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山行に行ったら発行
vol.24しろうまニュース

障害がある人もない人も一緒に登山を楽しむしろうまの会　会報2018年5月

2017年 12月山行　筑波山
2018年 2月山行　吾妻山公園

2018年 4月17日 総会報告

山行報告

4 月 17 日に行われた今年度の総会について、議事録をまとめました。すでに詳
細な議事録はメールで送信済みですが、今後の課題と今年度の取り組みについて、
以下に再掲します。

日時：4/17（火）19 時〜 21 時
場所：東京ボランティアセンター　会議室
参加者（敬称略、順不同）：
小笠原、奥山、大羽、中村、三田村、松本里、関根す、佐藤進、林、高橋正、
高橋良、市川、野島、田辺、勝田

１現状の課題

(1) 山行の幹事のなり手がいない

(2) 車椅子の参加者が増え、山らしい山行が少ない
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報告をいただいたのは 2017 年の暮れ・・・。
こんなに掲載が遅くてごめんねごめんね〜。
緑萌える初夏となりましたが、筑波の山に行っ
たのは寒さ厳しくなる頃のことでした。しばし、
半年近く昔を振り返ってみましょうか。

秋葉原駅に 7 時 40 分待ち合わせ、8 時

のつくばエクスプレスに乗車予定でした

が

山手線で人身事故があり出発時間を 30

分遅らせて出発。こんな事態になるとは

想像もしていなかった私。出発するまで

かなりバタバタしてしまい集合していた

方々にはお手数おかけしました。

てんやわんやしましたが何とか出発。ト

ラブルなくつくばの駅に到着。空気は冷

たいですが良い天気。乗り継ぎの時間が

あまり余裕なかったので申し訳ないと思

いながらトイレ休憩はなくバスへ乗車。

天気が良かったせいかバスは満員でし

た。

それでも何とかみんな乗り込めたので無

事に出発。つつじヶ丘を目指します。

山道なので仕方ないですがなかなかの急

カーブの連発。下見の時は座って行けた

のであまり感じなかったな・・などと思

いながら。

途中筑波山神社で結構な人が降り車内も

余裕が出てきました。

少なくなってきた紅葉に目をやりつつ車

窓の景色をしばらく楽しみました。

つつじヶ丘に到着すると巨大なガマがお

上記課題への対応意見

課題 (1) に対する意見と決定事項
継続の対応として総会で計画（日程）と

幹事を事前に決める。

課題 (2) に対する意見
会の主旨として「障がい者と健常者の区

別を付けずに一緒に山を登る」としてき

たが、現実として難しい。山の会である

以上、山らしい山行も必要。

→ある程度の参加制限を設ける。

→年間計画の中で、制限を設ける山行と

車椅子参加可を予め分ける。

その他の意見
・幹事のモチベーションを持ってもらう

ため、感謝の意（謝礼、特典？）にあた

るものを検討してみては。

・以前も課題 (1 と同様の対策として会則

を作ったが、形骸化してしまった。

　元々、出来ることで参加するというや

りかたであったので仕方ないが、例会な

ど参加する努力をして欲しい。

・今回の課題等は、参加できない人もい

るので会員専用の SNS での意見交換を

検討する。

会員制にして５年経ちました。今年は創

立 30 周年です。例会参加者の減少、サ

ポート不足、障害参加者の増加等の課題

を抱える中、「しろうまの会」らしい活

動を今後も継続して行くことが確認され

たものと思います。今後もどうぞよろし

くお願いいたします。

2018 年度の山行計画（あくまで予定です。変更になる場合もあります）

日程 幹事 備考

１ 5/20（日） 奥山 例会：5/12（土）

2 7/22（日）	 高橋良 例会：7/14（土）

3 8/25（土）〜26（27) 野島、田辺、大羽

4 10/14（日） 林 車いす参加可

5 12/16（日） 植木（仮）

6 3/24（日） 勝田 車いす参加可

筑
波
山

おそくなってごめんなさい !!

