろうか。強者どもの夢の後かな。下山して金蔵院

に立ち寄ると梅が咲いていた。  
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 物語山～阿唱念の滝 (ものがたりやま～あしょうねんのたき) 

    １０１９m   (群馬県下仁田町)         記：鈴木 廣    
                                

＊ メンバー：L 鈴木 廣（車）、山﨑正夫、下川賀也、山口敏雄、渋谷久美子 

＊ 期  日：2020(令和 2)年 3 月 6 日(金) 

＊ コース 草加 IC6:00→信越道下仁田 IC→8:20 サンスポーツランド駐車場 8:35～林道

歩き～9:50 登山口～10:35 コル～10:45 西峰～11:20 物語山山頂 11:45～12:36 登山口

～林道歩き～13:36 阿唱念の滝入口～14:35 阿唱念の滝～15:30 サンスポーツランド駐

車場→草加 IC 

＊ 経 費  高速道路代、ガソリン代、車代＝@3,500 円 

  

 駐車場に着き、物語山への林道を一

歩踏込むと思いがけない程、荒れてい

ました。きっと去年の台風の影響でし

ょう。ごろごろと岩がコースを塞ぎ歩

きづらかった。左前方にメンベ岩が見

える。林道から登山口に入ると、今度

はいきなり急斜面と落葉、そしてお皿

を重ねた様な石でザラザラと足をすく

われる。稜線のコルに着き、左隣の西

峰に寄る。白銀の浅間山や妙義山が素

晴らしい！！ 

 そして、元のコルに戻り、右の雑木林の中を登ると山頂の物語山だ。山名は落武者が財

宝を隠して死んだと言う伝説だそうです。 

 荒船山を見ながらの下山、。出発点まで戻り、サブコースの阿唱年の滝へ・・・岸壁沿

いいに東に進む。涸れ沢を渡り、と、こちらも一面の落葉、訪れる人も少ないし、来ない

でしょう？中間当たりでメンバーも諦めて引き返すことにした。それでも、山口さんと二

人で終点の滝の下にやっと着い

た。２５ｍの滝ですが、じょう

ろで落とす位の水の量でした。 

滝付近には不動明王像や石像が

祭られていた。中々行けないコ

ースですが、山口さんが居たか

ら行くことが出来た気がします。 

 車の運転，山﨑さん、下川さ

ん、ありがとうございました。

そして、皆さん、お疲れ様でし

た。   
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谷  川  岳  

記:松田 弘一 

山 行 日：2020 年 3 月 7 日 

メンバー：L 榊原、矢野、松田（弘） 

コ ー ス：獨協大学前 5：30－外環―関越道―土合 P－ロープウェイ 9：04－天神平駅 

          9：19－熊穴沢ノ頭 11：20－避難小屋 11：27－谷川岳 12：38―オキノ耳 12：52  

          －肩ノ小屋 13：15－避難小屋 14：10－熊穴沢ノ頭―14：24－天神平駅 14：53     

          －土合 P15：23 

 谷川岳、初めての 3 人で行ってきました。今回、榊原さんは初リーダーです。 

 先輩の方々から谷川岳の注意点などをアドバイスしていだだいたみたいです。 

矢野さんが雪山、初めてなので、天神平駅を降りて、少し傾斜がある所で、雪山での歩き

方、ピッケルの使い方、制動、耐風姿勢、つぼ足での歩行、アイゼン歩行などを練習して

から登りはじめました。しばらくすると矢野さんがアイゼンの紐が外れましたーと言われ

ましたので紐を締め直してから、歩きだしました。少し歩くとまた、緩んできたので？何

故だろうと、よくみると締めつける部品が壊れている感じで、このままでは登るは厳しい

かなと思っていたら、榊原さんが針金を出してきて前側を結んで補修して、歩きだしたら、

今度は、踵の紐が外れたので、どうしようかと考えていたら、次は榊原さん結束バンドと

ツェルトの紐を利用して外れないように結びました。また今度外れたら、撤退を考えなが

ら行きました。この先の登山道もどんな感じなのか分からないので・・・。その後は外れ

る事がなく、無事に登山が出来ました。色々な道具を装備している頼もしい榊原リーダー

が誕生しました！ ありがとうございます。 

 下山後は、先輩がおすすめの食事処、あしま園でカツカレーを食べました。普通に頼ん

だのにデカ盛りでした。お腹すいてなかったら全部は食べれなかった。カレーは美味しか

ったです。   
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 八ヶ岳 峰の松目沢 アイスクライミング 

                             記：長田 一樹 会員外 

 

3/8 朝から昼過ぎまで雪 気温高目 

赤岳山荘駐車場 7:05→美濃戸山荘→北沢→8:15 堰堤広場→8:50 峰の松目沢→F1 

19:20→11:30F8→12:50F9→13:00 同ルート懸垂下降→14:55 峰の松目沢入渓地点→北沢→

16:20 赤岳山荘駐車場 

 

今年は、ファット板を購入したせいかアイスのシーズンにもスキーの予定を入れてしまい、

あまりアイスに行けていない、通常であれば 1 月も中旬過ぎると滝が埋まってしまい入る

人が居なくなる峰の松目沢が暖冬のせいか？未

だイケると聞いて行ってきました。 

 

赤岳山荘駐車場は雪で白くなっている、気温は

低くないのだが雪が降っているので、ハードシ

ェル着込んでスタート。ハードシェルのせいで

汗だくだったが、中のソフトシェル脱ぐと割と

快適、しかしスピードは上がらずそのまま登る、

ダレたせいか取り付き間違えて。他の沢に入渓

する失態(笑)なんか違うと感じて尾根越えて復

帰、橋渡ってから思ったより戻ります。 

F1 には先客がトップロープで二人、ザック見る

と五人は居る模様、準備して登りだすが、先客

二人組がスクリュー打つ練習していてルート取

りに悩む、ロープ出したが不要、F1 を乗っ越す

とF2の取り付き、他 3名が降りてきている最中、

F2 で折り返して降りるとの事、これより先には

誰も居ない、氷の状態が悪いのでお気

をつけてと言われつつ F2 を観察する。

水シャバシャバで透けている所も見え

るが、何とか行けそう右も良さそうだ

が上部でドラツーになるし、比較的氷

の厚い左から取り付く事にしてスター

ト！ 

スクリュー打って登って一段目を上が

ると、二段目に穴が空いていて空洞状

態(汗)その中を滝が勢い良く流れてジ

ャバジャバ言っています(笑)厚みは

10～15cm の空洞状の円柱といった感じで、上部の淵の部分は更に薄く触ると感触もなく壊
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れる(汗)二段目に立て無い事が解ったので、そーっとトラバースして右側へ移る、此処で

スクリュー打って一安心して又登るのだが上部は普通に氷が溶けて雪の中の沢登りと化し

てきている(大汗)何とか右アックスを岩にフッキングして、ちょっと凍った所に左のピッ

ク指して乗り越す。寿命が縮まる感じで、上に抜ける気力が 50%ダウン↓ F3､F4 は小滝で

更に雪で埋まっているのでフリーで、遠目に黒い部分が見えていた F5､F6 を間近に見ると

どう見てもアイスで抜けら

れる感じがしない(笑)正面

は大半が溶けて岩肌が出て

いて薄い氷…F5 は右の草

付き岩稜帯をフリーで登り、

F6 は念の為ロープ出して

左から登る、一箇所厚くな

っている氷にスクリューを

打てたが上部の草付き岩稜

帯ではプロテクション取れ

ず(涙)カムかイボイボ持っ

てくれば良かったと半泣き

になりながら、狭い草付き

にマッチ気味にアックス刺

してグラつく岩に左足乗っけて右足ハイステップで乗っ越す。また寿命が縮まった感じで

す。。。ﾄﾎﾎ 

F7 はデブリで埋まっていて有るんだか無いんだか？ 

F8 に到着すると思ったより立っている。当初は全装で峰の松目に行って赤岩の頭抜けてと

思っていたが若干時間掛かってしまったのとメンタル殺られて、全装で登れるか微妙だっ

たのでザック残置して、同ルート下降に切変えてスタート！ 

年末年始から最近にかけて友人知人の怪我や事故が多く、先週も知人が落ちて両足骨折し

ている為、スタート直後からスクリュー打ちまくってパンプしてしまう(笑) 

テンション入れつつ抜けてフォ

ローを確保する。確保しながら

下を見ていると高度感が素晴ら

しい！残置支点を使用した為、

登ったルートより振られてしま

いフォローには申し訳ない事を

してしまいました。F9 でスクリ

ュー打って支点にした方がスマ

ートです。気がつくと雪も止ん

で来てガスも晴れて阿弥陀岳も

見えてくる。相方も苦労したが

何とか登ってきて F9 へ。 

こちらも若干立っているが距離
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も短いので難無く終了。稜線も近いから抜けたいのだが荷物が下だし、いけても下山がか

なり遅くなるから素直に諦める。 

シングル 60ｍロープの為、一度切って F8 残置支点から更に懸垂、要所に残置があるので

懸垂下降には困りませんでした。F1 降りた所で装備解除してチェーンスパイクとストック

に切変えて降りる。帰りはそこそこのペースで駐車場へ戻れた。車での帰り道で赤岳山荘

から八ケ岳山荘へ戻る途中の難所がアイスバーンの為、一瞬車両が制御不能になりかけて

焦るが何とか立て直す。脇に登山者が居たので更に寿命が縮みました(汗) 

その後はもみの湯からのテンホウと最近のパターンで戻りました。今回はアイスクライミ

ングと言うよりはアルパイン的要素が多く、泥臭い登攀になりましたが終わってみれば良

い経験になったし楽しかったです。 
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三原山 

                               記：畑野 順二 

◆山行日：2020 年 3 月 11 日（水） 

◆山行者：畑野じ・兼堀よ・兼堀え・土屋・井居 

◆コース：大島温泉ホテル 8：06-火口一周コース 9：17-火口一周 10：51-大島温泉ホテル

12：02 

昨日は、雨で延期しました。

天気は良くなるが、風が強

く少し心配し、宿泊した大

島温泉ホテルを出発する。 

歩程が 3 時間ぐらいで、ノ

ンビリ山行です。 

30 分ぐらい歩くと、雪をか

ぶる富士山が突然現れビッ

クリです。 

期待していた、椿は開花時

期が過ぎていて残念でした。 

 

三毳山 

                                                                 記：畑野 順二 
◆山行日：2020 年 3 月 25 日（水） 

◆山行者：畑野じ・兼堀よ・兼堀え・小野寺・小林い・畑野ひ 

◆コース：カタクリの里管理センター9：10-

三毳山 10：25-三毳関所跡 11：06- 

中岳 11：25-山頂中継広場 11：40-

三毳神社 12：00 

 

カタクリを見に三毳山へ行ってきました。 

満開を少し過ぎていましたが、気温が上がる

と花が丸まったカタクリを見ることが出来ま

した。 

また、桜の花も残っていて、ラッキーです。 

次は、何の花を見に行こうかな。 
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御岳山・日の出山・梅鑑賞 

