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五龍岳と鹿島槍ヶ岳

◆6月集会
期 日 6月24日(日)ＰM2:30～
場 所 赤城生涯学習館
係 添野・岡本
◆6月委員会(同日PM1:00～)
議題・委員会構成、会員募集等 係・添野

7月山行計画
◇日帰りハイキング
期日 7月8日(日)
場所 甲州・櫛形山(アヤメ)
係 布川
◇日帰りハイキング
期日 7月 22日（日）
場所 霧ヶ峰・車山(ニッコウキスゲ)
係 河西

◇7月集会の予定
7月の集会は
7月29日（日） ＰM2:30～

山行報告 山行回数

N0.5645

○2018.5.9(水)～10(木)

西穂高岳(丸山まで)
＝係 吉川

参加者 L吉川、妹尾 (参加者2名)
◇5月9日〔水〕雨
ゴールデンウィークを避けて、西穂山荘〜独標を目
当てに、夜行一泊で行ってきました。
新宿バスタを前夜23時に出発。シーズンの谷間な
為、平湯バスターミナルで、乗り換え時間待ちが3時
間もありました。後輩思いの吉川先輩が、寒い中で眠
る訓練だ！、と言うのをよそに、私は屋内トイレ脇の
通路に避難してました。今回の山行で、一番寒かった
のはその3時間でした。
新穂高ロープウェイ乗り口に着いたのが7:30、ロー
プウェイ開場が8:10、始発が8:30で、その待ち時間を
利用して私は足湯をして温める事が出来ました。
ロープウェイに乗り込んだ時にはおのずと雪景色へ
の期待が高まりました。頂上駅で、ホットミルクを飲
んでいると、ロープウェイで一緒だった、やはり西穂
山荘方面へ行くと見られる二人パーティが来て、カ
レーライスで登りに備えて腹ごしらえの様子。つられ
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丸山頂上

て、久しぶりに山らしいメニューを注文してしまいま
した。
準備を整え歩き出した時は、雨は止んだように思い
ました。直ぐに積雪量を見てアイゼンを付けました
が、その後ずっと中途半端な雨が降り続いていまし
た。
西穂山荘への冬季登山道は、今から思えば歩きやす
かったです。コースタイムは1:30ですが、2時間余り
かかって西穂山荘に到着。（想定内）思ったよりも、
体力筋力を使いました。
私は中学生の頃に西穂山荘への夏道を通っています
が、その時は登山というよりただの移動で、疲れる前
に着いた覚えがあります。ハイキングをしたという印
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象さえ、残っていません。
途中で抜かさせてあげた例の二人パーティが、西穂
山荘で先にラーメンを食べていたので、やはりつら
れて食べたくなりました。有名な西穂山荘のラーメ
ンは期待を裏切りませんでしたが、吉川さんのシビ
アな意見によると、麺の具合がやや高度の影響を受
けているようです。
二人パーティは、テント泊を予定していたようです
が、雨のためにあっさり山荘泊まりに変更したよう
で、私たちも、景色も見えず降り続く雨に、山荘の
部屋に早々に引き上げることにしました。
山荘では、湯たんぽの貸し出し（¥200）がありま
す。私も借りましたが、特に真冬はとても嬉しい
サービスだと思います。
◇5月10日〔木〕雪
翌日は、雪に変わってはいましたが、やはり天気は
良くないので、少し迷った末に、7:00に出発して、
とりあえず西穂丸山を目指しました。
登り始めて直ぐの5分程度が、一番ガラガラした登山
道で、途中には快適な稜線もありました。
森林限界を超えた辺りからの景色が、冬山でなけれ
ば見られない美しさであり、また、私の、体力と寒
さに耐える限界でもあるので、遠くから丸山が見え
た時には、嬉しかったです。

