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今後の予定                                  

 

頂上二人占め 

 

一昨年の９月、M さんと鹿島槍ヶ岳に登りました。 

前日はイマイチのお天気でしたが、当日はお天気の予報。

早朝に冷池山荘を出発して、南峰、北峰を目指して歩きまし

た。 

途中、感動的な夜明けを写真に撮ったり雄大なアルプスの

眺望を楽しんだりしながら、気持ちのいい山歩きを満喫。

が、ほとんど登山者に出会いません。９月の初旬で金曜日

でしたが、数人の単独登山の方とすれ違っただけ。 

近年、登山ブームで百名山に限らず、どこに行っても人、

人、人の賑わいなのに。「百名山の鹿島槍ヶ岳がこの静け

さ？？」とちょっと信じられない気持ちで、北峰から南峰に戻

り、コーヒーとお菓子でまったりしていても、誰もやってきま

せん。二人一緒に写真を撮ってもらいたくても、頼める人も

なく、頂上二人占め状態が続いたのでした。 

表紙からのメッセージ 

 



私のひとりごと                               

こんにちは、今年の 1 月より入会させて頂きました Y.T.です。 

先ずは、自己紹介から 

 

年齢：54 歳（昭和 41 年 5 月 18 日生）丙午のおうし座 

血液型：A 型 

出身地：滋賀県長浜市 現住所：滋賀県草津市 

家族構成：妻、長女（既婚）、長男、次男 

  *孫（長女の子供）が、2 人（4 歳と 2 歳）います。 

登山歴：約 5 年 

  *金沢への単身赴任中に気晴らしで始めましたが、金沢での登山の師匠が 

  なにせスパルタで・・・ 

過去登った主な山（順不同）：劔（立山山麓全般）、薬師、雲ノ平、白山、 

  黒姫山、火打、白馬（栂海新道）、常念、槍、穂高、乗鞍・・・etc 

おすすめ山域（登山道）：立山～室堂までの森林歩きが今までのところは一番ですね。 

  *ただ、最近は熊がでるとのことなので一人では避けてください。 

初めて登ったメジャーな山：記憶では乗鞍？？ 

  *自転車で畳平までヒルクライムして、その後スニーカーで・・・ 

今考えればスニーカーはダメですね。 

 

＜チャべチャベと＞ 

竹内まりやじゃないが、気が付けば五十路を超えた私がいる・・・。 

ずっとスポーツに拘ってきて、やれタイムだ、順位だと一喜一憂してましたが 

いつの頃からか 

カルビ→フィレ、赤身→白身、スポーツ→運動、長髪→天然の短髪（泣！！） 

と、身体と精神の老いを感じる今日この頃です。 

  *とはいえ、金沢から帰任して岳友会、自転車サークル×2、ランニングサークル 

   に加入しまだまだ気だけは若いつもりなのですが・・ 

 でもね、金沢の山岳会や岳友会で尊敬すべき大勢の先輩にお会い出来、先輩方の 

背中を拝見していますと、人生これからもっと楽しいことが一杯ある気がしてます。 

お世辞でなく皆様と山行すると沢山の元気が頂け明日への活力が・・・。 

 今年は岳友会の皆様とどんな景色が見ることができるでしょう？とても楽しみに 

しています。 

ランニングシーズンは終盤ですが、自転車がシーズンインしたので、山ばかり行けないのが目下の悩み

です。 

 



例会山行案内 

 

 

 

鈴北岳～鈴ヶ岳 

 

当初はヤマシャクを期待しての比婆山だろうが？ヒルが嫌いで山行企画部了解の下、山域変更です。 

急登は在りますがのんびりした稜線歩きです。 

 

◆ 日時   ５月２日 

◆ 集合    野洲駅 ７時３０分 

◆ コース  大君ケ畑～鞍掛橋～鈴北岳～茶野～大君ケ畑 

◆ 持ち物  一般登山用具、地図、ストック等 

◆ 締切   4 月２５日 

 

 

 

歩行時間 約６時間半 

 

  



5月例会山行案内 

大谷山(高島トレイル) 

 

大谷山は、福井県と滋賀県の県境に位置する山です。 

山頂には三等三角点があります。 

今回は、イワカガミをお目当てに高島トレイルの赤坂山から大谷山を歩きましょう。 

 

日時    5月 16日（日） 野洲駅 6:30  道の駅びわ湖大橋米プラザ 7:00 

行程    マキノ高原キャンプ場 8:30 →粟柄越 10:20 →赤坂山ピストン 11:00 →寒風

12:40→大谷山 13:30→マキノ町石庭 15:20 

        