                                         記：兼堀 善和 

〇日  程：２０２０年３月１５日（日） 

〇メンバー：Ｌ兼堀(善)、兼堀(恵)、畑野順、阿部、山本、山口敏、出口、澁谷、小野寺、 

       下川 計 １０名 

〇コ ー ス：御嶽駅～バス・ケーブル利用 9:20 出発～9:50 御岳神社～11:06 日の出山 

      ～13:05 琴平神社～13:50 吉野梅郷 

 

 コロナウイルスの蔓延拡大が収まらない今、電車に乗って山に行くのはどうかという意

見もあったが、やっぱり山に登りたい気持ちが勝っての山行であった。 

 初めて御岳山ケーブルに乗ったが、意外に広く傾斜角度も急で尚更ビックリ。山頂駅に

着いたら樹木の上に雪また雪、御岳山では昨日から朝までに２０ｃｍの積雪があったよう

だ。歩き始めたら樹木から雪がシャワーのように降り注ぎ、時には岩のような雪の塊が頭

にあたり痛い事、まずは御岳山神社めがけて階段を３００から４００段登って行くが、途

中に神代ケヤキがあり歴史を感じる大木欅、素晴らしい。お参りをして神社を折り返し分

岐を日の出山に向かう。集落や山畑を過ぎて植林を進む。ここも樹木の上の雪や富士山の

眺め素晴らしく、今日来て良かったとつくづく思った。 

 日の出山山頂から東側の階段を下り植林の尾根をたどり、電波塔の先の梅ノ木峠で車道 

を横切り、露岩上の琴平神社を過ぎると、やや急な下り道がぬかるんでいて、滑りやすく 

歩きづらい。しばらくつづら折りの下り道を行くとやがて吉野梅郷に。梅まつりの最中で

あったが、梅ノ木がまだ小さくあまり時間かけず、そそくさと日向和田駅に向かった。 

 ３月上旬とはいえ思いもかけぬ、雪の御岳山・日の出山山行を充分楽しめて大満足であ

った。 

参加頂いたメンバーの皆さんありがとうございました。 

 

     
 

 

 



 17 

栃木・三毳山 カタクリ見学 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020 年 3 月 15 日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：駐車場～カタクリ群生地（往復） 

 

一人、難読漢字の一つではないか、と思いながら毎年ここに通っている。時節柄人混み

は避けようと思いっきり朝早く着いた。前日の雨で滴が葉に乗っかっている。(*^_^*) 

 

 

ここ 3 年通い詰めたおかげでどこにお目当てのカタクリがある場所が何となく分かって

いるので「おーい、元気かい！」、という感じになって来た。ただ、１週間も違うと彼女

の表情は随分と違う。 今年は早すぎたせいか、まだおとなしげな姿だった。 

  一株、大木の近くに生えているカタクリはまだ早いよという感じで、まだ目覚めていな

い様子。 満開の時とは違う表情に出会えたのはそれなりに収穫だった。また来よう!! 
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栃木 焼森山・ミツマタ見学 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020 年 3 月 20 日（金） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：駐車場～ミツマタ群生地（往復） 

 

午後から来客があって午前中に日帰りで行けるところ・・と考えているとふと焼森山の

ミツマタが見頃との事思い出す。 

 朝 5 時に現地駐車場に着くとすでにほぼ満車状態、やっと一番奥に空きスペースを見つ

ける。ホッと (^^♪ 

 

 

  

 カメラでパチパチ撮っていると、男性から声かけられ話し込む。どうしてここにミツマ

タが植えられたのか、どうして群生化したのか、どうしてこんなに有名になったのか等々、

結構楽しかった。また人と話す。この時期はほぼ毎日来ているらしい。今朝の一番乗りは

朝 3 時とか。どうして？と聞くと、昨日は雨だった、そして今日は晴れ、こんな日は幻想

的な朝霧が出る確率がとても高いのだそうだ。なるほど！！と唸る。 
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   根本山～熊鷹山        

                                   記：遠藤 みゆき  

★山行日：令和 2(2020).3.21(土) 

★メンバー L：殿塚、土屋、遠藤、村上 

 

今回は桐生市にある根本山から熊鷹山を縦走しました。                                  

いきなり登山口横の傾斜面を登ります。まだ体力がある

内なので難なく登れました。緩やかな沢沿いを歩いてい

ると出ました鎖場。気分は修行僧。頂上の根本神社の鐘

を鳴らすと鐘が響き渡り御利益有りそうでした。台風の

影響なのか建物の崩壊がひどかった。かつては信仰の山

として修行僧が登った山なのに残念です。村上さんと土

屋さんが「ヤッホー」というと誰かが「ヤッホー」と返

事をしてくれました。あまり道がはっきり分からず殿塚

さんがいなかったらきっと迷って帰れなかったと思いま

す。地図の見方。1 丁＝109.10ｍ。等色々なことを教え

てもらいました。スタート地点は群馬県桐生市ですが、

十二山は栃木県です。そして熊鷹山は群馬県。という面白い地形でした。また熊鷹山山頂

は眺めがよく男体山、女峰山、皇海山、赤城山日光連山、中倉山などが見えます。何かの

木が群集していたので後で調べてみると「つつじ」の山

でした。その他沢山の花が咲いているようです。また、

紅葉も綺麗のようです。今回は沢沿いを歩いた時に左右

の足を水に浸かりました。枯れ葉がどこも均一に落ちて

いるように見えたが、枯れ葉の下は膝に届きそうな深い

ところ、水平ではないところ、気を引き締めないと怪我

をしてしまいそう。道もよく見るとうっすら道が出来て

いる。よく道を外れてしまって道を探す。殿塚さんにア

ドバイスを頂きながら歩きました。林道が中々長く 3,9km ありました。去年の台風の影響

か沢山の木々が道に散乱して道路もかなり削られていました。そして近くのみつまたのお

山を鑑賞。山一面みつまたが綺麗でした。帰りは道の駅どまんなかで美味しいイチゴジェ

ラードを食べました。そしてお買い物・・・今日も登山に買い物。盛り沢山の体験をしま

した。計画してくださった殿塚さん。ご一緒させて頂いた土屋さん、村上さん一日お付き

合い頂きありがとうございました。村上さんのアバターがとっても可愛かった。また素敵

な山行が出来ると嬉しいです。 
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平 標、 仙 ノ 倉 

                                                            記：榊原 奈歩 

山 行 日：2020/3/21 

メンバー：鈴木勝（L）、松田、榊原 3 名 

コースタイム：8.5H     

7:00 登山口-10:33 平標-11:43 仙ノ倉-12:32 平標-14:02 松手山-15:40 登山口 

 

春の嵐が 3 連休を直撃し甲斐駒 黒戸尾根が中止になった。んー・・・つまらない。こう

なると天気図とにらめっこし、天気の良い場所から行先を探す。以前は一人でよくやった

ものだが、久々リーダーと直前まで行先候補を出し合い今回の山行が決まった。 

 

私の父曰く、“お花の季節がいいよ！”とお奨めの山。今回は残雪冬山を頂きにいくこ

とにする。 

前夜入りをして、テント仮眠で現地入りしたものの今回のメンバーは酒呑み 3 人。最後

のワインがトドメを刺し、深酒をしてしまい翌日苦しめられることになる。 

起床すると全員酒が残っていてとても弱気な発言が聞こえてくる。今日は甲斐駒など登れ

るコンディションではない。 

お天気は、想像よりもはるかに良く風もそこまで強くない。登山客も沢山いて平標を選

んで正解だったと感じた。 

出だしの急登、リーダーの足取りが重い。松田さんもいつもと歩きが違っていた。のこり

酒＋暑く、水休憩が多くなる。 

稜線に出る直前の急登、雪が固くアイゼンを効かせるためガシガシ蹴り込む。 

青い空、白い雪、綺麗な稜線、雪庇、自然の造形物・・冬山の目に入るものは何れも美し

い。 

平標山頂は風が強くダイヤモンドダストになっていた。その先の仙ノ倉に行く途中、リ

ーダーがゆっくり歩くので先に行くように言った。私と松田さんは少し戸惑ったが、後ろ

からついてくるということでゆっくりと先に進み、仙ノ倉のピークを踏んだ。仙ノ倉から

は雪がべったりついた谷川連峰が見渡せる。仙ノ倉から平標に戻るところでリーダーと合

流、お疲れメンバー3 名、のんびり休憩しながら下山する。 

 下山したら、ピッケルがないことに気づく・・・。ん・・・どこで落としたのやら。い

つもはピッケルをザックにつけて、更に落ちないようにゴムで留めているが今回直前まで

行先が決まらず、荷物の詰め替え等を行っていた。その時に、ゴムで留めることをしてい

なかった・・。道具を落とすことは命を落とすことと同じである。しかし今回誰も怪我無

く下山できたので良と思おう。自分の気の緩みが原因だったと分析、高い代償だが翌日新

しいピッケルを買いに行くことにした。 

 メンバーの皆様いつもありがとうございます。また宜しくお願いします。 
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仙ノ倉に向かう途中！“松”いい感じの写真だね♪  仙ノ倉山頂から、谷川方面を望む 

 

  
 

                            平標山頂！                                                                           

   
 

      アイゼン団子と戦います！  
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日和田山 クライミング 

記：山田 朗子 

日    時：2020.3.22  8:30～16:00 

メンバー：長田、沼田、山田、会員外３名 

 

 県岳連のレスキュー研究会に参加する予定でしたが、新型コロナウイルス対策の為中止。

ジム自粛中で壁を登れていない私、「外岩行きたいです」、とリクエスト。 

 さて、当日。日和田男岩西面でまず 5.7。長田さんがリードで登り、私はトップロープ

で。下部は私でもリードできそう。上部は傾斜がきつく、手、迷う。無事に上まで行き、

降りてきたら、「次はリードできる？」と聞かれたが、上部はリードできるか確信持てな

い。経験が少ないため、自分が外岩でヌンチャクかけてリードできるのかわからない。 

「じゃあ、疑似リードで」、トップロープ用とリード用ロープの２本をハーネスに結ん

で再び同コース。リードで落ちてもトップロープで吊られているので安心、という状態

(^_^) 

ジムとは違い、自分でヌンチャクをかけ

なければならない。「ヌンチャクの向きが

逆～」等教わりながら登る。上部ではヌン

チャクかけるとこ１ヶ所とばす、、、(・∀・;) 

 三度目の正直、今度はリードで登ります。

ボルトにヌンチャクかかった状態なのでち

ょっと楽。 

 次は 5.10b「重箱ルート」メンバー全員

トップロープで。ルート取りに悩み、私も

含めみんな敗退する中、骨折後療養中の○

○さん（会員外）がすっすっ、さっさっと

見事に登る。素晴らしい身のこなし！！再

びみんなチャレンジ！！みんなの登りをじ

っと見て、最後に私も再チャレンジ。何回

もテンションぶら～りしながら、手の皮ち

ぎれるかと思いながらも、ビレイ沼田さん

の引き上げサービスのおかげでトップアウ

ト。 

 合間で終了点の作り方を見せてもらった

り、自己脱出や結び変えの復習したり、、、

本当に皆様ありがとうございました

m(__)m。早く、無事にコロナ収まって欲し

いです。 
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   妙義山 中間道コース   973m 

        (群馬県富岡市)  

                              記：山﨑 正夫  

 

