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来年度山行希望場所ｱﾝｹ-ﾄ 

 来年度の年間山行計画案策

定に向けて、ﾒﾝﾊﾞ全員に山行希

望場所を推薦頂くｱﾝｹ-ﾄ用紙を

お配りしてありますが、回答期

限は11月例会(11/19)までです。

ﾒﾝﾊﾞ全員のご意向を反映した

来年度年間山行計画案を作成

するためには、多数のﾒﾝﾊﾞから

のｱﾝｹ-ﾄ回答が必要です。皆様

からの積極的なご提案・ご推薦

を期待しております。回答は電

子ﾒ-ﾙ添付がﾍﾞｽﾄですが､FAX、

郵送､手渡しのいずれかの方法

でも結構です。期限までに三村

までお届け下さい。ｱﾝｹ-ﾄ結果

を参考にして、2012年１月頃ま

でに来年度計画の世話人会案

を提示する予定です。 

15周年記念誌編集進捗状況 

 2012.3.10(土)開催予定の

2012 年度総会までに TTC 創立

15 周年記念誌｢やまなみ No.3｣

を完成させて､皆様のお手元に

届けられるよう、世話人を中心

に編集作業を進めております｡

10.22 現在、作業はほぼ計画通

り進んでいます。過去 5年間の

山行写真ﾃﾞ-ﾀの収集に関し､菊

地ｻﾝから協力要請があった場

合はご協力をお願いします。 

忘年山行実施ﾁｬﾘﾃｨｵ-ｸｼｮﾝへの

出品にご協力を！ 

新品で無くても結構です。11

月例会の際に、ご提供頂ける出

品物をご持参下さい。忘年会で

ｵ-ｸｼｮﾝを行い、売り上げ金を東

日本大震災義援金として拠出

します。 

北北横横岳岳山山行行計計画画担担当当者者変変更更  

3/24(土)実施予定の上記提

案山行の計画立案担当者を都

合によりＡｻﾝからＢｻﾝに変更

しました。 

  

  

  

  

山行実施結果報告 

☆甲斐駒ｶﾞ岳黒戸尾根(提案)

★★★9/23(祭)-9/24(土)；1

泊 2日､ﾏｲｶ/ﾀｸｼ利用。参加 6名。

天候:晴｡CL/計画:、SL、会計:、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。直前に台風

15 号上陸｡実施が危ぶまれたが、

好天のもと予定通り念願の黒

戸尾根ｺ-ｽから頂上へ。 

★南ア仙丈ｶﾞ岳(定例)★★9/  

24-9/25;1泊 2日、ﾊｲｴ-ｽ/乗合

ﾀｸｼ･路線ﾊﾞｽ利用。申込7名｡CL、

SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。

直前の台風 15 号上陸で野呂川

林道が通行止め。通行可能にな

ったとの確認がとれたのは可

否判断ﾀｲﾑﾘﾐｯﾄを過ぎた前日午

後。やむなく中止判断。 

☆御神楽岳 (提案)★★ 10/1 

-10/2；1 泊 2 日、ﾊｲｴ-ｽ利用､

参加 8 名｡天候:晴後曇｡CL/計

画:、SL/救護:、会計:、救護： 
 

  

 
上:8/29御嶽山魔利支天稜線 

下：8/10鹿島槍布引山山頂 

 

 

 

 

ｽﾀｯﾌ名削除。体調不良の 3名を

残し 5 名で念願の頂上を踏む

(歩行時間 7H)｡他登山者の姿な

し。残留組は温泉と山栗拾いを

堪能。 

☆奥鬼怒温泉郷･鬼怒沼湿原

(提案)★☆10/15-16;1泊 2日､

ﾊｲｴ-ｽ利用♨った～り山行。参

加11名。天候:曇/雨。CL/計画:､

SL､会計:ｽﾀｯﾌ名削除。船形山代

替え。鬼怒沼湿原ﾊｲｷﾝｸﾞ出発の

朝､土砂降りの雨で出発取りや

め観光に。奥鬼怒･日光の紅葉､

加仁湯の温泉、霧降滝･大笹牧

場､日光東照宮の流鏑馬､大谷

観音等の名所巡り。  

★三方分山･パノラマ台(定例)