山行報告 山行回数

丸山から独標への道を確認しましたが、白い景色
に埋もれていました。あの二人パーティがその頃上
がってきたので、西穂までですか？と尋ねたとこ
ろ、今日は無理でしょう、と、言ってました。
雪化粧のクリスマスツリーに囲まれているような
山肌を降りて、西穂山荘へ戻りました。私はお汁
粉、吉川さんは甘酒を頼んで疲れを癒しました。
全コース、私は今回初めて10本爪アイゼンを付け
ました。くさった雪の上でも、新雪が降って誰も足
跡を付けていない道を歩くのは、冬の醍醐味の一つ
です。一方で、下手に転ぶのが一番怖く、緊張を強
いられました。
西穂山荘からロープウェイ頂上駅までは、ほぼコー
スタイム通りでした。ロープウェイ頂上駅に着いた
とたんに、日本語以外の言葉ばかりが聞こえて来ま
した。
帰りは温泉に二箇所で入ってから、帰途につきま
した。
(記 妹尾)
<コースタイム>
9日ロープウェイ頂上駅8:45～9:30→西穂山荘着
11:45
10日西穂山荘発6:58→西穂丸山着7:30→西穂山荘着
8:30～9:37→ロープウェイ頂上駅10:55着

N0.5646

○2018.5.20(日)

丹沢・高松山
＝係 布川

参加者 L布川、広瀬、高橋y、永澤、滝澤、
小國、矢口、久住、延里(入会希望者)
(参加者9名)
◇5月20日〔日〕晴れ
小田急線新松田駅前に9:30に集合する。今日は
入会希望者2名も参加され楽しみだ。
駅前より西丹沢行のバスは満員状態で出発する。
朝から好天に恵まれ、車窓からは雪が残る富士山が
眩しく目に映る。15分程で高松山入口にて下車。降
りたのは我々と4人程のパーティだ。
身支度をし出発。住宅地を進み、東名高速の下を
抜け、橋を渡り川沿いの農道を行く。30分程で農道
が終わり、山道に入る。ビリ堂まで60分とある。少
し登ると送電塔があり、地図上では塔の下からの眺
めが良いと記されていてそばまで来るが、塔の下へ
の道がなく、あきらめ先に進む。この辺一帯は神奈
川県の水源森林で植林された樹木が多い。時折樹間
から山北・松田方面が見えるが、それ以外は展望が
ない。急登を交えながら高度を上げて行く。ビリ堂
に着く。道をふさぐように8人程のパーティが休んで
いた。堂といってもお堂はなく、馬の顔を形どった
ものを頭にのせた馬頭観音2体が祀られている。我々

高松山の山頂

も休息予定だったが、場所が得られず先に進む。こ
の地点から30分程で頂上に着くと思われる。
階段状の急登を頑張り、高松山頂上に着く。円形
状のカヤトの広場だ。好天に恵まれ、西の雪が残る
富士山・箱根の山々、東には相模湾・遠く大島も望
める絶景をプレゼントしてくれた。入会希望者も元
気で頂上を踏むことが出来、良かった。
下山は30分程下ると尺里峠に着く。峠からは舗装
道路を延々と下り、高松山入口バス停に着く。
(記・布川 )
<コースタイム>
高松山入口バス停10:10→農道10:40→ビリ堂11:55
→高松山山頂12:40～14:00→尺里峠14:40→
高松山入口バス停15:50
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人が7、8年前マンションの二階ベランダの壁に懸
けた巣箱にシジュウカラ(四十雀)が営巣し、3羽乃
至5羽の雛が年に2、3回巣立ちしてきた(注1)。マン
ションはかつての国鉄職員宿舎の跡地に建てられ
たもので、敷地内にヒマラヤスギと桜の老木が
残っており(区の保護樹林「緑の財産」に指定)、道
を挟んで区立公園がある。巣箱は東急ハンズで購
入した巣箱キットで箱の穴の大きさはシジュウカ
ラのサイズである(注2)。雀の成鳥には小さすぎる
ので諦めるが、雀の幼鳥が時々偵察に来てシジュ
ウカラとの間で紛糾することがあった。
北向地蔵にて
シジュウカラは、春と夏、時によって秋口と年

N0.5647

○2018.6.3日)

