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URL : http://yamayuri.d.dooo.jp/ 

 

   ■新年ひとこと（順不動） 

●稲田伸子 今年の参加目標を８回としまし

た。そのために通勤時のエスカレーターを使

用せずに階段を一歩一歩登ります。ただし下

りは利用します。 

 

●小島秀子 昨年は骨折してご心配をかけて

申し訳ありませんでした。今年はウォーキン

グの参加を目指して気力・体力をつけ、山の

空気感が味わえる山歩きができるようになれ

ば嬉しいです。 

 

●細谷 薫 昨年１年大いに楽しみました。本

年も体調に注意し

て頑張りたいです。

よろしく。 

 

●浜田ふき子 

2017 年度は 100％

の参加を目指した

のですが３割プラ

ス尾瀬・安達太良

の一泊山行の参加

だった。今年は５

割の参加を目指し

たい。 

●長谷川芳江 昨年は前年より一回でも多く

の参加を目指し９回の参加で目標達成。念願

の安達太良山もケーブルを使わず歩き通し自

信がつきました。尾瀬も富士山も天気に恵ま

れて楽しめました。今年も筋力維持に気を付

け頑張ります。 

 

●西村文夫 今年７回目の戌年を迎えました。

毎度今回が最後と思って参加しております。

今年も頑張りたいのでよろしくお願いします。 

 

●菅野誠子 山ゆり入会２０年目、偶然の出会

いから入会し、見知らぬ者に親切に対応してく

れた川西さん小倉さんはすでに退会、新旧交代

の時期だが、会への未練があり、年一回でも参

加させてください。今年もよろしく。 

 

●島 秀子 秋から腰痛のため山歩きは休憩

中です。完全復活を目指します。 

 

● 河又良子 山ゆりに入って楽しく歩き回

れて幸せです。思い出も一杯、これからもボ

ケ防止のためにも参加したいと思います。 

 

●香取 恵 昨年６月に横浜に戻ってきました。

今年はたくさん山行に参加したいと思っていま

すのでよろしくお願いします。 

11/19

11/19
2018 総会 1/27 中華街・東園 



 2 

●河野正典 健康のために歩き、山行に参加

できる体力を維持したいと思っています。高

齢者が安心して暮らせる社会にしたいもので

す。気軽の山行に参加しましょう。 

 

●加藤英子 頭のてっぺんから足の先までコ

ロンビアブランドで身を固め(完ぺきではあ

りませんが）益々山に恋しているワタシです。

一応、介護INGの身なので目標７割！！ 

 

●神保敏雄 目標まず一回。 

 

●岩永和美 歩くことの大切さをつくづく感

じるこの頃です。皆様の実行されている刺激

を受けてます。山行参加０回ですが、あきら

めず頑張りたいです。 

 

●黒羽春朗 今年こそはと思いながら参加でき

ていません。参加した時は宜しくお願いします。 

 

●田村 清 総会は残念ながら自治会の新年

会と重なってしまい欠席します。年と共に歩

くのが苦痛となりましたので、今後は会報を

見る楽しみにいたします。 

 

●小野寺美智子 高い山に行かなくなって久

しい。きつい登り、悪天候、山ならではの空

気に触れたいがため。山は行きたいという熱

意が不可欠なのですが---。私の山の終わり

どころを探す年になりそう------。  

 

●遠藤ふみ子 去年は参加が少なくて残念で

した。今年２０１８年は１０回くらい参加し

たく、頑張りたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

●豊留幸代 リハビリに明け暮れた一年間で

した。山行には参加出来ませんでしたが、気

持ちで参加していましたので皆勤賞かな？ 

と自分で自分をほめたりの一年間でした。

（誰もほめてくれないからね）人生100 

歳？の時代その内2～3年足の治療に費やし

てもなんのなんの、の気持ちで又楽しく頑張

りたいと思います。 よろしくお願いいたし 

ます。私の初夢 あれ～？ここは富士山頂だ

あ～やった～！！    

 

