
苗場スキー場
　今回、久しぶりのスキー山行とのこと、

ご参加の皆さまお 疲れ様でした。あり

がとうございました。

　通常山行も含めて初めての幹事をさせ

て戴きました。…とは言っても大羽さん

におんぶにだっこ状態でしたが…

　土曜日はお天気に恵まれ、各グループ

毎にスキーや景色を堪能できました。

　日曜日はお天気がよくありませんでし

たが各自濃厚な時間を過ごせたのではな

いかと思います。

　今回、残念ですが O さんがケガをし
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てしまいました。頭など重大なケガに繋

がらず安心しました。

　自分自身、サポートをしていても危険

な時があった為、まだまだ習得しなけれ

ばならない点など課題があると感じてま

す。何年ぶりかのスキー山行で至らぬ点

が多々あったかと思いますが、ご協力あ

りがとうございました。機会がありまし

たらご意見等戴けると ( 嬉しい ) で す。

　大羽さん、中村珠緒さん、お疲れ様で

した。ありがとうございました。（三田村）

　「しろうまスキーを再開してほしい」

という声があり、すでに３月幹事が決定

していたＯ女史に伝えたところ、「Ｔさ

んも（幹事を）一緒にやってー！」と言

われ、ズルズルズルと引きずり込まれて

しまいました。

　まず、「にわか助っ人」を快く（？）

引き受けて下さった方々をはじめ、サ

ポートいただいた方々、バス運転手のＹ

さんに厚く御礼申し上げます。

　現地到着した当日未明、「プチブリザー

ド状態」だった天候も夜明けとともに快

晴となり、でも気温が低いままで雪質は

すこぶる上々にて滑りやすかったのも、

ひとえに皆さんの日頃の素晴らしい行い

の賜物だと思います。

〈個人 的には〉

　バスから降り立ち、踏みしめた感触と雪

の音に、雪国っ子の私は懐かしさがこみ上

げた。雪の上をはしゃぐ子犬のように、そ

の辺を駆け回りたい衝動に駆られた。

　苗場名物「ドラゴンドラ」で登ること、

約 20 分。上からの景色は木々も周りの

山々も真っ白で、冬の柔らかな陽ざしを

浴び、すべてがきらきら輝いていて、そ

の中を風を切って滑ることができ、すご

く気持ちよかった＆感動で涙うるうる状

態。（…ゴーグルかけていてよかった…）

　サポートいただいたゆうくんパパさ

ん、仲良しのＴ班の２人、そして神様、

ありがとう。しかし…、スキー幹事は大

変だぁ！！　以上（中村（珠））

　2/27 金曜 23 時池袋南口メトロポリ

タン入り口に集合、マイクロバスとの待

ち合わせ場所勤労福祉会館に移動し東

京バス出発組 16 名とバス運転手 1 名の

総勢 17 名で一路苗場スキー場を目指し

て出発した。運転手さん配慮で途中休憩

しながら朝７時にホテル到着予定でい

たが、29 名乗りのマイクロバスの後ろ

1 列を荷物置き場にしており、窮屈感も

あったことから早朝４時に開いているプ

リンスホテル無料休憩所で少し休憩して

からホテルに向かうことにした。

　早朝 3 時半にプリンスホテルに到着。

外は地吹雪。４時前だったが、無料休憩

所には既に人が。残ったスペースに 16

名がなんとか雑魚寝ながら横になれるス

ペースを確保して仮眠。うとうとしなが

ら時間を過ごし 6 時半頃起き上がって

みると床から椅子からそこら 中に人が

寝転がって仮眠を取っておりびっくりし

た。７時宿泊場所のホテルエフに到着。

前泊の新潟組 2 名と合流。

　到着後部屋に入り、朝食をホテルでい

ただき、スキーレンタル組はレンタルす

る靴や板を合わせにロビーに。９時、東

京早朝５時出発した N 一家到着合流。

　９時にスキー場へ出発予定だったが、

なんだかんだで 10 時半頃ホテルを出発

しスキー場へ向かう。

2/28( 金 )　23:00 池袋南口集合→ 2/29( 土 )3:30 苗場プリンスホテル到着→ 7:00 
ホテルエフ移動→ 7:30 朝食 10:30 苗場スキー場にてスキー ( 班行動 全 5
班 ) → 13:00 アリエスカ集合・昼食 / W 班越後湯沢集合・観光→スキー ( 班行
動 ) → 18:00 ホテルエフ帰着 ( 班行動 ) → 18:30 夕食→宴会

3/1( 日 )　7:00 朝食→ 8:30 スキー組苗場スキー場移動→ 9:00 ドラゴンドラ観光
組移動→ 10:30 スキー / ドラゴンドラ組ホテル帰着→ 11:00 ホテルエフ出発（一
部解散）→ 12:00 越後湯沢駅 ( 一部解散 ) → 12:30 蕎麦屋　昼食→蕎麦屋出発（一
部解散）14:20 土産物屋出発→ 17:30 池袋駅到着青場戸（登山道終）14:00 →
東郷公園 14:35 着 14：45 発→吾野駅着 15:10