2017 年 12 月山行

・2・ ・3・



神社の境内には大きな鈴。筑波の歴史を

感じることが出来ました。

また土産物屋では赤いガマを初めて見ま

した。ガマというにふさわしく大きなカ

エル達。

ガラスケースの中に何匹もいてカエル好

きの私もこのガマ達はちょっと・・苦手。

土産物を見ながら筑波山神社の下にある

バス停まで歩きます。夕方近くになった

せいかバスを待つ人達もまばら。帰りは

みな座れてつくばまで戻れました。

そこからつくばエクスプレスに乗り換え

秋葉原迄。無事解散しました。

師走の中での山行に参加して頂きありが

とうございました。

幹事としては不十分なところだらけで皆

様にご迷惑おかけしてしまったなぁと反

省しかり。

特に一緒に幹事をやってくれた H さん

大変な思いさせてしまいましたが懲りず

にまたよろしくお願いします。

とはいえみな安全に下山出来てよかった

です。

以上、幹事の岩尾さんからのレポートでした。
掲載がたいへん遅くなってしまったことをお
詫びします。ごめんなさい！（若）

出迎え。ここでロープウェイ班と登山班

とに分かれて出発です。

私はロープウェイに乗ったのですが下見

では見れなかった景色が見れてなかなか

良かったです。登山班よりも早く到着し

たので展望台から富士山を見たりして。

雲が多かったですが少しの間顔を出して

くれました。

時間がかなりあったのでこちらの班のみ

で女体山頂上へゆっくりと進みます。

ゆっくりと頂上を目指して歩いて行きま

す。頂上近くになるにつれ岩が多くなり

登るのに息が切れてきました。少しづつ

慎重に。しばらくいくと茶屋を発見。

途中の茶屋でひと休み。一生懸命歩いた

せいか皆良い汗を掻きました。

登山班を待つ間それぞれ栄養補給したり

喉を潤したり。おもいおもいの時間を過

ごせました。そうこうしている間に登山

班が合流。少し休憩のあと全員で広場の

ある展望台を目指します。

みんなで協力しながら岩場の道を降りた

り登ったり。人出も多かったので道を譲

りながら進んでいきます。20 分位でしょ

うか。やっと広場の展望台に到着です。

筑波山は火気厳禁なので頂上の温かい蕎

麦屋うどんを楽しみに登ってきました。

ちなみに私は名物のつくばうどん　麺に

茨城特産のレンコンが練りこんであるそ

うです。

冷えた体に温かいうどんは体に染み渡る

ほど美味しかった。

休憩のあと希望者のみ男体山へ。

時間の都合で全員登れず申し訳ありませ

んでした。留守番をしてくれた方々あり

がとうございました。

中には良い顔色の方もいましたが（笑）

下りは全員でケーブルカー。降りて少し

歩くと筑波神社が見えてきます。

ちょうど七五三お祝いのご家族がお参り

に来ていました。最近の衣装のおしゃれ

なこと。可愛らしい姿に目を細めながら

神社の中を散策しました。樹齢 800 年

の大きな杉の木。
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olden 黄金！ Week 週間！　福井県勝山市

の白山平泉寺を訪れました。

どれほど混むだろうかと戦々恐々だったのです

が、旅程はほぼ渋滞に巻き込まれることなく、こ

の苔に包まれた歴史ロマンの聖地をじっくり散

策。素敵な時間を過ごすことができました。

階段しかないですが、私、若杉がゆっくり歩いて

行ける程度です（ちなみに車で境内まで上がれる

とのこと。案内の方が懇切丁寧で気持ちよい対応

をしてくださいます）。

訪れる人は少なく外国人観光客もいませんでし

た。少々交通アクセスが不便ですが、良い気に満

ちた空間です。いまだ発掘調査中とのこと、次は

歴史を勉強してから再訪します。

飛騨高山　障害者駐車スペー
ス○（無料）、バリアフリー
度○。人多過ぎるからもう行
かない。公共交通の方が良い。
白川郷　障害者駐車スペース
○（千円）、バリアフリー度○。
テーマパークみたい。駐車場
渋滞あり。
東尋坊　障害者駐車スペース
▲（無料）、バリアフリー度
▲（EVあり。途中まで車いす
アクセス可）。海岸線を散策
したい。夕日きれい。次はじっ
くり行ってみたい。お化け×
（にぎやかな時間帯は全然平
気。ただし夜はダメらしい）
永平寺　障害者駐車スペース
×、バリアフリー度▲（EV
スロープ等の設備はある）。