●松田雄二 お陰様で、まだ暫くは山歩き

（毎月の楽しみ）を続けられそうです。 

 

●稲本なお子 昨年はあまり良いことが無かっ

たので今年は気力、体力、財力？を高め充実し

た年にしたいと思います。 

 

●小西愛子 昨年はウォーキングに参加した

いと思ったのですが、やはり参加出来ません

でした。８１才---、自信もなく、無理、で

きない---と---。「小走り」とか「自転車」

には乗っていますが、-----。今年の総会は

予定があり欠席ですが又来年お目にかかりた

いです。 

 

●豊田京子 とにかく木々の中、土の上を歩

いているだけでとても幸せなので、加藤さん

を通じて入会出来てよかったです。今後とも

よろしくお願いします。 

 

●糠沢国雄 毎月の会報を拝見、皆様の頑張

っておられる姿に感激しております。無理せ

ずこれからもご活躍を。 

 

●大内とも子 病気のため欠席とさせていた

だきます。（ご主人から） 

 

●石渡恵子 尾瀬ハイクではお世話になりま

した。ご連絡をいただくうちに、足が痛くな

っても自然の中を歩くことが出来るといいな

あと思うようになりました。私の体力で許せ

るところへぜひご一緒させてください。 

 

●大野君子 中山道に続き甲州街道も踏破し

ました、次は東海道を歩くつもりです。10
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月に行った大山街道、その先を歩きたいので

ぜひ今年の計画に入れて下さい。幸い足だけ

は丈夫なので、元気に歩けることをうれしく

思います 

 

●若月蓉子 昨年は最低一回の参加を目標に

してクリアしたので今年は２～３回の参加が

目標です。 

 

●福島一雄 楽しみにしていた総会、参加出

来ず残念です。さて、昨年も山行きには参加

できませんでした。友人からも足を鍛えたほ

うがいいとアドバイスを受けていますが、身

辺多忙を理由にさぼっています。皆さんには

お目にかかりたく会員継続申し込みます。 

 

 

 

■2017-11 月 長津田ウォーキング 

●久し振りの方々の懐かしいお顔も見えて、

今回の参加者は17名にも。 

 横浜北部と東京との境界地区を歩く今日の

コース、宅地開発に追いやられてやせ細った 

農地や林に続いて、地元の人達がしっかり保

護している緑地も沢山在り、想像以上に自 

然が残っていて、あちこちで紅葉が楽しめた。 

前夜の忘年会で飲み過ぎ？出発から間もなく

お腹の様子が悪くなり、実は１時間弱トイレ

探しで冷や汗でしたがその後、日焼けが心配

との声が出る程の青空と、遠くに七五三の記

念写真を撮る親子連れがいる公園で昼食。 

緑に囲まれた広大な敷地に建物が点在する玉

川学園の構内環境の良さには、ビックリ。 

ゴールまでの４時間、いろいろ有って、記憶

に残る一日でした。  （松田雄二） 

 

●長津田 17 人集合、数年ぶりに会えた会員

もいて近況報告でにぎやかに盛り上がる。朝

方の冷え込みが緩み絶好の日和。 

 青空と白い雲を見上げながら坂道を歩く。

山と違い気楽に参加できるのが嬉しい。丘の

上からびっしりならんだ住宅屋根を見て驚く。

所々にある農地が何時まで残るかと気にかか

る。駅から離れ低い丘に囲まれた農地の一画

でほっと一息、何時までも残ってほしい処だ。  

 緑を求めて県境の尾根筋を歩くがじきに新

しい住宅前の公園に出る。１２時過ぎ昼食、

郊外のデザインされた住宅、街並を見ながら

玉川学園駅前１時過ぎ到着。疲れ過ぎず心地

良く汗をかいた一日でした。整体に行かずに

済みました。  （長谷川芳江） 

 

 

 

