
　今年、しろうまの会はより意義のある身障者登山を目指すべく、会員制となって大

きく変身した。

　私はこの度、新体制のしろうまの会の再スタートを切る山行の幹事を仰せつかった。
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会員制になってはじめての山行に行ってきました。
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５月山行の前に



　でも、この早い案内のおかげで続々と参加申

し込みが来て、おかげで早い段階から参加者の

状況を把握できたことは、幹事としても大変あ

りがたかった。

例会

　例会はより多くの参加者が集まりやすいよう

に、従来の月の第２、４水曜日から、山行本番

の２週間前の土曜日の午後に変えられた。

　多くの参加者を見込んで、飯田橋セントラル

プラザ内の東京ボランティアセンターに先着し

てテーブルをお借りして待機していたら、次々

と参加者や初参加者が現れ、１０人を超えた。

かつてもはや形骸化していた例会にうんざりし

ていた私にとっては驚くほどの実り多き例会で

あった。雨天中止と決めていた山行が雨具に慣

れる目的で雨天決行と覆させられたのも、例会

で真面目に議論が行われていた証拠である。今

回の山行だけでなく次回の山行の候補先にも言

及するなどして、やはり新しいしろうまの会は

すでに盛り上がってきているなあと感じた。

雨天予報との戦い

　本番の天気予報に気をもむのは幹事の誰もが

経験することである。

　雨天決行と決めていたとはいえ、１９日が近

づいてきても１９日の天気予報から傘マークが

なかなか消えず、複数の参加申込者たちから当

日雨天ならキャンセルします、とキャンセル予

告が相次いでいた。これもドタキャンや無断

キャンセルが多かった以前よりしろうまの会が

真面目になってきたことの表れだと感心してい

る一方で、今までの私の経験から１９日は雨は

山探し山選び

　その記念すべき山行のために、まず熟

考したのが山選びである。

　私がこだわっている「しろうまの会未

踏の山であること」に加え、登録を済ま

せた会員が障害のあるなしに関わらず全

員で登頂できる山であることも視野に入

れて、様々な山々をピックアップしてみ

た。幸い、その頃は私はまだフリーの身

であったので、ピックアップしておいた

山々を自由気ままに自分の足で歩きま

わってみた。

　高尾や奥多摩が山ガールや得体のしれ

ないグループで混雑していて辟易してい

た折りに、中央本線の上野原駅で下車し

たら自分以外に登山者がほとんどいない

静けさに感動して、上野原周辺の山に

絞っていくことを決めた。上野原通いを

重ねていく中で低山ながら山らしさを感

じさせ、山の花も展望も見事な山を見つ

けた。それが能岳と八重山であった。山

のガイドブックにもほとんど載っていな

いこの山を登って行く山　道は、驚くほ

ど足に優しく、丸太階段も段差も全くな

かった。

　ちょうど、しろうまの会が山行活動を

しばらく休止して総会を重ねていたこと

や会員登録をきっかけに久しぶりに山に

登るメンバーも少なからずいることを考

慮すると、能岳と八重山はお手軽に足を

慣らし、山のカンを取り戻すのにおあつ

らえ向きの山であると考えた。が、何よ

りも八重山山頂や展望台からのパノラマ

ビューがすばらしく、山心を刺激するに

は十分である。

山行案内

　旧しろうまの会と違って山行は隔月開

催になったのと、旧しろうまの会で不満

の 1 つだった山行予定のお知らせの遅

さを解決すべく、山行案内を出したのが

４月２５日。会長の高橋正人さんからの

直々の指令にもよるが、これは私の過去

の幹事の中で最速である。
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■コースタイム（実績）

8：14 新宿発 (JR 乗車 -12 名 )
　｜
9：16 上野原駅着
　｜
＜トイレ＞ ( 休憩 30 分 )
　｜
9：46 新井行 ( バス )
　｜
9：52 新井着

＜出発前の挨拶＞
10：05 登山開始 (30 分 )
　｜
10：35 小休憩
　｜
10：43 出発 (25 分 )
　｜
11：10 能岳到着 ( 休憩 20 分 )
　｜
11：30 能岳出発（15 分）
　｜
11：45 八重山到着

