
517 閉鎖中止 小田野  - 2006/10/03 09:30 - 

一時閉鎖ができず、削除すると復旧できなくて、過去の発言が全部消えてしまうので、とりあえず閉鎖は中止しま

す。みなさんの意見で新しい掲示板にすることを検討します 

 

 

 

516 
掲示板一時閉鎖 小田野  - 2006/10/03 09:17 - 

悪質な書き込みがあるので一時閉鎖します。 

 

 

 

515 
１１月の山 奥倉 勇一  - 2006/10/02 11:30 - 

11 月の山（夜叉神峠から高谷山）は評判がよくないので、秩父の名峰である金峰山（2,599ｍ）に変更しました、誠

に申し訳ありませんがご了承下さい。  

晴れれば南アルプスの展望は良好です。  

後日案内書を、送付いたします。  

今は、大弛峠まで全て舗装されているらしいです。  

 

 

 

 

 

514 復旧おめでとう 物江  - 2006/10/01 10:38 - 

小田野さんご深夜までの復旧作業ご苦労様です。私も、今までのファイルはどこに行ったのか、よくわからないの

もあります。ＨＤにまるごと保存しているのですが・・・いよいよ、来週ですね。紅葉はちょうど見頃ではないでしょう

か。紅葉も、時間をかけて紅葉になるときれいですが、急激に気温が下がると、茶化けで、紅葉にならないで枯れ

てしまいます。手白沢は、谷筋なので良いのではないでしょうか。それから、紅葉は午前より、午後の方がきれい

に輝きますね。紅葉が進むのがわかります。日光は紅葉の名所ですから、いろは坂をタクシー超えるのが大変か

も。 

 

 

 

513 
ホームページからのリンク復旧 小田野  - 2006/10/01 01:28 - 

パソコンのダウンでホームページのファイルがすべてなくなりましたが、レンタルサーバーからほとんどのファイル

をダウンロードできました。一部、レンタルサーバー会社がつぶれたのか、入手できないファイルがありましたが

（鹿倉山など、詳細不明)、あまり影響はないようです。屋久島と赤薙山の先生のページをリンクしました。でも、そ

ろそろ先生にバトンタッチして、ホームページを新装してもらいたいですね。  



来週の手白は楽しみです。切込・刈込みはスキーで行こうとして敗退、鬼怒沼は３０数年前に下ってきたことはあり

ますが、登ったことがありません。手白沢温泉に泊まるのも初めてです。あとは仕事が入らないのを祈るばかりで

す。 

 

 

 

512 
まだやってません m(_ _)m 小田野  - 2006/09/27 22:25 - 

パソコンは復旧しましたが、HP の仕事まだやってませんでした。まことに申し訳ありません m(_ _)m。今度の日曜

日は休めそうなので何とかがんばります。 

 

 

 

511 
赤薙山ホームページ 物江 賢司  - 2006/09/24 21:14 - 

赤薙山の山行から２週間、大変遅れましたがホームページの形にして、山行の報告が出来ました。ごらんくださ

い。今日テレビを見ていたら北海道大雪山は紅葉の盛りでした。さらに初冠雪も迎えたそうです。今年も紅葉の季

節です。来月の奥鬼怒は紅葉の盛りではないでしょうか。楽しみです。紅葉と温泉の旅でも良いようです。のんび

りした楽しい山行を楽しみたいと思います。来年の山行のため分厚い本を持って行きます。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/akanagi/akanagi.htm  

 

 

510 平成１９年の山 奥倉 勇一  - 2006/09/19 15:28 - 

来年登る山をそろそろ検討しようと思うので、１０月に手白沢に行かれる人は少し考えてき来て下さい。一泊

なので話す時間はあると思います、余裕のある人はガイドブックを持ってきてください。タクシーに置いておけ

ば荷物にはならないでしょう。  

また１０月に参加しない人は良い山、登りたい山があったら連絡下さい。 

 

 

 

509 
10 月の山行 松林  - 2006/09/19 15:15 - 

赤薙山のショックから立ち直れずに居ります。10 月の山行は見送らせて頂き、11 月は必ず参加しますので、

宜しくお願いします。 

 

 

 

508 
赤薙山 松林  - 2006/08/26 12:56 - 

９月の赤薙山に参加させて頂きます。よろしくお願いします。ご連絡を１日フライニング致しましたが、ご容赦



ください。 

507 赤薙山 小田野  - 2006/08/21 10:57 - 

赤薙山に参加いたします。皆さんとは久しぶりです。仕事でつぶれて山も久しぶりです。足が大丈夫か心配

です。  

ところで私の兄が参加したいと申しておりますが、問題あるでしょうか。調布に住んでおります。最近九州で

山に登るようになったようです。宮ヶ浦岳も春に縦走したようです。顔も体型も頭までそっくりで笑っちゃうと思

います。 

 

 

 

506 
ハア～イ Hｉｒｏｋｏです 裕子  - 2006/08/15 14:05 - 

屋久島 疲れました、やつぱり遠い島でした、宮之浦岳はコケむす杉に囲まれたとても深い山でした。  

きっと石楠花の咲く頃は美しいでしょうね。又、私の行った白谷雲水峡は大きな岩にシダやコケ類が生きてい

て、コケの先についた露が黄金色に輝いてキラキラしている様は美しいというより不思議でした。「もののけ

姫」の舞台になつた森の世界に引き込まれて行きました。  

帰る日には虹も出てくれました、これからの前原山行会にエールを送ってくれているようでした。  

又、空港に向かうタクシーからイルカが見送ってくれました。しあわせ！！   

先生 写真有難うございました、それぞれの充実感や安堵感の笑顔が写っています、楽しみに待っていて下

さい。  

あア！！ そうそう充実感一名不完全燃焼の人がいましたが、今日元気に四国から帰って来ました、少しは

消化できたかな？  

いろいろご心配おかけしました。又、９月元気にお会い出来るといいですね。             HIROKO  

 

 

 

 

505 
宮之浦岳の花の名前はヤクシマママコナです ひろみさん  - 2006/08/14 21:15 - 

物江先生、写真編集お送り頂き有り難うございます。あの日々を思い出し楽しんでいます。ちいさなうすむら

さきいろの花の名前はヤクシマママコナです。裕子先生はご存知のはずです。これからは先生にきいてみて

くださいね。 

 

 

 

504 
ホームページからリンクできません 小田野  - 2006/08/12 08:04 - 

皆さん、屋久島ではいろいろ楽しめたようですね。先生に作っていただいたページですが、我が家のパソコン

が立ち上がらなくなってホームページからリンクできません。修理に相当時間がかかるようです。お金も．．．

（TT)。申し訳ありませんが、しばらくは先生の URL から直接見て下さい。  

 



 

 

 

503 
屋久島ＨＰ完成です。 物江  - 2006/08/11 23:02 - 

屋久島のホームページが出来ましたのでご覧下さい。しかし、大変な山でしたね。往復９時間の登山という

のは最近余りしません。しかも、雨でも行くというその決意の強さ。認定山頂という発想もありませんでした。

宮之浦岳でのバンザイ、きっと行かなかった会員の方にも届いていたでしょう。屋久島は雨があって当たり前

だったようです。写真はもう少し待って下さい。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/yakusima/yakusima.htm  

 

502 
お世話になりました ひろみさん  - 2006/08/09 08:21 - 

屋久島から東京に戻ってきてしまいました。夢のような、神秘的な、そして苛酷な？島でした。今年は宮之浦

岳に登るぞと珍しく覚悟し、構えていた私でしたが直前に体調を崩し本当に皆様のおかげで何とか登る事が

出来ました。ありがとう、感謝、感謝です。帰りの飛行機から熱発でしたが翌日から山よりもっと苛酷な？仕

事が待っていました。早く山に逃げたいよー。  

でしたが 

 

 

 

501 
楽しかった屋久島 R. Suga  - 2006/08/08 22:35 - 

あっという間の屋久島４日間でした。太古の昔からずっと生き続けてきた杉の木や苔むした岩たち、必死で

歩いた宮之浦岳、そしてスコールのような雨の後のきれいな虹、おっと最後になりましたが皆さんの絶妙なチ

ームワーク・・・何もかもがほんとうにいい思い出になりました。お世話頂きありがとうございました。石井さ

ん、突然のカメラマンすみませんでした。写真は CD にして物江先生に届けましたのでご安心下さい。 

 

 

 

500 
梅雨明け 物江  - 2006/07/31 17:02 - 

いよいよ梅雨が明けたそうです。梅雨明け１０日とも言われるので、屋久島もきっと良い天気ではないかと思

います。あとは、台風が来ないことを祈りましょう。屋久島に着いたら、レンタカー組とバス組に別れて宿に向

かいます。荷物はレンタカーに入れて下さい。運びます。免許ある方は持ってきてね。それでは、羽田空港で

お会いしましょう。屋久島は焼酎がうまいそうです。暑くてもやっぱりお湯割りですかね。 

 

 

 

499 
屋久島 奥倉 勇一  - 2006/07/28 13:02 - 



いよいよ屋久島行きが近くなりましたが、今回はコッフェル、ガスボンベ等は持って行きませんのでラーメン

等は山ではダメです。  

３日の鹿児島空港から鹿児島港までは時間があまりありませんのでタクシーで行きます。タクシーで約５０分

です。各自敏速に行動して下さい。  

あとは晴れることを願うだけですが、体調を整えて羽田空港に集合しましょう。 

 

 

 

498 
菰釣山とアユ良かったです。 物江 賢司  - 2006/07/17 11:11 - 

梅雨の晴れ間道志の菰釣山へ行ってきました。夏の日差しも木々の深い緑が遮ってくれ、結構快適な山行

となりました。今回の山行は、諏訪本さんのお友達（？）にサポートして頂きました。下山口から温泉までの送

迎、諏訪本さん宅の前庭でのアユ焼き＆バーベキューのお手伝いというより、ほとんどやってもらいました。

そのうえ、最後は藤野駅まで送って頂きました。感謝感謝です。大変ありがとうございました。家に持って帰

ったアユも家族でおいしく食べました。ホームページ出来ました。ご覧下さい。いよいよ来月は屋久島です。

体調管理に万全を期し楽しい山行にしていきましょう。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/komoturusi/komoturusi.htm  
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梅雨の晴れ間道志の菰釣山へ行ってきました。夏の日差しも木々の深い緑が遮ってくれ、結構快適な山行となり

ました。今回の山行は、諏訪本さんのお友達（？）にサポートして頂きました。下山口から温泉までの送迎、諏訪本

さん宅の前庭でのアユ焼き＆バーベキューのお手伝いというより、ほとんどやってもらいました。そのうえ、最後は

藤野駅まで送って頂きました。感謝感謝です。大変ありがとうございました。家に持って帰ったアユも家族でおいし

く食べました。ホームページ出来ました。ご覧下さい。いよいよ来月は屋久島です。体調管理に万全を期し楽しい

山行にしていきましょう。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/komoturusi/komoturusi.htm  

 

497 
15 日の山行について 松林広司  - 2006/07/14 08:58 - 

明日の山行は身体の調子が優れないため、残念ですが欠席させて頂きます。明日の天気は久しぶりに良さそう

で、さぞかし鮎も美味しいことと思います。 

 

 

 

496 
暑いね 奥倉 勇一  - 2006/07/13 13:30 - 

今日、昼に蕎麦を食べに行ったら暑かつた。  

これから関係先に出かけるけど、暑くていやだね。  

冷房の効いているところから外に行くのは辛い、そして又冷房と体に良くないね。  



15 日の天気はどうかね、晴れるといいけど、風呂と鮎とビールがいいね。  

山本さんがワイン一升ビンで持つてくるらしいけど、持つのはもちろん石井さん、宜しく頼みますよ。 

 

 

 

495 
道志の一部訂正 諏訪本  - 2006/06/22 11:07 - 

 実は私は他から見るとおおらかに見えますが、後輩の小田野には負けますが仕事の鬼なんです。ところが１２日

から２５日まで業務停止で仕事ができず、仕方なく鮎つりをせざるをえなくなりました。したがって、前原山行会の分

はすでに確保いたしました。  

 案内の中で、抜けておりましたが、山登りをしない方も参加ＯＫです。山伏峠から私とアルバイト学生が合流する

手はずですが、その帰りの便に乗って直接拙宅に行くこともできます。また、村の役場のやることですから浄化槽

の工事は遅れに遅れて１０月以降になりました。したがって、トイレはまえの公衆トイレを使うことでお願いします。 

 

 

 

494 
浅草岳よかったです 物江  - 2006/06/20 10:28 - 

浅草岳良かったです。みんな泥だらけになりましたが、この時期の山は仕方ないでしょう。雨で地盤が滑りやすくな

っていて、又急登でいつ落ちるかと緊張の連続、みんなしっかりしがみついていました。私も、これまでストックなし

で登っていましたが、必要だと思いました。ヒメサユリ会えたのも良かったです。７月上旬になると頂上湿原にヒメ

サユリが咲くそうです。そういえばワタスゲもできはじめでもう少し時間が必要でした。みんな健脚揃いで予定より

大幅に短縮できました。まあ、虫のため頂上でゆっくり出来なかったということでしたが。渋谷さん、足をリハビリし

て治し、屋久島に行きましょう。ホームページ見て下さい。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/asakusa/asakusa.htm  

 

493 
お知らせ 奥倉 勇一  - 2006/06/14 09:14 - 

浅草岳へ参加される方は雪が多いのでアイゼン、ストックを忘れないようにして下さい。 

 

 

 

492 
白い花の名前 小田野  - 2006/06/04 07:44 - 

大菩薩に咲いていた白い花は「バイカオウレン（梅花黄蓮）」だと思います。今年の夏は中央・南アルプスに出かけ

て高山のお花畑を満喫できるかと思ったのに開店の仕事で見事につぶれました。この週末も家でシコシコ仕事を

する合間に植物図鑑を見て慰みにしてます。屋久島は「ヤクシマ○○」という花がとても多いので皆さん楽しみで

すね。 

 

 

 屋久島 奥倉 勇一  - 2006/05/31 09:11 - 



491 

屋久島の申し込みの期日は 6 月 10 日です。  

参加される方は予約金をお願いします。 

 

 

 

490 
大菩薩ホームページ 物江 賢司  - 2006/05/30 16:39 - 

大菩薩のホームページが出来ましたので、ご覧下さい。本当に良い天気でしたね。今年は天候不順で、運動会は

二日も雨で出来ませんでした。明日です。みんな忘れてしまいそう。  

浅草岳に行く日は、学校公開になってしまいました。午前授業ですので間に合えば、大宮で合流します。うまくいく

かどうかは運次第ですね。浅草岳晴れると良いですね。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/daibosatu/daibosatu.htm  

 

489 
出発時間の変更 奥倉 勇一  - 2006/05/29 13:15 - 

浅草岳に参加される方は 6 月 17 日の東京発が 13:32 分発 Max とき 325 号 2 階に変更になっておりますのでご注

意下さい。  

キップを送りましたので確認してください。 

488 必需品 奥倉 勇一  - 2006/05/22 12:59 - 

牛奥雁が腹摺山の参加者は 12 名なれど、誰もシャベルを持ってこなかった。独活（ウド）は無かった？  

諏訪本が居ないと山菜は取れないね。 

 

 

 

487 
富士山 諏訪本充弘  - 2006/05/21 01:25 - 

この時間見る人いませんよね？あしたは晴れです。今日（２０日）は西桂、河口湖と行きましたが富士山がきれい

でした。２１日はもっと綺麗だと思います。心がけのいいかたがおおいということですかねえ。肝心なことを忘れてい

ました。シャベルはあしたは必需品です。 

 

 

 

486 
明日は晴れ 物江  - 2006/05/20 11:13 - 

雨の日が続いています。運動会の練習も出来ないので焦っています。明日はふれそうです。大菩薩の春をたっぷ

り楽しんできたいです。 

 

 



 

485 
無念の浅草岳 小田野  - 2006/05/18 20:26 - 

憧れの浅草岳に行けなくなりました。残念です。みなさん、ミニシャベルでたくさん山独活を採ってきてください。  

牛奥雁ヶ腹摺山は行けそうです。 

 

 

 

484 
浅草岳 小田野  - 2006/04/29 20:34 - 

牛奥雁ヶ腹摺山、浅草岳（17 日Ａ）参加いたします  

 

 

 

 

483 
大菩薩 諏訪本充弘  - 2006/04/28 11:28 - 

今回は薪の買い付けの為参加できませんが、老婆心ながらアドバイスとして、ミニシャベルはもっていったほうが

いいとおもいます。浅草岳では絶対必要です。そちらも解禁のため不参加ですが、ウドは必ずあります。 

 

 

 

482 
浅草岳 奥倉 勇一  - 2006/04/26 11:15 - 

6 月 17 日、18 日の浅草岳の案内を送りましたが、宿に人数を知らせなければならないので、なるべく早めに参加

の意思表示を、お願いします。  

 

ついでに 5 月の山行も連絡下さい。 

 

 

 

481 
今度は参加 市之瀬  - 2006/04/19 17:40 - 

奥倉さん５月の山行案内有難うございました。今回は是非参加したいと思いますので宜しくお願いいたします。体

重も幾分増加しているので心配。トレーニングをして参加します。 

 

 

 

480 
冷や汗！ 鮎は名人  - 2006/04/19 11:31 - 

冷や汗の出る投稿、ズキンときました。７月はまかせてください。 

 



 

 

479 
ウド（独活）？ シャベルを持って行った男  - 2006/04/18 11:32 - 

14 日焼山にシャベルを持って行ったけど何も収穫がなかった。  

17 日仕事を終え、家に帰ったらウドの料理があった、美味しかった。  

7 月の鮎に期待、秋刀魚にならない事を願う。 

478 芽吹きの丹沢焼山良かったです 物江 賢司  - 2006/04/16 18:22 - 

昨日焼山、黍殻山へ行ってきました。ちょうど山の木々が芽吹く瞬間に出会う山行となりま

した。丹沢をちょっと侮っていましたね。前に言ったときは何ともなかったんですが、今日は

足が痛いです。次の日に出るのは若いか？ホームページが出来ましたので見て下さい。

それから、屋久島の案内更新しました。ホームページを見て下さい。予算は総額１１万円、

飛行機、船宿がセットになって６万７千円が安かったです。６月１０日最終〆切です。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/yakeyama/yakeyama.htm  

 

477 
4 月 15 日の山行について 松林広司  - 2006/04/12 13:08 - 

都合により、4 月 15 日の山行に参加できるか微妙な状況になりました。  

駅に現れないときは、ご容赦ください。 

 

 

 

476 
山で何掘るの？ 物江 賢司  - 2006/04/11 15:58 - 

今度の山行計画をよく見ていたら、不思議な持ち物がありました。ミニシャベルです。いったい何を掘るのでしょう

ね。八重の山吹でも掘ってくるかな。おいしい山菜が採れたらうれしいですね。差無比が続いていますが、土曜日

にはきっと晴れるでしょうね。  

 夏の宮之浦岳山行の計画が煮詰まってきています。そのうち、ホームページで案内します。予約金は７万円で

す。ご準備ください。鯨とぶつかった事件がありました。怖いところですね。鯨はみたいけどぶつかりたくはないです

ね。 

 

 

 

475 
焼山の訂正 諏訪本充弘  - 2006/03/25 19:58 - 

焼山の案内の内一部訂正があります。下車駅は相模湖です。乗り越さないで下さい。相模湖から焼山登山口まで

はマイクロバスをチャーターしました。いやしの湯から藤野までも同じです。費用ですが、電車賃を除いて、生ビー

ル、テンプラうどん込みで約４０００円です。安くてすみません。 

 

 



 

474 
素晴らしい写真 野口博孝  - 2006/03/23 22:10 - 

黒斑雪中登山の写真、ただいまじっくり見ました。とてもうつくしい。深い感動が湧いてきます。酔うような感じでつ

い登高中のつらさを忘れてしまいそう。物江先生の腕前はますます冴えてくるようだ。大自然と会に対する姿勢が

ありありと見えるようで嬉しいね。オッと、井出さんという名人もいますよ。仲間に感謝を込めて。野口博孝。 

 

