
　会員制になり、山行が年間計画になってから、初めての幹事を引き受けたのは

2013 年 4 月の総会でしたがアッという間に気付いたら、秋になっていました。
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な冬のハイキングでした。当初、幹事は

趙さんと 2 人でしたが都合により、私一

人となってしまいましたので

　今回、青木さんにお手伝いをお願いし

ました。色々とありがとうございました。

（小山）

　2013 年の秋は暑かったような気がし

ますが下見に行った 10 月 26 日も良い

お天気に恵まれながら、のんびりとハイ

キング気分を満喫！

　但し、思ったよりも距離が短いし、太

平山神社に登る正面からの道には 1001

段の石段があり、それを登りきると程な

く、神社の境内に出てしまう。

　さすがに短過ぎると思い、脇にある遊

歩道を通るコースに変更してみたり違う

コースを散策しながら 2 周、歩いてみた

がまだ短いかも知れないと・・・

　例会で相談した結果、下見とはだいぶ

コース変更が生じてしまい、帰りのコー

スについては当日行き当たりばったりの

状況になりました。

　その為、下見とは違うコースというこ

ともあり、当日帰るまでは少々不安では

ありましたが 12 月にしてはとても穏や

かでぽかぽか陽気と、終わりかけてはい

ましたが色鮮やかな紅葉を見ることがで

きて、参加してくださった方からも「い

いねぇ！」という感想が聞こえてきたこ

とでホッとしつつ、下山も早く、のどか

■コースタイム

08：00 北千住 駅集合
08：21 快速 乗車
　｜
09：26 栃木駅
09：51 バス乗車
　｜
10：10 登山開始
　｜
10：50 大平神社
　｜
11：20 大平山頂
12：05 下山開始
　｜
12：40 謙信平着（トイレ休憩）
12：50 謙信平発
　｜
14：00 客人神社
　｜
14：35 新大平下駅着
14：46 新大平下駅発
　｜
16：08 北千住駅 着（解散） 

■次回３月山行について
　日時：3月 16 日 ( 日 )　馬頭刈山　※詳細はホームページをご覧ください。

■総会について
　日時：3月 30 日 ( 日 )　10 時～ 12 時

　場所：東京ボランティアセンター ( 飯田橋）A会議室

　議題：今年度の実績報告、会計報告、会則の改定案、来年度の予定など

※詳細はホームページをご覧ください。

■ 今号は 2013 年 12 月大平山と 2014 年１月陣馬山２つの山行の合併になりま

した。ごめんなさい。原稿をお送りくださった小山さん、佐藤さん、小笠原さん、

どうもありがとうございました。小笠原さんにはお忙しい中追加のテキストを仕

上げていただきました。写真について、フォト蔵、HP 山行記録よりダウンロー

ドの上拝借しております。なお、体験参加の岩崎様

より写真データをいただきましたこと、感謝申し上

げます。残念ながらこの紙面上に掲載ませんでした

が、改めて写真を拝見する機会があればと思います。

i n f o r m a t i o n
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　陣馬山での “ 餅つき鍋山行 ” の計画に私が関わっ

たのは今回で３回目。

　忘れもしない 2008 年１月 24 日。数日前に降り

積もった雪で荷が上がらないと、今回と同じ富士見

茶屋に断られ、やむなく急きょ、城山の餅つきのな

い “ スイトン山行 ” に切り替えた。

　その雪辱を果たすべく、2010 年４月 25 日にリベ

ンジ。今度は青い空に五分咲き八分咲きと見頃の桜

がまぶしかったっけ。餅つきはできたもの、でも、

個人的にはやはり桜と餅つきは似合わなかった。。。。

　そして、私が幹事ではなかったものの、去年の３

月に景信山の餅つき山行も当日の雨天予報の影響で

餅つきなしの山行に。かくしてここ数年

は、しろう まの会の１月山行は餅つき

とは無縁だった。

　しかし、「一年の計は元旦にあり」と

いうように、やはり年間の最初のしろう

まの会の山行は餅つき山行に限る。皆で

力餅を食べて数々の山行に備えて行くの

だから。

　今回の 19 日はやはり、雪が心配だっ

た。案の定、富士見茶屋のおっさんから

早朝４時に電話が入ってきた。皆が滑ら

ないように足元の雪を掃き出してくれた

とのたまう。本当に有難い。和田バス停

からの道路は白いところが多く、私たち

が恐る恐る歩いていく様子に、地元のお

じさんから「山に入れば大丈夫だから」

とお声をかけて頂いた。やっぱり山に身

近に生きる人たちは皆心優しい！

　餅つきの重い材料を無理矢理他メン

バーに担がせ、バス代や支払いの計算も

他者任せ、山道の誘導もせず、ただただ

餅のトッピング方法 “ 何コレ？ ” のみ考

えながら登っていた私。

　トッピングの具材はまだまだ満足のい

くものではなかったが、何よりも屏風絵

のように雄大な富士山のパノラマがくっ

きりで、この上ないおかずになってくれ

た。

　今回の山行では、材料の買い出し、家

にある物だからとわざわざ持ってきてく

れたり、荷上げなどの皆様の心優しいご

協力のおかげで、終始、穏やかに和みつ

つ無事に山行を終わらせて頂くことがで

きました。感謝、感謝しています。（佐藤）
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陣馬山
   　（標高 ８８６ｍ） 