＊ メンバー：L 山﨑正夫(車)、鈴木 廣、浅井祐子、山口敏雄、渋谷久美子 

＊ 期  日：2020(令和 2)年 3 月 22 日(土) 

＊ コ ー ス：6:00 草加 → 外環 → 関越自動車道 → 藤岡 JCT → 上信越自動車道 → 松

井妙義 IC → 8:00 妙義神社駐車場 8:15～8:30 中間道登山口～大の字・白雲山分岐～

12:03 大人場(おおにんば)四阿で休憩 12:21～大砲岩～12:40 第四石門 ～ 13:08 見晴台 

～ 13:40 中之嶽駐車場 → 14:05 妙義ふれあいプラザもみじの湯→15:00 道の駅みょ

うぎ → →  上信越自動車道  →北関東自動車道 → 東北自動車道 →外環  →  17:30 

草加 

＊ 経  費：交通費 3,500 円＋入浴代 300 円 

 

 昔行ったことのある妙義山中間道に桜を添えて見たいと参加者をメールで募り実行した。 

定員の後から申し込みのあった会員は、車の関係で別途の妙義山山行の計画となった。 

 後程調べたら、最初に行ったのは 1990(平成 2)年秋の頃であったので、約 30 年振りの訪

問となった。 

 順調に妙義神社駐車場に着き、準備後、

登山口に向かうが、その前に、大変風情

のある妙義神社に参拝。国重要文化財の

素晴らしい建物群、そこから下に見える

大鳥居・宝物殿の御殿や道の駅みょうぎ

に咲き誇る桜の風情が素敵だ。ゆっくり

参拝後、登山口に。関東ふれあいの道に

指定されている。第 1 見晴らし台、第 2

見晴らし台で絶景を楽しみ、崩落した道

を避けて新しく掛けられた鉄の長い階段

を進む。祐子さんが何回も来て いるコ

ースなので、自分が途中から戻 り、車

を石門の先にある中之嶽駐車場 に車を

回すから、是非とも石門を味わ っても

らいたいという有難い申し出が ある。

御言葉に甘えて、四阿まで一緒 に行っ

て、そこから車に引き返してい ただく

ことになる。ところが、中々四 阿が現

れず、その前に車に戻ることに なる。

祐子さんと 

別れてから、かなり歩いた窪地 にやっ
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と四阿が現れる。ここが大人場(おおに

んば)四阿である。四阿が見えるまで急

いで歩いてきたこともあり、ここで休

憩・昼食とする。そこからあること暫

し、大砲岩の分岐に至る。大砲岩に向

かい、景観を楽しむ。鈴木・山口会員

が岩の感覚を大はしゃぎで楽しんでい

る！ 

 私は寒いので、先に第 4 石門の四阿

へ行く。やっと澁谷さんが先に第 4 石

門に到着。かなり時間が経って鈴木・

山口会員が到着。そこから、第 1 石門・第 2 石門を経由する道もあるが、祐子さんが待つ

中之嶽駐車場への最短の道を進む。途中の見晴台で景観を楽しみ約 1 時間の道のりで中之

嶽神社を経て、県営無料中之嶽大駐車場に到着。無事祐子さんと合流。  

 

 妙義ふれあいプラザもみじの湯で入浴、道の駅みょうぎで農産物の買い物を楽しみ草加

に帰る。関越道で事故発生と知り、北関東～東北自動車道を経由を取ったが、その後、東

北自動車道でも事故が発生。時間が掛った。  

 後日(4/2)に第 1 石門～第 4 石門に至る山行を計画したが、新型コロナウイルス感染拡大

の為、中止せざるを得なくなり残念で

あった。 

 

   

 

 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://kiccyomu.net/img/myougisan/6.jpg&imgrefurl=https://kiccyomu.net/myougisan.php&tbnid=KGw-BLzaIl2J7M&vet=12ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ..i&docid=wipNjramW89jzM&w=1400&h=933&q=%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1%E7%99%BB%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97&ved=2ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://kiccyomu.net/img/myougisan/6.jpg&imgrefurl=https://kiccyomu.net/myougisan.php&tbnid=KGw-BLzaIl2J7M&vet=12ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ..i&docid=wipNjramW89jzM&w=1400&h=933&q=%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1%E7%99%BB%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97&ved=2ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://kiccyomu.net/img/myougisan/6.jpg&imgrefurl=https://kiccyomu.net/myougisan.php&tbnid=KGw-BLzaIl2J7M&vet=12ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ..i&docid=wipNjramW89jzM&w=1400&h=933&q=%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1%E7%99%BB%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97&ved=2ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://kiccyomu.net/img/myougisan/6.jpg&imgrefurl=https://kiccyomu.net/myougisan.php&tbnid=KGw-BLzaIl2J7M&vet=12ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ..i&docid=wipNjramW89jzM&w=1400&h=933&q=%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1%E7%99%BB%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97&ved=2ahUKEwi6-uvthvfoAhUJHKYKHW3tDooQMygDegUIARDaAQ
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          乗鞍岳 バックカントリースキー 

                             記：長田 一樹 会員外 

 

3/29 28 日夜半から 29 日 11:00 まで雪 気温高目 

Mt 乗鞍駐車場 8:40→やまぼうしリフト 8:50→夢の平クワッド 9:30→かもしかリフト

9:50→9:55 ツアーコース入口 10:05→10:35 ツアーコース一番標識→11:20 位ヶ原急斜面

→12:00 位ヶ原 12:20→13:20 肩の小屋と位ヶ原の中間付近→13:30 滑走→14:15 ツアーコ

ース入口→14:35 三本滝レストハウス→15:10 駐車場 

 

自粛要請出ていましたが、本当に今期最後のパウダーが目の前にあったので前夜発で行っ

てきました。予報通りとはいえ、道中は雨で時折強く降る(汗)松本 IC 降りても雪にならず

道の駅に着いても雨…。 

予報を信じてテント張って軽く宴会して就寝、

3:00 過ぎにトイレに起きたメンバーの「雪

だ！」の声に全員反応して起きたので交互にト

イレへ（笑） 

 

起きると積雪 10cm くらい！！テント撤収して

車の雪掻きをして Mt 乗鞍へ Go！駐車場悩みま

したがチケット購入しないと行けないのでやま

ぼうしリフト近くの駐車場へ準備してリフト券

購入(当日でもスマホで事前購入出来ます。こちらの方がお得)して、かもしかリフト最上

部目指すが、途中の夢の平クワッドが点検の為、運行中止(T_T)未だ降り続く雪の中しばら

く待って運転開始！漸くかもしかリフトへ乗り、ツアーコース入口へ此処でシール付けて

登高準備してビーコンチェックして登り出す。 

出だし少しすると割と急な斜面で

す。今までの状態が悪かった上に

新雪が乗った感じで良い所は苦労

しないのですが急斜面だと新雪が

流れて下地のアイスバーンが出て

くるとシール登高に苦労する。メ

ンバーの一人が若干遅れるがフォ

ローが入り何とか脱出、3 番標識

過ぎた辺りで休憩する。メンバー

が板を外して再度板を装着しよう

とするもフロント部分がなかなか

入らず苦戦（汗）散々やったが入

ら無いので、板を渡してもらい良く見るとフロントピースのスプリングの下に雪が詰まっ

て凍った為、押し下げる事が出来ずに装着できなかった様子、ナイフで除去すると今まで
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の苦労が嘘のようにカチッと嵌

った（笑） 

此処を過ぎて暫くすると雪が止

んでくる、少しホッとして更に

高度を上げて位ヶ原に着く手前

くらいから明るくなり太陽が見

えてくる！！位ヶ原に上がると

ガスも晴れてきて目の前に乗鞍

岳が！！！「あ～テンションあ

がる～」と言いながらもう少し

進み、ランチ休憩 

 

此処でリフトの運行開始が遅か

ったのと登高に時間がかかった

為、頂上は目指さずイケる所ま

で行って滑走して戻ろうとなり

ました。 

本気でピーク目指す人達はリフ

ト運行前からゲレンデをシール

登高して上がっていたようです。 

肩の小屋の右手側からは何人か

滑り終わりもう一度上がろうと

しているのも確認できる。一面

の雪景色を見ていると既に 3 月末という事を忘れてしまいます。ここでテント張ってスキ

ー三昧も良いよね～などと話しながら登る。13:20 になったので登るのを止めて滑走準備、

13:30 滑走開始！ 

自分が一番手で滑り出す！

ゲレンデでは新雪というも

ののやはり重く感じていた

が、流石 2600ｍ近い標高！

思ったより軽くクリーミー

な雪を味わう事が出来まし

た！ファット板購入して良

かったと感じた瞬間です

（笑） 
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その後は高度を落とす度に雪が悪くな

ってきてゲレンデ上部のかもしかコー

スではグサグサ（汗）その下では斜度

が落ちてスキーが走らずに止まってし

まうほど．．．スキー場の人の話では

残念ながら 3 月イッパイで終了との事

でした。 

コロナ対策で近辺の温泉がすべて閉鎖

でしたので中央道の諏訪 SA でお風呂

入って境川 PA でご飯食べて帰埼しま

した。 

 

自分としてはタイミングもありますが今年は雪に恵まれました。ただスキー場関係者、宿

泊施設や食事処に温泉関係の方々の話を聞くと、雪不足に観光客不足（海外からも含む）

それに輪を掛けてのコロナウィルスの自粛要請で壊滅状態のようです。事実スキー場は既

に何箇所か倒産して閉鎖しています。 今回もスキー場も施設も道路もガラガラでしたが

お会いしたスタッフの人達は来てくれた人達を一生懸命もてなそうとしているのが解りま

した。 

 

恐らくコロナウィルスが収束するのには長い時間がかかると思います。外出自粛も大事で

すが余りにも度が過ぎると地方や都市末端部から疲弊していくなと思った次第です。  
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鼻曲山(1655m) と 霧積温泉金湯館 

                             記：出口 栄子 

山 行 日：２０２０年４月４日（土） 

メンバー：L 殿塚 洋一、鎌形 瑞枝、出口 栄子、 

コ ー ス：獨協大学前駅 5:30－関越道―松井田妙義 IC7:00－霧積温泉 P 着 7:28－ 

      霧積温泉 P7:40―霧積温泉分岐 8:00－鼻曲山山頂 10:05-11:05－分岐 12:45 

      霧積温泉金湯館入浴―分岐 14:15―霧積温泉 P 発 14:40 

霧積温泉は 1977 年森村誠一の「人間の証明」で西條八十の「帽子の詩」が引用され名前

くらいは知っていました。大ヒット映画でした。霧積館が無くなり今は一軒宿です。宿泊

者は駐車場まで送迎があります。私達は帰りがけに 700 円のお茶と菓子付きの入浴でした

ので着替えを用意しての鼻曲山登山です。殿塚リーダーは山も温泉も何度か来ていて霧積

館の閉館や昨年の台風１９号の影響で県道が崩落して金湯館も危機にあったという説明を

してくれました。軽井沢が栄える前は 4０軒以上旅館等があったそうです。お湯はぬるめ

でヌルヌルする透明の温泉です。 

鼻曲山は周囲に留夫山、剣の峰、氷妻山があり縦走も可能です。登山道は整備されてい

ます。近くの角落山（つのおちやま）はものすごく急峻な斜面がありますが、鼻曲山は一

部ロープが張られている程度です。上に近づくと所々雪が残っていました。頂上は鼻曲山

の名前通り大天狗と子天狗の二か所が特徴的にあります。大天狗に頂上の標がありますが

浅間山の絶景は子天狗から望めます。天気が良くて鎌形さんと殿塚リーダーは浅間隠れ山

とか沢山山名を出して話していました。一時間位頂上を満喫して下山、金湯館でのんびり

して帰路につきました。金湯館は赤

い橋を渡ると玄関、母屋は明治１６

年の創建当時から現存する総ケヤ

キ造りの、歴史を感じさせる山小屋

風の建物でした。 

 久方ぶりの登山と温泉お二方あ

りがとうございました。 

 仕事の関係で今の時期の事を考

慮して村上さんと宮沢さんが今回

参加を止めました。気兼ねなく登山

のできる目途が最近は更につかな

くなってきて残念です。 
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空想例会 

 