★☆10/29(土)日帰、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利

用｡参加:18名､天候:晴。CL、SL、

会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。新ﾒﾝ

ﾊﾞＡｻﾝ初参加。お試し山行のＢ

ｻﾝ･Ｃｻﾝ参加｡好天に恵まれ紅

葉と富士山の大展望を楽しむ。  

山山山ののの花花花・・・野野野ののの花花花    
トウヤクリンドウ【当薬竜胆】

(ﾘﾝﾄﾞｳ科ﾘﾝﾄﾞｳ属の多年草) 
3000m 級高山一帯に一斉に花を咲

かせていた高山植物の花が咲き終わ

って寂しくなる 8月中旬-9月上旬頃

に､背丈 10-25cmで、茎の先に長さ 4 

-5cmのｸﾘ-ﾑ色の花を 2-3個咲かせる。

花弁に緑色の斑点がある。花は日中

陽が当たると開き､曇天や夜間は閉

じている。茎葉は対生し、長さ 2-5cm

の長楕円状披針形。和名のﾄｳﾔｸは薬

草のｾﾝﾌﾞﾘのことで、ﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳも薬

草になることから名付けられた。北

ｱｼﾞｱから北米に分布し、日本では北

海道～中部以北の高山(南･中･北ｱﾙ

ﾌﾟｽ等)の標高 2500m 以上の砂礫帯に

多くにみられる。日光白根山頂上付

近にもある。田中澄江の花の百名山

では槍ｶﾞ岳の花である。日本のﾘﾝﾄﾞ

ｳ属はこの他､ﾌﾃﾞﾘﾝﾄﾞｳ､ﾊﾙﾘﾝﾄﾞｳ、ﾀﾃ

ﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ､ｵﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ、ﾐﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ、ｴｿﾞﾄ

ｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳ等､10種が知られている｡ 

ＴＴＣ通信 
丹沢トレッキングクラブ 代表：佐藤 清 TEL:046-248-1683 URL:http://outdoor.geocities.jp/ttc_atugi/      

自自自然然然ををを愛愛愛ししし、、、山山山ををを愛愛愛ししし、、、人人人ををを愛愛愛ししし、、、変変変わわわらららぬぬぬ友友友情情情ををを育育育むむむ   
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◆箱根金時山(定例)★★11/5 

(土)日帰､公共利用。申込14名｡

CL､SL、救護:ｽﾀｯﾌ名削除｡ 

◇西丹沢檜洞丸(提案)★★11/ 

12(土)日帰、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用｡申込

15 名｡CL、SL、会計:､救護:ｽﾀｯ

ﾌ名削除。 

◇奥多摩刈寄山(提案)★★11/ 

26(土)日帰、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。CL、

SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇奥武蔵城峯山(提案)★☆

12/3 (土)日帰、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。 

申込:13名(10/22時点)｡CL、SL、

会計:、教護:ｽﾀｯﾌ名削除。10

月例会募集締切の周知ﾓﾚのた

め引き続き募集受付中｡ 

◆西丹沢中川温泉忘年山行(定

例)★★12/17-18;1 泊 2 日､公

共利用｡申込 31 名。CL､SL、会

計:、救護:別途、ｽﾀｯﾌ名削除。

東日本大震災ﾁｬﾘﾃｨｵ-ｸｼｮﾝ出品

受付中｡12月例会を兼ねる。 

 
 