＜昼食＞ ( 休憩 50 分 )
12：35 八重山出発 (20 分 )
　｜
12：55 展望台到着
　｜
13：10 展望台出発
　｜
13：35 休憩 ( トイレ )
　｜
13：45 出発
　｜
14：25 休憩（お饅頭屋さんで）
　｜
14：40 出発
　｜
15：10 上野原駅着 ( 解散 )
　｜
15：41 東京行 (JR 乗車 )



な眺めだ。

　予定よりも早かったが、そこでその眺

めをおかずにランチ休憩とする。

　下りは展望台を経て、公園のように整

備された周遊道を下って下山した。

　それでも時間が余っていたので、予定

のバス乗車を変更して徒歩で上野原駅ま

で帰ることにした。下見で見つけた秘密

の抜け道を抜けて住宅街を歩いていくと、

上野原名物の酒まんじゅうの店があった

ので、全員で１個ずつ食べた。はっきり

言っておいしくもなく甘くもなかった。

　上野原駅に到着したのは１５時半過

ぎ。東京行きの中央本線もまだ混んでい

なかった。それも計算済みである。

降らないと確信していた。

　果たして１９日は雲が多いものの時々

晴れ間がのぞく空模様で、もう雨も雨具

も考えなくて済みそうだ。オガの幹事晴

れ男伝説がまた１つ伸びた。

本番当日

　当日は１８名の参加者、高校生から

７０歳を超える男性までと幅広い年齢層

に初参加者は男性２名。夫婦揃って、親

子揃って参加する者あり。わざわざ遠方

から参加する者もあれば八王子市から

参加してくる者もあり。障害の有無も含

めて実に様々な人たちが集まってきてい

る。それこそ、しろうまの会の本来ある

べき姿なのである。

　日曜日なのにホリディ快速から上野原

駅に下車したのは我々しろうまの会の

み。おかげでバスに乗る前にＷＣや自己

紹介、班分けなどがスムーズに済ませる

ことができた。

　バスで登山口近くまで移動し、登山口

へ歩いていく途中に早くも道志山塊から

富士山がくっきりと顔を出していて、参

加者たちから歓声があがった。

　ほどなくして登山口より山道に入り、

ゆるやかに高度を上げていく。下見の時

は新緑がまぶしく輝き、ヤマブキやイカ

リソウが咲き乱れていた山道も、緑が濃

くなって、低山なのに山も濃くなってい

た。春の花もすっかりなくなってさびし

いなあと思いつつ、歩いていくと道のわ

きに、大きな葉々に囲まれて小さな粒々

の白い花々がまとわりついた茎が３本

立っている、清楚で気品に満ちた植物が

あちこちに見られた。それがフタリシズ

カであることをあとで知った。実は私が

その実物を見るのは今回が初めてであっ

た。しかし、みなさんのとても順調なペー

スをいちいち止めてしまう訳にもいか

ず、写真にも撮らずにひたすら先頭を歩

いて行ったことはちょっと悔やまれる。

　かくして、能岳山頂を経て八重山山頂

に到着したのは１２時前だった。山頂か

らは富士山を筆頭に道志、丹沢、山梨の

山々が幾重にも折り重なり、山の末端が

小尾根となって広がっていく様は横長の

ジオラマを眺めているようで、気分爽快

八重山山頂からの眺望を前にランチ

酒まんじゅう

幹事を終えて

　今回の山行は全て想定内で済み、予定の変更があっても柔軟に対応できた。

　それは、私が下見を重ねていたからにもよるが、単に幹事の役目だからではなく本

当に上野原周辺の山々が面白くて楽しくて上野原に通っていたからである。「幹事」

というのは決して義務感からやるものではなく、幹事本人が心から楽しむものである。

それだから私は１人ででも幹事を何回もやることができたわけである。

　それから、しろうまの会が新しくなって、今回は一体感が高まったこともある。協

力者の松本千津子さんをはじめ、各々与えられた役

割をきちんと果たして互いに気持ちよく連携できた

ことも、やはり会員制になったからであると思って

いる。最年少の健太君が歌いながら歩いていたこと

がチームの雰囲気を明るくしてくれたと後になって

知ったが、それこそしろうまの会が目指すべき理想

像であろう。そんな新しいしろうまの会で、八重山

から見える山々の全てを踏破することが、私の密か

な願いである。

　みなさん、お疲れ様でした。
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緑が濃い山道を下りる
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　栃木県・群馬県・茨城