山の会の皆様 

てんとさいと 250 号担当の担当をさせていただくことになりました 山﨑です。 

 

新規原稿募集の提案です。 

 

てんとさいと 250 号について、２～３月の山行報告が集まり始めております。 

山行実施の会員の皆様の原稿をお待ちしております。 

 

さて、4/7、緊急事態宣言が発せられました。 

5/6 までの１ヵ月を目途にしてとのことです。 

１ヵ月後に新型コロナウイルスが収束するとは到底思えません。 

 

私としては、 

今回の新型コロナインウイルスの流行は 

1348～1420 年のペスト、 

1918 年のインフルエンザ(いわゆるスペイン風邪)に 

匹敵するのではないかと思っております。 

 

私の私的な面でも、3/3 から休館になっていたスポーツジムが 

4/1からやっと開館と思っていたところ、4/7から5/7まで再び休館になってしまいました。 

 

そこで、編集担当として、山の会の会員の皆さんに 

「私と新型コロナウイルス」「この時期だからこその山への思い」などを 

意見・雑感・短歌・俳句・詩など形は問いません。 

どんな形（メール文・ワード形式(インターネット)・紙＝郵送）でも良いので、 

原稿を募集したいと思います。 

 

皆様の原稿をお待ちしております。 

 

                            山﨑 正夫  
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空想例会１       私と新型コロナウィルス 

 

                             2020.4.10   記：池本 均 

 

４月１０日現在の話ですが、私も子供達も仕事は、従来通りしていますが、私生活にお

いては、大幅に変更されました。役員、実行委員をしていた吉川中央公民館フェスティバ

ルの中止、模擬店の責任者だったなまずマラソンの中止、選手としてエントリーしていた

春日部大凧マラソンの中止、参加予定だったノルディックウオーキングの講習会の中止、

市役所福祉課との会合延期、同級生と行っていた街道歩きの延期、計画していた奥武蔵縦

走の延期、親戚の納骨法要の延期。その他、数えたらきりが有りません。人との接触を制

限されることは、つらい事です。私自身、一人でできるストレスを解消する方法として、

ジョギング、ウオーキング、読書、料理等をおこなっています。桜満開のさくら通りを走

ったり、大場川沿いを走っていた時は、カワセミを見つけました。これからは、ひとり大

凧マラソンを予定しています。ウォーキングついては、菜の花咲き乱れる江戸川土手や近

所の神社とお寺めぐりを楽しんでいます。歩数計は、好きでなかったのですが、東海道 

５３次のアプリを使って、４月５日から始めて、１０日現在８５．１ｋｍ、１，００ １，

６５７歩、小田原に到着。５年前、同級生と箱根まで歩いたことが思い出されます。読書

は、ダシール、ハメットの伝記を読み、今、彼の作品＜血の収穫＞を読んでいます。主人

公の誘惑に負けない自制心はを見習いたいと思います。料理については、月に１０日ほど

お弁当を作って、職場で食べています。なるべく、スマホで撮影して、メニューが重なら

ない様にしています。歳ですので、食べたことは、憶えているのですけど、何を食べたか

忘れてしまうので。小学生の夏休み日記みたいに、だらだら書いてしまいました。 

 これからは、世の中、ますます閉塞感が充満し、１９２９年以来の大不況が到来すると 

予測されますが、地に足を着けて、やれることをやってゆきたいと思います。 

世間が落ち着いたら、また、山の会の仲間と山歩きがしたい。これが、ささやかな私の願

いです。 
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空想例会２      あこがれの北穂高岳 

                               記：畑野 順二 

 

北穂高岳には、何度も行ってまし

たが、2002 年の山と渓谷フォトコ

ンテストで、特選に入選した作品

の塩田卓夫さん「霧の滝谷」を見

て感動しました。 

その後、塩田さんと同じカメラを

買えば同じような作品が撮れると

勘違いし、マミヤ 7Ⅱを購入しま

したが、・・・ 

2004 年のゴールデンウィークに、

初めて北穂高岳で塩田さんとお話

をすることが出来ました。 

その後は、春・夏・秋と北穂高岳

へ通うようになり、色々と教えて

頂きました。 

北穂高岳からは、北には槍ヶ岳・

東には常念岳・南には滝谷から奥

穂高岳、前穂高岳・西には笠ヶ岳

とチョー絶景です。 

北穂高小屋では、よく集まる方々

と朝からビール・ワイン・ウイス

キーを飲んで楽しく過ごすことが

できます。でも今は、皆様高齢化

で集まる方々も少なくなりました。 

北穂高小屋では、連泊しても、毎

日の朝食と夕食のおかずが変わり

美味しくいつも太って下山です。 

今年の、ゴールデンウィークも北穂高岳に登ろうかと考え、北穂高小屋のＨｐを見たら、

「間もなく、待ちに待ったシーズンが始まるはずでした・・・・。 

新型コロナウィルスの感染対策をできる限り施して、予定どおり営業するつもりで準備してきまし

た。 

しかし小屋開け直後のこの時期では、十分な対策をとれないと判断しまして、しばらくの間、宿泊

営業をしないことと致しました。 

春の穂高を楽しみにされていらした方々には、大変申し訳ございません。」 

あ～あ～ 残念です。ゴールデンウィークの北穂高岳への山行は、新型コロナウィルスの感

染対策で自粛します。       (空想例会３は表紙の裏に掲載＝提供＝杉山 清美) 



 32 

空想例会４ ２時間の食事会で感染？「まさか」 福井県の新型コ

ロナ患者「死の恐怖」吐露   2020/4/9 17:10 (JST)4/10 08:17 (JST)updated  

 新型コロナウイルスに感染し入院している福井県内の男性を 4 月 7 日、福井新聞が電話

取材した。友人と一緒に行った飲食店で感染したとみられる。「2 時間ほど食事をしただ

け。2 メートル以上離れていても空気の流れによってはうつると思う。まさか自分が」と

話し、陽性と告げられた時のことについて「死の恐怖を感じた」と振り返った。 

 3 月のある夜、友人 3 人と食事をした。別のグループに、後に感染者と分かる知人がい

た。自分と知人の距離は複数の人を挟んで 3～5 メートル。互いの席で、会釈程度のあいさ

つをした。店内では従業員らが動くから空気も動く。離れていても感染するのかもしれな

い。トイレには行っておらず、ドアノブにも触っていないので、接触感染の可能性は低い

と思う。 

 店に行ってから数日後に 37 度台の発熱。風邪と思い、氷枕をして寝たら翌朝は引いてい

たので仕事に行った。年度末で忙しかった。その日は途中で体がだるくなり、早退して病

院へ行ってせきどめと解熱剤をもらった。翌日は仕事を休んだ。その頃、知人が感染して

いたことを知ったが、離れて座っていたため自分も感染しているとは全く考えなかった。

数日後、再び熱が上がった。 

 たまたま家族も検温したら、熱があった。自分は体がだるく味覚障害も少しあったが、

もともと花粉症で同じような症状は毎年あったので、おかしいとは思わなかった。ただ、

少し怪しいなと感じ始めた。 

 それから、家の中では時間をずらし、食事を別々に取った。なるべく、家族と同じ空間

にはいないように気を付けた。 

 発症から 1 週間たっても症状が続いた。再度病院へ行った。保健所に相談して、と言わ

れ電話した。「少し様子をみましょう」と言われた。検査はまだ早いという感じだった。 

 翌日朝は熱が下がったので、仕事に行った。夕方、飲食店で一緒にいた友人から「陽性

だった」という連絡が来た。完全な濃厚接触者だと思い、保健所に連絡した。すぐに検査

となり、その夜に病院に行った。翌日、陽性と言われた。死の恐怖が襲ってきた。家族も

陽性。ショックだった。 

 2 日間自宅待機し、入院した。食事は病室の入り口に置かれ、自分たちが取りに行って

いる。検温や血中酸素測定などの指示はナースコールで入る。現在は平熱で、食欲もあり、

ほかの症状はない。ただ、退院後の不安もある。自宅は消毒しておらず、どこにウイルス

が残っているか分からない。保健所は対処法を教えてほしい。 

 ちゃんと社会復帰できるだろうか。勤め先で「感染者」と広められないだろうか。取引

先にどこまで伝えていいのか分からない。 

 確認されていない感染者はまだまだいるだろう。病院に行かずに、自力で治してやろう

と考えている人もいるだろう。すぐに保健所に相談してほしい。 

 感染を防ぐのはやはりマスクと手洗い。熱が出てから数日は自宅でマスクはせず、少し

疑い始めてから着けた。それじゃ遅い。ただマスクを着けて、食事はできない。外出禁止

まで出す必要はないかもしれないが、感染防止のために、飲食店では話をあまりしない方

がいいと思う。
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空想例会５ （4/13） 松井さん提供の話題です。 

おはようございます。お世話様です。コロナウイルスの影響で、外出禁止になり、気持ち

が暗くなっていることと思います。少しでも気持ちが明るくなればと思い、話題を提供さ

せていただきます。自分は、3 月末で今までの仕事が無くなり、就活中です。  松井 

(なお、この掲載は、草加モノづくりブランド実行委員会事務局・(有)ミゾーの承諾を得て

います。) 

草加モノづくりブランド  

 

   登山用アックス・ピッケル流星シリーズ  

シャフト部分を曲げたことで、少ない力で氷壁に突き刺すことができ、極寒の極限状態でも効

果的に機能する。 

【有限会社ミゾー】 

 

 

 

 

 

 

 

                 

［製品の概要］ 

極寒の極限状態においてもいかに登山者に負担がかからず、効果的に機能するかをテーマ

に考えられた製品。特徴として、シャフト部分を曲げ、力を要さずにピック先端が氷壁に

突き刺さりやすく工夫されており、軽量化と強度を満たすため、ピック部分にチタン合金

を使用した。 

さらにチタン合金は熱伝導性が低いため、寒冷地においても持つ手に冷たさを感じないな

ど、実際に使用する登山家ならではの発想が盛り込まれている。 

 