２日目の朝、ホテルの前で集合写真
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　28 日当日電車出発の W さんから人身

事故の影響で電車が遅れているとの連絡

あり。スキーのリフト券売り場で 13 時

にレストランアリエスカに一度集合する

ことにし、各班に別れ班行動にする。全

５班。+W 班はお昼越後湯沢駅で合流す

る為ホテルで待機。

　お天気は快晴。気温は高く風もなく穏

やか。昼食の集合場所にてホテルにバス

で 帰る人は 15 時に、それ以外はそれぞ

れ班行動でホテルにと約束する。13 時

過ぎ、越後湯沢駅で W 班無事合流と連

絡あり。こちらはそのまま湯沢観光へ。

　昼食後、今回 O さんのサポートとして

参加の W さんから頂上下の初級者コー

スは良さそうだとの情報を貰い、T 班は

筍山ゲレンデ（初級コース）へ。ゴンド

ラを降りたところからの景色が素晴らし

かった。

　もっと早くに知っていれば全員でゴン

ドラに乗ってこの景色を堪能できたのに

と残念に思う。17 時 T 班ホテルに到着。

A 班、N 班、O 班は既に到着。しかし O

班の O さんがスキーで転倒、救護室に

向かうと連絡あり。そのあと W 班もホ

テルに到着。18 時頃 O 班ホテルに到着。

　O さんのけがの具合は膝のじん帯を痛

めた可能性があるとのこと。応急処置と

して湿布で冷やし、様子見に。18 時半

全員揃って夕食。そのあと 20 時まで部

屋で飲み会。20 時から食堂に移動し更

に飲み会へ突入。21 時ゲレンデで花火

が始まる。食堂からみんなで鑑賞。雪面

に浮かぶ花火はまた夏の花火とは違う趣

があった。

　3/1 日曜 7 時にめいめい朝食。お天気

は曇り / 雪。午前 11 時に帰路出発と決

め、A 班、O 班と N 一家はスキーへ。残

りはドラゴンドラ観光とホテル待機組に

分かれる。しかしドラゴンドラ組は天候

不良の為ゴンドラが運航しておらず、プ

リンスホテル散策に変更。

　10 時過ぎスキー組と散策組ホテルに

戻る。予定通り 11 時ホテル前で記念写

真を撮り、出発。ここで N 一家とは解散。

途中越後湯沢駅で W さんと R さんを降

ろし、昼食予定のそば屋さんに向かう。

美味しいへぎそばに地酒等を堪能。ここ

で新潟組と解散。

　その後お土産物屋さんへ。お土産を各

自買い込み 14 時 20 分一路東京に向け

て出発。途中練馬インターを出たあと、

S さん親子を降ろし、池袋駅へ。

　17 時半池袋駅到着。東京は土砂降り

の雨。いそぎ荷物を降ろ し、バスを見

送ったあと解散。みなさまお疲れさまで

した。今回応援サポートとしてお願いし

た方々には感謝のしようがないくらい大

変お世話になりました。

　また不慣れな幹事一同に対し、しろう

まメンバーの方々にもいろいろご協力し

ていただき大変ありがとうございまし

た。改めてサポートの必要性と重要性を

再認識しました。（大羽）

付記：寺嶋・若杉は一日目を越後湯沢駅

やおみやげ屋さんまわりをして楽しみま

した。お話好きで親切でとってもおもし

ろいバスの運転手さんには、たいへんに

お世話になりました。

愛宕山
  　 （標高 305 ｍ）

4月山行
2015年4月12 日（日）

茨城

■ 幹事　高橋　　■ 参加人数 22 名（要サポート 2 名）

２日目。観光組は悪天候のためドラゴンドラが
動かずプリンスホテルでスイーツを堪能。さっ
き朝ご飯食べたばっかりですよね。

運転手さんおススメの、これがへぎそばですね。
おいしそうです。ドラゴンドラ組はおなかぱん
ぱんそうですが、ここは食べとかないとね。

・4・ ・5・



ンク色。登山道は短いが結構な登り坂。

春の日差しを浴びながら登るとすぐ暑く

なってきた。

　花びらの舞う道を登って、最後は神社

への表参道である急な階段へ。

　女人禁制と書かれた石碑があるからで

はないが、途中から階段を避けて迂回路

を進むとやがて神社横の見晴台に着い

た。ここで後ろの景色をバックに集合写

真を撮ってから愛宕神社にお参り。

　実際の頂上は、更に裏手らしいので社

の裏の階段を登るもそこにも神社がある

だけで、頂上を示す標識もなし。

　時間も押しているので早速、さくらま

つり会場の駐車場を抜けバーベキュー会

場へ。手分けして食材の下ごしらえをし

て、早速バーベキュー開始。

　今回は、定番の肉、野菜、焼きそば以

外にも、いか、えび、シャケのホイル焼

