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TTC 総会開催通知 

 2013年度 TTC総会・3月例会

を下記の要項で開催いたしま

すのでメンバ各位のご出席を

お願いいたします。 

・日時:3/16(土) 18:00-21:00 

・場所:厚木市睦合南公民館 1F

展示室。 

 当日、来年度 1 年分の費用

(会費･山岳保険掛金等)をご用

意ください（個人別納入金額は

すでに皆様に通知ずみ）。 

 軽食を準備する都合上、欠席

される方は、3/9(土)までに会

計係にその旨ご連絡ください。

また、会費等を 3/16 までに会

計係に必ずお届け下さい(山岳

保険掛金の納入期限が迫って

います)。  

議案集は、数日前に皆様のお

手元に電子メ－ル添付にて配

布するとともに、当日印刷物に

してお渡しします。  

来年度スタ－ト時点での 
ＴＴＣメンバが確定 

 12年度メンバに 1名復帰、1

名休会の異動があり(退会：0)、

また、年度当初に 3名の新メン

バの加入が確定しました。した

がって、来年度は現役メンバ

53 名（一般 35名、シニア A：

17 名、同 B：1名）、休会メン

バ 3名と、TTC創立以来最大の

メンバ数をもってスタ－トす

ることが確定しました。 

新メンバ紹介｡皆様よろしく 

 2013年度から以下の 3名の

新メンバをお迎えします。皆様

よろしくお願いいたします。 

・氏名削除：厚木市宮の里在住。 

・氏名削除：厚木市温水西在住。 

･氏名削除：厚木市鳶尾在住。 

山行実施結果報告 

☆相模七福神巡り(提案)★ 

 

 

 

 

1/26(土)日帰、天候:晴、参加

18 名(含 OB1 名)。CL、SL/計画:、

救護:(ｽﾀｯﾌ名削除)。天候に恵まれ

9.5km/18000歩のwalking. 

★陣馬山(定例)★★2/9(土)日帰、

公共交通利用。天候:晴れ、参加 26

名(含お試し参加 1名)。CL/計画：、

SL、救護:(ｽﾀｯﾌ名削除)。ｽﾉ-ﾊｲｷﾝｸﾞ

の期待むなしく積雪無。 

 

◇入笠山スノ－シュ－トレッ

キング(提案)★★2/23(土)日

帰、ｽﾀｯﾄﾚｽﾀｲﾔ装着ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。

申込 13名。CL/計画:、SL、会計:、救

護：(ｽﾀｯﾌ名削除)。 

◆三ツ峠山(定例)★★3/9(土) 

日帰､ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。申込14名。

CL/計画:、SL、会計:、救護(ｽﾀ

ｯﾌ名削除）。 

◇沼津アルプス (提案)★★

3/23(土) 日帰、公共交通利用。 

申込15名。CL、SL、救護/計画:(ｽ

ﾀｯﾌ名削除) 

 

 

山山山ののの花花花・・・野野野ののの花花花    
カワヅザクラ【河津桜】（ﾊﾞﾗ

科ｻｸﾗ属の落葉高木） 

 

 

 

 

 

 

 

◇皇居一周お花見ｳｫ-ｷﾝｸﾞ(ゆ)