［この製品ができあがるまで］ 

自らの登山家としての経験を活かし、極寒で極限状態においてもいかに登山者に負担がか

からず、効果的に機能する道具を開発したいと考えた。最初の開発当時の 1980 年代には、

ヨーロッパ製の製品が主流で、身体が小さく欧米人に比べて非力であった日本人に合う道

具が少なかった。 

有限会社ミゾー 草加市手代 1-25-32 代表者 溝渕 三郎 電話 048-928-7024 
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空想例会６  私 と コ ロ ナ (COVID-19) 
                                   記:長田一樹       

緊急事態宣言発令！！ 

とはいっても私の仕事はリモートもテレワークも時差出勤も出来ないので何も変わらな

い、イヤ事務所の消毒やお客様への応対時にはマスク手袋を着用することを考えると手間

は増えている、しかもエタノール消毒液は手に入らないので、ハイターで次亜塩素酸水を、

イソプロピルアルコールを精製水で割って消毒液作っていますので更に手間は増々な感じ

です。 

 

例会も無くなり、週イチのクライミングジムでの練習も無くなり、週末の登山･クライミン

グが無くなり時間は沢山あるので色々とやりだしました。 

ダブルロープが草臥れて来ていたので買い替え、ジム用のシングルロープが安かったので

友達と半分にして買い替え、アルパインクィックドロー等の登攀用品のメンテナンス、要

らなくなったボロい登山用品をメルカリで処分、冬用のインナーと普段着のセーターの洗

濯と衣替えにハードシェルの洗濯に防水加工と何だか結構やることあるなと、それでも未

だ時間はあるし夕飯にも手を出してみる(笑)久々に料理を作ると普段と違う思考回路使う

ので面白いです。 

 

それでもやはり登りたい、しかし外岩も自粛だし何よりこの時期に怪我をして医療関係者

の手を煩わせたくない、比較的安全な室内のジムは休業要請もあり閉鎖中｡｡｡GWもどこにも

行けそうにない｡｡｡そうだ！！消毒液と同じで自分で作っちゃえば良くない？と馬鹿な考え

を今実行している所です！緊急事態宣言解除が先か自分用クライミングウォール完成が先

か(笑)楽しくなってきました。 
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作成途中のクライミングウォ―ル 

（ホ―ルドと呼ばれる持つ取っ手のような物や、スタンスと言われる足の置き場を付けて使いま

す。   

 このウォールを壁に据え付けるが一番の難関です） 
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空想例会７    私と新型コロナウィルスⅡ 

                 ２０２０年４月１７日 池本 均 

 

前回投稿から１０日あまり過ぎて、私の周辺でも微妙な変化が起きている。 

私の職場の同僚の息子が勤務する会社で１名コロナウィルスに感染し、息子と同居する 

彼も大事をとって、自宅待機。親戚の高齢者が肺炎を起こし、ＰＣＲ検査の結果幸い陰性。

俳優の石田純一氏が感染し、集中治療室一歩手前。彼とは同年齢で同じ学校を卒業してい

て、マラソン大会に出ていて親近感を感じていた。自分も感染しないよう、一層の注意が

必要と感じている。と言っても、仕事はしなければならないし。こういう時は、楽しい事

を考えるの一番だ。頭に浮かんだ楽しいことを書いてみる。 

 

○落語 

草加市中央公民館で行われる予定だった柳家権太楼の落語会を楽しみにしていた。 

今年の元旦にＢＳＴＢＳで演じた＜文七元結＞が、、独自の解釈でとても良かった。翌日、 

浅草寺に初詣でに行った時、文七が飛び込もうとした大川 (隅田川) にかかる吾妻橋を眺 

めたり、大相撲初場所の帰り、総武線両国駅で十両の力士を見かけ、髷がどのように結ば

れているのか気になってしまった。元結（もっとい）とは、髷を結うこよりのこと。１月、

最後に聞いたライブのだしものは、＜宿屋の富＞。しばらくは、ラジオやＣＤで聴くこと

にしましょう。 

 

○ラグビー 

昨年１２月、明大ＯＢの小学校の同級生から、メールが届いた。文面は、＜これから秩父

宮ラグビー場へ行って早明戦を観戦します。＞テレビ観戦後、こちらが送ったメールの文

面は、＜対抗戦の優勝おめでとう。明治の完勝です。学生選手権の決勝であたるといいで

すね。＞、今年、１月それが実現し、試合後、彼から来たメールは、＜早稲田の優勝おめ

でとう。こちらの完敗です。＞。こんな楽しい試合をみるのは、何十年ぶりの事だろう。 

一週間後、小学校の体育館で行われた、タグラグビーの講習会に参加する。まずは、円形

になってパスまわし、次に横一線になって、ラインを作ってスローフォワードにならない

様にパスの練習。最後に実戦。タックルがない代わりに、体に着けたタグを相手に取られ

たら、アウト。相手の攻撃を避けて、キックステップを使い、３トライを挙げる。トライ

をとった瞬間の快感は、格別だ。歳のわりには、体が動いた。こんな面白い物に、今まで

チャレンジしなかったのだろう。ラグビーは、観てもプレーしても楽しい。 

○Ｐ．Ｓ 午後 トルコききょうの種のポット撒きと畑に苦土石灰を撒いて耕す。２週間     

    後の、ナス苗の植え付けに備える。土いじりは、楽しい。 
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空想例会８     山での握り飯   令和２年３月１５日 松浦 剛 

私は３１歳の時に日立製作所を退社し、先輩後輩５人で日本エアーテック（株）の立ち

上げをする事になった。田中角栄さんの列島改造論のお陰で、私の勤務していた日立亀戸

工場は田中首相のお膝元である新潟県中条市に移転することになった。種々な事情で新潟

に行きたくない者が５人出た。しばらく話し合い上司である先輩の発案で新会社を作るこ

とになり、日本エアーテックはスタートした。メーカーとして最大のライバルは日立とな

り、我々は工場全員から敵に見られる様になってしまった。こうして私は昔の仲間とも会

う事が無くなったが、６０歳の時に新潟に行った山岳部の先輩に呼ばれ、私の行くはずだ

った日立中条工場を訪問した。久しぶりに山岳部の先輩後輩に会い、職場の同僚達とも会

うことが出来たが、退社して既に３０年経っていた。 

こうして昔の仲間に再開し相手も打ち解けてくれたせいか、東京に居る山岳部の先輩、

後輩たちとも気軽に会うようになった。人間の人生というものは何がきっかけで変化する

か分からない。しかし変化した時の対処の仕方で人生は変わる。私は幸いにも良い方向に

転げ落ちたが、悪い方向に落ちたら大変だ。悪い方に落ちた人も何人か見ている。こうし

て昔の仲間と会う様になると色々な話が出て来る。既に私は元の会社の本社まで行く関係

になっていた。１８歳から３１歳まで青春時代を共に過ごした人たちとの交流は、懐かし

く楽しいものだ。ある時に山岳部の先輩から「お前は良いよな、山に行くといつも握り飯

を食べていた、我々は会社で売っている美味しくもないパンだぞ、うらやましかった」と

云われた。この事はこの時に初めて言われて気が付いたが、その通りであったが、当時の

私は全く気にも止めていなかった。自宅から通っていた私には、他の人から見るとその他

にも多くの利点が在った様だ。若さゆえに自分の事で精一杯であった私には、それほど他

人の心を察する余裕は無かったのだろう。 

当時の昭和３０年代～４０年代は日本も高度成長時代であり、多くの人が東京に吸い寄

せられていた。それ故に当時の同僚や、山の仲間の出身地は北海道から九州鹿児島まで幅

広かった。３０００人も従業員がいる工場でも、男の東京出身者はごくまれだった。そう

した事で、家から通う私以外多くの人は会社の寮に住んでいた。家庭的にも、経済的にも

有利だった私は、そんな事も気付かずにのんびり過ごしていたのであろう。２４歳の時に

先輩に言われ、休止していた工場の山岳部を再建したいので手伝ってくれと云われ、旧山

岳部員の先輩、上司を回り理解をいただいた。そして旧山岳部の活動を何も知らない私に、

先輩たちはお前が山岳部長をやれと言われてしまい、渋々引き受ける羽目になってしまっ

た。この頃私は山に夢中であり、単独か、古い山の友と登っていたが、それも限界に来て

いたので、新しい山友達が出来る事もあり引き受けた。こうして山岳部として活動すると、

先輩後輩との山登りも活発になって行った。 

２４歳から３１歳まで工場の山岳部の部長として過ごしたが、多くの体験をさせてくれ

た。山に持ってゆく握り飯一つで、私は色々な事を考えさせられた。握り飯を作って持た

せてくれた母は心配していたろうが、この歳になって改めて心から感謝した。 
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空想例会９   山の短歌 「四季と青春」      記：松浦 剛 

これ等の短歌は５０歳後半に作られたもので、此処にまとめて資料として記録しておく。

これ等の短歌はいずれも、過っての山行記録を読みながら思い出を基に作られたものであ

る。私の短歌は超写実主義である。テクニックが無いので、中々自分の心までは織り込め

ないので上手くは作れない。 

 

「春山にて」 

残雪を分け出でて咲くフキノトウ、優しき姿春此処にあり 

残雪に顔出す土の香り満つ、春の山道のどかに歩む 

片栗の花咲き誇る山裾に、遙かに聳ゆ残雪の峰 

大空を区切る雪稜見上げれば、残雪の峰に心ときめく 

縦走を終わりて山を振り返り、残雪の峰に又来ると誓う 

青葉ゆれ涼風わたる山間の、苔むした道静かに歩む 
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「夏山にて」 

鮮やかに短き命咲き誇る、高嶺の花の貴高き姿 

岩稜の陰に咲きたる岩桔梗、その美しさ誰がために咲く 

 

原生林抜けて広がる紺碧の、空に聳える北岳の峰 

宿願の頂に立ち晴れやかに、生きる歓び我思いけり 

キラキラと葉裏輝く谷あいの，こぼれ日漏れる苔むした道 

夕映えの山並み包む大空を、石楠花色に染ゆく光 

夕暮れに空七色に変わり行き、満天の星我手に取らん 

一の倉沢黒き岩壁見上げれば、不安な心家族をぞ思う 

「秋山にて」 

コバルトの大空区切る岩壁に、高みを目差すザイル伸び行く 
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草紅葉飾る岩壁仰ぎ見て、ザイルを伸ばす友の姿追う 

山道で突如現る富士の山、心静かに立ち止まりける 

紅葉の落ち葉の道を踏みしめて、寂しく下る秋の夕暮れ 

紅葉の山裾の上に聳えたる、岩峰白く新雪をまとう 

紺碧の空に輝く岳樺、黄金の葉に秋深まりぬ 

落葉の道踏みしめて登りゆき、奥山見れば雪寒げなり 

 

 

「冬山にて」 

雪稜に遠き頂思い馳せ、我闘わん力の限り 

頂の岳人の死を思うとき、心に浮かぶ母の面影 

新雪に胸まで埋まる山稜に、道切り開く我疲れ果て 

ピーク越え、又ピーク越えピーク越え、心許なき風雪の道 
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風雪に煙る雪稜抜き出でて、白銀の峰高く聳える 

雲海に孤島の如く富士の山、朝日に輝き心安らぐ 

風雪に天幕曲がる山稜で、心おののき夜も眠れず 

天幕をたたみてコルを後にする、ホワイトアウトの風雪の山 

結婚の決意で家族思うとき、恐ろしくなる厳冬の山 

風雪に下山の不安抱えつつ、明日の天気を思いつ眠る 

 