 

 

473 
黒斑山ホームページ 物江 賢司  - 2006/03/22 21:38 - 

黒斑山ホームページ出来ました。ご覧下さい。画像を見て感じたのですが、相当な雪山でしたね。本格的な雪でし

た。標高差４００m くらいですが、夏のコースタイム比べかなり時間がかかっているようです。そのためか、雪の中を

行く前原山行会はすてきでした。感動新たです。白銀の黒斑では、かすかに浅間山の裾野が見られますのでゆっ

くり見て下さい。やっぱり遭難には注意しないとね。私も、テレビに出て弁解すのも嫌ですね。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/kurohu/top.htm  

 

472 
黒斑ありがとう 野口博孝  - 2006/03/22 21:26 - 

黒斑山行を無事に終えてホッとしています。14 名の同行皆さんに大いに感謝します。今も相当な疲労感が残って

いますが今回の雪中登山を目標に秋からの山行を続けたつもりですがやはりきつかった。分かっているくせにとい

うところですがご勘弁ねがいます。しかしあちこちで凍死の遭難が起きたというニュースを聞くとやはりこの時期大

いに自重しなければいけませんね。私も自分の限界をよく考えて参加するつもりです。今回とくに奥倉さん物江さ

ん井出さん野田さん諏訪本さんにご心配かけたことに深く謝意を申し上げます。なお来月の丹沢は都合悪く参加

できません。残念ですが。では又。野口博孝。 

 

 

 

 

471 屋ｋ島宮之浦岳第一次案内 物江 賢司  - 2006/03/11 22:06 - 

厳しい寒さもようやく終わりかけています。二度も風邪を引くというか風邪気味になり厳しさを実感しました。暖かく

なる夏のメイン山行のことが気にかかります。今年は８月３日から６日の３泊４日の屋久島宮之浦岳登山です。雨

の多いところと聞きますが、認定登山をやめともかく登ってきましょう。台風は別デスが。第一次案内をホームペー

ジに載せました。ご覧下さい。コースの取り方等ご意見が有りましたら、掲示板にどうぞ。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/yakusima/annai.htm  

 

470 
乗車券受領 野口博孝  - 2006/03/07 20:58 - 

奥倉さん、乗車券受領しました。いつも手数をかけてすみません。今年は去年の湯ノ丸山より雪は多いだろうし苦



戦するかもと思っていますがしっかり登りたいと考えております。掲示板ご覧の仲間へ。三浦さんは退院して経過

順調のようです。みな元気で快調なのがなによりです。では又、野口博孝。 

 

 

 

469 
黒斑山 奥倉 勇一  - 2006/02/21 09:03 - 

黒斑山に参加される方はそろそろ予約金の振込をお願いします 

468 屋久島 奥倉 勇一  - 2006/02/14 09:26 - 

８月３日～６日の屋久島の費用は、往復の飛行機、ジエットホイル、宿泊三泊で約 95,000 円です（以外と安いと思

う）後はタクシー、昼食代、観光等の費用です。今から予定しておいて下さい。  

物江先生へ 往復登山にしないと無理ですよ。 

 

 

 

467 
大岳山ホームページ 物江 賢司  - 2006/02/12 11:12 - 

大岳のホームページ出来ました。今年の冬は寒いですね。いつもですと梅も満開ですが今年はまだまだです。３月

の黒斑も大雪でしょうね。雪崩に注意しながら行きたいと思います。所で８月の宮之浦岳そろそろ計画を立てま

す。良い情報が有りましたら教えて下さい。基本は、淀川登山口から登り荒川登山口に下りるコースを考えていま

す。高低差は登り７００ｍ 下り１３５０ｍ時間は登り４時間下り７時間 ちょっと無理か？ そのときは淀川登山口

往復となります。ご意見をお寄せ下さい。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/outake/outake.htm  

 

466 
大岳山行 野口博孝  - 2006/02/06 22:47 - 

昨日の朝は寒かった。でも気合は入ってました。ピーンと張り詰めた冬晴れの一日。凍った山道もアイゼンの効き

具合が楽しかった。本心は氷川までやる気だったんです。いい山行を有難うございました。奥多摩は普段は少し軽

く思ってますが登ってみると結構きつい。私の年の関係もあるでしょうけど緊張するところもあったし、筋肉に無理

がかかったようで終わったと思ったらやっぱりケイレンが起きて醜態を見せました。反省会は残念ながらついて行

けませんでしたが小さなポカが増えているのは自覚してます。それでも敢えて先ず参加と考えています。諏訪本さ

ん主張のように始めに気合ありき。みなさん能力の高い仲間だから大いに安心です。石井さん、よく万歩計、拾っ

てくれました。ありがとう。計２１６００歩でした。それからこれも偶然なのかなあ、さっきたくさんの写真の束からひと

つ抜いたのが１９８９年の二月五日の山行写真だった。奥倉さんがお父さんを亡くした直後で参加しなかった雪の

山行。奥多摩駅から鋸尾根を経て大岳、そして馬頭刈尾根のあの長かったヤツ。思い出しながら見ましたがちょっ

と不思議な感じがしましたね。では来月の黒斑でまた。野口博孝。 

 

 

 お騒がせ 小田野  - 2006/02/06 15:09 - 



465 

昨日は最後の最後までありがとうございました。いつまであのパワーについていけるか心配です。  

それから、失くしたはずの携帯が見つかりました。大変お騒がせいたしました。  

 

 

 

 

464 
5 日 小田野  - 2006/02/03 08:09 - 

５日は御嶽駅に先に行っているかもしれません。  

携帯を失くしたようです。（TT)  

 

 

 

 

463 
5 日 諏訪本  - 2006/02/02 09:41 - 

５日は立川駅から合流します。 

 

 

 

462 
残念 市之瀬 政美  - 2006/01/31 11:53 - 

５日は私の裏庭の山ですので行く予定にしていたのですが。。。。。。残念ながら参加できません。今年も皆さん宜

しくお願いいたします。  

 

 

 

 

461 
2 月 5 日の山行について 松林広司  - 2006/01/30 17:20 - 

非常に残念ですが、5 日の山行は用事ができたため、参加できなくなりました。＿｜‾‖〇 

 

 

 

460 
雪の備え 物江 賢司  - 2006/01/29 17:30 - 

足慣らしに高尾山に行ってきました。まだまだ冬景色雪も結構残っていました。日だまりの所は雪は有りません

が、吊り橋コースなど日影に入ると雪が凍っていました。５日の奥多摩大岳も同じような感じだと思います。アイゼ

ン、ストックなど準備しましょう。また、鋸岳方面への縦走は難しいかも。そのときは引き返し御嶽で風呂でも入って

飲みましょう。 



 

 

 

 

459 奥倉リーダー殿 野口博孝  - 2006/01/22 21:34 - 

いつも投函して頂いてすみません。あっさり受け取っているようで申し訳なく思っています。一年の始めにまとめて

厚くお礼を申し上げます。先週の箱根湯坂下りはまことに和気あいあいそのものでしたね。宴会も含めてほとんど

血族化したようで仲間とのびのび一日を過ごせるということは素晴らしいことだ。いま写真を見ながら深く感じてい

るところです。昨日久しぶりに小板橋さんを訪れて線香を上げてきました。奥さんが私等の作品集などを出してくれ

たものだからなつかしい歌を吹いたり歌ったりしましたが友達というものの有り難味を痛感してきました。年頭に際

して前原山行会を大事に思う気持ちが一層高まっていりことを申し上げたい。二月の大岳縦走は自分の年を考え

ながらも登りたい、たとえ雪中であっても。先生はじめ皆さん、よろしく願います。野口博孝 

458 湯坂道ホームページ 物江  - 2006/01/21 22:06 - 

今日は東京も雪景色です。一週間前の新年登山では雪が全く有りませんでしたが、今日は箱根も大雪でしょう

ね。箱根湯坂道のホームページ出来ました。下る山登り？でしたが箱根の歴史にもちょっとふれることができて良

かったです。ＤＶＤ希望の方はお知らせ下さい。ダビングしてお渡しします。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/yusaka/yusaka.htm  

 

 

457 DVD 素敵でした、ありがとう 奥村 直史  - 2006/01/16 20:21 - 

物江先生  

ＤＶＤ有り難うございます。素晴らしかった。  

大変こった編集、校正、ご苦労様でした。  

思い出がたくさん詰まっています。  

思い返すに、天候にも恵まれ、タイミングにも恵まれた一年でした。  

 

画像はちょっと、赤が勝っているのでしょうが、それでも大変きれいです。  

羊蹄山では、懲りすぎた編集で、そろぞれの写真が十分鑑賞しにくくちょっとせわしなかったか。  

でも、難しい被写体を、楽しげに、麗しく纏めて頂き、感謝感謝です。  

さぞかし大仕事だったことでしょう。  

今年の思いでも楽しく纏めて頂けることを願っております。  

        奥村 直史 

 

 

 

456 
おめでとうございます 物江 賢司  - 2006/01/04 09:10 - 

あけまして おめでとうございます。２００６年もいい年で有りますように願っています。昨年は天候に恵まれ、中止



になったのはニセコだけでした。今年もそうありたいですね。ＤＶＤとホームページのＣＤ版を作成しました。DVD は

昨年の山行を DVD ビデオにしたものです。音楽入りです。家庭用の DVD プレイヤーで観ることが出来ます。CD 版

はホームページを CD にしたものです。その際、画像サイズを大きくして見やすくしました。これはパソコンで観るこ

とが出来ます。１月の新年登山に持って行きます。希望者におわけします。楽しみにしていて下さい。新年登山の

乗車券届きました。ご苦労様です。 

 

 

 

 

455 スス逃げ登山 松林広司  - 2005/12/28 09:31 - 

明日（29 日）の高川山に参加します。宜しくお願いします。野口さんの参加を期待します。 

 

 

 

 

454 御坂黒岳ホームページ 物江 賢司  - 2005/12/18 19:39 - 

遅くなりましたが、御坂～黒岳へのホームページアップしました。晩秋から冬に突入するまさにその現場にいわわ

せた幸運に巡り会いました。すてきでしたね。東北や上越の山は積雪２m を越えるとか。今年の冬は厳冬です。ホ

ームページは、画質を下げず作成しました。そのため少し待たされるかもしれません。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/misakakuro/misakakurodake.htm  

 

 

453 12 月 29 日 奥倉 勇一  - 2005/12/15 09:46 - 

12 月 29 日（木）高川山に行きます、  

いつもの小金井駅 5 時 45 分発です。昼食はいりません。  

小金井でビールを飲みながら食べます。  

暇のある人、飲みすぎで汗を流さなければならない人は是非どうぞ。 

 

 

 

 

452 雪になった忘年登山 物江 賢司  - 2005/12/11 20:28 - 

今年最後の忘年登山は黒岳頂上直下辺りから、雪になってしまいました。登山を始めた頃見えていた富士山も雲

の中へ、その代わり、晩秋から初冬への季節の代わり目に立ち会宇事が出来た幸運を得ることが出来ました。野

口さんのバンザイは雪降る黒岳山頂でした。良い山行になったともいます。前原山行会のメンバーの皆さん１年間

ありがとうございました。来年の新年登山は、昨年大嵐のため断念した箱根湯坂道です。今度は下れると？？良

いですね。公務多忙のためホームページは来週です。 



 

 

 

 

451 ０６年の山行計画 物江 賢司  - 2005/11/22 21:20 - 

１１月１９日来年の山行の計画を相談しました。日程は決まっていたので、行く山を選定しました。以下の様に計画

しました。天候や山の様子で変更があり得ますが、各自日程を確保するようお願いします。計画を立てると１年は

あっという間ですね。忘年登山よろしく。泰平館に DVD ありましたっけ、これまでの山行を DVD にして持って行きま

す。  

 

1 月 15 日（日） 箱根方面  

昨年断念した箱根旧街道湯坂道を下ります。  

2 月 5 日（日） 奥多摩大岳、奥多摩駅まで条件が良ければ縦走します。  

3 月 19 日（日） 黒斑山（浅間方面）  

残雪の登山になります。浅間を間近に見ます。  

4 月 15 日（土） 丹沢方面 青根から檜洞丸  

5 月 21 日（日） 牛奥雁が腹摺山  

福ちゃん荘からの往復かそのまま湯ノ沢峠まで行く  

6 月 17 日（土）18 日（日） 浅草岳（新潟方面）  

7 月 15 日（土）１６日（日）諏訪本家にて鮎食事会の予定  

8 月 3 日（木）～6 日（日） 屋久島（宮之浦）  

9 月 10 日（日） 日光赤薙山（霧降高原から）  

10 月 7 日（土）～9 日（月） 手白沢温泉（2 泊 3 日）  

11 月 3 日（金） 夜叉神峠から高谷山へ  

12 月 3 日（日） 新宿７時発の電車で行きます。忘年登山の場所は検討中です  

 

 

 

 

450 黒岳 諏訪本充弘  - 2005/11/17 00:12 - 

前日に河口湖に泊まりますので１台河口湖大橋経由でお願いします。二日酔いにならないよう気をつけます。 

 

 

 

 

449 大マテイ山のホームページ 物江 賢司  - 2005/11/15 22:36 - 

大マテイ山の写真が届きましたね、奥倉さんありがとうございます。富士山ははっきりとは写っていませんでした。

残念です。ホームページも遅れましたがアップしました。美しかった紅葉をもう一度味わってもらえそうです。１９日

には来年の計画の相談です。まだ決まっていいない月の山を決めます。皆さん良い山紹介してね。 

 



http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/oomatei/oomatei.htm  

448 オオマテイに感謝 野口博孝  - 2005/11/07 20:16 - 

11 月５日。久しぶりに会の山行に参加。またとない秋の好日に恵まれ感動の一日でした。東京の奥座敷にいまも

こんなに静かで美しいキンシュウの山が残されていたとは。言うべき言葉を知らず。提案者に謝意を表します。追

記。おかげで反省会の酒のうまかったこと。野口博孝。 

 

 

 

 

447 明日は上野原でお待ちします 小田野  - 2005/11/04 15:03 - 

山は天気が一番ですね。先週は八ヶ岳へ行って、とんでもない強風と雨にあいました。でも翌日は一転して 360 度

の雲海大パノラマでした。  

明日は私の電車の都合で、先に上野原でお待ちします。 

 

 

 

 

446 明日は晴れそうです 物江 賢司  - 2005/11/04 10:44 - 

明日の予報ははれそうです。ラッキーですね。明日は、自転車がないので東小金井駅から直接乗ります。高尾で

あえるでしょう。よろしく。 

 

 

 

 

445 石井さんへ 松林  - 2005/11/02 08:56 - 

了解致しました。 

 

 

 

 

444 松林さんへ 石井  - 2005/11/01 20:34 - 

３日 Ｏｋ です。  

 

 

 

 

 



443 石井さんへ 松林  - 2005/11/01 14:27 - 

３日（木）５時でいかがでしょうか。祭日でご都合が悪ければ、４日（金）は休暇を取りますので、奉行のよろしい時

刻に参上致す所存です。 

 

 

 

 

442 松林さんヘ 鍋奉行  - 2005/10/27 08:58 - 

御連絡の件 ２９日（土）でしたら結構です。        引継ぎ時間をお知らせください。   

 

 

 

 

441 11 月 5 日の山行について 松林  - 2005/10/25 15:59 - 

白神岳登山では大変お世話になりました。黄葉のブナの原生林は人間の手が入らない自然の美しさに感動いた

しました。  

まことに残念ですが、11 月 5 日の山行は都合により欠席させていただきます。  

つきましては、鍋持ち奉行の石井さん、鍋の引継ぎを「OK ストアー」で行いたいと思っております。いかがでしょう

か？ 

 

 

 

 

440 白神岳ホームページ 物江  - 2005/10/20 20:26 - 

遅れていましたが白神岳のホームページを作成しました。紅葉の写真の一枚目のリンクがはずれています。どうし

てかな？？？写真も皆さん届いたと思います。結構きれいにとれていました。写真を DVD にしています。完成しま

したら報告します。希望者に差し上げます。ただし、DVD プレーヤーがないとみられません。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/sirakami2/sirakami.htm  

 

 

439 ハｱ～～イ！HIROKO です。 HIROKO  - 2005/10/17 22:06 - 

お待たせしました、白神山地の写真が出来あがりました。紅葉やブナの緑が美しい、写真でした。先生ありがとう

ございました。  

今回、青森はほ～んと良いとこでした。山も海も食事も人も何もかも楽しくて暖かくて良かったです。またいつかみ

ちのく温泉で女将さんと、のほほのノンちゃんと（勝手に決めた）料理長に会えると良いですね。  

では１１月５日山で会いましょう。 



438 来月は参加 野口博孝  - 2005/10/13 22:50 - 

今月の白神山地はみんな存分に楽しめたでしょうね。今年の山行も計画通り進んで喜ばしいかぎり。：来月の山行

は参加したいと思っています。これもダメなようじゃ来年の山の夢もみられないという思い、というと近い山を軽んじ

るようですが全くそうではなく昔よりよっぽど真剣です。ペース配分を課題に何かをつかみたいもの。野口博孝。 

 

 

 

 

437 18 年の予定案 奥倉 勇一  - 2005/10/13 09:43 - 

1 月 15 日（日） 箱根方面  

2 月 5 日（日） 検討中  

3 月 19 日（日） 黒斑山（浅間方面）  

4 月 15 日（土） 丹沢方面  

5 月 21 日（日） 牛奥雁が腹摺山  

6 月 17 日（土）18 日（土） 浅草岳（新潟方面）  

7 月 15 日（土）16 日（土） 諏訪本家にて鮎食事会の予定  

8 月 3 日（木）～6 日（日） 屋久島（宮之浦）  

9 月 10 日（日） 検討中  

10 月 7 日（土）～9 日（月） 手白沢温泉（2 泊 3 日）  

11 月 3 日（金） 検討中  

12 月 3 日（日） 検討中 案・・・うかい鳥山  

 

11 月 19 日（土） ：武蔵小金井駅前（南口）の日本海庄屋において 5 時より最終決定の話し合いを行います、来ら

れる方は山を考えてきてください、なお参加される方は店の予約が必要ですので奥倉まで連絡下さい。 

 

 

 

 

436 すばらしかった白神山地 Ｒ．Ｓｕｇａ  - 2005/10/11 22:02 - 

白神山地、あっという間の３日間でしたね。目にもあざやかな紅葉はもちろんのこと、笑いあり、ハラハラドキドキの

大ハプニングあり、人の縁の不思議あり・・・ほんとうに楽しかったです。  

これでまた忙しい毎日を何とかがんばれそうです。いろいろお世話になり、ありがとうございました。 

 

 

 

 

435 遅くなりましたが 物江 賢司  - 2005/10/06 22:51 - 

富士山と、黒富士のホームページがようやくできました。ご覧ください。このホームページは黒富士です。  

こちらが富士山です。  



http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/fuji/huji.htm  

いよいよ明後日、白神山地へ出発です。温泉もたっぷり楽しんできましょう。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/kurohuji/kurohuji.htm  

 

 

434 ９日のお昼 物江 賢司  - 2005/10/05 09:11 - 

白神山地にブナの黄葉を見に行くのももうすぐですね。よろしくお願いします。いくつのかの連絡をします。  

９日のお昼を頼みました。おにぎりと漬け物くらいしかつかないようです。でうから、各自足しになるような物を用意

してください。パンとか行動食になるようなもの。お茶はわかす予定でいます。１０日の昼はまだ頼んでいません。

駅に１２時くらいにつくのでそこで何か帰ればと思っていますが、何もないかもしれません。そのときは宿に頼みま

す。  

８日は東能代から宿までバスの利用です。大きな荷物はバスにおけます。ですから、サブザックに雨具程度を詰め

て登れます。また、最終日１０日も、荷物を宅配便に頼めば、軽装で１２湖を散策できるでしょう。各自以上のことを

ふまえ計画してください。東京駅で会いましょう。  

 

