
 

 

 

 

「入笠山」山頂で集合写真（OB 山行初参加の 20 期青山さんが撮影） 

 

長蛇の隊列（34 期親跡さんが撮影） 

第 49 回 OB 山行『入笠山』 2017 年 5 月 27 日 



『入笠山の歌』 

雪がまだらに 消えてって 

しょうじょうばかまが 咲くころは     

山の夫婦は ペンキ塗り 

みなが来るぞと ペンキ塗り 

 

ヤブの木蔭で すずらんが 

静かに霧に 濡れるころ 

山の夫婦は ギボシ取り 

みなが来るぞと ギボシ取り 

 

沢にブドウの 実がなって 

うさぎがそれを かじるころ 

山の夫婦は 薪拾い 

冬が来るぞと 薪拾い 

 

鏡つき平に 冬が来て 

リスやたぬきが 眠るころ 

山の夫婦は 初すべり 

雪が来たぞと 初すべり 

 

 

 

 

特記事項 

①参加者が 40 名＋1 名(事前連絡なく来てくれた 19 期笛木さんが山頂で逢った)と過去最大人数の山行 

②参加者の期が、6 期・7 期・16 期を除き、1 期から 21 期まで繋がった画期的な山行 

③大型バスをチャーターして日帰りが可能になったこと（シニア OB 山行では多く行われているが） 

④前日までの雨模様天候から、山頂に着くと、五月晴れで 360 度のパノラマを謳歌できたこと 

⑤入笠山の開山祭が当日行われていたこと、それに関連してアルプホルンの演奏を聴けたこと 

（故・7 期池原さん所属の玉川アルプホルンクラブと諏訪アルプホルンクラブが共演していた→追悼する機会に） 

⑥ゴンドラを利用して下山したとき、COUPE DU JAPON 富士見パノラマ大会（富士見パノラマリゾート富士見パノラ 

マ MTB パーク）を見下ろしながら観戦でき、レストランからゴール場面を見る機会を得たこと 

⑦80 歳の嘉納さんら 1 期の方々、18 期植草夫妻の小 2 のお孫さん、20 期青山さんの愛犬も元気に登山したこと 

 



 

 

登    山    計    画    書
団体名     横浜国立大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会

ＣＬ　 氏名　山口

住所　横浜市

   目的の山域山名 入笠山（１９５５ｍ）

 日付  行動予定                  期間   2017年５月27日 ～              予備日 期

〔集合〕新宿駅西口明治安田生命ビル前　6時４５分　 1 1 嘉納

　〔行程〕往路：７時　新宿駅発＝＝８時４０分双葉ＳＡ＝＝９時３０分　沢入登山口着 2 1 三階(嘉納友人）

　　　　　　帰路：富士見ﾊﾟﾉﾗﾏ１５時＝ふれあいの湯１６時発＝＝１７時双葉ＳＡ＝＝１９時　新宿西口着 3 1 吉田(車）

　〔コース〕山行委員は①登山口と②ｺﾞﾝﾄﾞﾗの二組に分かれます。 4 2 吉野

5 3 吉村

①9:45沢入登山口 ---10:45 入笠湿原（山彦荘）11:10 ---11:25 御所平登山口 6 4 郡司

②10:00富士見ﾊﾟﾉﾗﾏ駐車場ｰｰｰ10:30ゴンドラ山頂駅 ---10:45山彦荘 7 5 高須

 御所平登山口 11:15---(３０分)--- 11:45入笠山（昼食45分）12:30 ---13:00 大阿原湿原 8 5 諸角

大阿原湿原(１５分）13:15 ---(４５分)---14:00 入笠湿原 14:10---14:25 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ山頂駅 9 5 諸角(妻）

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ山頂駅⇒(ｺﾞﾝﾄﾞﾗ)⇒15:00富士見ﾊﾟﾉﾗﾏ駐車場 バス発車 10 8 佐木
11 8 佐木さん姪

最高点の標高： 1955m  12 9 鈴木

 最低点の標高： 1452m 13 10 山本
標高差　503ｍ 歩行距離　6.74km 14 11 安藤（帰路は別）

                                     （概  念  図）　　歩行時間　３時間３０分　　　　体　★　技　★　危　★ 15 11 安藤（妻）（帰路は別）

沢入登山口（1452ｍ） 16 12 榎本

17 12 岩崎
18 12 山川
19 13 竹村
20 14 小口
21 14 吉田

22 15 中島

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ山頂駅（1780ｍ） 23 17 白須
24 17 小浜
25 18 壺井
26 18 山口
27 18 山口（幸）
28 18 岡田
29 18 植草
30 18 植草(妻）

集結：山彦荘（1750ｍ） 31 18 植草（孫）
32 19 磯尾

33 20 石垣（帰路は別）
34 20 青山（車）
35 20 西田
36 21 白木
37 21 白木(妻）

   食糧１人当り      食分      非常食１人当り      食分      予備食      食分 38 27 池野

〔持ち物〕　昼食、水、おやつ、雨具、防寒具、入浴セット 39 34 小野

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ往復　1650円、片道　1050円　 40 34 親跡
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恒例の自己紹介 

 

昼食の一例 

 

左側に立っているのは赤いシャツ・ニッカズボン姿は笛木さん 



    

   

   

 

右側に槍ヶ岳が見える（以上 2 枚の写真は 34 期親跡さんが撮影） 



 

              

以下の写真はすべて 34 期親跡さんが撮影されたものです 

 



 

 

 

 



 