☆4/3(水)日帰、公共交通利用。

計画：氏名削除。開花時期･天

候により実施日に変更可能性。 

◆相模川三川合流河原お花見 

宴会(定例)☆4/6(土)日帰、現

地集合。計画：氏名削除。恒例

の宴会＆鍋ﾊﾟ-ﾃｨ。 

◇屏風岩山笹子沢右岸尾根(提

案)★★4/13(土)日帰、公共交

通、ﾊﾞﾘｴ-ｼｮﾝﾙ-ﾄ、計画:。 

◇北ア涸沢岳（提案）★★★☆

4/27-4/29；涸沢ﾃﾝﾄ 2 泊、ﾏｲｶ

利用、計画:。残雪期登山。 

◇那須ツツジ・会津博士山（ゆ）

★★5/25(土)-5/26;1泊 2日、

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。計画:氏名削除。

花と温泉。3月仮募集/4月本募

集。 

◇利尻岳・礼文岳(提案)★★★

7/28(日)-7/31(水)3泊 4日、航

空機利用。計画:氏名削除。2

月仮募集済 11名/3月本募集。 

1 月下旬～2 月上旬に開花する早

咲き桜として、最近有名になった。

1955年頃、河津川の河原で偶然原木

を発見、地元民家の庭に植えられ、

1966 年に初めて開花。早咲きの上、

淡紅色の華やかな花が 1 ｹ月間も咲

き続けることからたちまち大人気に

なった。ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ系とﾋｶﾝｻﾞｸﾗ系の自

然交配種で、1975年にｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗと命

名された。河津桜の名所は①河津町

河津川沿いを中心に約 800 本(その

他､今井浜と河津七滝ﾙ-ﾌﾟ橋付近)、

②下賀茂温泉青野川沿い約 600 本、

③京浜急行三浦海岸駅-小松ヶ池間

の線路沿い約 1000本、④松田町ﾊ-ﾌﾞ

ｶﾞ-ﾃﾞﾝ約 260 本。河津町は有名にな

りすぎて、ｼ-ｽﾞﾝ中は押し寄せる車と

花見客で大混乱。お勧めは南伊豆の

②、みなみの桜と名付けられている

がれっきとした河津桜。雄大な景観

と混雑しないのが良い。今年は開花

が遅れ、見頃は 3月上旬頃の見込。 

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   

2013年(Ｈ25)  

２月号／No.191 

編集：Y.Mimura 

 

下賀茂温泉青野川沿いに咲くみなみの桜 



 

 