奥武蔵・北向地蔵
＝係 岡本＝

参加者 L岡本、高橋y、永澤、小国、吉田、久住
(参加者6名)
◇6月3日〔日〕晴れ
今日は、東京で何回目かの夏日予報。天気の方も、
朝から快晴に近い好天だ。8時44分「武蔵横手駅」で今
日の参加者６名全員が集合。
今回は、駅から「愛宕山」-「水晶山」-「深沢山」
を 縦走 して、「北向 地蔵」へ 向か う、比較 的に マイ
ナーなコースとなる。
道路沿いの民家の庭には、栗の木々が薄黄色の花を
咲かせ、すでに季節は初夏を感じる。案の定、駅前の
国道からの登山口が分からず、地元の方に尋ね、長念
寺の墓地を通過して登山道に入った。最初の樹林帯
（杉林）の登りにひと汗かいたところで、愛宕山の山
頂（260m?）に到着した。（10:00）
小さな鳥居と祠。こぎれいなたたずまいからは、地元
の方々の敬虔な気持ちが感じられる。そこからは楽な
尾根の縦走路となり、「水晶山」「深沢山」を乗り越
えて、車道の横の「北向地蔵」へ到着した。ちょうど
お昼時間で、我々の他に数組のグループが食事をして
いた。
ところで、「北向地蔵」について。日本全国に「北
向地蔵尊」と称するお地蔵さんは、400体ほどあるらし
い。ここの「地蔵尊」は、はるか江戸時代は天明の大
飢饉の際に、近くの権現堂村の住民が建立したものと
のこと。なお、「北向き」の意味については、諸説あ
るようだ。
下りのルートだが、「小瀬名」方面がいつの間にか
「五常の滝」方面へ下ってしまった。「トップ引き」

の 私 と し て は、な ん と も「不 注 意 の 極 み」だ。そ の
「滝」は、工事中のためか「立ち入り禁止」になって
いた。入口横のベンチには、まるでバスを待っている
ように10名程の女性軍（ハイカー？）が雑談してい
た。この「五常の滝」、儒教でいう「五つの徳」を意
味するようで、入り口付近には４ヶ国語での説明板が
設置されていた。（日本語、英語、ハングル語、中国
語）ここ高麗の地は、朝鮮半島からの移住者が開拓し
た歴史があるので、最近大きな駅に書かれているハン
グル語とは違った意味だ。
車 道 を 下 る と、当 初 予 定 の「高 麗 駅」で は な く、
「武蔵横手駅」へ出るが、このまま飯能行電車に乗っ
てしまった。
飯能駅では、吉田さんが知っているという中華料理
店「祥龍房」で打ち上げ。ここは、ハイキング仲間で
は有名なようで、早い時間にもかかわらず、我々の他
に数組が来ていた。
(記 永澤)
＜コースタイム＞
武蔵横手駅発09:00→愛宕山着10:00→北向地蔵12:00～
13:00→武蔵横手駅着14:15