装備    地図、ストック、雨具、水筒 昼食、非常食、ヘッドランプ 等 

申込み締め切り  5月 9日（日） 

 

※ 参加申込時には、集合場所と車提供の有無も必ずお知らせ下さい。参加者多数のため車台数

（乗車定員）が足りない場合は、参加申込順で打ち切らせて頂きますのでご了承願います。な

お、SLは参加者から選出させて頂きます。 

  



３月山行 箕作山 

  

●実施日：２０２１/３/２０（土曜日） 

●天候:晴れ 

●集合場所:野洲駅前広場７：３０ 

●参加者：   計 １２名 

●コースタイム：野洲駅前集合 7：30―太郎坊宮前駐車場着、市辺デポ 8:15―太郎坊宮登山出発８:35― 

赤神神社 8：55―赤神山頂 9：25―瓦屋禅寺 9：58―箕作山 10：22―休憩 10：35― 

小脇山 10：56―昼食 11：30―岩戸山、十三仏 11：50―竹林登山口下山 12：17― 

阿賀神社 12：55―市辺駅解散 13：00 

●感想 

 夫婦岩までしか行ってなかったけれど、、、その先は聖徳太子、織田信長、六角氏と歴史が出てくる。 

  興味は出てきたけれど、なかなか覚えられない。大きな石や岩など神に見立てて崇拝する習わしが 

  あったと言う。これは私にも分かる。時間は短かったけれど広く回った気分です。青い空、鶯、 

  馬酔木、春の山行でした。       

 

       

                   箕作山 

 

  午後の天気崩れを気にしながら今回は参道側から登頂する事になりました。参道目前で巨岩のムキ 

ムキの山、赤神山（太郎坊山）が鎮座しその中腹に太郎坊宮が見える。今から登るぞと爽快な気持

ちで１２名が歩き始めました。表参道の長い石段を登り、太郎坊宮に拝観してから箕作山山系４山

と瓦屋禅寺を縦走した。低山ながら各山からの眺めは抜群であった。また岩戸山の神秘的な石仏が

ある等ハイキングコースを楽しませてもらいました。CL さんお世話有難うございました。 

                                   

   

 

 

 



３月の例会山行は一週間前の雨予報とは違い、雲一つない朝でした。 

  登山口へ急ぐ我等の耳に鶯の声が聞こえます。 

 

       

 

 太郎坊は信仰の岩山です。赤神山には天狗が住み人々の災いを祓い、願いをかなえてきました。 

 七百余段の石段を登りきり手を合わせると、眼下に街並みが拡がります。

 

 

頂上から オーイ雲 

 

 



 

青空にくっきり見えます 

 

 

 

麦の緑と赤枯れた田のコントラストが好きです 

 

 

      十三仏 

 

 

 

 

 

赤い涎掛けの石仏が人の世の苦悩と願いを見守る 

 



 
夫婦岩 

                            

 

      竹林の細く続く道

         

 

瓦屋禅寺で黄金の笑顔 

 

 CL さん、SL さん、車に載せて頂いた Y さん、S さん心地よい時間を与えてくれた 

皆さん今日はホントにありがとう。  



 

例会山行報告 

京都トレイル・深草ルート   
                                   

■日 時  2021年4月3日(土)  曇りのち晴れ 

■参加者    計7名 

■行 程 

09：00 なかなか好転しない天気予報に急遽前日に前

倒し実施です。京阪・伏見桃山駅がスタート 

深草のFを35まで辿ります。 

09：40 途中「乃木大社」に立ち寄り参拝。そして   

ルートからは外れますが「明治天皇陵」へ。 

さぁ 朝いちから230段登りましょう！  

     

 

 

秀吉が築いた伏見城本丸跡地に造られた広大な御

陵。山科の町並みが広く展望できますが この階

段は応えます。並木の参道を抜けて正規のルート

に戻り 伏見桃山城をめざします。 

10：10 伏見桃山城 ソメイヨシノは散り始めで

すが 枝垂れ桜は見ごろです。緑深い北堀公園を

抜けて 市街地を歩き長い坂    

道を登り詰めます。 

11：10 大岩展望所  早いけどお昼にしましょう。平日は誰も居ないのに今日は大賑わい 

ゆっくり休憩して後半に備えましょう。 



大岩街道を下り 大岩神社に参拝。 

不思議な文様がある鳥居。調べると京都出身

の日本画家・堂本印象によるものだそうで 

まるでアジアの古代遺跡のよう。 

13：00 青木の滝  

13：10 弘法の滝  

13：40 「F―35」千本鳥居到着。 

14：00 伏見神社の大鳥居 解散 

 

 

 