「青春の山」 

青春の楽しき思い数あれど、清々しきは山の思い出 

仕事終え勇んで向う山登り、会社離れて心やすらぐ 

遭難の悲惨に両親思うとき、小さき胸に悲しみ溢れ 
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白銀の頂き明るく美しき、中で死を見る我戸惑いぬ 

遭難の悲しみ込めた礼砲か、雪崩の音に我が胸痛む 

頂に散りし岳人思うとき、生きる歓び我思い知る 

白銀の山に散らせし青春の、貴高き命我思い知る 

山での死思いつ山を下る時、名も無き花に命をぞ思う 

生命の喜び胸に湧き上がる、厳しき山に我感動す 

青春の山恋う思いひたすらに、秘めて聳える北岳の峰 

憧れし思い焦がれしバットレス、青春の夢我ここにあり 

 

初登攀支えしボルト折れ曲がり、耐えて守りし青春の夢 

我が思いついに届かぬ岩壁に、心残りの青春の夢 
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ハーケンとザイルに託す我が命、青春の時我ここにあり 

衝立岩天に伸び行く岩壁は、我が青春の蒼穹の夢 

 

梓川清き流れを眺むれば、時の流れに過ぎし日を思う 

木の香り青葉の輝き硬き岩、忘れがたきは青春の山 
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         塩見岳山頂より荒川三山を望む 

 

     

  赤岳西壁       谷川岳東尾根      穂高滝谷 
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空想例会１０    2020.4.22                                    提供：新島 和子 

 

*人類に対する大きな教訓*             

 誰が書いたかわかりませんが、美しくて刺激的です。    

 私たちはある世界で眠りに落ち、別の世界で目を覚ました。 

 突然、ディズニーは魔法のようになくなり、パリはもはやロマンチックではなくなり、

ニューヨークはもう立ち上がらなくなりました。 

 万里の長城はもはや要塞ではなく、メッカは空です。 

 抱擁とキスは突然武器になり、両親や友達を訪ねないことは愛の行為になります。 

 突然、あなたは力、美しさ、そしてお金が無価値であり、あなたが戦っている酸素を手

に入れることができないことに気付きます。 

 世界は生き続け、美しい。 人間を檻に入れるだけです。 私はそれが私たちにメッセー

ジを送っていると思います： 

 「あなたは必要ありません。あなたのいない空気、土、水、空は元気です。戻ってきた

とき、あなたは私の客であることを覚えておいてください。私の主人ではありません。」 

 あなたの人生のすべての分を大切にし、私たちの友情のすべての瞬間を大切にしてくだ

さい。 

 

* A BIG LESSON FOR HUMAN MANKIND * 

I don't know who wrote this, but it's beautiful  and inspiring. 

We fell asleep in one world, and woke up in another. 

Suddenly Disney is out of magic, Paris is no longer romantic, New York doesn't stand 

up anymore, 

the Great Wall is no longer a fortress, and Mecca is empty. 

Hugs & kisses suddenly become weapons, and not visiting parents & friends becomes 

an act of love. 

Suddenly you realize that power, beauty & money are worthless, and can't get you the 

oxygen you're fighting for. 

The world continues its life and it is beautiful. It only puts humans in cages. 

 I think it's sending us a message: 

"You are not necessary. The air, earth, water and sky without you are fine. When you 

come back, remember that you are my guests. Not my masters." 

Value every minute of your life and treasure every moment of our friendships. 

 

 これは私の友人と親交のある香港在住のワイン仲間が送ってきたメールです。ちょっと

感銘を受けたので皆さんと共有したいと思い投稿しました。 

（因みに訳してくださったのは友人の旦那さまです）    

                                                          にいじまかずこ 

 



 46 

空想例会１１ 

山岳四団体が、新型コロナウイルスによる登山自粛に関する共同声明文を発表 

山岳四団体（公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会、日本勤労者山岳連

盟、公益社団法人 日本山岳会、公益社団法人 日本山岳ガイド協会）では、2020 年 4

月 20 日付で、新型コロナウィルスによる登山自粛に関する共同声明文を発表した。 

発表内容は以下に掲載しているように、登山によって感染を広げるリスクをなくすため

も、登山自粛を呼びかけている。新型コロナウイルス感染被害は拡大の一途をたどり、

ついに緊急事態宣言対象地域が全国に拡大しました。山小屋の従業員を感染から守り、

宿泊登山者の３密による相互感染を防ぐため、多くの山小屋やスポーツクライミング施

設の閉鎖が相次いでいます。新型コロナウイルスは、潜伏期間が長い、感染しても自覚

症状がでない、一度陰性になっても再度陽性反応がでる感染者が多く見られます。この

ような潜在的感染媒介者には若年・壮年層が多いのも特徴です。令和２年４月２０日 

山岳スポーツ愛好者の皆様へ 

全国民が、外出制限、商業施設の相次ぐ閉鎖あるいは在宅勤務等々、日々逼迫した窮屈

な生活を強いられています。このような現況下で、都市を離れ、清浄な空気と自然を求

めての登山やクライミング行為は、出先の方々への感染を広め、山岳スポーツ愛好者自

身が感染するリスクを高めます。 

この緊急事態に対処するには、山岳スポーツを愛する皆様の他者への思いやり、そして

何よりご自身の感染防御に専心され、事態の収束を見るまで山岳スポーツ行為を厳に自

粛していただきますよう山岳四団体としてお願いいたします。 

山岳スポーツに係わる皆様の緊急事態宣言へのご理解とご協力で、感染症拡大阻止に寄

与し、この未曽有の感染危機が一日も早く収束することを願っております。 

近々事態が収まり、山で、岩場であるいはスポーツクライミング施設で皆様と再びお会

いできる日を楽しみにしております。 

山岳四団体 

公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 

日本勤労者山岳連盟 

公益社団法人 日本山岳会 

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 

 

 



 47 

空想例会１２     不要不急の外出自粛 

                               記：畑野 順二 

不要不急の外出自粛で、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

早く緊急事態宣言が解除され、山行に楽しい飲み会が再開されることを願っています。 

本当に 5 月 6 日で解除になるの？ 

今日は土曜で、ジョキング・散歩す

る人が多くなると思い、朝 6 時前に

綾瀬川へ散歩にいきました。新緑が

きれいで、つつじが咲いています。 

山中教授が紹介されていた、ジョキ

ングや散歩のエチケットでマスク・

バフをされている方が多かったです。 

 

朝食後に、マスクをして、島忠ホームズへ行き、

キュウリ・ミニトマトの苗などを買ってきて、

植え付けしました。 

暇で、YouTube で、新日本フィルハーモニー管

弦楽団のテレワーク演奏「パブリカ」を見つけ、

自動再生で見ていたら高嶋ちさ子さんの「負け

ないで」・葉加瀬太郎さんなどを見ていたら、敷居が高い世界と思っていましたが、興味

がでて 1 時間ぐらい見ていました。 

昼からは、自転車で臨時休館中の越

谷レイクタウンまで往復です。 

やっと待ちに待った夕食で、満開の

桜を見ながら飲んで、今日は終わり

です。 

 

 

 

 

おまけで、この下の写真は、我が家の丸い虹です。 
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空想例会１３    私と新型コロナウィルスⅢ 

 

                    ２０２０年４月２６日  池本 均 

 

 同居している息子が新型コロナウィルスに感染したので自宅待機していた、私の職場の

同僚が、４月２３日、１０日ぶりに職場に復帰。                                                         

 肺炎をおこしＰＣＲの結果陰性だった親戚の高齢者は、入院して安定した状態らしい。      

 石田純一氏も快方に向かっているようだ。だが、女優の岡江久美子さんの死亡には驚ろ

いた。私と同世代の、明るい性格の美人で、ファンであった。 

 奇しくも、２３日は母の命日。翌日、例年通り、松戸市の八柱霊園へ妻と墓参り。車で

行くし、人もいないだろうと思い、決行する。広大な霊園には、ほとんど人がいなかった。

母が、亡くなった日は、日曜日で１０日後の草加山の会春合宿谷川連峰縦走の準備をした

のを覚えている。夕食を父、母と食べて、母が台所で後片付けをし、トイレに入る。なか

なか戻ってこないので、見に行くと倒れていた。急ぎ１１９番で救急車を呼び病院へ。蘇

生マッサージを行ったりしたが、意識は回復しなかった。医師によると即死のようで、苦

しまなかったようだ。    

 ２０２０年３月２５日、妻の弟が食道ガンで死亡。享年５５歳。１月に自宅に見舞った

時は、うな重を半分たいらげ、前向きに生きる姿勢がうかがえた。３月１５日緊急搬送さ

れた虎の門病院に見舞う。特別室の受付で許可証をもらい、バーコードをかざして体温３

７．５度以下で入室を許可される。２年前、白血病で入院した時は、無菌室にいたので、

入室の際防護服を着せられ、消毒して入った。かなり、生きる気力が無くなっている。３

月２２日再度病院に見舞い、最後のお別れをする。帰路、上野公園にて花見。例年と違っ

て、酔っ払いはいなくて、静かに桜を見て、通り抜ける人達ばかりだった。夕食は、駅ビ

ルの中の銀座たいめい軒でオムライスとハンバーグ。これ以後外食はしていない。通夜、

告別式は、このご時世に関わらず、多くの弔問客が来てくれた。残された、妻と４人の子

供達も気丈にふるまった。受付横には、彼の愛した家族の写真と、ゴルフとサーフィンを

愛した故人を偲んで、ホールインワンのトロフィーとＤＶＤが展示された。         

 突然訪れた私の母の死。ゆるやかな義弟の死。本人にとっては、苦しまないで死ぬのが

良いだろうが、家族は納得がいかない。家族にとって、かけがえのない時間を過ごせるの

は、幸せだろうが、本人にとっては、苦痛かもしれない。                  

 

 ＰＳ ４月５日から始めた東海道５３次のアプリを使った歩数計によると、４月２６日

遠州掛川に到達。累計２２３，６ｋｍ２９０，４１５歩。本日、６，９ｋｍ、９０１８歩。 
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空想例会１４ 