山ゆりの会2018 年度総会報告 

 １月 27(土）午後 1 時～、中華街「東園」

で19名の出席で行われました。 

・2017 年度活動報告／2018 活動計画案 

・2017 年度会計報告／2018 年度予算案 

・会計監査報告 

【出席 19名】稲本 遠藤 大野 小野寺 加藤 

 香取 河野 河又 草野 島 神保 菅野 曾根 

  豊留 西村 長谷川 浜田 細谷 松田  

【欠席 16名】稲田 石渡 岩永 大内 黒羽  

 小島 小西 小林 田代 田中 田村 豊田 

  内藤 糠沢 福島 若月  

■２０１７年度のまとめ 

(1)山行および例会実施状況  

(2)会報発行状況：「山ゆり」6 回発行   

(3)ホームページの定期更新     

■２０１８年度活動方針 

(1)年間計画：次ページ別表 

(2)安全第一・「呆けずに健康」一回でも多

く参加を。 

(3)ホームページの維持管理・充実 

(4)会報「山ゆり」：原則隔月発行 

■２０１７年度役員：継続 

 草野 河野 松田 豊留 島(会計)  

 長谷川(会計監査) 
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      ■２０１８年度の計画（変更する場合があります） 

 

■３月１８日(日)：秩父 日向山とセツブンソウ           ★ 

 芦ヶ久保駅から日向山633ｍを往復、セツブンソウなど春の花に沢山出会えるでしょう。 

 ・集合：朝１０時 西部秩父線・芦ヶ久保駅 

 ・持ち物：お弁当、雨具、ほか 

■４月１５(日)：小田原ウォーキング                Ⓦ 

 小田原北部の丘陵地帯と戦国時代の山城小田原城周辺約12ｋｍのウォーキングです。 

 ・集合：朝９時 小田原駅 大雄山線改札口付近 （全員で飯田岡駅へ移動） 

 ・持ち物：お弁当、雨具、ほか 

■例会の予定  県民活動動サポートセンター ９F 夕方５時から 

  ・３月２０日(火)：３月例会   ・４月１７日(火)：４月例会   

あとがき               

・戦争が廊下の奥に立っていた-俳人渡辺白

泉の 1939 年の俳句。時代は 1931 年:満州事

変勃発、1936 年:二二六事件、1938 年:国家

総動員法、1941 年:治安維持法改悪、太平洋

戦争突入。26 才の白泉は時代を敏感に感じ

取っていた。 ・戦前を知る人達は、特定秘

密法、テロなど準備罪(共謀罪法)、安保法制

(戦争法)、国難キャンペーン、５兆円を超え

る突出した防衛費の拡大、そして今憲法9条

改憲などアベ政権の前のめりの政治姿勢に対

し、戦前に似た状況だと言う。私達は今この

危機を感じ取っているだろうか。・「苦界浄

土」ほか水俣を書き続けた作家石牟礼道子さ

んが亡くなった。90才合掌。 

・白魚火や苦界に生きて90年   （KM)  

   月/日   目的地・コース  

1 月  1/14     ・真鶴半島ウォーキング 10 ㎞            Ⓦ  １２名 

2 月  2 /18 ・仙元山から田浦梅林へ      10ｋｍ       ★  

3 月  3/18 ・秩父 日向山と「山の花道」     ｍ       ★             

4 月  4/15   ・小田原ウォーキング                 Ⓦ                          

    5/3-4 ・特別山行 榛名山 春名温泉一泊         ★  募集中 

5 月  5/20 ・棚山-ほったらかしの湯(山梨市）          ★   

6 月  6/17 ・入笠山バスハイク                   ★  １５名以上 

7 月  7/15 ・二ヶ領用水と東高根森林公園          Ⓦ                       

7 月  29-30 ・特別山行：秘湯日光沢温泉-鬼怒沼      ★★  

9 月  9/16 ・奥多摩 大楢峠-御岳山-つるつる温泉      ★  

10 月  10/14  ・大山古道    二子玉川-鷺沼           Ⓦ  

11 月 11/3-4 ・特別山行 吾妻耶山-大峰沼（上牧温泉）     ★  

     11/18 ・八王子ウォーキング                   Ⓦ  

12 月  12/16 ・忘年鍋山行：場所未定                ★  