                     

 

 

柔らかい春の日、心地よい５時間を有難う。 

満開のソメイヨシノ、八重、しだれ、ミツバツツジ、ウワズミサクラ、ヤマブキ、ツバキの絨

毯。鶯の声を聴きながらコゲラを見つけ、世情とは裏腹な穏やかすぎる自然。 

伏見の丘は竹の丘、歩いても歩いても竹、竹、竹林の中に細く続く石の道、ズンズン歩く。 

怒ったように、うしろも振り返らず、風だけが梢を渡って行く。 

シャガ等草花も、桜をはじめ樹の花も花盛り。静かな竹林の中の道をアップ、ダウンけっこう足にき

ました。永年、京都市民だった私なのに歩いていない所ばかりで楽しめました。 

天候判断、土曜日に変更されたリーダーに感謝です。           

 

 

 

                         

 

 



  

竹林に囲まれたヤマザクラの老木 健気に花を結

んでくれていました 何より嬉しい春です。 

 

 

 

 

 

 

 

                        

に久本当に久しぶりの例会山行 トレイル 深草コースも歴史を感じさせるコース

でした。 

大きな森の中の神社、いっきに登る大階段、桜吹雪の中見上げるお城、 

もうすぐお昼です長い上り坂、たけのこ買いました。やっと見えてきた赤い鳥居。 

コロナ太りの体が疲れ切ってヨタヨタ、いい汗をかきました。 

皆様お疲れ様でした。 

 

京都トレイル 深草コースも歴史を感じさせるコースでした。 

大きな森の中の神社、いっきに登る大階段、桜吹雪の中見上げるお城、 

もうすぐお昼です長い上り坂、たけのこ買いました。やっと見えてきた赤い鳥居。 

コロナ太りの体が疲れ切ってヨタヨタ、いい汗をかきました。 

皆様お疲れ様でした。 

しぶりの例会山行 参加です。 

本当に久しぶりの例会山行 参加です。 

京都トレイル 深草コースも歴史を感じさせるコースでした。 

大きな森の中の神社、いっきに登る大階段、桜吹雪の中見上げるお城、 

もうすぐお昼です長い上り坂、たけのこ買いました。やっと見えてきた赤い鳥居。 

コロナ太りの体が疲れ切ってヨタヨタ、いい汗をかきました。 

皆様お疲れ様でした。 

桜、山吹、ミツバツツジなど目で春を楽しみ、手入れされた竹林の筍に旬を感じ、 乃木神

社や明治天皇御陵、伏見桃山城、大岩神社などに歴史を感じ、大岩山展望所では、京都や遠くに

大阪の景色を眺めながら、まったりとお弁当を食べ、充実した一日を過ごすことができました。 

いつもは、２、３人で歩いており、会話の内容も限られますが、今回は、歴史のこと、 

鳥や草花のこと、色々な山の話などをしながら歩きました。住宅街のアスファルトの道を 

歩くのは少しつらかったのですが、伏見稲荷大社に到着した時はホッとしました。 

 お世話になった皆さま、ありがとうございました。     



２０２１年３月山行記録 

山行期間 山域・山名 例会等 

参加者数 
ブロ

グ 

掲載 

会

員 

会

員

外 

3/7     六甲縦走①     3 1   

3/7     音羽山   2     

3/7     錫杖ヶ岳   2 1   

3/7     武奈ヶ岳   2     

3/9 ～ 3/10 大山   1 1   

3/10     鈴鹿山系鍋尻山   2 2   

3/11     湖南アルプス（笹間ヶ岳、矢筈ヶ岳）   1     

3/14     鈴鹿山系・仙ケ岳・御所平   6 2   

3/14     荒島岳 取立山   1 1   

3/14     六甲縦走②   3 1   

3/14     伯耆大山（弥山）   1 1   

3/14     湖北の山 金糞岳（1317ｍ）   1 1 〇 

3/17     武奈ヶ岳   1 1 〇 

3/20     箕作山 例会 12 1 〇 

3/24     高畑山・鍋尻山   4 2   

3/24     堂山   1 1   

3/26     六甲山 行者尾根～摩耶山～杣谷(ｶｽｹｰﾄﾞﾊﾞﾚｰ)   4     

3/27     藤原岳   2     

3/30     金毘羅 Y懸尾根   1 1   

3/31     東海自然歩道歩き④   6 6   

※ コース、人数等は、事前に提出された計画書に基づいて記載していますので、 

  実際とは異なる場合もあります。 

   近郊の三上山、音羽山などの個人山行は、通常は記載しません。 

   複数の月にまたがる山行は、両方の月に掲載しています。 

 