中国武漢コロナウイルスとマスクの件       松浦 剛 

 皆さん覚えていないと思いますが、先にマスクの件で書いた内容を、正確に書きたく思

います。（１ミクロン＝千分の１ミリです。） 

 先にウイルスは１ミクロン以下と書きましたが、今回の中国武漢のコロナウイルスは８

０～１６０ナノメーターである事、これは０，０８ミクロン～０，１６ミクロンであり約 

０．１ミクロン＝１万分の１ミリとなります。０．１ミクロンと云う大きさは LSI 半導体

工場はこの大きさのごみを無くした清浄な空気の中で製造されます。半導体工場の中は、

ほぼ無塵、無菌です。 

 マスクの厚みは大体０．３ミリぐらいですので、３００ミクロンの厚みです。これに対

してコロナウイルスは約０．１ミクロンですので、マスクはウイルスの大きさに対して３

０００倍の厚みが有ることになります。マスクは化学繊維の不織布と云うもので作られて

いますが、マスクは複雑に繊維がからまっており、ウイルスが３０００倍もの深さをマス

ク中を通り抜けるのはなかなか大変で、９５％ぐらいは除去されてしまいます。（半導体

工場で使用するフィルターは０．１ミクロンの粒子を９９，９９％除去できます。） 

 マスクも粉じん対策用の厚生省で承認された防塵マスクは０．１～０．３ミクロンの粒

子を９５％以上捕集するそうです。一般のマスクはサージカルマスク、医療用に使用され

ているものが市販されています。我々が買うのはこのマスクです。テストされたデータは

見た事は有りませんが、防塵マスクとほぼ同じような効果は期待できると思います。ガー

ゼ布製のマスクは荒いですが、厚みがあるので十分にウイルス捕集効果は期待できます。

問題は口や鼻の廻りから空気が直接入るので、マスクは出来るだけ密着して付ける事が大

切です。 

 ウイルスは０．１ミクロンと大変微小ですが、実際は人間の呼気の水滴や空気中のごみ

が付着しており、ウイルス単体より大きくなっていますので、マスクでの捕集もし易いの

です。たばこの煙は大変微小ですが、人間の呼気の水分が付着して白く見えるのです。 

 ウイルスには細胞が無く、細胞膜もない遺伝子的な物であり、動物や植物の細胞の中に

入って栄養を奪い、生き延びています。故に単体では自然界には長く生きられません。動

植物の細胞の中で生き延びるので、大変微小なのです。 

 我々に害を及ぼす微生物は大きい方から真菌（カビ類）、菌（病原体微生物）、ウイル

スとなります。ウイルスは人間の細胞の中に入ってしまうので、薬が効きにくいのです。

ましてや直接的に細胞に薬を投与できず、治療も対処療法しかできませんので、ウイルス

性の病気は厄介なのです。 
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空想例会１５ 

   私 と コ ロ ナ (COVID-19) part 2 

                                   記：長田 一樹       

 緊急事態宣言が全国へと広がり、都知事は１２連休にしろと言って無理やりＧＷに入っ

た感じがするが、山岳４団体からは登山自粛要請、JFAからも各岩場での自粛要請、ジムは

大半が閉鎖、各地の山小屋は閉鎖、立山黒部アルペンルートも閉鎖、赤岳鉱泉に至っては

１１月末までの閉鎖を予定しているようで、今年は例年のようなＧＷにはならない。  

そんな最中に阿弥陀岳で遭難騒ぎが起きて、更に登山やクライミングは肩身が狭い｡｡｡  

 塞ぎ込んでいてもしょうがない！！あ～もうっ！やったれと、勢いでクライミングウォ

ール作成して壁に取り付け、ホールド追加購入して作っちゃいました（笑）  

 素人の施工で急いでやったので採寸間違っていたりで結構ガタガタなのは愛嬌で（汗）  

 

兎に角、固定だけはしっかりしないととアチコチに打ちまくったので、見た目最悪（笑）  

 そして何よりホールド・スタンスを壁に固定してからのルートセットが更に大変（大汗

）いつもは既にセット済みのジムのルート登っていたので、何とも思っていなかったので

すが、自分でムーブや安全性にグレードを想定しながらルート作成するのは面白いのもあ

りますが、想像を超えた大変さでした。 

 それでも、素人なりに何とか17ルートと長物1本は出来ました！！ 

 自分で作っている最中に登れちゃうと面白くないからと、変な動きを入れてしまったり

してドツボに嵌りつつ漸く完成しました。 
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 何とか緊急事態宣言解除前に出来て嬉しいです(^ω^) 

 

 ハンガーも取り付け出来るようにしたので、簡単なロープクライミングの練習も出来る

ようにしました。狭い所ですが会の講習又は練習で使用出来れば良いなとも思っています。 

 取り敢えず安全性の再確認をして、他の人達にも登ってもらいルートグレード等を確認

してから実際の運用をして行きたいと思っております。  
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空想例会１６  

散歩の大嫌いな私と新型コロナウイルス  記：山﨑 正夫   

 新型コロナウイルス感染拡大で、通っているスポーツジムが３月３日から休館になる。

４月１日は私の糖尿病の定期健診日。スポーツジムでは行くとこができる日は、プールの

コースが空いている時は、1 時間かけて２，０００ｍを泳いでいる。２５ｍプール４０往

復である。因みに２０１９年は年間で２４１ｋｍを泳いだ。休館以降は泳ぐこともできず、

その間の１か月の私の運動は山歩き３回、見知らぬ国内・海外の街歩きは好きだが、家の

近辺の散歩は大嫌いな私。運動の為の散歩はしない。という訳で、この間の体を動かした

のは、山歩きの他、カイロプラクティックの運動と３階建て建物の共用部(階段・廊下等)

の清掃の為の階段の昇り降り、谷塚から新田までの市内の用事での自転車移動。 

 ４月１日は私の糖尿病の定期健診日、血液検査の結果を見ながら担当医から衝撃の宣告。 

嬉しそうに「新型コロナウイルス感染拡大騒ぎで、私は年配者の閉じこもりを心配してい

たんですよ！(それならもっと前に電話なり何らかの方法で指示してくれれば良いの

に！？と私は思う。)運動不足で腎臓の状態が悪くなっていますよ！糖尿病性腎症第１期に

なっていますよ！第２期までは努力すれば元の健康な腎臓に戻れます。第３期になってし

まうと第５期の人工透析まで行き、元の健康な腎臓には戻れません。人工透析を続けるか、

腎臓移植を実施するか、死を待つかの選択肢しかありません！」と言う。 

 糖尿病でさえ自覚症状は無い。心臓病の手術の時でさえ自覚症状は無かった。まして、

腎臓病はサイレントキラーだ。世の中にはあんなにもお腹が出ていても何ともない人もい

るのに。一方、私は何時も運動に心がけ、メタボにもなったことが無く、煙草も吸わず、

努力して体脂肪率も１２％を維持しているのに！何と不公平な！ 

 これでは今言われている基礎疾患の全部に当てはまってしまう。 

 文句を言ってもしょうがない。デンマークの哲学者・思想家のキェルケゴールの哲学書

「死に至る病」ではないが、死に至る病と言われては、水泳に代わる運動を始めなくては！

そこで、散歩が大嫌いな私は、かつて、水泳だけでは血糖値を下げるできなかった時、実

行した松並木にある矢立橋(歩道橋の役割を持つ太鼓橋)の往復歩きを再開することにする。

なるべく短時間で運動の負荷を高める為、腕を前に組み、黙々と昇り降りする。橋の途中

で人とすれ違う時は息を止める。３往復目位から汗が出てくる。今の時期でも半袖になる。

ある時はもう１０往復目、ある時はまだ５往復目と思う。測ってみたら１時間で７０００

歩。雨の時は猶予しよう。疲れた時も猶予しよう。自分の気持ちだけでは挫けそうなので、

勝手ながら空想例会に投稿させていただくことにお許しを！！  
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空想例会１７ 

コロナウイルスに関するＷＨＯの対応について   記：松浦 剛 

 ＷＨＯ（世界保健機構）のコロナウイルスに関する対応が、世界の話題になっている。

その代表はテドロス事務局長の中国寄りの発言である。 

この件でＷＨＯに約１５％を資金拠出しているの米国トランプ氏は資金の拠出停止を表明

した。トランプ氏のやり方は乱暴だが「ＷＨＯが中国の偽情報を広めた」とする批判は正

しいと思う。 

 初期にＷＨＯは「人と人との感染はない、渡航禁止の必要はない」と云っていた。此れ

はＷＨＯの重大なミスで在り、大きな問題である。ＷＨＯの国際的に懸念される緊急事態

が宣言されたのは、１月３０日でありこれが遅すぎた。 

  

中国は当初、武漢のコロナウイルス患者の情報を伏せ、これが感染拡大を招いたが、テ

ドロス事務局長は中国の対応を賞賛していた事は我々も知っている。 

 武漢の医師がコロナウイルスの危険を訴えたのに対し、中国は此れを排除し、台湾のコ

ロナウイルスに関する重要な情報もＷＨＯは無視した。テドロス事務局長は台湾から人種

差別を含め中傷を受けた（台湾は此れを不定）と発言し、中国外務省は「台湾がＷＨＯに

関与しようとするのは、独立が目的で在り断固として反対である」と述べており、台湾の

ＷＨＯ排除はテドロス氏と中国が、深い関係にある事を明らかにしている。 

  

コロナウイルスで世界が大騒ぎする中「欧米諸国はコロナウイルスに対し適切に対応で

きなかった」「コロナウイルスでの対応では、中国の権威主義が勝利し、欧米の自由主義

は敗北した」と云うような意見が出る様になった。この様な意見には「中国は都市を封鎖

し、顔認証システムなどを駆使して市民の監視を強めて、感染の封じ込めに成功した」と

云う事らしい。 

  

 この様な意見は中国共産党が発信する感染データは信用度が疑わしく、多くの人は信用

するには無理があると思っている。中国のコロナウイルスに対する優位性を賞賛する様な

論調は、中国が世界に発信している偽情報工作に惑わされていると思われる。此れは戦争

で言えば「プロパガンダ」であり、戦争を優位に導く為の偽情報と思った方がよいだろう。

正にコロナ戦争である。 

  

 中国による数多くの不適切な対応のせいで、ウイルスを世界に蔓延させた責任は重いし、

ＷＨＯ事務局長も同罪と考える。感染の初期に警鐘を鳴らした武漢の医師の声を抹殺し、

ＷＨＯ（世界保健機構）を使って「人から人への感染は無い」など嘘の情報を流し、強権

により「不都合な真実を」隠ぺいしてきた中国共産党体制の責任は極めて重く、マスク外

交など行って事を治めようとする中国には、この事態が終わったら世界は十分ある批判を

する必要がある。中国市場に依存している、欧米でも安全保障上で中国との関係を見直す

意見が多い。 
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空想例会１８ 

   動物行動学研究家・竹内久美子氏の 

   『新型コロナウイルスで分かった日本人の美徳』について 

竹内氏が新型コロナウイルスに関する意見を述べた前回は、ウイルスがまだ中国中心の

アジアに限られていたが、２カ月以上経過し感染は欧米へ飛び火し猛威を振るっている。

今回は竹内氏は以下の様な意見を述べられている。 

 

 欧米で大流行しているのに対し中国の現状はどうかと云えば、欧米と下回り患者数８万

人、死者数４６００人の発表である。こんな数字が信用できるはずはない。中国の一都市

を発生源とし幾つもの大都市を封鎖し、マンション隔離も２カ月も実行された国である。 

 

 中国はこのウイルスの発生が自国ではなく、日本、あるいは米国発であるとキャンペー

ンを始めている。正にコロナ戦争のプロパカンダ（自国を有利にする嘘の戦争宣伝）であ

る。中国は今までこうした嘘の情報を過去にも沢山流している。その最大なものは日本に

対する「南京大酷殺」である。しかしこの嘘もやがて本当の様に聞こえてくるから怖いの

だ。（中国の嘘は我々は十分に見抜く力が必要だ） 

 