人気山域への登山者集中によ

る山岳環境破壊が深刻化 

 「中高年登山者」や「山ｶﾞｰﾙ」

に象徴される登山の大衆化と、

それに伴う百名山ﾌﾞｰﾑ、富士山、

北ｱﾙﾌﾟｽ、八ヶ岳、高尾山とい

った人気の山域への登山者集

中(ｵｰﾊﾞﾕ-ｽ)によるし尿処理や

山道崩落等の環境問題が深刻

化しており、その対策として、

各地で入山料の徴収等の対策

が具体化しつつある。 

 一昨年事業仕分けの対象と

なって話題になった「山小屋の

環境対応型ﾄｲﾚ【注】設置事業

（1999 年から工事費の半額を

国が補助）は、富士山、南北ｱﾙ

ﾌﾟｽ、八ヶ岳等の主要な山域で

はほぼ終了。1990年代以前の涸

沢はｺﾞﾐ沢と呼ばれるほど､ご

みが散乱し、未処理のし尿が流

れ出し、大腸菌が検出される等、

環境破壊が著しかった。その後、

長野県が中心になり「山小屋し

尿処理研究会」が組織され、

1998 年に槍沢ﾛｯﾁﾞに総額 5000

万円で北ア初の土壌処理方式

ﾊﾞｲｵﾄｲﾚが設置されたのを皮切

りに、標高の高い涸沢や槍・穂

高の稜線の小屋は主として、ﾍﾘ

ｺﾌﾟﾀによるｶ-ﾄﾘｯｼﾞの域外搬出

型。八ヶ岳山域では主として合

併処理浄化槽方式等、山域と環

境にあった環境対応型ﾄｲﾚが設

置され、山小屋ﾄｲﾚによる汚染

問題は大きく改善され、我々登

山者も大いに恩恵を受けてい

る。環境配慮型ﾄｲﾚは高額な設

置費の他、1 ｼ-ｽﾞﾝに 500万円前

後の維持費がかかるという。ﾄｲ

ﾚﾁｯﾌﾟ制が登山者の間に浸透し

てきたとはいえ、全額まかなえ

るほどには至っていない(2012

年の涸沢のﾃﾝﾄ泊者は 2 万人を

超え、ﾄｲﾚﾁｯﾌﾟが 340 万円に達

した)。そこで、今後北ｱの各山

小屋では使用料 1回 100円を明

示するという。その他、毎年登

山道の整備に相当の費用が掛

かっており、北ｱ南部では地元

松本市から 500 万円の 予算が

ついたといえ、点検作業の大半

は営業小屋のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱだという。

しかし、無人小屋しかない山域

のﾄｲﾚや登山道の維持管理は相

当危うい状態だという。また、

各地で鹿の食害による高山植

物の激減問題も深刻化してい

る。本州では白馬岳とここにし

かにしか自生していない八ヶ

岳硫黄岳のｳﾙｯﾌﾟｿｳが鹿に食べ

られ全滅状態になり、環境省か

ら補助金をもらって、硫黄岳山

荘がお花畑に防鹿柵を設置し

て何とか防いでいるという。 

 来年世界遺産登録が予定さ

れている富士山では、入山料の

徴収が具体化しつつあるが、北

ｱﾙﾌﾟｽ等の山域においても、環

境保全の切り札として、入山税

を徴収する検討がなされてい

る(米国の国立公園では入口で

1 週間単位の入場ﾊﾟｽを購入)。

また、年間 120万人の登山者・

観光客が訪れる上高地では、環

境省が主体となって「上高地ﾋﾞ

ｼﾞｮﾝ」構想が練られている。こ

れによれば、観光･ﾄﾚｯｷﾝｸﾞは横

尾まで、それ以上は登山ｴﾘｱに

分け、初心者が歩いてもよいｺ-

ｽ、ﾊﾞﾘｴ-ｼｮﾝﾙ-ﾄ等を明示し、涸

沢から上部は、山岳保険加入者

かつﾍﾙﾒｯﾄ着用義務を課す等の

ﾙ-ﾙ化が検討されている。今後

の登山活動には自己責任と受

益者負担が厳しく求められる。 

【注】環境対応型トイレの種類 

(a)ﾊﾞｲｵﾄｲﾚ（微生物処理） 

 ①土壌処理方式(浄化槽で前処

理し、土壌中に埋設した散水管を

通じて土壌中微生物処理) 

 ②木質処理方式(要電力) 

（木ﾁｯﾌﾟ､ｵｶﾞｸｽﾞに混合撹拌） 

 ③合併処理浄化槽(要電力)  

(b)物理処理(乾燥・焼却) 

(c)域外搬出（尿を分離減量し固形

物のみﾍﾘｺﾌﾟﾀで搬出） 

(d)携帯ﾄｲﾚ（利尻岳･早池峰山） 

山に想う   
大山へのおもい 

＃076 氏名削除          

今年の 1 月 28 日の朝、雪が

ちらほら降っていた。障子をあ

けて外をみると、大山の肩に月

が残っている。幻想的は光景で

ある。思わずデジカメで撮りた

くなった。 

そういえば、毎朝窓を開ける

たびに、仕事場の窓から、帰り

の自転車をこぎながら、大山を

みている。いったい日に何回見

ているのだろうか。みる角度、

その時の気持ちのありようで

印象が全然ちがってくる。落ち

込んだ時は、山を見てため息を

つき気持ちを切り替える。コー

ヒーをのみながら、何も考えず

に、ぼーと見ているのも良い。

文化会館の通りからの眺めも

好きだ。堂々とした風格で 2000

Ｍはあるのではないかと錯覚

するくらいのながめだ。その後、

我が家にむかっていくうちに

だんだんと遠ざかり、遠くに感

じてくる。その変化をたのしみ

ながら走っている。雪をかぶっ

た今は一番好きな時期だ。冬な

らではの大山であり、今年はい

つまでみられるのかなあなん

ておもってしまう。雲がかかっ

ていると、雨が降るかなと予報

し、いい天気の日は、ああ、登

りたいなあ、山頂からの景色は

いいだろうなあと想像する。 

我が家のモモちゃんとも何

度も登った山だ。数年前の広沢

寺から山中湖までの大縦走で

は最初の第一歩の山であった。

その先の行程の長さをおもう

とちょっとうらめしくおもっ

たものだ。 

いろいろな思いを馳せなが

ら大山をながめている。 

厚木住民の皆様も自分の大

山を思い返してください。大山

がなかったら、なんて考えると

すごくわびしくなりますよ。私

も厚木に来て20数年が経つが、

大山はいつしかわが故郷の山

になっていた。「ふるさとの山

むかいて言うことなし、ふるさ

との山はありがたきかな」の心

境である。 

 次回は氏名削除さんの登場です。 

 

総会・3月例会：3/16(土）、厚

木市睦合南公民館 1F展示室、

総会 18:00-19:00／例会 19:00 

-21:00。当日軽食を用意します

ので欠席者は 3/9(土)までに会

計係にその旨必ずご連絡くだ

さい。 