二度と行かないだろう。当た
り前だが修行僧の寺で観光地
じゃない。京都の清水寺のよ
うな観光要素のあるバリアフ
リーな雰囲気はない。ただし
天井画は素晴らしい。
大野市（越前大野城など）　
障害者駐車スペース○、バリ
アフリー度▲（町散策は○、
大野城は山城。車乗り入れ不
可、車いすアクセスは可。但
急坂）。水が抜群にうまい！
歴史のある素敵な町。
郡上八幡　障害者駐車スペー
ス×、バリアフリー度▲、公
共交通の方が良い。近江八幡
と間違えた。
他…勝山市恐竜博物館は要
チェック。発掘体験できるら

しい。九頭竜湖駅に併設の道
の駅の山菜天ぷら（お惣菜で
すが）、これ絶品 250 円。飛
騨の山々をぶち抜くトンネル
は長くて数多い。高山ラーメ
ン食べ損ねた。飛騨牛の牛串
１本 600 円也。

■旅程
　北関東からなので北関東道
から上信越道→中央高速松本
→安房トンネル→飛騨高山
（飛騨古川泊）→白川郷→東
尋坊→勝山連泊（白山平泉寺、
永平寺見学）→越前大野城→
九頭竜湖→郡上八幡→平湯温
泉泊→安房トンネル→松本→
ビーナスライン→佐久経由で
帰路。（4泊５日）

G

■その他、中部一周ドライブ混雑と見どころともう一言
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2018 年 2 月 12 日山行

吾妻山公園

※菜の花ウォッチングのスタンプラリーに参加しました。

集合：8:00　小田急線新宿駅地下改札前　　幹事：奥山純

行程：8:18 小田急線藤沢行き快速急行ー 9:16 藤沢駅着…JR に乗換え

　　　9:27 藤沢駅発ー 9:47 二宮駅着



■ 5月山行　5月 20 日（日）
　集合：    7：55　JR 新宿駅 11 番線ホーム先頭付近
　行程：    8：14　新宿駅発ホリデー快速富士山 1 号
　　　　   9：34　大月駅着…湯仙橋…稚児落とし…兜岩…岩殿山…丸山公園…
　　　　15：00　大月駅頃着予定
　申込み : 幹事の奥山まで  070-6638-8127 　wizjun14@gmail.com　
　締切 5/11( 金 ) まで

※ 鎖場のある山です。
※ 車椅子で参加の場合、駅にデポするようになります。
※ 休日おでかけパス (2670 円 ) が使えます。ちなみに新宿 - 大月の往復は、2640 円です。
お得な方法をお選び下さい。
※ 危険な箇所はザイルを張るなりの対策をするつもりです。
※ 要サポートの方からの申込みは、お断りする場合もありますので御了承下さい。
※ 変更等ありましたら、速やかに連絡させていただきます。

■これを作っているのはGW最後の日。とてもご無沙汰してしまいました。その間12月、２
月の山行に総会があり、今日、やっとこ編集作業をしております。■そしてGWは本日でおし
まいなので、気持ちはどんよりしております。■今年のGWは雨の日もありましたが、良いお
天気に恵まれたと思います。少し空気がひんやりとしている日があったり、ゲリラ豪雨に見舞
われたりもしましたが・・（北関東だけかしら）。■おかしな気候ではありまする。春先からこっ
ち、気温の乱高下が激しくて体に堪えました。GW直前にとうとうダウンして危うし連休！だっ
たのですが持ち直し、ちゃんと予定通り旅行できました。その途中松本にて、澄んだ青空の向
こう蝶が岳を見上げ、「あ〜…」と嘆息。思い出すなぁ。GW中の沢渡近辺は渋滞してました。
■総会に先駆けていただいた案内メールで、休会をほのめかす内容を読んだとき、これまでの
長い歳月を振り返り、なくなっちゃうのかな〜と心配しましたが、今日こうしてまた次回の山
行案内を掲載できてよかったなと思っています（若）

i n f o r m a t i o n

しろうまニュース vol.24
2018 年 5 月 6 日発行

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

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

★　MLと重複しますが最近の連絡事項の主だったところをまとめておきます　★
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