 中国も可なり弱っていると思うが、この他国の弱みに付け込んで自国を有利に導き、通

信の世界戦略を一気に推し進めようとしていると思われる。マスク不足で困っていたフラ

ンスに対し、マスクを１０億枚供給するから中国の５G 通信システムを買えと取引して来

た。５G は今話題の最新通信システムで、これを導入すると通信技術により全ての情報は

吸い上げられ、世界の要人、企業、庶民は監視下に置かれ、多くの情報が盗まれる。今こ

うした中国のやり方に自国の安全保障の問題を考え直し、日本を含め欧米先進国は、中国

頼りのサプライチェーン（これは部品供給連鎖）を中国から切り離す事を考えだした。こ

れは中国と親中国国家と、その他の国との経済戦争となり、ある意味では武力こそ使わな

いが第三次世界大戦である。（欧米先進国は中国市場を切る覚悟が必要） 

 

 最後に竹内氏は以下の様に日本人の美徳を語っている。 

日本は早くから感染患者を出してきたが、４月２８日現在、患者数１万４千人、死者４０

０人と世界の中では大変少ない。７つの都道府県に緊急事態が出されたのが４月７日、緊

急事態が全国に拡大したのが４月１６日、海外からは強制力が無く、遅きに失したのでは

ないかと云われたが、日本人はそれ以前から大規模な集会など多くの事を自主規制して来

た。世界一清潔好きな国民は１月末にウイルスが明るみになった時点から、手洗い、うが

い、マスク着用を心掛けた。また結核予防ワクチン BCG の実施も、肺炎の重症化を防いで

いる。BCG の効果は重症化リスクを６分の１に減らすと云う。    松浦 剛まとめ 
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空想例会１９ 

 

コロナウイルスが早く収まりますように、女房が手作りで、疫病退散｢あまびえリース｣を

作成しました。 

山の会の皆さん、ご家族の皆さんが、お元気に過ごせますようにお祈り致します。  

                                 山の会 松井 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

空想例会２０ 

私と新型コロナウィルス Ⅳ 

                       ２０２０年５月４日 池本 均 

 

新緑の美しい季節になりました。暇を見ては、父の家の植木の剪定と雑草取りをやって

います。妻と娘にも手伝ってもらっています。やっかいなのは、フェンスと用水との間の

植木です。剪定鋏とのこぎりを使って、４０ｍほどトラバースしながら、作業しています。

剣岳のトラバースより道幅はやや狭く、下草が生えていて、足元が見ずらいですが、用水

に落ちても、膝ぐらいでしょう。そして、庭の梅の木の剪定にも苦労します。高枝切り鋏

もないので、登って切っています。降りる時は、三点確保の要領で慎重に降ります。登山

技術が、社会生活で役に立ったのはこれくらいですね。 

 ４月２７日、職場のロッカーの前で、スマホを拾う。同僚が着替えの際、落として、帰

宅したらしい。これで、今年に入って、スマホを拾うのは、２回目。２月、誰もいない吉

川市中央公民館のロビーのソファーに置いてあった。事務所のに届けておいた。 

 スマホといえば、樋度さんのＧＰＳによる地図の見方の講習会に興味を抱く。アプリ＜

ジオグラフィカ＞のダウンロード可能、ＬＩＮＥに入っている、ＦＡＣＥＢＯＯＫに入っ

ているの諸条件は、クリアしている。しかし、よく考えると、粗忽者の私が、山で使って

も、岩にぶつけたり、沢に落としたり、草むらに落とす可能性がかなり大なので、参加を

諦める。 

 ４月３０日ＪＡさいかつ農協直売所で、ナス苗、ミニトマト苗、とうがらし苗を買う。

ホームセンターで売られているものに比べると大きくしっかりしている。因みに、非農家

ながら、農協組合員で、年１回配当金を頂いています。午後は、植え付け。たっぷり水を

やる。翌日、三郷のサンワ園芸で、ピーマン苗とパプリカ苗を購入。気になったのが、レ

ジに並んだ際、マスクを着けず、接近して後ろに並んだ客。高齢の男性。こういう光景は、

良く見かけるが、高齢の男性に多い。パプリカは初挑戦だが、ピーマンと同じだと思う。

お弁当に入れると彩りが良い。午後、植え付け。連作障害が気になるが、対策として、２

週間前、苦土石灰を散布して中和しておく。本来なら、越谷の清掃工場で剪定枝を発酵し

て作った堆肥を購入する予定だったが、コロナ禍で販売中止になってしまった。畑野さん

の過去のブログを見ると、ＰＨ測定器を購入したと書かれていた。調べてみると、今は、

1,000 円台の安い機種も売られているようだ 

  ５月４日エントリーした大凧マラソンが中止になったので、江戸川の土手で１０キロマ

ラソンを計画したが、雨の為延期。午後、家族で、ショッピングセンターへ行き、妻は、

食料品、こちらは、ホームセンターで、オクラの種を買う。数日ぶりの車の運転が新鮮だ。    

 東海道５３次の歩数計アプリ本日３.９ｋｍ、５１３４歩、累計２８３.４ｋｍ、３６８，

１００歩、白須賀宿に到達。もう少しで遠州を越えて、三河に入る。 
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空想例会２１ 

 

草加山の会の皆様 

 

 いかがお過ごしでしょうか。 

 今年の元旦に、わずか三ヵ月後にこの様な世の中が待ち受けていたとは露ほども思いま

せんでしたね。 

 あっちもこっちも閉鎖で八方ふさがりの生活の中、世相を綴ってみました。 

 少しでもクスッとしていただければ幸いです。 

 

熊より恐い自粛警察、その上を行くテレビクルー！ 

 

早口言葉？．．．緊急事態宣言中の緊急地震速報！ 

 

こんな予言有ったっけ？ ノストラダムスを調べなおす！ 

 

パチンコしたいよね、人間だもの！ （私の事ではありません） 

 

今日もセーフだオナラが臭い！      

 

 

                  殿塚 洋一 
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空想例会２２ 

東京都内の新型コロナウイルス感染患者データ 

（３月～５月９日）            松浦 剛 
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感染患者数は減少傾向にあり、今後も緊急事態を続ければ確実に安全圏内に入って行く

であろう。あと２週間もすれば可成り安定して来ると考えられる。検査数は世界に比べて

大変少ないが、自覚症状のある患者は抑えられている様だ。まだ隠れた患者が居るので安

心はできないが、国民の十分な自粛により効果が上がっている。世界と比べて重体者や死

者が少ない事が患者数が少ない事を物語っているし、医療崩壊も起こらず社会が安定して

いると思う。都心は住民が少ないせいもあるが、患者数が意外に少ない。千代田区、中央

区、文京区、台東区は都心であるが、周辺の区より少ない。やはり都内に通勤している地

域の患者数が多い。大阪も東京も４月９日から１８日の９日間辺りがピークを示し、以後

同様に減少している。感染症対策で一番重要な事は人の移動であり、検査数を多くするこ

とは事態を把握するには良いが、患者を減らすことは無い。日本人は律義に守る事を確り

行える国民である。 
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空想例会２３ 

 

空想例会３で紹介しました葉書のことが朝日新聞に掲載されました。 

作者はタナカ サダユキさん(56)です。 
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空想例会２４ 

                                  11-May-2020 

                                  記：榊原奈歩 

Covid-19 & Me 
 

緊急事態宣言から早くも 1 ヵ月が過ぎた。 

4 月下旬から在宅勤務と出勤と織り交ぜての勤務。 

最初はどうなるのやらと思いきや，意外と在宅勤務は何とかなっている。 

あと一息で少し自由になるのかもしれない，でもまた皆が活動すれば恐らくぶり返しが来

る。 

ウイルスは人間が思うよりも遙かに賢い生き物。様々な環境に適応すべく進化し，強い耐

性と毒性を備えていく。人間もウイルスを見習わなければならない。(*_*) 

今回は，ワクチンができるまでの長い闘いだと思って各々できることを少しずつやる以外

ない。 

 

さて，暗い話をしてもどうにもならないので 2 年程前に訪れた地の話を。 

数年前，仕事で松本に週 5 日 3 カ月程行っていた。行く前までは暗―い気持ちだったが、

行ってしまったらいい場所だった。忙しかったがあっという間の 3 カ月だった。 

それから年月が経ち，一緒に松本で過ごした同僚と松本，安曇野を訪れた。丁度，2 年前

の今頃だ。 

皆さんは，松本は通過点でしかなく上高地にいってしまうのではないだろうか。 

今回は，松本・安曇野のご紹介。コロナが落ち着いたら興味のある方は足を運んでは如何？ 

 

大王ワサビ農場のボートからの景色    ででーん！松本市美術館の草間弥生作のカボチャ 
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大王ワサビ田を背に山に目を向けると大天井と常念岳が見える。山をみながら，美味しい

お蕎麦をいただく。 

 

大好きなジェノベーゼパスタ。松本，古民家風イタリアン千慶。  松本城 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本は、食のレベルが本当に高い！世界の小澤征爾がコンサートをする場所柄，世界中の

人が松本に集まるからであろう。松本にはお気に入りのお店が沢山ある。蕎麦屋，イタリ

アン．ドイツ料理，スペイン料理，創作料理，カフェ，パン屋，味噌屋などなど。あまり

お勧めではないのは，寿司くらいか？安曇野のワサビ田のワサビをお肉に乗せると美味。

米も野菜も美味しい！！あー，お腹が減ってきた。ウイルスは猛威を振るえど我が食は衰

えず・・・。 
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空想例会２5 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス よ り 怖 い イ ン フ ル エ ン ザ             

松浦 剛 
図２にみる様に過去３年間でインフルエンザで２５４９人～３３２５人が全国で亡く

なっている。現在新型コロナウイルスで亡くなった人は６２１人である。合計患者数１５

７９８人であるが、これ等の数字を皆さんはどの様にご覧になり、判断されるのでしょう

か。明らかに新型コロナウイルスは世の中が大騒ぎし、海外での死者が多いので問題とな

っているが、新型コロナウイルスはインフルエンザより弱いウイルスかも知れない。此れ

から判断すればインフルエンザ同等の感染が有ると考えれば、実感染者は２０～３０万人

は居てもおかしくはない。図１に過去のインフルエンザ死者数を示しますが、２０００年

以降は毎年のようにコロナウイルス以上の死者を出しているのだ。  

 

欧米はインフルエンザの活動は東アジアに比べて今まで弱かった。インフルエンザは多

くの発生源がアジア大陸であり、毎年違ったインフルエンザウイルスが発生する。こうし

た事情で欧米はインフルエンザに対する対応性が弱く、今回の様な大流行になった様だ。

東南アジア全体では被害が欧米ほどひどくない。  

 

     ２０１７年      ２０１８年     ２０１９年 

死亡者２５６９人   死亡者３３２５人  死亡者３２５２人 
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 今年は昨年から皆さんがうがい、手洗いをして居るので大変少ない様だ。  

過去のインフルエンザの死者数を示します。近年は医療の発展により死者は減少していた

が、最近増加して来た事が判る。今年の死亡者は如何に。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  

思いもしなかった新型コロナウイルス感染拡大の中、原稿を気持ち良く提出いただいた 

皆さん、大変ありがとうございました。 

                               山﨑  正夫

 



  

 

 