バードウォッチングではなく、受身の野鳥との遭遇に
過ぎない。
随想
その「受身の野鳥遭遇者」が唯一大興奮した遭遇が
山に親しみ山に想う(16)
あった。2009年10月初旬、数馬の切通しをみて、多摩
川沿いに下り、白丸ダムから鳩ノ巣駅への途次、鳩ノ
「我が家のバードウォッチング」
巣小橋(吊り橋)のたもとの細流でのことである。当時
名前さえ知らなかったカワガラス(河烏)が水中に飛び
＝岡本＝
込み潜水して小魚をついばむ情景に遭遇した。細流の
岩に止まったので「鳥だ」と視線を遣ると、瞬時に水
(1)バードウォッチングは自分にとって趣味と言える程 中に飛び込み、まさにスイスイと潜水して小魚をつい
のものではない。しかし、低山歩きをしていると、自 ばんだ。3m~4mの至近でついばむ瞬間が、まるで遅い
ずと野鳥との縁ができるもので、里の集落、里山あた コマ送りをみているように、ゆっくり且つ鮮明にみえ
りを通る際に、ウグイス(鶯)、カッコウ(郭公)の鳴き
た。写真に収めることも忘れてカワガラスを凝視して
声、キツツキ(啄木鳥)が幹を突つく乾いた音、ヒヨド いたのだ。
リ(鵯)の群れの濁声などを
(2)バードウォッチングには野外に出て探鳥する場合の
聴いたり、山鳥が飛び立つ羽音にびっくりさせられる 他に、自宅の庭などにバードテーブル、水場、巣箱を
などの経験をしたことがある。それは趣味の能動的な 設けて窓辺から身近な野鳥を観察するものもある。家
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人が7、8年前マンションの二階ベランダの壁に懸けた
巣箱にシジュウカラ(四十雀)が営巣し、3羽乃至5羽の
雛が年に2、3回巣立ちしてきた(注1)。マンションはか
つての国鉄職員宿舎の跡地に建てられたもので、敷地
内にヒマラヤスギと桜の老木が残っており(区の保護樹
林「緑の財産」に指定)、道を挟んで区立公園がある。
巣箱は東急ハンズで購入した巣箱キットで箱の穴の大
きさはシジュウカラのサイズである(注2)。雀の成鳥に
は小さすぎるので諦めるが、雀の幼鳥が時々偵察に来
てシジュウカラとの間で紛糾することがあった。
シジュウカラは、春と夏、時によって秋口と年に
に2、3回巣箱で産卵し、巣立ちさせる。雛が孵ると親
鳥は代わり交代で忙しく餌を運んでくる。雨が降ろう
が、まるでピストン運転のようにひっきりなしに巣箱
に出入りする(注3)。餌をくわえて巣箱に入る際、直接
飛び込むことは決してなく、一旦近くの枝、物干し
竿、ベランダの柵などに止まって辺りを警戒し安全を
確認した上で瞬時に巣箱に飛び込む。大柄の鳥から雛
を守り、大量の餌を与えるという心身の苦労は、本能
とはいえ頭がさがる思いがする。
親鳥は一日で全ての雛の巣立ちを終えようとする
が、全ての雛が同じように育ち同じ日に巣立ちできる
体力があるとは限らない。親鳥として巣立ちの日を決
めるのは、全ての雛が飛翔できる体力を養っているこ
とや、その日の天気などを考えねばならず、多分難事
中の難事であろう。巣立ちの日、親鳥は餌運びの時の
動きとは違って、まず巣箱周辺のベランダにある器物
の配置を確認するような動きをした後、近くの木の枝
に止まってピーチ、ピーチと囀ってこの木に飛んで来
いと誘う。すると、一羽が穴から顔を出して数秒キョ
ロキョロしてから飛び立つが、親鳥の待つ木に必ずし
も飛び付くのではなく、別の木に飛んでしまうことも
ある。一羽が飛び立つと直ぐに次の雛が同じように飛
び立つ。その間、親鳥はピーチピーチと囀り続ける。
全ての雛が上手く巣立ちできるわけではなく、飛翔で
きる体力がない故、あるいは偶々失敗したために、枝
に飛び移れずに ベランダの床に落下してしまう雛がい
る。床からの飛翔は難しい。雛の頭上には、物干しや
鉢植えやベランダの壁が邪魔している。二羽の親鳥

メスのジョウビタキ

は、枝に移った雛に寄り添ったり、落ちた雛の世話に
当たる。親鳥と落下した雛との間では、鳴き声で「隠
れろ」とか「餌をくれ」とかの意思疎通をしているよ
うである。ベランダの窓を開けると、近くで見守って
いる親鳥は「隠れろ」という警戒音を発する。する
と、雛は鳴くのをやめて植木鉢の陰に身を潜める。親
鳥の苦労の甲斐があって、雛に飛翔の体力がつくと、
漸く飛び立ち、生死をかけたサバイバル劇は大体2日で
終わる。しかし、これで大団円と言うわけではない。
巣立った後の巣箱を観ると、孵化できなかった卵が置
き忘れられたように残っていたり、孵ったばかりの雛
が死んでいたりする。種の永続には、仲間の犠牲を伴
わざるを得ず、親鳥にとってもどうしょうもない摂理
のようだ。巣箱は熱湯で洗浄消毒した後、また同じと
ころに懸けて、次のシジュウカラの営巣を待つことに
なる。
ベランダには、シジュウカラ以外にメジロ(目白)、
ジョウビタキ(尉鶲)、ヒヨドリ(鵯)、勿論雀も来る。メ
ダカの水槽鉢の水を飲みにきたり、鉢植えの植木に懸
けたミカンの切り身をついばみに来る。体の大きなヒ
ヨドリが威張っているのだが、異界の人間が仲裁に入
るわけにはいかず、窓越しに野鳥の生々しい生態を楽
しまさしてもらっている(注4)。
(注1) シジュウカラの抱卵期間は12~14日、雛は孵化して
から16~19日で巣立つ(ウイキペディアより)。
(注2) シジュウカラ用巣箱の穴の径は約2.8cmであり、
3cm以上になると雀が入るようになる。
(注3) 2017年5月に親鳥二羽が餌を巣箱に運んだ回数を調
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◆編集後記
４月号から、会報係を河西が担当しています。今後の会報
原稿及写真は、河西に送付お願いします。
送付先
メール kitamine.masaaki@gmail.com
郵送 藤沢市白旗3-9-1-403 〒251-0051
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