幹事　佐藤、松本、小笠原

2014年1月19 日（日）　裏高尾  

■陣馬山コースタイム

07：30 新宿 駅集合
07：52 乗車
　｜
09：02 藤野駅着
09：12 バス乗車
　｜
10：30 和田到着
10：45 登山開始
　｜
12：00 陣馬山山頂着
13：30 下山開始
　｜
15：40 陣馬高原下着
　｜
16：50 高尾駅着（解散）



が常であった。清水茶屋の主がおばあさ

んからその甥っ子に代わった現在でも、

自分の家に帰る如くひょいと陣馬山に出

かけているのである。

　その際によく歩くコースが今回の餅つ

き山行で歩いたコースである。山ギャル

ブームやその山ギャルを追いかけるおじ

さんたちで陣馬山が混雑していても、そ

のコースだけはいつも別世界のように静

かであり、奥深い自然に優しく守られて

いる。そのコースを自分は我が心の山の

懐の深さ、優しさを味わいながら、あ

りがたき気持ちで歩かせて頂いている。

従って本当はそのコースだけはしろうま

の会はおろか誰にも教えたくなかったの

である。

　しかしながら、軟弱化、マンネリ化し

てきたしろうまの会を立て直し、新しい

しろうまの会をもっと面白くしたいと執

念に燃えるゴッドマザー（私が勝手にそ

う思っています。真意と違っていたら悪

しからず。）の佐藤雅子さん、松本千津

子さんの気迫に押されて渋々、我が秘密

コースを明け渡し、下見や本番で自らガ

イドを務めたことが、今回も無事にしろ

うまの会餅つき山行を成功させた。だが

我が心情は今でも甚だ複雑である。

（小笠原）

　陣馬山は私にとっては心の山である。

しろうまの会のメンバーとして現在ある

私の原点が陣馬山だからである。

　社会人になると同時に東京に移ってき

た私が関東で最初に登った山が陣馬山で

あり、しかもその山に登れたのは、生ま

れて初めて高尾山に登ろうと高尾山麓の

ケーブル駅前で地図もコンパスも持たず

にウロウロしていたら、心優しき見知ら

ぬ登山者のおじさんに声をかけられて高

尾山に連れて行ってもらったら、「この

先にもっといい山があるよ。」との言葉

を信じて、まさかその後に４時間も歩か

されるとはつゆ知らず、ひたすらそのお

じさんの後をついていってようやくたど

り着いたのが陣馬山であった、という何

とも不思議な因縁めいたエピソードによ

る。もう２５年前のことであるが、今も

その時の情景を鮮明に覚えている。

　そして、その陣馬山山頂

からの３６０度パノラマ、

さらに何回か山頂に登りつ

くたびに「あんた前にも来

たじゃない？」と歓迎して

下さった、清水茶屋のおば

あさんの優しさにはまって

しまって、毎月のように陣

馬山に通っていたのであっ

た。やがて、陣馬山山頂か

ら周りに見える山々にも

登ってみようと丹沢、奥多

摩、埼玉の山々にも足を延ばして行くよ

うになり、そんな数々の山々と仲間たち

との縁がつながりにつながっていって

しろうまの会に加わらせて頂いたのが

１９９８年のことであった。

　それでも、失恋した時や仕事のストレ

スにおしつぶされそうになった時には必

ず陣馬山に出かけた。その度に清水茶屋

で山菜うどんを食べながら年中茶屋を

守っているというおばあさんから陣馬山

の様々な自然や動物のことや変わった雲

のことの話を聞きながら、山頂で束の間

の至福な時間を過ごしていくのが習わし

であった。（そのおばあさんが陣馬山山

頂で描いた雲のスケッチが後に巷で有名

になり、本も出版された。）山頂で元気

になって和田方面に下山しては、陣谷温

泉もしくは藤野温泉まで足を延ばして十

分英気を養った上で東京に戻っていくの

私と陣馬山、そして今回のコース

・6・ ・7・



・8・

しろうまニュース

2014

障害がある人もない人も一緒に登山を楽しむ会

山に行ったら発行

冬でも元気に登りお餅を食べるのだ〜

陣馬山
   　（標高 ８８６ｍ） 

1月山行
2014年1月19 日（日）

裏高尾  

1

障害がある人もない人も一緒に登山を楽しむ会
しろうまの会

2014 年 2 月 8 日発行
（通巻 No.5）

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