左端の方が、故・池原さんと一緒だった玉川アルプホルンクラブの仲間のお一人 

以下、池原さんの追悼写真を掲載します。また池原著『スイス音楽七転八倒楽器編』を再び掲載いたします。 

  

  

 



スイス音楽七転八倒楽器編 

 

池原のアルプホルン演奏も少しはさまになってきました。ならそれで良いのに気の多い私、いろいろと手を出

しました。いまや 5 楽器３技に挑戦中。池原が今やっている楽器類他を紹介しましょう。 

 

アルプホルンを吹きはじめたのが 2005 年 4 月、音の出ないままで名古屋の万博会場に行って演奏！音がでな

いのに演奏とはこれいかに？メンバーの

数を増やすための出演でした。この時集

まった自作ホルンの数は確か 135 本。舞

台いっぱいでまるでヒノキの樹林のよう、

壮観でした。音なしの構えでみんなの迷

惑にならず静かな池原でした。あれから

四年、今や大きな音が出てはみんなを邪

魔してます。私は基本的にはバス(最低音

部)担当、今は 2 番手も練習してます。 

    2006年 10月 29日 八ヶ岳実

践農場収穫祭にて 

      八ヶ岳をバックにアルプ

ホルンの演奏 

 

 

そして 2006 年 10 月新たな楽器を始めました。クー

グロッケンとエルガリーです。カウベルをドイツ語圏

ではクーグロッケンと呼びます。その方がかっこいい

でしょ。要は牛の首につけるベルです。このベルは大

きさによっていろいろな音が出ます。これをうまく組

み合わせてﾄﾞﾚﾐファ・・・・とそろえたもので曲を演

奏するのです。この演奏は相当に体力が要ります。一

曲やると大汗です。ですから基本的には体格の良い女

性がやることが多いです。そのベルに男である私が挑

戦しました。 

 

2008 年 10 月 26 日 富岡コミニティハウスにて 

クーグロッケンの演奏 

 



エルガリーはアコーデオンの小型版でスイス独特のものです。この手のものはヨーロッパ各地域ごとにいろい

ろありますから皆さんもヨーロッパ旅行で見かけたことがあるでしょう。大道芸で楽しくやっているオルガン系

の音はみんなこの手の楽器です。 

エルガリーには鍵盤はありません。写真を見てください。みんなボタンです。音の並びは非常に独特で音の高

低順とは限りません。右手でメロディーを引きますが、３１個のボタンが 3 列に並んでいてそれだけでわけがわ

からなくなるのですが、さらに空気を出し入れする蛇腹を引くときと押すときで同じボタンの音が変わります。

とても記憶力の弱い私にはどこがどの音かわかりません。おまけに演奏時には自分の目でボタンが見えないので

す。左手はブンチャッチャッと伴奏を弾きます。ちょっと変わった楽譜が有ってそれを見て練習し後は全て身体

で動きを覚えるのです。演奏では楽譜は見ません。民族音楽って基本的に楽譜ではなくて伝承ですからそういう

習慣なんですね。ぼけてなんていられません。 

   

   2007 年 9 月 23 日河口湖畔         エルガリーの演奏時の構え 

オルゴールの森にてエルガリーを演奏 

 

 

そして去年 2008 年 4 月からアルトホルンをそして 9 月からはクラリネットを始めました。アルトホルンはピ

ストンつき金管楽器でホルンとトランペットの間の音域の楽器です。クラリネットは皆さんよくご存知の「パパ

の大事なクラーリネット」と歌いだすあのクラリネットです。これら楽器もスイスの音楽に良く使われますので

はじめましたがイヤー難しい。まだまだ人前では音も出せません。 

 



その他、旗振りもやっています。これは 2005 年の夏スイスで習って、後はいろいろな映像を見ながらの独習

で進めています。最近気が付いたのですがユーチューブに載ってしまいました。その映像よりこの写真のほうが

良いです。旗が結構高く上がっています。ひとつ、この旗は重量は 500 グラムでそんなに重くはないのですが振

り回しますので結構大変です。しかし、おかげで肩は非常に軽快に動きますし、肩こり知らずになりました。他

に一本足で立って旗をまわしたりしますので身体のバランスも良くなりました。無茶はするものですね。 

 

2007 年 4 月 1 日 海老名市三川公園での旗振り 

この瞬間を撮ってくれた写真はこれまでこの一枚のみ 

 

最後はダンス。本当は優雅なフォークダンスをやりたいのですがまだまだ。今は木を鉈で切りながら踊る「き

こりのダンス」をやっています。これは良い写真がないのでお預け。 

以上挑戦中の 5 楽器３技の紹介でした。こんなにいろいろなことをやっていますと混乱しそうですが不思議な

ものでまあ大丈夫です。楽器の違いによる混乱よりも♯や♭が付くと指使いが変わることに閉口してます。 

 

演奏する機会は非常に多いです。年間 50 回ほどあります。今年も近いところでは 4 月 19 日丹沢山開き、5 月

10 日海老名市緑化祭り、5 月 8,10,16,17 日六甲山、5 月 24 日 31 日京王線京王玉川駅前ｱﾝｼﾞｪ、などです。みん

なその施設に来られれば聞くことができます。六甲山や京王アンジェは入園料が必要です。 

5 月 30 日にはクラブの創立 20 周年記念の演奏会を開催します。午後 1 時半からで厚木市内の厚木市文化会館

で実施します。入場は無料ですからご都合の付く方はおいでください。もっとも有料では誰も来てくれないかも。

でもわれわれの演奏はスイス大使館お墨付きです。 

これからもがんばってゆきます。何かの折には声をかけてください。 

2009 年 4 月 16 日 池原 

 

 