 

 

 

 

433 高川山の報告 野口博孝  - 2005/09/28 21:51 - 

２４日の会は愉快でした。みんなの顔を見るとどうしても呑み過ぎてしまう。あの晩は孫達が待っていたのを忘れて

しまった。遅くまでご迷惑をかけました。：計画どおり２７日小村氏と前夜参加連絡のあった三浦さんと３人で高川

山に行ってきました。天候は前日と一変。山中小雨。見とおしのいい冬と違って何も見えないブッシュの山。道は滑

るしいつもの軽い感じの高川山とは別の山のようだった。着替えタイムをいれて登り２時間半、下り２時間かかっ

た。山頂にいた犬一匹  

（この犬はずうっと一緒に下山した)以外山中に人影なしという状況でした。三浦さんは登りはやや心配顔だったけ

れども下山で大分自信回復の感じ。小村さんもまだまだいける感じ。登ったあとの感想はやっぱり山は続けてなく

っちゃ意味無しということね。前原Ｂ班として 11 月下旬に高水ニ山（三山にあらず）と決めたので了承願います。

（以前の登り口、去年すでに廃道になっていたけれど今回もう完全に見分けがつかなくなっていました）。野口博孝 

 

 

 

 

432 平成１８年の山行予定日 奥倉 勇一  - 2005/09/26 22:28 - 

平成 18 年(2005 年)の山行日が決まりました、  

1 月 15 日（日）  

2 月 5 日（日）  

3 月 19 日（日）  

4 月 15 日（土）  



5 月 21 日（日）  

6 月 17 日（土）,18 日（日）  

7 月 15 日（土）,16 日（日）  

8 月 3 日（木）～7 日（月）  

9 月 10 日（日）  

10 月 7 日（土）～9 日（月）  

11 月 3 日（金）  

12 月 3 日（日）  

 

目的地が決まっているのは 10 月の手白沢温泉です。  

8 月は屋久島ということに仮決定していますが、無理なようでしたら他に変更します。  

その他の日に行く山を皆さんなるべく早く提案してください。  

 

 

 

 

 

431 ハｱーイ、HIROKO でーす。 奥倉 裕子  - 2005/09/26 20:35 - 

ハｱーイ、HIROKO でーす。  

24 日土曜日、台風にもめげないで集合して下さってありがとうございました。小板橋さんもほっとしておりました。ゴ

ーヤチャンプルも最高に美味しかったです。来年の計画も少し決まって、物江先生や主人も喜んでいました。一品

持ち寄りパーティーだったので皆さんありがとうございました。懐かしい人たちにもお会いできて楽しい一日でした。

また来年に向けて登山頑張って行きましょう。 

 

 

 

 

429 富士山黒富士ＨＰ作成中 物江 賢司  - 2005/09/23 19:58 - 

気がつけば、９月ももう下旬。明日は海外の山行と来年の山の相談がありますが、今年の山行のＨＰがまだできて

いません。今度はパソコンがフリーズして、再インストールする羽目になりました。設定がややこしくてもう少しかか

りそうです。明日は、行きたい山をどんどん推薦してください。私の推薦は屋久島に行きたいですね。それに、立山

の再挑戦か針ノ木に行きたいですね。 

 

 

 

 

428 ９月２４日（土）午後４時集合 奥倉 勇一  - 2005/09/13 11:11 - 

9 月 24 日（土）午後 4 時より奥倉宅において来年の海外登山の検討会、並びに来年の行きたい山の話をしますの

で、暇と時間のある人はご参加下さい。諸般の事情により今までの海外登山積立金を当日返却致します。  

当方でビールと焼酎の飲み放題を用意しますので、参加される方は一品持ち寄りでお願いします。 



427 白神山地へ 物江 賢司  - 2005/09/10 20:40 - 

白神山地の紅葉はきっとすばらしいでしょう。ところで、電車ですがリゾート白神（秋田からあきた白神まで乗車の

予定）がとれませんでした。人気殺到と言うことでしょうか。そこで、観光バスを借り切ることにしました。東能代駅

からバスに乗り、二つ森登山口まで乗車、登山後みちのく温泉まで行ってもらいます。バスが登山口で待っていま

すからのんびり登山が出来るでしょう。料金は４７２５０円です。秋田から普通電車もあるのですが、待ち合わせ時

間が長く、一日目はみちのく温泉に行くだけになってしまうので、バスを借りることにしました。普天の場合は、バス

で観光めぐりでもしましょう。 

 

 

 

 

426 みちのく温泉 物江 賢司  - 2005/09/05 21:27 - 

今日、みちのく温泉から人数の確認の電話がありました。一応２０人で予約していましたので、そこで早めに人数

を確認したいと思います。参加希望の方は早めに申し出て下さい。よろしく。 

 

 

 

 

425 白神の予約金 奥倉 勇一  - 2005/09/01 09:16 - 

白神山地の予約金が案内書に五万円とありますが、四万円に訂正して下さい。もう何人かもらっていますが、すべ

て四万円なので統一します。9 月 10 日迄です。  

キップは手配済みです。多分取れるでしょう。 

 

 

 

 

424 秋の白神山地 物江  - 2005/08/31 22:05 - 

秋の白神山地の計画を作りました。紅葉の山を訪ね、日本海を望む温泉にゆっくりつかる、すばらしい山行になり

ました。自画自賛！！ 新幹線等の手配があります。計画が遅れて申し訳ないのですが、参加希望を早めにお知

らせ下さい。また、予約金は５万円です。いつもの所に振り込んで下さい。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/sirakami/keikaku.htm  

 

 

423 ライト版は保持できると思います 小田野  - 2005/08/30 17:36 - 

先生、ついに 50Ｍ突破ですね。私の分は前原だけで 5 個のライト版を使用しているのですが、もうすぐ合計で 250

Ｍも満杯になるでしょう。写真が多すぎるんですよね。リンクしている大きな画像を削除してサムネイルだけにすれ



ばまだ持つと思いますが。5 個も持っているライト版ですが、今まで何のお咎めもなかったので、もういくつかライト

版に登録して見るのも手かと思ってます。  

先生はベーシック版に新規登録しただけで、無料サービスのライト版を退会したわけではないですから今後もずっ

と見られるはずです。  

実は私の分のＴＯＰページは広告非表示オプションを使用しています。一部のページに広告が入っていないのが

そうです。一年間で 3,150 円かかるんですが、これだったらベーシックに新規で入ったほうが良さそうですね。有料

でも、もっと容量のあるものとかを探して見ます。 

 

 

 

 

422 北海道の報告ＨＰ完成 物江 賢司  - 2005/08/27 23:16 - 

遅れに遅れていましたが、ようやくホームページができあがりました。観て下さい。今回はついに容量オーバーとな

り、ベーシックに切り替え３００Ｍにしました。その手続きに手間取りまたまた遅れてしまいました。これで当分大丈

夫でしょう。ところで小田野さん、今までのライト版のデーターはどうなるのでしょうね。切り替えたので消滅でしょう

か。心配です。 

 

http://monoe-kenji.web.infoseek.co.jp/hokkaidou/top.htm  

 

 

421 いよいよ 物江 賢司  - 2005/08/26 23:02 - 

我が家のインターネット接続も B フレッツと光電話に切り替わり、無事インターネットに接続が出来るようになりまし

た。これで、心おきなくホームページ作成に取りかかれます。しかし、やすくなりましたね。すべて混みで６千円程度

です。それにしても、ルータやら端末機やらで配線がスパゲッティ状態です。 

 

 

 

 

420 あいかわらず遅れています。 物江 賢司  - 2005/08/22 22:00 - 

８月も終わりに近づいているのに、ホームページはまだです。家やら、学校やら、光ファイバーの切り替えやらで、

遅くなっています。白神山地ですが、二つ森の登山はガイドを頼んだら良いかもしれません。利点は車つきな事で

す。あまり、タクシーが無いので連絡してみます。無線機は新しいのはやはり進歩していますね。家のは、送信用

の半導体がもう劣化しているのではないかと思われます。一度見てもらってみます。 

 

 

 

 

419 ビデオカメラとトランシーバー 小田野  - 2005/08/16 15:00 - 



みなさん、こんにちは。新しいビデオカメラを買って試しました。DVD や HDD ではありませんが、最新のものはやは

りいいですね。。静止画像ではなくカメラ機能が別個なので、今度はこれ1台持って行くだけになりそうです。これで

DVD にプリントできるようになると思いますが、もう少し時間がかかりそうです。9 月からまたビデオ撮影開始です。

白神が待ち遠しいですね。  

それから野田さんに譲ってもらったトランシーバーですが、手白沢橋から手白小屋まで通信できました。なかなか

の優れもので感激しました。 

 

 

 

 

418 鳥の名前 小田野義之  - 2005/08/08 21:52 - 

みなさん、富士山お疲れ様でした。日本野鳥の会栃木支部の不良会員はまたしても馬脚を露してしまいました。ル

リビタキとともにたくさん鳴いていたのはメボソムシクイでした。三番目に「．．．ではないか」と口に出した名前で

す。センニュウとムシクイは種類があって鳴き声が全然違うのでとても憶えられません。もっともセンニュウは北海

道以外はあまりいないんですが忘れてました。でもこれでメボソムシクイはやっと憶えたつもりです。9 月にはどん

な鳥が鳴いてくれるでしょう。 

417 
北海道ではお世話になり有り難うございま

した 
ひろみさん  - 2005/08/07 17:43 - 

本日、皆様は富士山でしたね。暑かった？お会いしてお礼が言えないのでメールで失礼します。今頃飲んでいらっ

しゃるかな？市ノ瀬さん復帰と伺いましたが、、、。お会い出来なくて残念です。又の機会にどうぞよろしく。白神山

地楽しみにしてます。最後になりましたが、北海道の花の写真たくさん有り難うございました。見ては思い出してま

す。 

 

 

416 ホームページ遅れています。 物江  - 2005/08/06 11:15 - 

北海道の山行報告のホームページ作成が遅れています。申し訳ありません。来週早々には取りかかりたいと思い

ます。もうしばらくお待ち下さい。紅葉の白神山地の案内も、細部が決まりましたら報告します。それにしても、今年

は暑いですね。夏の前半の涼しさがなつかしいです。明日の富士山登山もきっと暑いですね。水をたくさん持って

行きましょう。これ以上黒くなりたくないです。 

 

 

415 秋の山行計画 物江 賢司  - 2005/07/24 21:30 - 

夏の北海道で秋の山どこに行くか話し合いました。白神山地に行きたいという意見が多かったので、秋の紅葉を

めざし白神山地に行くことにしました。宿は、二泊ともみちのく温泉です。  

１０／８（土）秋田新幹線で秋田へ、能代線に乗り換え、白神に入り口二森山へのトレッキングであしならし、１０／

９（土）は白神山地の展望台、白神岳への登山（往復７時間）10/10（月）は十二湖トレッキング後、能代線で秋田へ

出て帰ります。  

宿の車の送迎も可能ですので、レンタカーは必要ありません。費用は、JR 料金は往復約４万円、宿泊代二泊で２

万５千円、諸費用として（タクシー代、送迎代等）で一万円で合計７万５千円です。白神山はゆっくり登って４時間で



すので全員が登頂可能です。みなさん、白神の秋を満喫してきましょう。くわしい計画は今後煮詰めます。 

 

 

 

414 北海道よかったですね 物江 賢司  - 2005/07/22 21:18 - 

北海道に行ってきました。天候はいまいちでしたが、それなりに良かったと思います。北海道の山のすばらしさを

味わえたと思います。反省点としては、異動に時間がかかりすぎた、天候と時間の関係で頂上を踏めなかった、等

あると思います。また、１５００ｍ以上の高低差のある山は、寂しいことですが全員でそろって登頂するのはかなり

無理があることもわかってきました。これらの反省点をふまえ、秋の山行を考えていきたいと思います。  

秋の山行の候補に、白神山地と八甲田山があがりましたが盛岡からレンタカーでは、行くまでに時間がかかりすぎ

るように思います。二泊三日ではどちらかと言うことになってしまいます。皆さんのご意見を寄せて下さい。 

 

 

 

 

413 いよいよ明日です 物江 賢司  - 2005/07/14 10:57 - 

いよいよ明日になりました。北海道の天気はどうでしょうか。まあ、本州が梅雨のうちは大丈夫でしょう。無線機は

１台はだめなので２代持っていきます。いずれの山も往復登山なので自分のペースで登ることも可能です。楽しい

北海道登山にしましょう。後発は、直接一丁に集合してください。 

 

 

 

 

412 15 日の居酒屋 小田野  - 2005/07/10 22:03 - 

宴会場はＪＲ高架下にある「うおや一丁札幌駅店 http://www.1cho.com/hokkaido/restrant/index.html」ですね、了

解しました。なかなか良さそうなところですね、札幌駅着 7：48、８時ちょっと前には合流できます。待ちきれなくて車

中で一杯やってしまいそうです。  

今日、札幌会館に荷物を送りました。当日は名古屋から薄氷を踏むようなスケジュールで羽田に向かいます。間

に合うかな？  

先々週は苫小牧から皆さんが登る樽前山を望観しました。カッコいい山でした。雨竜沼湿原や羊蹄山が楽しみで

すね。  

 

 

 

 

 

411 15 日の居酒屋決めました。 物江 賢司  - 2005/07/09 13:45 - 

東京は梅雨空ですが、このまま、東京は梅雨が続いてくれると北海道は晴れですね。１５日の夕食は刺身居酒屋



一丁（０１１－２３２－００２２）というところにしました。後続部隊のことも考え札幌駅南口すぐの所です。飲み放題を

はずすと－１２００円になり３２００円となります。寿司も付いています。飲み放題をどうするか迷っています。定山

渓鹿の湯はコンパニオンつき飲み放題ですが、こちらにもきれいどころはたくさんいるからと言うことで断りました。

－８００円になりました。７時からとなります。もう少しです、健康管理に十分注意して良い山行にしましょう。 

 

 

 

 

410 もうすぐですね Suga  - 2005/07/03 09:52 - 

航空券と写真無事届きました。どうもありがとうございました。花の名前たくさん覚えたと思ったのに、写真で見ると

もう忘れているのもあったりして・・・。苗場山は本当に素晴らしい山でした。今朝、NHK で「富良野岳」をやっていま

したね。もうすぐあの花達と皆さんに会えるかと思うと、楽しみでなりません。それでは北海道で！！ 

 

 

 

 

409 航空券ありごとう 物江 賢司  - 2005/07/02 14:39 - 

航空券、写真書留で届きました。ありがとうございました。いよいよですね、北海道も後２週間です。今探している

のは、札幌すすき野での宴会場です。北海道へ行ったらカニというのもありましたが、値段が張るので普通の北海

道の幸を中心のコースを選ぼうとしています。１時間半くらい飲んで食べたら、明日に備えて早めに寝ましょう。天

候の具合によっては、羊蹄山と、雨竜湿原の日程を交換するかもしれません。ともかく、現地に行って良い方法を

考えたいと思います。 

 

 

 

 

408 航空券 奥倉 勇一  - 2005/07/01 10:58 - 

北海道の航空券を書留で送ります（写真がある人は写真も一緒です）封を開けて自分の名前の航空券かどうかを

確認して下さい。  

小田野の分はちよっとおくれるよ。 

407 Ha～i  Hiroko です 裕子  - 2005/06/27 09:35 - 

お元気でしょうか？今日は暑くて夏です。  

先生、苗場山の写真有難うございました、お花が沢山あります。  

いつもより枚数が多くなりました、ただプリント画面が暗くて選ぶのに苦労しました、楽しみにして下さい。  

又、北海道の予定、私がお願いした雨の日の予定も本当に有難うございました。  

４日間やまに登る事が最大の目的ですが、体力的に迷った場合は個人的にこの雨の日プランを選んでも楽しいか

も？  

もう今週は７月です。アッというまに北海道です。  



身体に気をつけてみんな元気に羽田で会いましょうね。 

 

 

 

 

406 札幌会館の予約名義 小田野  - 2005/06/25 21:11 - 

苗場山のページをアップしました。素晴らしい天気だったんですね。花もたくさん見られたようで、シラネアオイは佐

渡を思い出しました。会社の行事で行くことができなくて残念です。私も前週に吾妻連峰に登ってきました。主峰の

西吾妻山は景色も見えずピークらしさもないので百名山の中では最悪と言っていいでしょう。30 年前に登った記録

がありますが、当時の記憶が全くなかったのでもしかしたら登ってなかったかも？そうだとしたら冷や汗ものです。

しかし、それを除けばさすがにいい山でした。よかったらホームページを見てください。  

ところで北海道の後発組の羽田空港集合時刻 16 時ですが私は間に合いそうもありません。同行のご婦人おふた

りはどうぞ先にご搭乗ください。それから会社をこっそり抜け出していくので荷物一式札幌会館に送りたいのです

が、予約名義はどなたになっているでしょうか？前原山行会か個人名か教えてください。  

あと、就業時間中は会社の携帯を使ってますので当日何かありましたら次の番号にご連絡ください。

080-1091-5501。久しぶりに皆さんと登る北海道の山が楽しみです。 

 

http://y-odano.hp.infoseek.co.jp/MOKU-05/azuma1.htm  

 

 

404 すばらしい苗場山 物江 賢司  - 2005/06/24 21:30 - 

すばらしかったですね、苗場山 残雪の苗場山頂、雪解けの草原に一番早く顔を出したショウジョウバカマ そして

チングルマ、シラネアオイも大群落でした。今回はコースタイム以外はスライドショーにしてみました。ボタンをクリッ

クすると始まります。ゆっくり御覧下さい。感動をもう一度味わえると思います。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/naeba/top.htm  

 

 

403 北海道の準備 物江 賢司  - 2005/06/22 20:57 - 

苗場山は、天候にも恵まれすばらしい山行になりました。今年のメイン山行北海道も１ヶ月を切りました。準備の方

はどうでしょうか。雨天の場合の質問がありましたので、一応計画をしてみました。登山だけでないので食事計画

もずいぶん変わりました。臨機応変に対応していきたいと思います。ともかく、晴れることを願っています。ホーム

ぺージに北海道計画ページに、重要なお知らせのアイコンを登録しました。行く前にぜひ見ておいて下さい。 

 

 

 

 

402 苗場山 奥倉 勇一  - 2005/06/14 13:03 - 



苗場山の概要です。（井出健一氏よりの情報）  

頂上の積雪１ｍ５０ｃｍ位、和田小屋より雪の上を歩くようです。アイゼン、ストック等は必要です。頂上小屋は営業

しています。シラネアオイが咲いている。    以上  

 

 

 

 

 

 

401 黒檜山の山行報告 物江  - 2005/06/07 22:44 - 

黒檜山のＨＰようやくできあがりました。いつも遅くなって申し訳ありません。アカヤシオと鮎のてんぷらが真っ先に

おもいだせれます。これからの山行は、温泉とぐるめ？これだと、前原山遊会になってしまいそうだね。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/kurobiyama/top.htm  

 

 

400 北海道の飛行機 奥倉 勇一  - 2005/06/02 09:16 - 

15 日 本隊：羽田 8 時→新千歳 9 時 35 分頃（ＡＮＡ53 便）  

15 日 ３名：羽田 17 時→新千歳 18 時 30 分頃（ＡＮＡ73 便）  

      （小田野さん、須加さん、物江裕子さん）  

18 日 全員：新千歳 19 時 25 分→羽田 21 時頃  

参加者：男 8 名、女 10 名合計 18 名 

 

 

 

 

399 ありがとうございました 諏訪本  - 2005/05/31 08:37 - 

謝礼ありがとうございました。  

毎年この時期はワカサギは手に入りますので  

山本さんにはご苦労をかけますが来年もやりましょう。  

私もフライ食いたかった。 

 