き、焼き芋、ホットサンド、デザートは

焼バナナとメニューも多彩でした。

　本来は 14 時までの施設も管理事務所

の計らいで、30 分延長していただいて

ゆっくり２時間楽しめた。

　帰りは、駐車場まで戻り、天狗の広場

というところから老いも？若きも？ロー

ラースベリ台で一気に斜面を下って時間

短縮。お蔭でおしりの皮がむけました。

トホホ・・・

　下りは、行きとは違った山道を降りて

岩間駅に到着。

　今回は、山手線と京浜東北線の両方が

止まってしまうという滅多にない事故が

あり一時はどうしようかと迷いました

が、電車を一本遅らせたが全員参加出来

たのは本当に良かったです。

　また、山行の日だけスポット的に晴れ

　岩間という地名は、県外の人たちには

あまり馴染みがないだろうが、私にとっ

ては、母の実家があり子供の頃に何度か

訪れた地でもある。

　ただ、母の実家から見える愛宕山には

登った記憶がない。

　その愛宕山には前々から、しろうまの

会でも行きたいなと思っていたがなにせ

東京からでは遠いのがネックとなってい

た。

　今回の山行は４月でもあり、桜の咲く

山を探していると愛宕山に行き着き、日

も長くなりつつある季節なのでここに決

めて下見に出かける。

　目的地の岩間までは上野から常磐線中

距離で１時間 40 分。この常磐線に乗る

のも、もう 20 年以上振りだ。

　電車から見る風景も大分変ってしまっ

たが、今の実家がある土浦付近の田園風

景は今も変わらず、変わるものと変わら

ぬものを自分自身に照らし合わせながら

車窓の景色を見ていた。

　さて、山行の当日は直前までのぐずつ

いた天気とはうって変っての好天気。

　出かける前に念のため、天気予報をテ

レビで見てると「オ〜マイ・ゴット」。

　なんと山手線と京浜東北線の両方が不

通で当分再開の見込みがない。

　自分自身の集合場所への交通手段を考

える前に参加者全員へ、出発が遅れても

山行は実施するる旨をメール連絡。

　何とか地下鉄を乗り継いて集合場所の

上野駅につくと、予想を覆してほとんど

の人が集まっていた。

　結局、電車を一本遅らせて上野の駅を

出発。

　電車の移動時間の長さも、I さんの復

興支援サポートのネコピンチの販売やバ

−ベキューの献立などを話合ってる

　退屈することもなくに現地到着。

　さっそく町唯一のスーパーで買い出し

た後、もうところどころの家の軒先で、

鯉のぼりも泳ぐ田舎の懐かしい風景を見

ながら出発。

　目指す愛宕山の山容は、半分が桜でピ

急な階段を登っていきます 登山道から見た風景 バーベキュー 山つつじもきれいでした

上野駅発　08:49 ⇒ 10:37 岩間駅到着、食材買出し、11:20 出発⇒ 11:40 登山口
⇒ 11:50 福祉センター 12:10 愛宕神社階段下⇒ 12:25 愛宕神社（頂上）⇒ 12:40 スカ
イロッジ到着　昼食（ＢＢＱ）　
14:45 下山開始⇒ 15:40 五霊の椿⇒ 16:20 岩間駅着 16:51 岩間駅発⇒ 18:34 上野駅着
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■次回５月例会のお知らせ
5/9（土）17時～／東京ボランティアセンター談話室（飯田橋セントラルビル10Ｆ）

議題：５月山行（5/24）の計画、総会議事内容の計画等

■４月って雪が降りませんでしたっけ。そして夏日もありました。すてきな温度変

化です。とは言え今年も田植え完了の北関東は、美しい新緑とさわやかな薫風につ

つまれています。よい季節になりました■カレンダーどおりお休みの人もお仕事の

人も、すてきな GW をお過ごしください（紙の人はこれが届く頃にはすでに GW

は終わってますね）

i n f o r m a t i o n

たのは、やはり幹事の普段の行いが良い

からでしょう！

「もう、雨男なんて呼ばせないぞ！」（←

前にも同じことを書いたような気がする

が、誰かが根拠もなく決めつけたんだ

なぁ〜きっと・・・）

　今回は、登山サポートだけでなく、ベー

ベキューの食材の運搬、調理だけでなく

ゴミの持ちかえも含めお手伝いいただ

き、ありがとうございました。

　お蔭様で、ケツの皮を擦りむいた以外

はけがもなく楽しく山行を終えることが

できました。

　みなさんお疲れ様でした。

下山の最初はローラーすべり台　　　　　　　　　　　　↑フィニッシュ↑決まってる〜！
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