
くの 

            

  

 

 

ＴＴＣ新会員入会基準の 

明確化について 

 会員募集ﾁﾗｼ(厚木 Wild-1)及

び厚木市広報｢街かど伝言板｣

(9/15 発行)への TTC ﾒﾝﾊﾞ募集

案内を見ての入会問い合わせ

があり、早速 9月例会に 3名の

方が見学に来られました。 

 今まで曖昧だったTTC入会の

年齢等の基準について、これを

機会に以下のように明確化し

ました。①現役ﾒﾝﾊﾞ数の上限を

60 名とする(従来基準を再確

認)。②入会後の活動期間を考

え、以下の入会時年齢制限の内

規を設ける；(a)未経験者：63

歳以下、(b)経験者:65歳以下。 

東日本大震災義援金の 

  拠出時期を半年延伸 

日本赤十字社の表記義援金

募集期限が 2013年 3月 31日ま

で延伸されたのに伴い、本年度

山行ｶﾝﾊﾟ金 50％相当分を TTC

第4回義援金として拠出する時

期を 2013 年 3 月まで遅らせる

ことにいたしましたので、引き

続きご協力をお願いします。 

百名山完登のお礼として 

金一封を寄付頂きました 

8/6の加賀白山で日本百名山

全山登頂を達成された（氏名削

除）さんから、金一封 20,000

円のご寄付を頂きました。今後

購入する共同装備品の資金と

して活用させていただきます。

ありがとうございました。 

11月定例山行を差し替えます 

11/3(土)実施予定の日帰り

定例山行「鐘ヶ岳北尾根」を「大

山金比羅尾根」に差し替えます。

これは鐘ヶ岳北尾根ｺｰｽを下見

した結果、ｺｰｽの一部に密集し

たｽｽﾞ竹の藪漕ぎがあり、定例

山行とし不適当と判断したた

め。4 月に悪天候で中止した大

山金比羅尾根に差し替えます。 

 

 

 

 

来年度山行希望ｱﾝｹ-ﾄ 

 来年度山行希望場所をお聞

きするｱﾝｹ-ﾄ用紙(EXCEL ﾌｧｲﾙ)

をお配りしますので、11月例会

(11/17)までに、記入して電子

ﾌｧｲﾙで(または紙に記入)坂本

さんにご提出ください。 

山行実施結果報告 

★蓼科山(定例)★★8/25(土) 

日帰、ﾊｲｴ-ｽ利用､申込 5名。CL/

計画:、SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ

名削除。ｷｬﾝｾﾙ者多数による参

加者減により中止。 

☆富士山(提案)★★9/1-9/2;1

泊 2 日､ﾏｲｶ利用､参加 7 名。天

候:曇後雨。CL/計画:､SL/車提

供&ﾄﾞﾗｲﾊﾞ:､会計:、救護:ｽﾀｯﾌ

名削除。悪天候のため 8.5合山

小屋から撤退。 

★西丹沢畦ヶ丸(定例)★★9/8 

(土)日帰､ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。参加 13

名｡天候:晴。CL/計画:､SL、会

計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

静かなｺｰｽを歩き、下山後ぶな

の湯で一浴。 

山山山ののの花花花・・・野野野ののの花花花    
タカネマツムシソウ【高嶺松虫

草】（ﾏﾂﾑｼｿｳ科ﾏﾂﾑｼｿｳ属の多年

草、別名；ミヤママツムシソウ） 

亜高山帯の草原に群生する

マツムシソウを基本種とする

高山型変種。マツムシソウが茎

高約 60-90cmで、直径 4-5cmの

淡青紫色の花を咲かせるのに 
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◇北ｱ燕岳･餓鬼岳(提案)★★

★9/28-9/30；2 泊 3 日｡ﾊｲｴ-ｽ

利用。申込 8名。CL、SL､会計:､

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。追加募集中。 

◇北ｱ笠ヶ岳 (提案 )★★★

10/6-10/8;2 泊 3日.ﾏｲｶ利用。

申込6名。CL/計画:､SL､会計:、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。追加募集中。 

◆西丹沢ﾕｰｼﾝｷｬﾝﾌﾟ(定例)★

10/13-10/14；1泊、公共交通利

用。申込 11 名。CL/計画:、班

長://ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇袈裟丸山(提案)★★10/21 

(日)日帰､ﾊｲｴ-ｽ利用。申込 10

名｡CL/計画:、SL、会計:、救護:

ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇北八しらびそ小屋･中山峠

(提案)★★10/27-10/28；1泊 2

日､公共交通利用。申込 7 名。

CL、SL、会計/計画:、救護:ｽﾀｯ

ﾌ名削除。 

 

 

 

対し、タカネマツムシソウは茎高

20-30cmと低く、長い花柄の先端

に直径 5cmの大型の頭花を 1個

付ける。花色は鮮やかな碧紫色、

時に淡紅色や白色もある。本州

中部以北と四国の高山帯に分

布。花期は初秋の 8-9月。高山

の風衝の激しい尾根や、やや乾

いた草地、砂礫地に好んで群生

する日本固有種。葉は対生して、

羽状に裂け、裂片はさらに裂け

ている。 

 タカネマツムシソウの群生

地は、白山(標高 2000m以上)が

特に有名であるが、北ア朝日岳、

八方尾根、飯豊山、石鎚山等で

も見られる。マツムシソウの群

生地としては、美ヶ原、霧ヶ峰、

湯の丸高原、高峰周辺、清里飯

盛山、御坂山塊黒岳等が知られ

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/      
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◆大山金比羅尾根(定例)★★

11/3(土)日帰、公共交通利用。 

◇大山梅ノ木尾根(提案)★★

11/24(土)日帰、公共交通利用。 

◇丹沢表尾根(提案)★★☆

12/1(土)日帰､公共交通利用。 

◆河口湖忘年山行 (定例 ) 

12/15-12/16;1泊 2日、公共交

通利用。(a)九鬼山しっかりｺ-

ｽ★★/(b)九鬼山ゆとりｺ-ｽ★

☆/(c)宿泊先直行かを選択。 

 

 