 

 

 

398 ごちそうさまでした。 物江 賢司  - 2005/05/23 10:36 - 

赤城山についたら、上のほうはまだ芽吹いたばかりのまぶしい新緑でした。ツツジもまだだし、時期を誤ったかなと

思いましたが、アカヤシオの見事な群落に出会い感動でした。  



それに１時間半ほどの登りで山頂へ着くことができ、山頂で１時間以上もゆっくりでたきのも良かったですね。  

昼飯の時、諏訪本さんが提供し、山本さんがあげてきてくれた鮎とわかさぎが出てきました。とってもおいしかった

です。これまでの山行会で一番のごちそうになりました。諏訪本さん、田中さんありがとうございました。 

 

 

 

 

397 赤城の山は晴れそう？？ 物江 賢司  - 2005/05/20 22:34 - 

２２日の赤城の黒檜山間近になりましたね。これまで強風の日々でしたが、だいぶ穏やかになってきました。晴れ

ると良いですね。ツツジも、下の方では咲いているようです。頂上付近はまだ芽生えたばかりでしょうか。楽しみに

しています。今度はカメラマンはしっかりしていますので？？？、それなりのショットをお届けできると思います。 

396 待ちの一手でした。 諏訪本  - 2005/05/15 08:48 - 

ありがとうございました。待ちの一手でした。情緒の安定していると思っている私ですが、加齢とともに気が短くなっ

ているという事でしょうかねえ、気をつけねばなりません。  

古来短期は損気といいますから。  

 ７枚目の解説ですが、解説者はかなり悪い病気にかかっているのではないでしょうか。  

大宮に同級生がやっている渡辺クリニックがあります。通院をおすすめします。 

 

 

 

 

395 待ちの一手でしょう 小田野  - 2005/05/14 11:40 - 

御正体山のスライドショーのことかと思います。私の経験からすると、おそらく次のことで解決すると思います。御

正体山のページを開くと画像のダウンロードが始まりますが、それが完了しないうちにスタート矢印を押すとエラー

になり、スライドショーができません。じっと待ちの一手です。ウインドウ最下部のステータスバーに何番目までダウ

ンロードしているかが次々と表示されると思うのですが。完了すると、マウスのカーソルをスタート矢印の上に寄せ

ると、LAYER 33 と表示され、写真が 33 枚あることがわかります。（1 枚 FALSE とあるのでこの写真が気になりま

すが ^_^ ）これでスタート矢印ボタンをクリックすると自動スライドショーの始まりです。天気も良さそうで気持ち良

さそうに歩いていてうらやましいですね。（7 枚目の写真で、誰かさんが一瞬「タチション」している！と思ったのは私

だけでしょうか？スミマセン m(_ _)m  ） 

 

 

 

 

394 スライドが！ 諏訪本  - 2005/05/14 08:26 - 

スライドがウンともスンとも全く動かないんだけど？  

おしえて。 

 



 

 

 

393 キップ 奥倉 勇一  - 2005/05/11 09:46 - 

五月の黒檜山は往復自由席ですので各人でキップを買って下さい。  

六月の苗場山はこちらで往復指定席を手配します。 

 

 

 

 

392 遅くなりました 物江 賢司  - 2005/05/07 13:23 - 

ホームページの作成が遅くなってしまいました。よくやく出来たのでみてください。御正体山は残念ながら行ってい

ないので、コースタイムの場所が違っているかもしれません。  

鼻曲山  

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/hanamagari/top.htm  

御正体山  

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/misyoutaisan/top.htm  

今月は黒檜山です。体力を付けておきましょう。  

 

 

 

 

 

391 ホームページ遅れています。 物江 賢司  - 2005/05/06 14:10 - 

３月、４月の山行の報告がまだです。遅れまして申し訳ないです。この連休の後半にはなんとかと思っています。と

ころで、６月の苗場山は宿が決まりました。１９日は苗場山ですが、１８日も、早めに出発すれば別な山に登れそう

です。登ってから湯沢の宿に合流となります。良いところ知りませんか。三国峠から猿ヶ京に下るコースも良いかも

しれません。検討中です。黒檜山の時相談しましょう。野口さんは残念です。苗場はピストンですよ。 

 

 

 

 

390 黒檜やめます 野口博孝  - 2005/05/01 20:42 - 

奥倉さん、黒檜はやめときます。ピストンじゃないのはどうも迷惑をかけそうだ。参加のつもりで体を動かしてます

がそのあとの足痛、腰痛がきつくて集団行動に自信がもてない。近場の山行の時だけの勝手参加とさせていただ

きたい。二月の野沢ｽｷｰは毛無山から滑りきったけれども全くガクガクでした。もうやれることはあんまりないね。 

 

 



 

 

389 5 月もトホホ 小田野  - 2005/04/28 13:42 - 

次回の山行を更新しましたが IE だとなぜか地図が表示されません。ネットスケイプだと見られます。（？？？）  

5 月も会社のつきあいで参加できなくなりました。トホホです。6 月も会社行事で行けないので、7 月北海道に半年

振りでお目にかかれそうです。みんなに「あんた誰だったけ」と言われそうです。去年はパーフェクトだったの

に、．．． 

 

 

 

 

388 北海道の予約 奥倉 勇一  - 2005/04/26 09:00 - 

七月の北海道参加の方は早めに連絡下さい。  

 

5 月の山行は諏訪本氏より「わかさぎ」の差し入れが山本さんのところにあり、料理して持ってきてくれます。  

つまみは大丈夫です。 

 

 

 

 

387 御正体山 諏訪本充弘  - 2005/04/18 01:23 - 

御正体山いかがだったでしょうか？  

私は３９年ぶりでしたがそのときの記憶はまったく  

ありませんでした。  

 殿下道ですが村当局に聞いたところあらかじめ下見登山があって直す箇所は指摘されるようです。  

そうでないと、宮内庁から許可がおりないとのことのようです。  

 

 尚一部の意見で道志の山ですべて道を歩くのはなにか物足りないとの指摘  

を受けました。  

そのご意見が大半を占めるようでしたら次回考えたいとおもっております。 

386 御正体山 諏訪本  - 2005/04/08 07:53 - 

4 月７日浄化槽の申し込みがてら山伏峠を越えたのですが  

たしかに雪はあってもたいしたことはありません。  

アイゼンは私は使いませんがあってもじゃまになるものでもないし各自の判断でいいので

はないでしょうか？ 

 

 

 

 



385 諏訪本氏へ 奥倉 勇一  - 2005/04/07 10:55 - 

いろいろとありがとうございます。  

ところでスパッツは必要かもしれませんが、アイゼンは必要ないのでは？雪があるかどうか、あってもたいしたこと

はないのでは。  

今のところ人数は１１人です。あと増えて一人ぐらいです。  

タクシーの手配宜しくお願いします。 

 

 

 

 

384 御正体山 諏訪本  - 2005/04/05 00:40 - 

道志の山と聞いて、昨年の経験から、道はあるのだろうか？  

きつくないだろうか？ と、ご心配なされている方もおられると  

聞きましたので、まったく心配は無用であると投稿しました。  

 

 道志村においてはいまだ皇太子殿下は神様です。神様の歩く道が整備されてないわけがありません。我々の感

覚では舗装道路を歩くようなものであると思われます。  

 次にきつさですが、９月の大室山と比較してみれば一目瞭然です。  

まず登り 大室山は 1000Ｍ強、今回は山伏峠が 1100Ｍですので標高差は７００ｍ弱つまりこの間の 3 分の 2 とい

うことになります。  

 

つぎに下り、大室山のときは不安にかられながら 1100ｍ今回は 1000ｍ３分の 1 の労力ということになります。  

従って登り下り合わせて２分の 1 の山行というわけです。  

いわば富士山を眺めながらのルンルン登山ということになります。  

 ４月３日現在北側斜面には積雪がありますのでスパッツ､ｱｲｾﾞﾝは用意したほうがいいでしょう。  

 質問事項がありましたら掲示板に投稿ねがいます。 

 

 

 

 

383 写真遅れています。 物江  - 2005/04/02 09:16 - 

鼻曲山の写真遅れています。私の異動と重なったので、写真の整理が間に合いませんでした。もう少しお待ち下さ

い。  

秋田乳頭山の遭難事件、我々も、行ったことがある山なので注目しました。地図とコンパスで確かめずに下山した

とか？それとも、猛吹雪では確認しようがなかったのか、原因究明が待たれます。我が山行会はなにより、安全第

一で行きます。これからもいっそう準備を入念にしなければね。 

 

 

 

 



382 地図を入れ替えました 小田野  - 2005/03/31 22:58 - 

失礼しました、よく地図を見ませんでした。さっそく入れ替えました。少し大きいですし、急いで作ったので間違いが

あったらごめんなさい。  

私は残念ながら仕事で参加できません。未踏峰(敗退)だし宮様道路も歩きたかったんですが．．．。いってらっしゃ

い。 

 

http://maeharasankou.hp.infoseek.co.jp/jikai.htm  

 

 

381 御正体山 諏訪本  - 2005/03/31 07:14 - 

管理人殿  

 

案内表示ありがとうございます。  

地図の内下山場所が違っておりますので訂正ください。  

下り口は菅野の御正体神社です。 

 

 

 

 

380 4 月の山 奥倉 勇一  - 2005/03/28 08:57 - 

4 月の御正体山は 16 日ですが土曜日ですので、間違えないようにしてください。参加される方は早めに連絡下さ

い。  

鼻曲山は天気も景色も良かったよ。 

 

 

 

 

379 GPS 小田野  - 2005/03/23 23:55 - 

先々週の 12～13 日、ひとりで北八ヶ岳へスキーを使って行ってきました。空色の会もその３週前に行ったようで

す。人はたくさん入っていてコースもしっかりしているのでスノーシューやアイゼンを使って悪天さえはずせば比較

的安全で冬山気分が味わえます。今回はひとりで不安だったのでGPS を購入して持って行きました。とても優れ物

なので、コースに不安があるときは使えます。ガーミン［GARMIN］の中でも地図が入っているイートレックス[eTrex]

を狙っていましたが、ある人から教えてもらって半額以下のゲコ Geko201 で十分であることがわかりました。  

１．現在地の経緯度と高度、つまり現在位置が正確にわかります。経緯度は地図とにらめっこして調べるのに時間

がかかるから実践的ではありませんが、高度はすこぶる正確です。  

２．例えば 100m 単位、5 分毎などと観測間隔が選択でき、観測結果を記録して軌跡を表示できます。自分が歩い

たトレースが出るので、帰宅してパソコンに取り込んで地図上に表示できます。何時何分にどこを通過したかももち

ろん表示できます。  

３．あらかじめパソコンで目的地や通過点を取り込んでおけば、そこへ行くまでの方向、距離が表示できます。ルー



トも設置できるので、こまかくポイントを設置しておけばルートの通り進んでいるか、どの辺を歩いているかがわか

ります。出発点に戻ることも設定できます。  

という具合で、実際の山にはほとんど不要ですが、残雪期や藪山にはとても心強いですね。カシミールというソフト

に取り込んで実際に歩いたコース地図を作れるので、ホームページにも利用できます。私のホームページの「北八

ヶ岳」にその地図が載っています。北海道に持って行って使える様に準備します。  

 

 

http://yy888odano.hp.infoseek.co.jp/  

 

 

378 鼻曲山 奥倉 勇一  - 2005/03/15 08:50 - 

3 月 27 日の鼻曲山ですが、時間的にきびしいので帰りの新幹線を軽井沢発 17 時ー東京着 18 時 16 分に変更し

て指定席を確保してあります。 

 

 

 

 

377 北海道温泉の案内 物江 賢司  - 2005/03/13 21:05 - 

今年は冬がまだ続いていますね。卒業式に桜が咲いたこともありましたが、今年は無理でしょう。でも、確実に春

が近づいてきています。春になれば、我々の山行会ももっと楽しくなるでしょう。ところで、北海道の温泉のホーム

ページを作成しました。温泉天国北海道という感じで、たくさんの風呂が楽しめそうです。温泉に行くのも良いかも

しれません。北海道のページを開き、定山渓温泉、ニセコ温泉の案内をクリックして下さい。温泉が出てきます。た

くさんの風呂があって面食らいますよ。山ごとのプランはこれからです。 

376 諏訪本さんありがとう 物江 賢司  - 2005/02/23 21:13 - 

諏訪本さんレンタカーの手配ありがとうございます。マイクロバスは運転できる者がいないので残念です。４日間で

約５万円ですからやすいと思います。これから山の名前正しく覚えていきます。しかし、道志の山は奥深いですね。

続々出てくるのが頼もしいです。御正体山の次はどの山でしょうか。 

 

 

 

 

375 ﾚﾝﾀｶｰ手配完了 諏訪本  - 2005/02/22 23:34 - 

ワゴン車 2 台手配しました。何とか損保料金でおりあいました。  

保険料込みで 4 日間 1 台 47460 円です。  

 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ千歳空港営業所 0123-26-0919 担当横山さんです。  

なお参考までにﾏｲｸﾛﾊﾞｽの料金は 13 万強です。なんといっても冷蔵庫がついていますのでビールがいただけると

いう楽しい旅ができます。運転手はつらいけど、  

現在はﾉｰｸﾗですので大分運転は楽になっております。  



変更も可能ですので首脳陣でご検討ください。  

 

2 月の倉見山ですが野口長老も、物江先生も高見山にしたようですが、私としては麓の倉見に親戚がありますの

でできたら倉見山でお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

 

 

 

374 ホームページ一新＆北海道 物江 賢司  - 2005/02/21 13:42 - 

ホームページのデザイン一新されすごく分かりやすくなりました。小田野さんご苦労様でした。夏の北海道ですが、

気になることが二つ。三日目の宿雪秩父ですが、すごく素朴で野趣にとんでいます。泥湯というものもあるようで

す。露天風呂はたくさんありますが、雨になったら入れないね。最近我が会も豪華になってきているので肌に合う

か心配です。でもすごく安いです。もう一つは、雨竜湿原まで大きな吊り橋が二つもあるのです。しっかりした作りら

しいですが、吊り橋の手前で停滞ということも、ともかくわたっても戻るときも大変だな。今情報を集めています。  

 

 

 

 

 

373 ホームページにリンク 小田野  - 2005/02/19 17:06 - 

倉見山と北海道案内をホームページにリンクしました。ついでに画面のマイナーチェンジもしました。 

 

http://maeharasankou.hp.infoseek.co.jp/  

 

 

372 北海道の予約 奥倉 勇一  - 2005/02/18 11:04 - 

北海道の締め切りは 4 月末となつていますが、予約金は 5 月末迄で  

大丈夫です。キャンセル料は 5 月末迄かかりませんので、申し込みの意思表示だけしておいて下さい。 

 

 

 

 

371 北海道案内ＨＰ版 物江 賢司  - 2005/02/15 21:13 - 

７月の北海道案内のホームページ版を作成しました。具体的な山ごとの案内はそのうち作成していく予定です。飛

行機および宿はいちおう確保しました。いずれも２０名です。今から予定を確保してください。花と温泉を楽しむ楽し

い山行会になると思います。ぜひ、ご参加下さい。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/hokkaidou/natuhokkaidou.htm  



 

 

370 北海道山行会一次案 物江 賢司  - 2005/02/11 13:57 - 

２００５年夏の北海道  

初夏の高山植物と北海道かけ流しの温泉を楽しむ山旅  

 

 今年の夏は、６度目の北海道の山旅になります。当初トムラウシの再挑戦をめざしましたが、行程が厳しい、登

山基地が奥深いのでトムラウシのみの登山となり広がりがない等の理由で断念することにしました。  

 そこで、今年の夏の山旅のテーマを 「初夏の高山植物と北海道かけ流しの温泉を楽しむ山旅」としました。いつ

もは８月はじめに計画していましたが、今年は７月中旬に設定しました。北海道には梅雨は無いそうです。思い切

って楽しんできましょう。  

 

【１】日程 ７月１５日（金）から７月１８日（月）の３泊４日  

【  

【２】具体的な行程       

７／１５（金）  

早朝出発組（朝６時台の便）・・・・羽田・・・千歳（レンタカー）  

樽前岳登山（支笏湖の展望台）・・・・札幌７時夕食＆宴会  

午後便組（午後３時頃の便）・・・羽田・・・千歳（ＪＲで札幌へ）合流  

 

７／１６（土）朝５時出発・・・・雨竜沼登山口（８時）・・・雨竜湿原（９時）ここは         北海道の尾瀬と言われ

ています。  

署寒岳（１１時）・・・登山口（２時）・・・定山渓温泉へ（５時）  

（雨天の場合は湿原散策のみになります）  

７／１７（日）定山渓発（６時）・・・後方羊蹄山登山口（真狩コース）往復７時間  

ニセコ温泉泊（２時）  雨天の場合はニセコ沼散策  

７／１８（月）ニセコ温泉・・・ニセコアンヌプリ＆ニセコ沼散策（５時間）  

（１７日雨天で羊蹄山が登れなかった場合は羊蹄山登山）  

      道央自動車道（豊浦インター）・千歳（夕方６時から７時）羽田  

【３】費用の概算  

?往復飛行機代（１泊４日）札幌ホテルを含めて５万円  

（ツアーを利用する予定です。）  

?旅館２泊  約３万円  

?レンタカー代 １万円  

?雑費 １万円 合計１０万円  

 もう少しコースの組み方は工夫をしてみます。いかがでしょうか。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

369 高見山 物江 賢司  - 2005/02/11 13:51 - 

高見山山行ホームページにのせました。みてください。このときの富士山は雲一つ無く本当にきれいでしたね、日



本の正しい富士山という感じです。沼津や伊豆から見る富士山は裾野はいまいちです。富士山がとがって見える。

静岡の方から見ると、頂上の剣が峰？とがって見えます。平じゃない。そこでやはり河口湖の方から見る富士山が

裾野の立派さで勝るという話が出ていました。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/kurami/kurami.htm  

 

 

368 高見山、そして北海道 物江  - 2005/02/09 22:27 - 

高見山は野口さんの言うとおりすばらしい山でした。直登に次ぐ直登、そして頂上を極めたその時の富士山の大

展望感激でした。この連休で感動をホームページに掲載すべく頑張ります。  

７月の北海道いろいろ検討しています。トムラウシはやはり困難です。全員で楽しむには無理がありそうですね、

そこで道央中心に山を選んでみました。北海道の尾瀬といわれる雨竜沼湿原と暑寒岳＆羊蹄山などいかがでしょ

うか。どちらも７月中旬はインターネットでみると絶好の花見時です。今検討中です。ご意見をどうぞ、石井さんに

は申し訳ないことになるかもしれません。 

 

 

 

 

367 小田野さんへ 野口博孝  - 2005/02/08 20:22 - 

ご報告します。倉見山行は予期以上に感激しました。富士との出会いが爆発的でたまたま先頭でせまい山頂に達

した僕は思わずバンザイを絶叫しました。参加１５名の全員到着を待てなかったというわけです。下山後の慰労会

でどうしてバンザイがなかったんですかと問われましたけどね。一日中快晴の雪中登山は目にも心にも沁みまし

た。楽ではなかったけれども７９歳の新村さんが参加されたのだから発奮せざるべけんや。しかしやっぱりくたびれ

ました。今は次の山行を期する余裕はありませんが思えばたしかにみんなから元気を分けてもらって登れたと実

感しています。 

366 HP のアクセス数 小田野  - 2005/02/07 23:26 - 

2/6 の倉見山はいかがでしたでしょうか？私は 3 月も 4 月も参加できる当てがないので、たまに掲示板にでも出て

きて忘れられぬようにします。  

1 月のホームページへのアクセス数の報告が infoseek よりありましたので転記します  

2005 年 1 月のレポート 集計期間：2005 年 1 月 1 日～2005 年 1 月 31 日  

●アクセス数 468  

●ユニーク数 218  

●１日あたりの平均アクセス数 15 回  

●１日あたりの平均ユニーク数 7.1 回  

●１ユーザーあたりのアクセス数 2.1 回 

 