県・埼玉県にまたがる渡

良瀬遊水地は、渡良瀬川、

思川、巴波川が流れ込む

広大なヨシ原と複数の貯

水池からなる。絶滅危惧

種 も 生 息 し 2012 年 ラ ム

サール条約に登録された。

もともとは渡良瀬川上流

の足尾銅山で流れ出た鉱

毒の被害となった土地で、

中でも谷中村は一村強制

廃村となった歴史がある。

　現在は渡良瀬川下流域

の治水機能を担う。* 洪水

時に渡良瀬・思・巴波川

の合流量を一時的に遊水

地内に貯留することによ

り洪水氾濫から防御する

と共に、利根川本川（数

キロ先で渡良瀬川が合流）

の計画高水流量に影響を

与えないとしている（* 参

考：渡良瀬遊水地HP）。

　車いすでこの地にアク

セスするなら、東武日光

線板倉東洋大駅での下車

が最も近い（最最寄り駅

は同新古河駅だがバリア

フリー化されていない）。

　車なら中央エントラン

ス、北エントランス２つ

の入り口からアクセスで

きる。どちらのエントラ

ン ス も 駐 車 場 は あ る が、

中央エントランスは車い

す用トイレが完備されて

おり、遊水地中央にある

メイン貯水池谷中湖への

アクセスもよい。

　谷中湖には舗装道路が中

央を通っており歩行者専用

になっている。ここから野

鳥観察ができる木道が整備

されていて、車いすのまま

通ることができる。

　 谷 中 湖 周 辺 は ヨ ッ ト、

カヌー、自転車、気球な

車いすを降りないプチハイク　１

渡良瀬遊水地
都心から一時間と少し。昨年ラムサール条約登録湿原となったこの地は、深く車いすが
入って行ける場所でもあります。

メールでもお知らせしましたが、ホームページが変

わります。ぜひご訪問ください。あわせて facebook

もよろしくお願いします。

ホームページが
リニューアルされました

どのスポーツやアクティ

ビティがさかんで、休日

は比較的にぎやかだ。

　静けさを求めるなら北

エントランスを入った道

をどこまでも行く。ヨシ

が広がるだけだが、土手

から見下ろすと、夏は緑

の、冬はイエローオーカー

の静かな波が打ち寄せる

大海原のようだ。

　遊水地にはいくつもの

土手があり、土手の向こ

うには緑色の水田と収穫

前の黄金色をした麦畑が

広がる。６月の北関東の

美しい景観だ。その向こ

うに日光、赤城、榛名な

どの山々が見える。

『道と川百選』とある



■５月山行の写真は小笠原さ
ん、岡田さんにいただいたもの

を使用しています。写真をあり

がとうございました。

ニュースにのせきれなかった写

真が多数ございます。興味のあ

る方はお問い合わせください。

■夏山のお知らせ
　日程　　：8月 24 日（土）〜 26 日（月）2泊 3日（予定）

　参加費用：3万円程度

　場所　　：八ヶ岳［天狗岳］（予定）
※参加希望で申し込みがまだの方、予約等ございますので至急お申し込みください。

■次回山行案内（７月山行）　
日時　：７月 21 日（日）

場所　：金時山（箱根）
※詳細はホームページをご覧ください。

■新しいニュースについて
　今号から、ニュースはパスワードなしの発行となります。個人情報などに配慮しな

がら、しろうまの会の活動の様子がわかるように作成してまいりたいと思います。広

報等にお役立てください。なお、掲載された記事についての苦情・お問い合わせ、記

事掲載依頼等お待ちしております。お気軽にご連絡ください。

i n f o r m a t i o n
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ご連絡・お問い合わせ（お気軽にお問い合わせください）：shirouma@sd5.so-net.ne.jp
ホームページ：http://www.shirouma.net　 

facebook：https://ja-jp.facebook.com/shirouma4620