「槍ケ岳」それとも「槍ガ岳」？ 

 「八●岳」や「駒●岳」の●の

表記に「ケ」、「ヶ」、｢ｹ｣、「ガ」、

｢ｶﾞ｣、｢が｣等が使用されていま

すが、一体どれが正しい表記な

のでしょうか？ 

 一方、漢字、ひらがな、カタ

カナ及びそれらの組合せ表記

が求められる住所表示では、鎌

倉「七里ガ浜」、横浜「鶴ケ峰」、

「希望が丘」と概ね 3種類の表

記がなされています。しかし、

江ノ電の駅名表記は「七里ヶ

浜」であり、その表記は統一さ

れていないのが現状です。山名

表記ではどうでしょうか？ま

た、山名以外にも「ヶ」を ka

（1 ヶ月、1 ヶ条）と読ませた

り ko「1ヶ」と読ましたりする

略記法が用いられているのは

ご存じのとおりです。ところが、

国語表記にカタカナの「ケ」を

このように発音してもよいと

する用例は認められていませ

ん。したがって、新聞等では「1

ヶ月」とは表記せず、「1カ月」

と表記しています。 

そこで、NETに掲載されてい

る「やりがだけ」の表記方法に

つ い て 検 索 調 査 し た 結 果

(2003.6 現在)、「ヶ」86.0％、

「ガ」7.2％、「が」2.8%､「ケ」

12.2%で、｢ヶ｣表示が大半で、

「八ヶ岳」「駒ヶ岳」の場合も

「ヶ」が圧倒的に多いことが確

認されています。また、ガイド

ブック等の出版物での山名表

記の違いについて調べてみる

と、現在山と渓谷社の出版物の

みに「ガ」が多用され、一部「ヶ」

も混用されている。しかし、最

近の国土地理院発行の地形図

並びに他出版社発行のもので

は｢ヶ｣に統一されているよう

だ。この不統一表記の理由はど

うして発生したのか？ 

まず「ヶ」は漢字の「箇」「个」

の略記号として、鎌倉時代から

使われており、山名の［ga］は

略記号の｢ヶ｣を用いるのが一

般的であるようだ(カタカナの

「ケ」とは異なる)。しかし、

戦後現代仮名遣いが定められ、

国語表記として認められてい

る「ガ」を使用することが出版

界での申合せ事項になったと

いう。しかし、その後、国土地

理院発行の地形図の表記が

「ヶ」に統一されたことから、

「ヶ」が一般的表示になったと

いうのが、これまでの経緯のよ

うである。したがって、略記号

の[ヶ]を使用した「槍ヶ岳」が

正しい表記で、「槍ケ岳」は間

違い。「槍ガ岳「槍ｶﾞ岳」「槍が

岳」は推奨される表記ではない。 

 今後 TTC 内ではどう表記す

るか？ ①カタカナ全角の同

じ活字サイズの「ケ」は使用せ

ずに、略記号の「ヶ」を用いる。

②ワ-プロ活字で略記号が出な

いときは、活字の大きさが 2～

3 ﾎﾟｲﾝﾄ小さいカタカナ全角の

「ケ」を使用する。③あるいは、

次善の策として、同サイズの半

角カタカナの｢ｹ｣を使用する。 

山に想う   
きつかった高妻山登山                    

#066 氏名削除 

 私がTTCに入れて戴いては早7年に

もなります。子育ても終わり、さて 

と考えてみるとほとんど何処にも行

った事がなく、まずは、海へ行こうか

山へ行こうかと、贅沢に悩んでみまし

た。「海が好きか 山が好きか」など

と聞かれたら、ためらわず「海」と答

えるのですが、行くとなればそれは山

でしょう… 何故となれば普通の主

婦ならばお金のかからない方と考え

たのです。それでTTCに入会して初め

て行ったのが上州武尊山… 知らな

い事ほど強い事はなく、なんとか登っ

てしまいました。それからは、いろん

な山行に参加させていただきました。 

 今までで、一番印象の強い山は高妻

山……なんとステキな響きでしょう

か！ 百名山の中でも、もう二度と行

きたくない山だと後で知りました。申

し込んではみたものの、なんだか自信

がなくなり数日前に CL に恐る恐る電

話でキャンセルを申し入れたのです

が「大丈夫 だいじょうぶ！！」と 

何とかなるサア～とは言わなかった

けれど受け付けてもらえません！ 

 朝4時に起床、戸隠高原のキャンプ

場を5時頃抜けて歩き始めて、その道

のりの長い事、長い事 険しい事 距

離があるのは、もちろん覚悟の上では

ありましたが… それまでの私の経

験した山は、登って登って頂上があり、

イヤになるほど下って下ってという

のが大方でしたので、なんなの？この

山は何回登って下って、登って下って

行くんだろう… 鎖場があり急登の

岩場を必死で登り、谷を下り、しかも

高妻山に着いたら この道を又戻る

ってｴ… なんと此処で待っていれば

いいのかｱ－と必死で考えました。で

も計算すると 2 時間も待つことに…   

誰もここで待つと言い出す人は、いな

いのかと見渡しても居そうもないの

でｼﾌ゙ ｼﾌ゙ 腰をあげました。  

 そして、長い長い高妻山は、夕方の

5 時近くに、ようやく戸隠の牧場にも

どることができました。その行動時間 

はほぼ 12 時間！私の最長記録となり

ました。ホントに辛くて苦しい山でし

た。ホントに二度と行きたくないと思

いました。でも戸隠に戻って来て牧場

を横切っている時の嬉しさ、ソフトク

リームの美味しさは今も忘れられま

せん。 

山登りは、私にとって体力的にきつ

い事はもちろんですが、この高妻山は

精神的にも辛い物がありました。でも、

この山行は後に何か苦しい事がある

と何時も思い出します。高妻山に行っ

たんだ。あの山を登ったんだという事

が自分の自信になっている事に気付

きました。今年はなにか病気や怪我が

続いていて、なかなか山行に参加でき

ていませんが、また元気を出して行き

たいと思います。 
次回は氏名削除さんの登場です。 

 

10月例会：10/20(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。 