 

 

 



365 お知らせ 奥倉 勇一  - 2005/02/05 08:59 - 

スポーツ保険料及び通信費をまだ払ってない方は今度会った時にお願いします。  

トムラウシがあまりきつかつたら、他の北海道の山はどうですか。 

 

 

 

 

364 予約ありがとうございましｔ 物江 賢司  - 2005/02/02 12:03 - 

石井さん予約ありがとうございました。宿が確保されたのでいよいよ今年の夏はトムラウシに再挑戦も可能になり

ました。トムラウシは山が深いのであまり他の山もというバリエーションがとれません。かなりきつい山なので、今

から体力作りをお願いします。トムラウシにこだわらず、道央の山々、道東の山々も希望があります。皆さんの希

望で決めていきますのでご意見を寄せてください。 

 

 

 

 

363 物江先生 御中 石井  - 2005/02/01 09:41 - 

夏山のホテル予約の件   

北海道 トムラウシ温泉  東大雪壮  

  ７月１５日（金） ７月１６日（土） 人数 ２０名    １５日ー８０１４  １６日ー９０６４ １泊２食付き   以上 と

りあえず御連絡致します。 

 

 

 

 

362 空色の会のホームページ 小田野  - 2005/01/23 15:39 - 

空色の会のホームページができたと前田さんからお知らせいただきました。とても参考になるし楽しいです。 

 

http://www.mt-sorairo.org/  

 

 

361 沼津ｱﾙﾌﾟｽ 小田野  - 2005/01/23 15:34 - 

トップページに沼津ｱﾙﾌﾟｽをアップしました。その２に私の撮った写真を載せました。  

意外の素晴らしさに山の選定をしてくれた方々に感謝いたします。 

 

 



 

 

360 沼津アルプス 物江 賢司  - 2005/01/22 22:50 - 

沼津アルプス山行から１週間、早いものです。山行の記録をホームページにアップしました。ごらんください。楽し

かった思い出がよみがえってくると良いですね。夏の北海道山行について、東大雪荘（トムラウシ温泉）に電話した

ら、２月から受け付けるそうです。施設富良野岳ふもとのカミホロ荘と同じ感じで、温泉もすばらしいところのようで

す。人気の宿で、混雑が予想されます。宿が確保できなければ、東北の岩手山、鳥海山、八甲田山に予定変更で

しょうか。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/numazu/top.htm  

 

 

359 平中将 諏訪本  - 2005/01/19 01:25 - 

平中将重衡は清盛のかなり下の息子で、長男の重盛は人物といわれていましたがその他大勢の息子の一人のよ

うです。  

 いずれにしても沼津ｱﾙﾌﾟｽで腹を切ったとは初めて知りました。  

歴史って身近なものですね。  

 尚 １１８０年に重衡は東大寺、興福寺を焼き打ちしております。これでは切腹も当然か？ 

 

 

 

 

357 嵐の中の晴れ間 物江 賢司  - 2005/01/17 22:20 - 

東京は連日の雨でした。「行かなくて良かった？？？」と思ったら大間違い。なんと、新幹線で東京をでて、横浜を

すぎ小田原にさしかかる頃から、雲が切れ雪をかぶった見事な富士山が顔を見せました。東京方面は真っ黒い

雲、富士山方面は快晴の天気でした。メンバーの日頃の努力が効を制したかも？  

沼津アルプスはその名の通り、稜線歩きでしたがその変化は飽きさせませんでした。岩綾歩きあり、草原歩きあ

り、鎖場あり、一時もロープをはなせない急登もありました。アップダウンが激しく結構な山でした。伊豆長岡温泉も

良かったです。ホームページを作成中、出来たら観て下さい。なお、今回から写真はデジカメです。仕上がりはどう

でしょうか？お楽しみに。 

 

 

 

 

356 雨の新年会？ 小田野  - 2005/01/14 17:56 - 

なんか、日曜日には沼津あたりは雨になりそうですね｡雨は朝だけにしてもらって、すかっと晴れた富士山を見て

新年会に臨みたいものです｡晴れ男として今日から念力を入れはじめます。 



355 沼津アルプス（16 日）の訂正 奥倉 勇一  - 2005/01/12 09:08 - 

案内のパンフレットでは東京発 7：07 となっておりますが東京発  

7：23 の誤りですので、各自 7：23 発のこだま（18 番線）に乗って下さい。三島着は 8：28 です。  

三島発のバスは 8：35 です。 

 

 

 

 

354 訂正のお知らせ 奥倉 勇一  - 2005/01/08 09:21 - 

平成 17 年山行計画で 4 月 16 日の御正体山が(日）となつておりますが（土）の誤りです。日にちは 16 日で変更あ

りません。  

正しくは 4 月 16 日（土）です。 

 

 

 

 

353 野獣さんへ 軟弱  - 2005/01/03 14:14 - 

ご心配頂きありがとうございます。今は黙して語らん 明日は何処の峰か。早く皆さんとお酒が飲みたーい。宜し

く； 

 

 

 

 

352 高川山の雪 野口博孝  - 2005/01/02 18:55 - 

昨年末の忘年登山は奥倉さんにうまく誘い出されて高川山に登りました。なぜかまた絶好のタイミングで雪が降っ

てわれわれ五人だけの山。完璧な処女雪登山ができていい締めくくりが出来た。小金井に帰ってから三浦、白倉、

野田さん共々熱燗のうまい酒を酌み交わし家に帰ってまた雪見酒。やっぱり山登りしたあとの酒は格別だったよ。

奥倉さんの心くばり身にしみた。ありがとう。僕もまだ老いるには早いと思ってます。今年もお世話になります。今

年もみんなの健脚を元気の糧にしよう。野口博孝。 

 

 

 

 

351 あけましておめでとうございます 物江  - 2005/01/01 13:51 - 

年末の大晦日は大雪で、今年の天候が不安ですが、正月は快晴ホットしています。２００５年の始まりです。今年も

皆さんと一緒にたくさんの山に登り、たくさんの思い出も作りたいと思います。健康第一、安全確保、温泉優先 山

頂認定 継寝回避 いろいろなスローガンも生まれましたが、今年もよろしくお願いします。 



 

 

 

 

350 柔弱な人へ 美女と野獣  - 2004/12/30 13:39 - 

情けないね、情けないね、本当に情けないね！しっかりしろよ！  

次の諺を知っていますか「いつまでも若く思うな己の体」知らないだろうな。  

早く医者（整形外科）に行かないと寝たきり老人になっちゃうよ。○○○なんか粋がってやるからだよ。  

早く完全に治して下さい。待っています。 

 

 

 

 

349 ようやく年末 物江 賢司  - 2004/12/25 09:34 - 

ようやく学校も冬休みに入り、忙しさから解放されたところです。年賀状やら、今年の山行のまとめやら、忘年会や

らやることがたくさん残ってしまいました。来年を気持ちよく迎えるためやり残しがないようにしたいと思っていま

す。年末恒例の登山は、毒素を出すのではなく、毒素を入れる方に参加します。パソコンで印刷できる地図は試し

てみたいと思います。 

 

 

 

 

348 念押し忘年登山 奥倉 勇一  - 2004/12/24 08:49 - 

今年は追われどうしでしたが忘年会も後二つとなりました、体の毒素を出す為に慣例の念押し忘年登山に行きま

す。高川山です。  

参加される方は 6 時 15 分高尾発の列車に乗って下さい。 

 

 

 

 

347 パソコンで印刷できる地形図 小田野  - 2004/12/11 13:43 - 

地図をパソコンできれいに印刷できるサイトが見つかりました。  

どうも 2 万 5 千図ぴったりというわけにはいかず、その前後の縮尺になってしまいますが、2 万 5 千図のボーダー

に関係なく広域で印刷できます。プラグインのダウンロードが必要ですが、なかなかいいと思います。  

電子国土 http://denshikokudo.jmc.or.jp/ 

 

http://denshikokudo.jmc.or.jp/  

 

 



346 マグカップ 井出  - 2004/12/08 23:44 - 

野田へ  

了解 有難う 新年会に出られる様でしたら持って来て下さい。  

マグカップ １ッ個出てきました 最後の掘り出し物です  

新年会の時にでも持って行きます。  

宜しく。 

345 トランシーバ 野田 昌宏  - 2004/12/08 11:28 - 

井出さん、１セットだけ入手しました。５、０００円です。 

 

 

 

 

344 台風接近 物江  - 2004/12/03 21:10 - 

季節はずれの台風接近で、５日の箱根山行は荒模様になりそうです。今年の台風はしつこいね。しかし、前原山

行会は予定通りです。ともかく、小田原まで行って考えましょう。何せ、全国屈指の温泉場です。なんとかなるでしょ

う。今度の山行にはデジカメだけ持って行きます。一眼レフも雨の中では活躍できません。しっかり、きれいどころ

にして写真を届けます。失礼、そのままの姿でよかったですね。 

 

 

 

 

343 石井さんへ 野口博孝  - 2004/12/01 22:27 - 

掲示板を借りて２８日夜の演奏会チケットのお礼を申し上げます。前の晩の山行打合せ会で奥倉さんから回して

頂いたミュンヘンオケの演奏会はすばらしかった。ベートーベン第５の生は久しぶりというだけでなく本当によかっ

た。僕はあんなに心の底から拍手を続けたのは始めて。気がつけば満場の人たちの熱狂もすごかった。僕もまだ

感動力がたっぷりあることを自覚させて貰っただけでも有り難かった。アンコールは赤とんぼで亡き小板橋さんの

ギターの伴奏でどれほど吹いたことか。場内みんな歌いました。僕はボーとして帰宅したようです。昔、小板橋さん

と「芥川也寸志さんの一番の感動曲は運命だそうだ」と話したのを思い出しましたが本場の演奏でそれを味わえて

本当のよかった。有難うございました。 

 

 

 

 

342 2005 年の山行計画 物江 賢司  - 2004/11/28 16:53 - 

２００５年（平成１７年）山行計画案  

 

１１／２７（土）喜作において２００５年山行について相談をしました。野口さん、白倉さんの顔も見ることができまし



た。剥離骨折、ぎっくり腰等山登りで無いところでのけがが多くなっています。みなさんお気を付けて。２００５年も

皆さんと一緒に元気に登りたいと思います。   ２００４／１１／２７（土）  前原山行会  

 

１／１６（日） 新年登山 沼津アルプス 伊豆長岡温泉で新年会   

（新幹線を利用する予定です。）  

２／６（日） 倉見山  

 

３／２７（日） 残雪の山 鼻曲山 霧積温泉で入浴 （横川からタクシー）  

 

４／１６（日） 御正体山  

 

５／２２（日） 黒檜山（前橋からタクシー）  

 

６／１８（土）１９（日） 苗場山  

 

７／１５・１６・１７・１８（３泊４日）・・・１５日は休暇、その後３連休となります。 北海道に行くとだけ決定しました。登

る山はこれから検討します。  

８／７（日） 馬返しから富士山５合目まで登山  

その後、河口湖泰平館にてビデオスライド上映会  

宿泊希望の方はそのまま宿泊できます。  

 

９／１１（日） 日光太郎山あるいは曲岳黒富士（甲府）  

 

１０／８・９・１０（２泊３日） 紅葉を訪ねる山旅  

岩手山＆八甲田山（新幹線＆レンタカー）  

 

１１／５（土） オオマティ山・・小菅の湯  

 

１２／４（日） 忘年登山 王岳  河口湖泰平館にて忘年会  

 

・日程については、中止の連絡が無い限り変更はありません。雨天等の場合も集合し温泉等に変更します。  

・山については、今後変更の可能性があります。いい山を紹介して下さい。 

 

 

 

 

341 来年の山の打合せ 奥倉 勇一  - 2004/11/15 09:10 - 

11 月 27 日（土）5 時より｢喜作｣において平成 17 年の山行計画の打合せをしますので、時間のある方は出席して

下さい。  

なお出席する方は奥倉まで連絡下さい。 

 

 



 

 

340 毛無山 小田野  - 2004/11/14 22:29 - 

昨日の土曜日に毛無山に行ってきました。前原山行会の 2 度の挑戦を退けた雪辱、というよりも何かあの山が自

分の分身のようで気になっていたので（^_^)、天気も良さそうなので思い切って行ってみました。結果は上々で富士

山と南アルプスの展望を思う存分、う～ん、思う半分くらいは堪能できました。暇なときでもご覧ください。いつも通

りブロードバンドでなければ時間がかかる容量です。悪しからず。 

 

http://info88od.hp.infoseek.co.jp/kenasi/kenasi.htm  

 

 

339 鹿倉山 小田野  - 2004/11/14 17:32 - 

大変遅くなりましたが紅葉の鹿倉山をホームページに載せました。写真は忘年会にもって行きます。ついでに西穂

高の私が撮った写真も載せました。  

 

鹿倉山  

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/sisikura/sisikura.htm  

西穂高の写真追加  

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/nisiho/nisiho.htm 

 

http://maeharasankou.hp.infoseek.co.jp/  

 

 

338 2005 年の山行計画 物江  - 2004/10/31 21:12 - 

２００５年山行についていちおう案を立ててみました。通常８月に予定する山行を、今年は７月の３連休に計画して

みました。。行く場所はこれから決めます。皆さんのご意見をお寄せ下さい。宿泊を要する山行は予定日も決めさ

せてもらいました。どうでしょうか。  

１／１６ 新年登山 沼津アルプス 伊豆長岡温泉で新年会   

 

３／２７ 残雪の山 鼻曲山 霧積温泉で入浴  

 

６／１８．１９ 新緑と高山植物 苗場山その他 １７日夕刻東京発も考慮中  

 

７／１５・１６・１７・１８（３泊４日）  

北海道（羅臼岳 トムラウシ）  

鳥海山 月山  

立山三山   

栂池－白馬大池－雪倉山－朝日山  

など、希望多数、皆さんのご意見をお願いします。  

１０／８・９・１０（二泊３日）  



紅葉の岩手山＆森吉山それとも思い切って四国石鎚山＆剣岳の紅葉  

 

１２／４ 忘年登山 王岳   

 

登りたい山として次の山が候補にあがっています。  

 

御正体山  オオマティ山 曲山＆黒富士  

日光太郎山 倉見山 黒檜山 などです。  

 

みなさんのご意見があれば投稿して下さい。１１月下旬に小金井喜作にて最終打ち合わせを行います。  

 

 

 

 

 

337 携帯で送受信できる掲示板 小田野  - 2004/10/27 13:39 - 

この掲示板は携帯で見ることができませんが、明大ワンゲルなため会(OB 会）の掲示板は携帯でも見ることができ

て便利です。確か山本さんが携帯でしか見られないので望んでいたと思いますが。  

試しに作ってみたのでご覧ください。  

明大の携帯 URL ： http://www1.rocketbbs.com/110/m.cgi?id=mwvob  

テスト的に作った前原山行会の掲示板の URL ： http://www5.rocketbbs.com/351/maehara.html  

 

テスト的に作った前原山行会の携帯用 URL（上の URL から入って携帯用 URL を送信したほうが早いです) ： 

http://www5.rocketbbs.com/351/m.cgi?id=maehara  

 

 

 

http://www5.rocketbbs.com/351/maehara.html  

 

 

336 ０５年の山 諏訪本  - 2004/10/26 22:07 - 

先日道志に帰ったら１６日もしくは１７日に皇太子殿下が御正体山に登ったとのことです。おかげさまで道は整備さ

れました。道志の山で道がある。夢のようですね。従って御正体を推薦します。 

335 ０５年登りたい山 物江 賢司  - 2004/10/26 21:59 - 

登りたい山もたくさんあります。大変きつい山ですが、私のふるさとの山飯豊山は一度は行ってみる価値はありま

す。山の上で１泊は必要ですね。しかも、山小屋はあるにはありますが自炊が必要な状態です。今は違うのでしょ

うか。いやあ、１泊するなら北アルプスの方が快適だよ。との意見も当然です。  

私は飯豊山には登っていますが、その時は景色とか花とかあまり関心が無く飯豊頂上を踏むことが目的でした。

その後、飯豊山頂より、高いところが飯豊山にはあることをあとで知りました。なんか、やり残してきたような気がし

ます。この山は、山行会でというより、オプションにふさわしいかもしれません。ちなみに、山頂より標高が高いとこ



ろがある山は結構あります。我々が行った妙高山は、最高地点は登りましたが、妙高山の山頂には行っていませ

ん。谷川岳はトマノ耳オキノ耳どちらが山頂？行ってみたらどちらにも山頂の標識があったな。誰か教えて。そうい

えば、双耳峰の鹿島槍もどちらが山頂だ？飯豊山の話から山頂の話になってしまった。 

 

 

 

 

334 ０５年の山の希望を 物江 賢司  - 2004/10/24 21:12 - 

先にも書きこみましたが、来年の山の計画を立てる時期です。皆さんの希望を寄せて下さい。参考までにこんな山

が出ています。  

沼津アルプス 天城山 三本槍から流石山へ（１泊） 鳥海＆月山＆神室山 トムラウシ 雨飾山（１泊） 鉢盛山 

針ノ木（１泊） 黒檜山 御正体山 太刀岡山 毛無山 富士山（馬返しから５合目） 秋の立山三山 千頭星山 節

刀ヶ岳 蛾ヶ岳まだまだ登りたい山はたくさんあります。体力とお金と時間を天秤にかけて決めていきましょう。  

 

 

 

 

333 ありがとうございました Ｓｕｇａ  - 2004/10/24 08:25 - 

写真届きました。ありがとうございました。写真を見ながら、怖かったけれど（？）楽しかった西穂高の山を思い出し

ています。皆さんには、いろいろご心配かけたり、お世話になったり・・・ほんとうに感謝感謝です。１１月は残念な

がら参加できませんが、１２月またご一緒できるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

332 ホームページ 小田野  - 2004/10/20 22:00 - 

西穂高、更新しました。乗鞍も合羽着用だったんですね。 

 

 

 

 

331 西穂成功したね 野口博孝  - 2004/10/20 21:12 - 

西穂の山行報告を今日か明日かと待っていました。２２号台風をおかして出発した状況を心配していましたが天運

逆ならず、堂々たる山行の様子、とてもいい写真と物江さんの報告ゆっくり見ました。みんな立派に見えます。参

加しなかった自分が恥ずかしい気持ちになりましたがこれは仕方がない。今年のメインも無事に終わってみんなの

健脚バンザイだ。上田さんや小板橋さん佐々木さんたち女性たちのみなさんのファイトご立派です。野口博孝。 

 

 



 

 

330 西穂高乗鞍岳の報告 物江 賢司  - 2004/10/19 22:10 - 

西穂高乗鞍岳のホームページようやく作りました。本業が忙しくて遅れました。簡単に作ったのできばえは今ひと

つです。  

一回の山行でデジカメ画像が１００枚くらいあります。１年間でＣＤ一枚くらいになってしまいそうです。今度希望の

方にはＣＤに焼いておわけしようかなと考えています。これも本当にできるかどうかはまだわかりませんが？？一

応考えています。  

 秋の山行が終わると、来年の計画の時をむかえることになります。みなさん、是非行きたい山を推薦して下さい。

けっこう品切れです。もう１回立山に行くとか、富士山の５合目まで旧道を登るとかアイディアをお願いします。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/nisiho/top.htm  

 

 

329 ありがとう、使いましたよ。 洋さん  - 2004/10/17 10:04 - 

 小田野さん、乗鞍では早速「ありがとう」使ってみました。なかなかよいです。聴かせたかつたなー。私の美声に

よる「ありがとう」を。年齢を見分けるのは難しいので私は「ありがとう」一本でいきます。そうそう写真を「ありがと

う」撮ってくださった方、みんなに配るお世話をしてくださった方、我が家に届けてくださった方。あの顔はどうにかな

らぬものか。いやいや生んでくださった両親に「ありがとう」です。ちらりと頭をみせてくれた乗鞍岳「どうもありがと

う」。  

 