日本の地磁気偏角最新デ－タ 

 日本国土地理院は、2010年１

月１日時点での日本各地の地

磁気ﾃﾞ-ﾀをまとめ、9/28に公表

した。国内各地の地磁気ﾃﾞ-ﾀの

詳細は、これまで 10 年間隔で

発表されてきた(前回は2000年

1月)。今後は 5年間隔にすると

いう｡また、国内には一等磁気

観測点106箇所､千葉県鹿野山､

岩手県水沢等､3 箇所に連続観

測点、火山活動監視等に使用す

る航空磁気測量の3つの方法で

地磁気変動を観測している。 

 地球は主として自転運動に

より､北極付近をS極､南極付近

をN極とする大きな磁石を構成

する。従って、永久磁石の針先

(N 極)は S 極の中心を指し(方

位磁針の北:磁北という)、地図

上の北（真北という）とは異な

る。地磁気(磁力線)は基本的に

偏角(真北からのｽﾞﾚ)と伏角

(地面から下向きの角度)の2つ

の方向成分とその絶対値で評

価される。方位を決めるｺﾝﾊﾟｽ

として我々が利用するのは偏

角のみ。日本付近は西に傾いて

いるので西偏角とも言う。伊能

忠敬が日本地図を作製した 200

年前の偏角はほぼｾﾞﾛ(磁北と

真北が一致)であったが、その

後徐々に西偏角が増し、2010

年現在の日本の西偏角分布は

下図の通り 4～10°であり、

1970年から 40年間の西偏角の

変化量とその絶対値は那覇

+1.2°の 4.2°､旭川+0.5°の

9.5°､東京･横浜は+0.7°の

7.0°､熊本･長崎で+1.0°の

6.5°である。丹沢付近は

7.2-7.4°､富士山 6.1°､南ア

6.2-6.5°､北ｱ 7.0-7.8°と覚

えておくと良い｡  実際は

1/25000地図に表記してあるの

で（何十年前のﾃﾞ-ﾀか要ﾁｪｯｸ）、

そのﾃﾞ-ﾀを使えばよい。GPS が

実用化されたとはいえ、ｽﾏ-ﾄﾎﾝ

やｶ-ﾅﾋﾞの現在地や進行方向表

示等の補完機能として偏角ﾃﾞ-

ﾀの重要度は増している。 

 

山に想う  

故郷の山「蔵王」  

 #035 氏名削除 

私たち夫婦は共に山形市生

まれです。市内から蔵王連峰の

山並みが見えます。現在はバス

で 40 分も乗れば蔵王温泉に行

くことが出来ます。 

私が蔵王に初めて登ったの

は中学２年生の夏休みに入っ

た初日でした。体育の必須だっ

たように思います。その日は朝

から雨、その頃は山頂に通じる

エコーラインの道路も無く、車

は蔵王温泉までしか入れませ

んでした。その頃の蔵王登山は

半郷村から温泉までバス道を

歩いて行ったものです。 

今でも鮮明に覚えてますが

近江屋という旅館前の階段を

登って登山道が始まります。服

装はビニールのカッパ、ズック

靴、服は木綿の生地であっとい

う間に濡れてしまいます。それ

でも泣きべそをかき、仲間に励

まされながら登りました。強風

に吹き飛ばされそうになりな

がらどうにか落伍せず登る事

が出来ました。山頂の風景の記

憶はあまり覚えていません。無

事下山して温泉旅館に１泊、冷

えた体を温泉で温め、食事をし

てようやく生き返ったように

思いました。元気になればやん

ちゃな中学生、たちまち就寝前

の枕投げで大騒ぎ、先生にひど

く怒られたものでした。その時

の仲間は 56 年も経った今でも

交流があります。山が結んだ絆

でしょうか？ 

TTCでも蔵王は二度行きまし

たが最初はガスでお目当ての

蔵王のお釜は観ることが出来

ませんでした。二度目は冬の蔵

王、モンスターと呼ばれる樹氷

を観に行ったのですが前日に

春一番が吹き、暖かい雨で雪が

解け落ちて観ることが出来ま

せんでした。故郷の自慢の山が

観てもらえなくて残念です。 

温泉良し、新緑も良し、コマ

クサの咲く夏山、紅葉の季節、

樹氷の季節、蔵王は四季を通じ

てお勧めします。皆様、蔵王に

ぜひお出かけください。 

次回は（氏名削除）さんの登場です。 

 

編集後記 10/14早朝､祖母山を下

山中の女性登山者が体長 150-160 

cm のﾂｷﾉﾜｸﾞﾏに遭遇。女性に気づく

と後足で立ち上がりほえて逃げたと

いう。九州での野生ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏの生息域

とされる大分･熊本･宮崎では､2001

年までに全て絶滅したと認定されて

おり、生息情報は明るいﾆｭ-ｽだ。 

11月例会：11/19(土）厚木市睦

合南公民館 1F/展示室。安全登山

教室 18:30-19:30、例会 19:30- 

21:00、世話人会 18:00-18:30。 