 

 

 

 

328 西穂高山荘 30cm の積雪 物江  - 2004/10/15 22:38 - 

今日の夕刊に西穂高山荘前30cmの積雪とのニュースがのっていました。計画が１週間後でしたら、登山は難しか

ったでしょう。ラッキーです。  

小田野さんの呼びかけいろいろ考えてみました。「積雪が１週間後になって、天気に感謝しなくちゃ ありがとう」で

す。  

「すみません道を譲っていただけませんか」で、譲っていただいたので「ありがとうございます。」です。山道では「す

みません」が「ありがとう」の変わりに使われているのではないでしょうか。わたしも、その時その時の気分で使って

いきたいと思います。はっきりしなくて「すみません。」  

 この「すみません」も「申し訳ありません」の変わりに使わしてもらいました。「すみません」ってべんりな言葉にな

っていますね、 

 

 

 

 



327 使い分け 諏訪本  - 2004/10/15 10:09 - 

すれ違う人が年上だったら「すみません」  

年下だったら「ありがとう」  

さらに年下だったら道志弁で「わりい、わりい」  

同年輩だったら「どうも、どうも」などと使い分けたら  

どうでしょうか？  

 年齢がﾊﾞﾗﾊﾞﾗだったらどうする？ 

 

 

 

 

326 ｢すみません｣と｢ありがとう｣ 奥倉 勇一  - 2004/10/14 13:00 - 

難しいね、言葉の使い方は、俺は気が滅入らないから、どうって事はないけどね。これから山に行ったら色々使い

分けてみるよ。 

325 Ha～i  Hiroko です Hiroko  - 2004/10/14 09:23 - 

大型台風の中、20 人全員参加いう驚異的なメンバーで元気に行く事ができて良かった思います。  

今日写真が出来ました、台風だと言うのに本当にステキな写真が出来上がりました。  

チヨットした写真屋さんのハプニングで 80 枚位サービス判が 2L の大きさに出来上がってしまい、一人に１～３枚ぐ

らい入っていると思いますが驚かないで下さい。  

物江先生からデジカメの写真が私のところに送られてきたら皆様にお送り致します。楽しみに待っていて下さい。  

今回も楽しい思い出を沢山有難うございました。 バイバイ  

 

 

 

 

324 「すみません」より「ありがとう」 小田野  - 2004/10/13 12:46 - 

西穂高、とても良かったですね。乗鞍岳からの展望はどうだったのでしょうか？  

ところで、少し前に以下のような文を読む機会があって、これを読んで私も初めは馬鹿にしていたのですが、実際

にやってみると｢なるほど｣と思い、それ以来自分でも実践するようになりました。当会もこれを実践するようにした

らいかがでしょう。ちょっと長いですが、読んでみてください。  

 

 先日、世界遺産｢白神山地｣を歩くハイキングのツアーに参加してきました。ご存知の通り、山で人とすれ違うとき

には｢こんにちは！｣と声を掛け合います。とてもよい習慣です。  

 ところが、この白神山地の｢暗門の滝コース｣では道幅が狭いところが多く、道を譲り合いながら歩かなければな

りません。その場合「こんにちは！｣ではなく｢すみません｣とその度にお互いに声を掛け合うのです。  

 歩きながら、ふと気付きました。｢すみません｣｢すみません｣と声を掛け合ううちに段々と気が滅入ってくるので

す。できることなら声を掛けずに、掛けられずに済むようにしたいと思うようになるのです。すれ違う人の顔を見る

のを避け、段々と顔も下を向き始めました。体力的に疲れてきたのではありません。  

 これでは楽しいハイキングが台無しになってしまうと考え、その後は、意識して道を譲ってくれた人に｢すみませ



ん｣ではなく｢ありがとうございます｣というように心掛けました。すると、不思議と段々と足が軽くなってきたのです。

今度は顔が上向きになり、すれ違う人と顔を合わすのが楽しくなるのです。  

 言葉には不思議な力があるものです。  

 「”すみません”より”ありがとう”の言える子に」というのを教育方針にしている人もいます。その人は自身も両親

からそう教えられて育ったそうです。  

 マイナスな言葉は極力使わず、プラスの言葉を使う。有意義に生きるためのとても重要な教訓です。 

 

 

 

 

323 もうすぐです 物江 賢司  - 2004/10/05 20:40 - 

東京は雨が続いていますが、今週には西穂高、乗鞍岳登山となります。現地に問い合わせたところ、まだ初雪の

情報は無いそうです。晴れれば最高の登山となるでしょう。持ち物についての最終確認です。  

１０日西穂高登山 朝は仕出しの弁当です。昼食用としておにぎり１０人分頼んであります。分けると一人１個程度

です。各自昼食になるような物（非常食もかねて）を準備してください。なお、お湯は沸かしません。ケーブル山頂

駅、西穂高山荘でも食事はとれます。  

１１日乗鞍岳・・この日の昼食は畳平の食堂で取ります。２０人一緒は無理なのでそれぞれ好きなところでとなりま

す。  

晴れれば問題がありませんが、天気が崩れると真冬になります。そのつもりで防寒具の備えをお願いします。手袋

の用意を  

晴れることを皆で祈りましょう。ドクターストップの仲間もいるようですが、私が聞いた話では「医者の前では飲んで

ないと言えばすむ」とか？？ともかく酒が余って困ると言うことはないのでご心配なく。 

 

 

 

 

322 鮎釣り終了 諏訪本  - 2004/10/04 00:49 - 

１０月２日をもちまして今年の鮎釣りは終わりました。  

いくら名人とはいえ最終日は５匹に終わりました。  

終盤は川で焚き火をして芋でも焼きながらﾁﾋﾞﾁﾋﾞという具合で  

さっぱり気合が入りませんでした。  

 来年は道のある道志の山を探しておきますので、こりずに  

どうぞよろしく。 

 

 

 

 

321 袈裟丸山 小田野  - 2004/10/03 15:32 - 

 昨日の 2 日土曜日に袈裟丸山に登ってきました。快晴でとても気持ちがよく、袈裟丸山もとてもいい山でした。天

気が一日ずれて今日のような雨でなくて良かったです。欲を言えば一日前の天気だったら富士山もきれいに見え



たでしょうが、当日は遠くの山並みは霞んで見えませんでした。来週もこんなに晴れればいいんですが、今のとこ

ろ予報は曇りですね。でも楽しみな宴会もありますから。飲みたくても飲めない人の隣でうまそうに飲むのはちょっ

とした快感かも。  

 よろしければホームページを見てください。 

 

http://info88od.hp.infoseek.co.jp/kesamaru/kesa.htm  

 

 

320 HI～HIROKO です。 HIROKO  - 2004/10/02 18:30 - 

お久しぶりで～す。みんな元気？HIROKO も元気と言いたいところですが、９月の山でノックアウト、もう山止めたい

かな～と思っている間に１０月の山が来てしまいました。西穂と乗鞍登れるかな～と心配。  

でも温泉の湯けむり館には行きたいです。  

先生、フィルム６本でいいですか？それと共同装備ですが、上田さんがみかん２日分、山ちゃんがおつまみ、佐藤

さんがおしんこ、佃煮、HIROKO がゼリーとスープを持っていきます。もう１つ嬉しいお知らせ、渋谷さんが日本酒を

差し入れしてくれました。残念な事にドクターストップという心がけの悪い人が若干１人いますが、遠慮なく飲みまし

ょう。ではまた当日会いましょう。 

 

 

 

 

319 スポーツの秋 奥倉 勇一  - 2004/09/30 09:57 - 

早いもので今日で 9 月も終わりです。  

10 月の山行西穂高、乗鞍岳もうすぐですね、楽しみです。皆さん体調を万全にして楽しい山行にしましょうね、渋

谷さんから旨そうな酒の差し入れがありました、当然、行きの列車の中で空っぽになるでしょうが･････石井さんドク

ターストップで酒が飲めないんだつて、可哀相に！  

私は夏負けもせず体重が少し増え、小田野の腹出病がうつつたんじゃないかと思います。  

物江先生、途中でタクシーを待たして風呂に入るようだけど待ち料金は大丈夫ですか、なんだったら新島々か松

本で風呂に入るのはどうですか。 

 

 

 

 

318 畳平からタクシー 物江  - 2004/09/24 21:31 - 

畳平からのタクシー予約できました。１時発ですが、乗鞍高原までは一般車通行禁止なので問題なし、温泉入浴

で時間待ちしてもらいます。その後新島々までですが、これまでの情報では大丈夫との話でした。いずれにしても

天候が問題です。最終日雨の場合どうするか考え中です。予約済みですので行くしかないかなと思っていますが。

井出さんへ 無線機は３台持って行きます。 

 

 



 

 

317 畳平バスターミナル 井出  - 2004/09/24 00:30 - 

丹生川村役場観光課調べ  

バスターミナル内にコインロッカー有ります もし満杯でしたら  

ターミナル内の観光案内所でも預かって呉れるそうです  

携帯感度 西穂山頂 OK 独標 通話途切れる事あり 山荘 安定せず  

ケーブル山頂駅 OK だいたいこんな様です トランシーバー いりますね  宜しく 

 

 

 

 

316 秋の山行計画（詳細版） 物江  - 2004/09/23 20:35 - 

秋の西穂高 乗鞍岳の山行がもう少しですが、ホームページに西穂高 乗鞍岳の登山計画を乗せました。現在、

畳平からのタクシーの手配中です。途中で温泉に入りますので、難しいところがあります。乗鞍高原の温泉は一応

湯けむり館にしました。休暇村の風呂も良いという話があるので情報入手中です。  

前にもお知らせしましたが、西穂高の昼食は、おにぎり１個頼んであります。足りない場合はパンとか各自用意お

願いします。また、西穂山荘、ロープウェイ山頂駅でも食事を取ることが出来ます。みんなで、良い行いを積み重

ね快晴を呼び込みたいですね。  

315 大室山 UP 小田野  - 2004/09/20 23:33 - 

大室山 UP しました。待ちかねて「その２」を作っていたところでした。あの下りの藪は、私にはとても楽しかったで

す。あの程度だとわくわくします。でも一部の人には評判が悪かったので前原ではこれっきりでしょうね。  

19 日に久しぶりで単独行にでかけました。連休で車だと込みそうなので駅から歩けるところを探したら倉岳山があ

って、前原では行ったでしょうが私は初めてなのでチャレンジしました。一人だと早く歩けるかなと思ったら、そうは

うまくいかないもので昭文社の地図のコースタイムと同じに歩くのが精一杯でした。前原よりも遅いくらいでしょう。

でも休みをなるべく取らないようにしたので、温泉もなかったし、３時過ぎには家に着きました。私のホームページ

に載せたので良かったら見てください。ホトトギスという花は、夏の北海道以来今回で、私の持っている図鑑では４

種類全部（？）見たことになります。 

 

http://info88od.hp.infoseek.co.jp/KURATAKE/kuratake.htm  

 

 

314 おまたせ大室山 物江  - 2004/09/20 18:20 - 

大室山のホームページ出来ました。ご覧下さい。簡単に作成したんであの下りの感動が薄れているかも。もうすぐ

秋の北アルプスです。晴れれば西穂高山頂から北アルプス全山が見えるでしょう。楽しみです。体力づくりしっかり

しましょう。ただいま、タクシーなどの手配中です。切符届きました。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/oomuro/top.htm  



 

 

313 キップ 奥倉勇一  - 2004/09/17 09:06 - 

今日、10 月山行のキップを送ります。届いたかどうか心配なので  

届いた方は何らかの方法で私に連絡下さい。 

 

 

 

 

312 筋肉痛 諏訪本  - 2004/09/16 22:25 - 

私も弟もしっかり筋肉痛になりました。皆様ご安心ください。 

 

 

 

 

311 いろいろ検討しています。 物江  - 2004/09/16 21:24 - 

１０月の西穂高乗鞍岳楽しみです。西穂高へは、朝６時タクシーで行くことにしました。雨天の場合はどうするか。

難問です。下界雨でも稜線上は雪でしょう。登山は断念せざるをえません。そこで、予約しているタクシーで高山祭

りに行くのはどうでしょうか。６時に出発すれば７時前にはついてしまいます。見学といっても難しいですね、ちょっ

とぶらぶらして祭りを待つしかないのかな。かえりはバスです。良いアイデアがあればご意見をお願いします。 

 

 

 

 

310 きつかったね大室山 物江 賢司  - 2004/09/13 22:28 - 

加入道山、大室山は結構きつかったね。今日、階段の上り下りの時足が痛かったです。久しぶりの筋肉痛です。

大室山は、中央道からみると、形の良いピラミッド型の山ですが、頂上に長い山頂部を持っていました。行ってみ

なければわからないものです。諏訪本兄弟のふるさとの山は、いずれも歯ごたえのある山でした。富士山もかすか

にその裾野を見ることができました。  

 １０月の山行についても、いろいろ検討しました。後日、お知らせします。２０名の参加です。 

 

 

 

 

309 ??? 奥倉 勇一  - 2004/09/03 09:40 - 

topics に接続できないよ。 

 



 

 

 

308 10 日の朝食について 物江  - 2004/09/02 19:46 - 

１０日の朝食の手配が出来ました。宿では仕出しの許可がないので外注になります。９日夜届きます。朝起きてか

らお茶か自作のみそ汁で食べたいと思います。普通のお弁当の形式になるそうです。お昼の弁当も頼めるようで

す。お昼をどうするかこれから検討します。弁当は１泊２食の料金に含めることになりました。 

 

 

 

 

307 西穂登山の予定変更 物江 賢司  - 2004/09/02 11:03 - 

今年の秋は早そうですね。１０月９，１０，１１の山行の計画で変更したところがあるのでお知らせします。  

１０日（日）朝始発７時のロープウェーに乗りたいと思います。そのため、５時起床 温泉食事 ６時タクシーで出発

とします。タクシー４台予約しました。宿に連絡しましたら、仕出しはできなというので、朝食・昼食の確保が必要に

なります。食料の確保については後日連絡します。下山後は予定通りバスで平湯まで戻ってきたいと思います。  

 

 

 

 

 

306 住所を知らせて 奥倉勇一  - 2004/09/01 14:06 - 

郁夫ちゃん、育夫ちゃん、育男ちゃん、郁郎ちゃん、イクオちゃん･･････10 月のキップを送りたいので、正しい名前

と住所を知らせて下さい。  

奥倉勇一の名前を k リックすると私のメールにつながります。 

305 休止符 野口博孝  - 2004/08/31 15:07 - 

8 月いっぱいぐずぐずと迷ってたけれど筋硬直が危なくてこの先自信なし。みんなに迷惑かけること必至な感じ。こ

れまでの山行じつに感謝に耐えず。有難うございました。奥倉さん物江さん松林さん上田さん斎藤さんたちの今後

の健闘を祈ります。わたしはここで長い休止符。野口博孝 

 

 

 

 

304 根子岳 本田  - 2004/08/30 20:28 - 

８月２６日根子岳に行ってきました。  

天気も良く、秋の花も沢山咲いていました！ 



 

 

 

 

303 うれしいなー 洋さん  - 2004/08/23 21:06 - 

感謝、感謝です。東北で見られた花、プリントアウトしましたよ。花の写真は現在、我が家の冷蔵庫にぺたぺたと貼

られてます。皆さんに支えられ無事下ってこられ、花たちに会えたのはうれしかったなー。今後ともよろしくお願いし

まーす。直ちゃんからも呉れぐれもよろしく御礼申しあげるようにとのことです。 

 

 

 

 

302 １０月の山 奥倉 勇一  - 2004/08/19 14:15 - 

１０月のキップですが八王子ー松本（指定席）の往復を手配しますが、新宿ー松本をご希望の方は早めに申し出て

下さい。 

 

 

 

 

301 カウンター 小田野 義之  - 2004/08/17 13:40 - 

今日会社でホームページを見たらカウンターが直ってました。4200 人と設定したはずですが 4974 人目になってい

たのでびっくりです。これは今週中に 5000 人目が出ますね。 

 

 

 

 

300 カウンター 小田野  - 2004/08/17 00:39 - 

カウンターがおかしくなったのは、私のせいです。申し訳ありません。私のパソコンで見ると「８８８８８８」のままだっ

たので、いろいろ変えてみたのですが、結局私のパソコンに入っているウイルス対策のソフトが強力なためカウン

ターが見えないと言うことがわかりました。初期数値 4200 にして修正したつもりですが、自分では確認できませ

ん。みなさんの画面ではまだだめでしょうか？明日会社でチェックして、だめならまたやりなおします。それでもだめ

なら、先生！、ホームページを作ってください。私のファイルはすべて CD でお渡ししますので．．．。 

 

 

 

 

299 東北 小田野  - 2004/08/17 00:32 - 



東北の写真を UP しました。まだ中途半端ですが．．．。  

花はあまり撮れてなくて、ネットのものを無断借用してますので、一ヶ月もしたら削除します。皆さんの中にコレクシ

ョンがあったら貸してください。現場で記憶をたどって花の名前を同定するのは難しいものですね。図鑑を持ってい

ってゆっくり調べながら、たっぷりと時間をかけて写真を撮りながら登るのが最高でしょうね。  

 

一覧  

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/touhoku2004/hana.htm  

写真 http://web.poporo.net/home/maeharasankou/touhoku2004/hana2.htm  

スナップ  

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/touhoku2004/snapshot.htm 

 

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/touhoku2004/hana.htm  

 

 

298 カウンターがリセットされている 物江  - 2004/08/16 09:24 - 

前原山行会の訪問者のカウンターがリセットされてしまいました。どうしたのでしょう。確か４０００人は超えていた

のでは？西穂高山行計画いかがですか。松本から平湯までジャンボタクシー２台予約しました。１８人乗れます。

早めに予約してください。 

 

 

 

 

297 yaruki やる気あり  - 2004/08/15 21:59 - 

みちのくの山行よかったね。すっかりタガのゆるんでしまったような他称長老でありますが毎月の山行会仲間の盛

んな山行見ているとつい若気が出てきます。年寄りの冷や水とか年を考えてとか云われると少し弱気にもなるけ

れど過ぎし日の山々を思い出して「山小屋の灯び」なんかも毎日のようにききながら夢をかきたてています。錆び

付きながらも１０月の西穂には参加したい。もう一度穂高の岩肌に触りたい。ピストンなら大丈夫だろうとそんな気

になっています。白内障も直ったしご老体なんて呼ばないで。まだやる気あるよ。８月１５日。 

 

 

 

 

296 真っ赤な秋、真っ白な温泉 物江 賢司  - 2004/08/12 22:03 - 

０４年秋の山行計画の第一次案をお知らせします。  

今年の秋の山行は、西穂高岳乗鞍岳の二山に登ります。西穂高岳は独標までの組と、西穂高山頂をめざす組と

に別れます。乗鞍は全員で行きたいと思います。温泉は掛け値なしの天然かけ流しの真っ白な温泉です。お楽し

みに。希望者は乗車券の関係で８月中に奥倉上田までお願いします。概要はホームページで見てください。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/04aki/top.htm  



295 東北の山良かったです 物江 賢司  - 2004/08/12 19:17 - 

東北の花の三山良かったです。山よし、花よし、温泉これまたよしと三拍子揃った山行になりました。みなさんあり

がとうございました。これからも良い山行を計画していきましょう。ホームページに山行の記録をアップしました。ご

覧下さい。  

 秋の計画進行中です。今しばらくお待ち下さい。ものすごい混雑が予想されるので、高山祭りの見学は残念なが

ら断念です。別な機会に挑戦しましょう。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/04touhoku/top.htm  

 

 

294 9 月の山 奥倉勇一  - 2004/08/12 13:28 - 

9 月の山は羅漢寺山でしたが、頂上ままでケーブルカーで行けるので、次のように変更します。  

藤野駅からバスで道志の湯まで入り、加入道山ー大室山と歩いて紅椿の湯に下ります。紅椿の湯からバスで藤野

駅にでます。 

 

 

 

 

293 ありがとうございました！ Ｓｕｇａ  - 2004/08/11 22:59 - 

花の写真を見ながら、楽しかった 4 日間のあれこれを思い出しています。全員で三山登頂できたこと、前原山行会

のチームワークと底力を感じました。山ももちろん素晴らしかったけれど、それをたくさんたくさん感じさせてくれた

皆さんに改めて感謝！しっかり歩けるように、がんばって鍛えたいと思います。 

 

 

 

 

292 携帯電波状況問い合わせ報告 井出  - 2004/08/01 13:07 - 

栗駒山 須川温泉側は殆どダメ 栗駒町側は憩いの村栗駒にドコモのアンテナ在るので稜線より南側では可  

焼石岳 東成瀬口三合目上辺りと九合目より上部 中沼口銀名水辺りは可能場所有り  

早池峰山 山頂部で一部アンテナ一本立つ所在るも不確実 その他 小田越コース河原坊コース殆どダメな様で

す  

無線機のメンテナンス バッテリーチェック宜しく 

 

 

 

 

291 資料ありがとうございます。 物江  - 2004/08/01 10:21 - 



井出さんから、たくさんの資料送っていただきました。ありがとうございます。焼石岳の新しいコースの紹介があり

ました。前日泊まった須川温泉から距離も短いし、登りやすそうな気がします。宿舎で相談したいと思います。今週

末には東北です。みなさん体調を整え、元気に参加しましょう。運転できる方は免許証忘れずに。 

 

 

 

 

290 牽引ロープ 小田野 義之  - 2004/07/26 10:37 - 

井出さんへ  

牽引ロープですが、レンタル店にそのオプションがないので、それらしいものがあったら用意しておきますとの回答

なので、あまり当てにできません。あいすみません。  

 

 

 

 

 

289 忘れ物 小田野  - 2004/07/25 23:41 - 

昨日から手白小屋へワークのために諏訪本さんらと行ってきました。道志に忘れた石井さんのチタンマグカップと

誰かの小物入れ袋を預かりましたので東北に持って行きます。 

 

 

 

 

288 カーナビ 小田野 義之  - 2004/07/23 13:59 - 

一関のレンタカーですが、カーナビが付いてなかったので付けてもらいました。これで万全です。  

といって、いくらカーナビがあっても、いつか北海道で迷うはずのないところで迷ってしまった方がいらっしゃいまし

たけど。今回もあの方は女性車の専用運転手に決まりでしょう。 

 

 

 

 

287 早池峰山登山について 物江  - 2004/07/22 22:10 - 

早池峰山登山の変更のお知らせをしましたが、井出さんと相談の結果、クロス登山はやめて皆で行動することに

変更しました。朝、車で小田越まで行くことは同じです。これで２００ｍの標高をかせぐことが出来ます。運転手２名

は河原坊まで戻ります。そのあと、河原坊から登るのでなく、２名はタクシーで小田越まで戻り、追いかけるように

登ることにしました。本隊が花など見ているうちに追いつくでしょう。早池峰山は往復登山でありませんで、飲み過

ぎ波など体調の管理は十分ご注意下さい。  

また、今度の豪雨で尿沢林道がどうなっているか心配なので、井出さんに調べてもらうことにしました。通行が出



来ない場合、標高差 1100m の結構きつい登山になります。 

 

 

 

 

286 忘れもの 石井  - 2004/07/21 20:20 - 

チタンのカップ 私です。 鮎とお酒が美味しくついわすれました。電話します。  

285 長尾山＆鮎バーベキュー 小田野  - 2004/07/21 06:07 - 

鮮やかできれいな写真ですね。  

さっそくホームページにリンクしました。 

 

http://maeharasankou.hp.infoseek.co.jp/  

 

 

284 忘れ物 諏訪本  - 2004/07/21 00:05 - 

持ち主不明の忘れ物が 2 点ありました。  

1、 ﾁﾀﾝのｶｯﾌﾟ （これからは名前を彫っておくといいと思います）  

2、 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｹｰｽ （とりあえず私が使いこなしておきます。）  

 諏訪本携帯 090－3476－9683  

 

 

 

 

 

283 長尾山＆鮎バーベキュー 物江  - 2004/07/20 22:16 - 

すっかり遅くなりましたが、長尾山と鮎のバーベキューＨＰできました。見てください。  

 写真を見てみると、鮎の味がよみがえりそうです。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/nagao/top.htm  

 

 

282 東北の山と温泉１６人で行ってきます。 物江 賢司  - 2004/07/20 20:31 - 

東北地方はまだ梅雨空ですね。２週間後は梅雨が明けているはずです。梅雨明け１０日、良い天気が期待できま

すね。参加者は男女とも８名で１６名です。楽しんできましょう。いくつか連絡です。  

?６日 栗駒山は小雨決行です。昼食は一関下車後各自駅売店で買ってください。  

?７日焼石岳の昼食は、パンを用意します。（小金井で用意）水場で昼食ですので、カップめんは食べられます。必

要な人は用意してください。  



?早池峰山は、早朝出発です。宿が用意した朝食を食べた後、途中のコンビニでおにぎり、パン、カップめん等買い

昼食とします。また、河原坊往復登山の予定でしたが、小田越から上り河原坊へ下山します。車で小田越へ送って

もらい、運転手二人は河原棒に戻りそこから登山する事にしました。頂上で会う予定です。河原坊に下山したら、

小田越へ向かいに行きます。クロス登山です。  

?早池峰山の字が間違っていました。訂正してください。 

 

 

 

 

281 道志 小田野  - 2004/07/18 23:28 - 

道志は楽しかったですね。前日から諏訪本さんと現地へ行き、友釣りで鮎をフィッシュ・オンするなど、いろいろ、あ

れこれあって、私にとっては特別に面白いものでした。当日も BQ をやるや as soon as で豪雨になって、いまだかつ

て見たこともない大きな雹が降るなど、びっくりものの２日間でした。火おこしと焼き方がせわしくて写真はほとんど

撮れず、せっかくの集合写真も無残な状態でした。一応 UP しましたが、とてもホームページにリンクできませんで

した。集合写真は確か先生も撮っていたと思うので、それに期待してます。（でもだいぶ酔ってたから心配だなー）  

 

 

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/doushi/doushi.htm  

 

 

280 諏訪本さんごちそうさま 物江  - 2004/07/13 22:41 - 

長尾山と鮎のバーベキュー楽しかったですね。山は富士山が見られたし、満足でした。心配されたやぶもさほどで

なく、道なき道を下山するのも楽しかったです。途中のヒョウはびっくりでした。次の日の富士山はまるで雪が降っ

たみたいでした。鮎はやっぱり塩焼きがおいしかったです。３本も食べてしまいました。道志川の鮎の味ですね。せ

ごしは、なるほどこれが鮎の刺身かという感じでした。珍味でした。三枚におろして、骨をのぞいた皮付きの身を、

刺身で食べたり、酢で締めて食べてもおいしいかもね。諏訪本さんに、お仲間の方、これまでの準備ご苦労様でし

た。 

 

 

 

 

279 9 月の山 諏訪本  - 2004/07/13 10:23 - 

奥倉さんの顔でﾊﾞｽが安く使えるようなので、今回の対岸大室山  

はどうでしょうか？  

 藤野ーﾊﾞｽー大室指ー雨乞石ーﾄﾘｶﾌﾞﾄの群落ー大室山ー加入道ー  

白石峠ー道志の湯（村営）－ﾊﾞｽー都留市または大月  

 焼き手の技量に今回は少し問題があったので昼飯に少し大型の  

鮎を持参します。じつはさめても旨いのです。  

 歩行時間は 5 時間強です。  

石老山は 9 月ですと熱すぎます。頭はもうしばらくｽｰｽｰしてもらいましょう。 



 

 

 

 

278 9 月の山 小田野 義之  - 2004/07/13 07:58 - 

石老山というのはどんな山なんでしょう？友達が行ったというんで気になります。あと、毛無山再々挑戦というのは

どうなんでしょうか？早く登ってしまわないと、なんかいつまでも頭がスースーするんですけど。 

 

 

 

 

277 お疲れ 奥倉 勇一  - 2004/07/12 08:56 - 

お疲れ あんど ご苦労さんでした。  

諏訪本鮎つり名人のおかげで、楽しいひと時を過ごせました。  

ところで 9 月の羅漢寺山ですがケーブルを降りると頂上らしいので、どこか他に変更したい思うのですが、近場で

良いところがあったら教えて下さい。  

   

 

 

 

 

 

276 準備完了 諏訪本充弘  - 2004/07/09 21:32 - 

 11 日の山行の最後の掲示になります。  

炭 網などを買い付けて明日小田野と食材を買い付けてすべて終了です。  

 天気の具合は鉄塔に着いたら劇的に雲が取れて富士山がくっきりと、なれば申し分ないにですが？ 

275 東北の山 物江  - 2004/07/06 22:40 - 

東北花の３名山の登山計画が出来ました。ご検討下さい。早地峰は交通規制は８／１まででラッキーでした。駐車

場確保の事もありますので、この日だけ朝４時起床にしました。頑張ってください。  

 いよいよ１１日の山行が迫ってきました。楽しみですね。体調を整えて出発しましょう。 

 

 

 

 

274 北海道の山の展望 小田野  - 2004/07/06 22:31 - 

北海道では天気も上々で、釣りも予想を上回る成果をあげ、同行したふたりを喜ばせることができました。釣りが

調子良かったので足を伸ばして観光で富良野に行き、富田ファームやぜるぶの丘などでラベンダーやポピーの花



畑を堪能したり、「北の国から」の小屋などを見学しました。それよりすごかったのは、快晴の空の下、十勝連峰か

ら大雪連峰までまさに一望の下に見渡せたことです。昨年登った富良野岳や十勝岳はもちろん、あのトムラウシ山

も見事にくっきりと見ることができました。北海道の山でこれほどの展望を見たのは初めての事で、とても感激しま

した。東北も天気に恵まれればいいですね。 

 

 

 

 

273 手配完了 諏訪本  - 2004/07/06 14:14 - 

7 月 3 日 31 匹 4 日 13 匹 で鮎の手配は前日釣る背越し分を除いて終了しました。  

釜は近所で借りました。串は当日暇ないちのせさんの作業分を  

除いて終了。 酒特にﾋﾞｰﾙはしっかり冷やして持って来るように  

酒屋に手配済み  

 鮎以外の焼き物としては野菜のほか ｲｶ ﾎﾀﾃ ｴﾋﾞ 手羽元  

ｽﾍﾟｱﾘﾌﾞ ﾛｰｽ ﾊﾗﾐをよていしております。小田野と買い付け  

   

巌道峠ですが 昔強盗が出て ｺﾞｳﾄｳ ｺﾞｳﾄｳ...ｶﾞﾝﾄﾞｳとなったと  

久保地区ではいわれております。  

 野田さんがおっしゃるとうり久保からの道は近いけれども一部  

未舗装ですので、先発組は野原から入ります。  

 下りの鉄塔より下は急ですが足元さえ身支度してあれば問題  

ありません。ほかは道はしっかりしております。ｽﾀｰﾄの 20 分が  

いきなりの急登ですがつらいのはそこだけです。  

 焼き物などﾘｸｴｽﾄがあれば掲示ください。 

 

 

 

 

271 巌道峠 野田 昌宏  - 2004/07/05 19:17 - 

７月３日、前日より山中湖にて会議があり、帰りに道志を経由して  

帰りました。昨年雪の中を登った菰つるし山の際にに寄った道の駅  

に立ち寄り、久保より巌道峠を目指しました。ちょうど半分が舗装、上  

の半分は雲取登山の際に 2 台の車を、パンクさせた林道をもっと急  

にしたような道でした。峠には小さな赤鞍岳方面の道標が落ちて  

いました。人はあまり入っていないようです。  

しかし峠では秋山側から舗装された道が上がってきており、また  

道志側にも多分野原部落方面に下りられるのでしょうか、舗装道路  

がありました。何でここを偵察に行ったかと言いますと、実は  

今回素人の人たちを３－４名連れて行くからです。  

なにとぞ皆さんよろしくお願いします。  

 



 

 

 

 

270 遊んでますね 物江 賢司  - 2004/06/30 22:58 - 

みなさん、よく遊んでいますね。小田野さん北海道の花便りよろしく。山にはいかないのか？？今度鮎を食べた

ら、東北の朝日岳に行きたいと思っています。登れたら報告します。小田野さんが百名山に登ったので、それに励

まされて登ってみたいという意欲がわいているんです。でもこのペースだと１０年はかかりますね。のんびり行きま

す。東北花の山旅のコースガイドはまだアップできません。すいません。  

 

 

 

 

 

269 北海道 小田野  - 2004/06/30 06:03 - 

私は今日の午後から5日まで北海道です。たくさんの山に登って．．．じゃなくて、今回は釣り＆キャンプです。会社

の仲間と 3 人で北海道の天然の魚たち（鮎師に言わせれば雑魚）と遊んできます。その翌週はもう、鮎ＢＢＱです

ね。諏訪本さん、一人２匹などと言わず、たくさん釣っておいてくださいね。土曜の晩も鮎でしょ？ 

 

 

 

 

268 鮎の手配その二 諏訪本  - 2004/06/28 00:04 - 

金曜日に送別会で飲みすぎて土曜の出漁は  

なんと１時になってしまいました。  

親譲りで酒に卑しいのはなんともなりません。  

土曜は３１匹日曜は水温が下がって昼まで１８匹  

昼過ぎ２匹の２０匹で終了。  

皮肉なことに昼までの数字が２８日の東京中日ｽﾎﾟｰﾂ  

または、スポニチに掲載されるようです。  

日曜はほとんどの釣り人が５匹以内あるいは釣果なし  

で、帰ったようです。  

 ２週目に入ってｻｲｽﾞは小さくなりました。  

物江先生のﾔﾌﾞの不安ですが、当日はｺｰｽﾘｰﾀﾞｰが  

鎌を持参して先導しますのでご安心ください。  

ﾔﾌﾞがうるさい可能性があるのは鳥井立、長尾の間  

１キロです。 

 

 



 

 

267 国土地理院の地図は美しい 物江 賢司  - 2004/06/26 19:23 - 

小田野さんの掲示板から国土地理院の地図をみたら、大変美しいですね。今まで地図は有料でダウンロードして

いましたが、これより何倍もきれいです。本物の地図みたいです。世の中便利になったね。地図を買いに行く手間

がなくなったね。 

 

 

 

 

266 巌道峠 小田野  - 2004/06/25 23:38 - 

道志の巌道峠は諏訪本さんが 確か「がんどう峠」と呼んでいたと思うんですが、国土地理院では「ごうど峠」と呼

ぶようです。今日インターネットで地図をダウンロードしているときに気付きました。 

 

http://watchizu.gsi.go.jp/cgi-bin/watchizu.cgi?id=53392055&slidex=617&slidey=1487  

 

 

265 家庭用のガスボンベ 小田野  - 2004/06/25 23:20 - 

家庭用のガスボンベを詰め替える器具の入手は以下のＵＲＬからどうぞ。自分で一度やってみましたけど、何も問

題がないようです。でも、くれぐれも慎重に使用したいと思います。  

264 鮎料理楽しみです。 物江 賢司  - 2004/06/24 22:20 - 

さすが名人ですね。今度の山行は雨が降った方が良いと考えている仲間が多くなるかもしれません。冬に赤鞍ヶ

岳から朝日岳に行ったことがあるのですが、その時も相当やぶでした。今は夏だからすごいと思います。雨具を破

らないようにしましょう。紅椿の湯もきれいなところです。千円したような気がします。こちら、須加さんも含め３名参

加の予定です。ただいま、夏の登山計画作成中です。朝食をしっかり取って出発しましょうね。ガスボンベはガスを

混ぜても平気ですか？ 

 

 

 

 

263 ガスが安上がりになります 小田野 義之  - 2004/06/24 18:24 - 

みなさん、こんばんは。最近、山で使う一般的なガスボンベに、どこでも売っている家庭用の安いガスボンベからガ

スを補充する器具を手にしました。もう高いガスボンベを買わなくていいし、何よりあの頑丈な空のボンベを捨てな

くてよくなりました。家庭用のガスボンベは結局捨てなければなりませんが、この方が気が楽な感じがします。あ

と、携帯性さえ考えなければ、その家庭用のガスボンベを直接ストーブにつけることができます。家庭用のガスボ

ンベは私の勤務先で 3 本 198 円で売ってますから（社員割引でさらに 10％引き）とても経済的になりました。  

そこで、お願いですが、どなたか、一番小さいボンベのガスがなくなったら、空のボンベを捨てないで私にください。 



 

 

 

 

262 ﾊｲｴｰｽです 諏訪本  - 2004/06/23 00:23 - 

巌道峠に逆方向で行く車はﾊｲｴｰｽです。  

運転手を除いて８人は乗れます。  

 まさかくじ引きで８人温泉直行なんてことを  

考えているわけではありませんよね？ 

 

 

 

 

261 すごいね 奥倉 勇一  - 2004/06/22 09:23 - 

ご苦労さん。  

70 でまずまずとはさすがだね、人数は約 20 人です。  

帰りのバスは 16 時に変更しておきます。  

河口湖の新人を送る車とは何人乗りですか？ 

 

 

 

 

260 鮎の手配 その一 諏訪本  - 2004/06/21 23:10 - 

 ６月２０日道志川解禁しました。  

途中昼寝をはさみながら 名人７０匹、弟５０匹  

と、ﾏｽﾞﾏｽﾞの初日でした。  

 ｵﾄﾘで残す分、近所に配る分、自家用の分などを除いても  

おおよそ半分は調達済みです。  

サイズにつきましては 13 から１８センチと、いうところです。  

 小さいのは鮎飯用にして順次切り替える予定です。  

尚、迎えのバスですが１６時出発がいいと思いますが調整ねがいます。  

 長尾からの下り道ですが、既にﾏﾈｰｼﾞ済みです。  

ただし、鉄塔からの下り２５０メートルは、道が、ありませんので、下りの苦手の方は、巌道峠より、先発、及び案内

人、河口湖の新人を送る車で直接宴会場に直行ということになります。  

 

 

 

 

 



259 大山 UP 小田野  - 2004/06/12 09:54 - 

大変お待たせいたしました。というか、もう忘れられてましたかね。  

明日はもう次の山行だから 1 ヶ月もサボってました。申し訳ありませんでした。  

明日の天気予報は今のところ曇りのち雨ですが、なんか外はものすごい快晴なんですけど。これからまた悪くなる

んですかね。 

 

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/daisen/daisen.htm  

 

 

258 諏訪本さんありがとう 物江 賢司  - 2004/06/10 23:33 - 

 諏訪本さん、レンタカーの手配ありがとうございました。今、東京は梅雨ですが、これが明ければ、いよいよ東北

の花の名山の山行会の季節です。費用の概算と、登山の概要を近々発表しますので、参加予定者はよろしくお願

いします。また、振り込みの案内もしますのでよろしく。  

 東北に行く前に、鮎づくしの山行会もたのしみです。それから、野口さん、温泉もあるし、あこがれの山もあるし捨

てがたいね、今年の東北の山は。一緒に行きましょう。三山全部でなくても良い旅が出来ますよ。  

 毛無山は、またしても雨か？？デモ温泉があるから良いよね。 

 

 

 

 

257 ﾚﾝﾀｶｰ手配完了 諏訪本  - 2004/06/09 22:21 - 

東北遠征のﾚﾝﾀｶｰ手配完了しました。  

 

ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ一関営業所 0191－21－3250  

一ノ関駅西口徒歩 2 分  

所長 千葉（岩手なのに千葉） 女性（佐々木）  

俄か東北弁で折衝しましたが、一台につき 7000 円ほどしか  

安くなりませんでした。  

 ７５０７５＋８８２０（保険料）＝８３８９５  

 2 台で １６７７９０円です。  

いつものように 引き取りは小田野で手配しました。 

 

 

 

 

256 大山の写真 小田野 義之  - 2004/06/01 09:42 - 

日曜日に UP すると云った大山の写真ですが、ついに何にも出来ませんでした。申し訳ありません。もう忘れてくだ

さい．．．という訳にはいきませんので、毛無山に行くまでには何とかします。それにしても暑いです。ダイエットどこ

ろか私は益々肥ゆる初夏です。  



 

 

 

 

 

255 大山 小田野  - 2004/05/26 22:44 - 

みなさん、こんばんは。  

伯耆大山は良かったですね。私が前回行ったときは濃霧で展望が全く利かなかったので、本当に今回参加してよ

かったと思いました。他の百名山でも同じように展望を見ていない山がたくさんあるので、再度挑戦してみたいと思

いました。でも羅臼岳や幌尻岳、あの利尻岳や宮ヶ浦岳もあるのでかなり難しいですね。  

大山にも増してすばらしかったのは足立美術館の日本庭園です。あの景色のどんな要素があんなに大きな感動を

呼ぶのか不思議でなりません。あの美しさを愛でる感性を共有できる日本人としての誇りを感じます。  

出雲大社もびっくりしました。そこかしこで厳かな空気に触れ、ヒヤッとするというか、頭の先から首筋に抜けてぞ

ぞっとくる感覚が何度もありました。あれは本物だと納得しました。  

その出雲大社の近くの店で井出さんと渋谷さんとで食べたそばは、これはうまかったです。昼食のときの印象が手

助けしたかもしれませんが．．．。  

ところで出雲の画像の UP ですが遅れてすみません。先週末は、まだ雪深い雄大な月山と大朝日岳を眺めながら

釣り、キャンプと遊び呆けていました。今度の日曜日には UP する予定です。  

254 大山みました 野口博孝  - 2004/05/23 23:24 - 

みました。みました。充分旅行記になっています。これに小田野さんのが追加になればまた楽しみ。充分うらやまし

い。健脚に乾杯。 

 

 

 

 

253 大山どうだった 野口博孝  - 2004/05/23 23:10 - 

大山旅行記はまだですか。楽しみにしてますよ。志賀直哉の暗夜行路で何度か読み返した大山をみんなが登った

んだなと感じ入っています。奥倉さんへ。いつもポストに入れてもらって申し訳ない気持。近頃は残念ながら皆と同

じペースで登る自信がありません。今まで充分楽しんできたと思っているから悩みはないけれど計画書を読むたび

にまだ迷う気持ちはあります。しかし毛無山は健脚者に限る感じですね。八月の早池峰はこのチャンスを逃したく

ない気持ちが強いのだけれども一緒の行動は無理かなと思ったり、いまだに決断つかず。しかし秋の西穂はどうし

ても行きたいし、勝手ながらまた相談にのって下さい。 

 

 

 

 

252 大山出雲観光の喜びもう一度 物江 賢司  - 2004/05/23 22:13 - 

大山出雲観光のホームページ出来ましたので、ご覧下さい。忙しかったので、写真を貼り付けただけです。小田野



さんの写真も含めるもっと良くなると思います。今考えると、すごい登山旅行になりましたね。山も良かったし、飲み

ながらの観光バス旅行もやみつきになりそうだね。秋は、高山祭りの最中だそうです。朝一番の電車で松本まで行

って、それからバスで観光も良いかもしれないね。ご意見を！ 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/daisen/top.htm  

 

 

251 すばらしかった大山 出雲大社 物江 賢司  - 2004/05/18 15:21 - 

待ちに待った大山出雲の山行、無事行って来ました。大山は、北壁を左に見ながらひたすら尾根を登り詰めるきび

しい登山でした。山頂の強風は、十勝岳ほどではなかったけれど、相当強かったね。山頂からみた日本海 中海 

宍道湖は幻想的で良かったですね。日本海を見た登山は、前原山行会では今までなかったかも。  

 出雲大社も、さすが日本の神様全部を集めるだけの迫力を感じました。観光バスでの、観光はビールも飲み放

題だし、運転に気を遣うこともないし良かったね。サンライズ出雲も、全日空ホテルもよく寝たよ。温泉だったら、飲

み過ぎになったかも。ホームページ準備中です。お待ちください。今度は東北の一山百花の山を目指して準備を進

めます。 

 

 

 

 

250 大山登山最終確認 物江 賢司  - 2004/05/11 22:58 - 

 大山登山がもうすぐです。もう一度次の点を確認して準備してください。  

・朝食（列車の中で取ります。）昼食（山頂で取ります。）の二食用意してください。  

・着替え等は米原駅のコインロッカーに入れておけますが、下山後はまっすぐ皆生温泉に向かいますので、全日

空ホテルに帰ってから駅に取りに行ってください。  

・雨でも、暴風雨でない限り登山します。雨具の準備は万全に  

・頂上では、お湯を沸かしお茶を出します。ラーメンのお湯は難しいです。  

・楽しい旅にしましょう。 

 

 

 

 

249 出雲そばを食べよう 物江 賢司  - 2004/05/09 19:53 - 

１６日のお昼ご飯の場所を頼んでいましたが、連絡がありました。出雲ののそば庄というところです。いよいよ今週

ですね。そば庄は以下のホームページで見られます。 

 

http://www.orochi.co.jp/tamaki/index2.htm  

 

 

248 ８時からです 小田野  - 2004/05/09 11:45 - 



８時からの予約ですが、当然私は機をうかがってその前から行ってるつもりです。 

 

http://www.hatsufuji.com/yaesu/index.html  

 

 

247 一杯の件 諏訪本  - 2004/05/08 09:05 - 

しばらく農作業に追われて掲示をみていませんでした。  

出発前の一杯勿論参加します。時間を教えてください。 

 

 

 

 

246 大山展望図をみて 物江 賢司  - 2004/05/06 09:58 - 

大山の展望図、大山の様子がよく分かりますね。これだと、登った気分になります。特に、登山コースの様子がよく

分かるので助かります。これからも展望図の作成楽しみにしています。 

 

 

 

 

245 メールアドレス変更 市之瀬  - 2004/05/05 10:01 - 

お久しぶりです。いよいよ大山登山の日が近づいてきましたね、掲示板を見ていると益々盛り上がってきている様

子が肌で感じます。天気に恵まれることを期待しています。今回は参加できませんので写真で愉しみたいと思って

いますので先生、小田野さんよろしくお願いいたします。  

メールアドレスが変更になりましたのでお知らせいたします。  

imaichi@amber.plala.or.jp 

244 大山の展望図 小田野  - 2004/05/04 23:51 - 

大山の展望図を作ってみました。こんなように晴れて、すばらしい展望がきけばいいだろうに、という願望が入って

ます。前回登ったときは一面ガスの中で展望はまったくなかったので。よかったら覗いてください。  

例の通り画像は重いですから、ADSL 以外の人は見ないほうがいいと思います。展望図作成の勉強中なので、た

いしたもんではないですから。 

 

http://web.poporo.net/home/maeharasankou/daisen/daisentenbou.htm  

 

 

243 タクシー予約完了 物江 賢司  - 2004/05/04 10:12 - 

米子から大山登山口までのタクシー予約できました。１９名という事なので、ジャンボ１台（９人） ５人乗り２台で予

約しました。もうすぐですね。今、しつこい風邪がはやっています。体調に気を付けましょう。大山の雪はどうでしょ



うか。これから問い合わせてみたいと思います。 

 

 

 

 

242 出発前に一杯の予約 小田野  - 2004/04/30 22:06 - 

東京駅で出発前に一杯、初藤というお店の予約ですが、12名まで予約できましたので、あと3名、ご希望の方は手

をお挙げください。  

 

 

 

http://www.hatsufuji.com/yaesu/index.html  

 

 

240 大山参加者 奥倉 勇一  - 2004/04/28 12:24 - 

大山の参加者は男 11 名、女 8 名の計 19 名です。  

物江先生 米子から大山寺までののタクシーの手配よろしくお願いします。  

サンライズ出雲は女性車両、禁煙車両、喫煙車両に分けてあります。 

 

 

 

 

238 きれいどころ？ 物江 賢司  - 2004/04/27 22:09 - 

大山は盛り上がっています。物江１名参加です。フィルム６本もあればOK です。観光バスの中のビールはやはり１

ケースは最低そろえなければ。フイルムとデジカメどちらが美しいか、見分けがつかなくなってきています。素が良

いからか？ 

 

 

 

 

237 ハ～イ お元気ですか？ ＨＩＲＯＫＯ  - 2004/04/26 09:02 - 

気がつくともう 5 月の大山です。出発までえ三週間をきりました。  

ドキドキ・ワクワクして来ましたね。  

小田野さん、もちろん 14 日 8 時集合には 奥倉二人 上田さん二人  

佐藤さん 山本さん 石井さん ７人は出席です、予約有難う。  

今回女子班では、きゅりの塩ずけ 15 本サンライズ出雲の車中で作ります。いつものフルーツぜリー20 個（スプーン

は忘れずに持ってゆきます）  

お酒のおつまみ二種類位、紅茶等です。リクエストがあれば受付けます。  



１６日の観光バスには、もちろんビール 1 ケースいや 2 ケースですか 先生？  

フイルムは 6 本でいいですか？  

キレイドコロは皆スタンバイよ！！ 

 

 

 

 

236 参加します 物江  - 2004/04/24 21:35 - 

５月１４日、飲み屋の予約ありがとうございます。ようやく決まりましたね。参加します。上野駅から夜行で、もちろ

ん鈍行です。帰ったことがありましたが、その時の事を思い出しますね。上野駅ですから、ガード下にたくさんの飲

み屋が並んでいました。そこでほろ酔いになり、ニッカ小瓶を買い込んで汽車に乗り込みました。何年前でしょう

か。今度は豪華なトワイライトです。あんまり飲み過ぎないようにしましょう。自分に言っています。 

 

 

 

 

235 5/14 の飲み場所 小田野  - 2004/04/24 17:46 - 

5/14 の飲み場所を予約しました。  

初藤 hatufuji 八重洲店という店で、東京駅八重洲中央口を出て徒歩１分、八重洲地下街にあります。20：00 から

「前原」という名前で７～８人で予約してます。予約電話番号は私の携帯 090-2439-3463 を言ってあります。  

参加される方はこの掲示板もしくはメールか携帯に電話ください。 

 

http://www.hatsufuji.com/yaesu/index.html  

 

 

234 ここはどうでしょう？ 小田野  - 2004/04/23 23:37 - 

インターネットで探してみましたが、１件は駅から離れた飲んで安心チェーン店、もう１件は八重洲地下街のそば

や、８時から席を確保する予約というのは店にとっては厳しいので、どうなるかわかりませんが、明日電話してみま

す。  

http://gourmet.yahoo.co.jp/gourmet/restaurant/Kanto/Tokyo/guide/0401/P059778.html 

http://gourmet.yahoo.co.jp/gourmet/restaurant/Kanto/Tokyo/guide/0401/P055942.html 

 

 

 

 

233 小田野さん偉い 物江 賢司  - 2004/04/23 21:11 - 

出雲の切符届きました。わくわくしますね。サンライズ出雲は皆夢の中で行きたいですね。このため、東京駅前で

の仕込みは絶対必要ですね。８時に限らずもっと前からでも良いですね。小田野さん店を探してくれてありがとう。



小田野さんの選んだ店でゆっくり飲んで、夜行列車に乗り込みましょう。みなさん忘れずに持ってくる物は ?朝食こ

れは列車の中で各自とります。 ?大山登山の昼食（お茶の準備はします。カップ類のお湯は準備できません。）３

週間後皆集まりましょう。 

232 5 月 14 日の食事 奥倉 勇一  - 2004/04/23 17:00 - 

5 月 14 日の食事処を予約しようとしたら、満員で断られました。  

誰かどこか捜してよ！ 無かったら各自めいめい飲んで食事して  

汽車に集合だね。･････これもちょつとさみしいね。  

他のところも探してみますが、どうなりますか。 

 

 

 

 

231 5/14ｐｍ8:00 からの食事処 小田野 義之  - 2004/04/23 15:56 - 

奥倉さんのご指示により、5/14ｐｍ8:00 からの食事処の案内を下記 URL にアップしましたので、みなさんお誘いあ

わせの上、お越しください。  

 

 

http://maeharasankou.hp.infoseek.co.jp/0514NomiyaOS.htm  

 

 

230 二十六夜山のページをリンク 小田野 義之  - 2004/04/23 15:55 - 

二十六夜山のページをリンクしました。私が撮った集合写真も「その２」に載せました。井出さんに教わった花の中

でミヤマキケマン深山黄華鬘というのは難しい字を書くなーと思って調べると、仏間の欄間の装飾であり、元々は

儀式に花を飾ったことからきているらしく、そうするとこの花は昔から親しまれてきたものかと、ちょっと感じ入りまし

た。 

 

http://maeharasankoukai.hp.infoseek.co.jp/26/26.htm  

 

 

229 キップと夕飯 小田野  - 2004/04/21 00:58 - 

奥倉さん、今晩は誠にお世話になりました。  

<サンライズイズものキップを受け取った返事  

はい、確かに本日受け取りました。  

＜5 月 14 日東京駅に 8 時に集合して夕食を食べられる人  

はい、必ず参ります。8 時まで待ってられないので浅草橋で pre 飲んでます。 

 

 

 

 



227 キップと夕飯 奥倉 勇一  - 2004/04/17 15:34 - 

サンライズイズものキップを郵送しますので受け取った方は返事を下さい。  

 

5 月 14 日東京駅に 8 時に集合して夕食を食べられる人は連絡下さい。場所は後日連絡します。 

 

 

 

 

226 出雲観光の案内 物江 賢司  - 2004/04/17 10:02 - 

出雲観光の行程が出来ました。ご覧下さい。観光バスで行くのである程度自由はきくと思います。ご希望があれば

掲示板へ書き込んでください。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/izumo/kankou.htm  

 

 

225 十二ヶ岳の叡山スミレ 物江 賢司  - 2004/04/17 08:35 - 

今倉山～十二ヶ岳のホームページが出来ました。見てください。今回の山は何年か前に同じコースで登ったことが

あるようです。しかいｓ、季節が違えば山は違います。今回は叡山スミレに出会うことが出来ました。写真もはっき

り撮れています。大きい花でしたね。そのほかにもスミレを撮ってきましたが名前は？？？  

秋の西穂高山行の宿予約しました。平湯温泉の「平湯の森」です。平湯バスターミナルのすぐそばです。露天風呂

が６つもあります。温泉三昧です。ちょうど高山祭りの時期です。当初の予定では９日（土）の午後出発の予定です

が、早朝に行ける方は見学してから宿に戻ることも可能ですね。 

 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/jyuni/top.htm  

 

 

224 出雲観光は観光バスで 物江  - 2004/04/15 22:00 - 

サンライズ出雲も確保でき、いよいよ出発を待つのみとなりました。最終日１６日の出雲観光については、観光バ

スを貸し切ることにしました。費用は７万円です。全日空米子ホテルにバスがむかえに来ます。そこから庭園美術

館、加茂岩倉遺跡 宍道湖湖畔での昼食、その後出雲大社見学をして、出雲空港に向かいます。  

バスですののんびりした観光が出来ると思います。  

最初の計画では、１５日雨の場合１６日大山登山の計画でしたが、バスの予約の関係もあり、１５日の登山になり

ます。小雨決行となります。防寒等、雨具の備えをよろしくお願いします。 

 

 

 

 



223 追加のお知らせ 奥倉 勇一  - 2004/04/15 09:34 - 

サンライズ出雲は全員個室で、なおかつ男と女は車両が別々です。  

 

 

 

 

 

222 お知らせ三つ 奥倉 勇一  - 2004/04/14 15:50 - 

? 5 月 14 日のサンライズ出雲のキップがとれました。そのうち送ります。  

? 5 月 15 日の朝食と昼食は各自用意して下さい、列車の中で買おうとすると売り切れの心配あり。  

? 4 月 11 日に二十六夜山に行った人に配布された夏の山行のパンフレットのなかで、私の振込銀行の口座番号

が間違って」いますのでご注意下さい。（最後の数字が余分です） 

221 鮎づくし 物江  - 2004/04/09 22:57 - 

諏訪本さんの鮎ずくしは、並みの物ではありませんね。絶対に食べるべきです。みなさん、山の計画はこれからで

すが、鮎づくし食べるだけでも是非参加しましょう。ちなみに、私は、鮎の刺身はいままで食べたことがありませ

ん。是非食べたい。山はどこにしようか？山はなくてもいいか！これでは山行会ではなくなるな？ 

 

 

 

 

220 一山百花 物江 賢司  - 2004/04/09 22:51 - 

「一山百花」という言葉あるそうです。一つの山には百の花があるよという意味でしょう。私が勤務している校長か

ら聞いた言葉です。今年の東北の山行はまさに一山百花の山です。私のデジカメは１３０枚しか記録できません。

これじゃ足りないね。今年の東北山行のテーマを一山百花と温泉めぐりにしました。 

 

 

 

 

218 加茂岩倉遺跡の見学 物江 賢司  - 2004/04/09 22:38 - 

出雲観光たくさんの要望が出ています。ありがたいことです。出雲の国は大和朝廷より古い古代政権があったの

ではないかと言われているところです。岩倉遺跡は銅矛が出土しているところです。今コースを精査しているところ

です。おいしいものも食べたいしね。  

 ところで、サンライズ出雲はとれるでしょうか。４月１４日に結果がわかります。楽しみですね。  

二六夜山はいろんなスミレを見てきましょう。楽しみです。東北の計画を配布します。申し込みをよろしく。 

 

 



 

 

217 出雲と道志の話 諏訪本  - 2004/04/09 02:51 - 

5 月の大山ですが、観光ですが、私ども学究の徒としては加茂岩倉  

遺跡はなんとしても見ておく必要があるのではないでしょうか。  

 

野口長老の道志は都留の二十六夜山の話で 7 月の道志は是非参加お願いします。  

 

   7 月の献立の素案です意見のある方は掲示ください。  

 

1、蕨のおひたし  （連休に採取して塩漬けにします。）  

2、鮎の塩焼き   （名人が釣ります。）  

3、鮎の飯     （釜は近所で借ります）  

4、鮎だしｿｰﾒﾝ   （寒い場合は味噌汁）  

5、焼き物  ｲｶ 肉 ﾎﾀﾃ その他  

          （先発の小田野 野田さんが買い付け）  

6、野菜物 ﾅｽ ﾋﾟｰﾏﾝ ｷｭｳﾘ ﾈｷﾞ ﾄﾏﾄ   

        （これから植え付けますﾄﾏﾄは間に会わないかも  

7、鮎の背ごし （釣ったのをｻｼﾐにします 名人です問題ありません）  

 

   

 

 

 

 

216 道志は休みます 野口博孝  - 2004/04/08 20:39 - 

奥倉さんへ。また直前の連絡で申し訳なし。１１日の道志山行は休みます。参加したいと思い迷っていましたが湯

ノ丸山行の足疲れがまだ抜けてない感じなので。ペースがずれるのはやっぱりまずいよね。それからお礼が後に

なりましたが湯ノ丸山頂写真有難うございました。雪山を登頂出来ただけでも嬉しかったのに立派な記念写真まで

頂き感謝。さっそく額に入れて飾り毎日見上げています。では参加のみなさんによろしく。 

 

 

 

 

215 高尾山で見た花 物江 賢司  - 2004/04/03 22:22 - 

高尾山は良い天気で、良かったです。２４才と２３才の若者をつれて高尾山の下見に行ってきました。私が花の写

真を撮っているのを不思議そうにみていました？前回の投稿ではうまく花の写真が出なかったので、再度 HP にの

せました。この花の名前は何というのでしょうか。教えてください。 

http://maeharahp.hp.infoseek.co.jp/hana/siranesou.htm  

 


