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■ 第１２回ＯＢ山行の報告(越前岳) 

報告：OB山行委員長 小野 (34期) 

〔日 程〕2004年 12月 4日（土） 

〔参加者〕吉田（輝）[1]、吉野[2]、谷上[4]、小林[7]、松本[7]、松本[8]、上原[9]、日渡[9]、山本

[10]、安藤[11]、小野[34]   （計 11名・敬称略・[ ]内数字は期） 

 

12 回目の OB 山行は、日本 200 名山の一つ愛鷹山の最高峰 越前岳に登りました。師走の忙し

さや悪天候を見込んでのドタキャンもあり、参加者は総勢 11 名でした。松本さんはご夫婦でのご

参加、9期上原さんは初のご参加でした。悪天候といえば、少々の雨風には揺るがない(!) OB山行

なのですが、この時期に台風が発生し山行予定日に日本に接近してくるとは、さすがに驚きました。

当日の天気予報は曇りのち雨、展望は期待すべくもなくただ雨にあたらずに歩けたら良しとしよう、

と思いながら集合場所に向かいました。 

9時に御殿場駅に集合、マイカー組と電車組が合流し、登山口の十里木駐車場へ。そこで目の前

に大きな美しい富士を見ることができました。越前岳には何度か登られた方もいらっしゃいました

が（シニア OB 会でも数回登られたそうですね）、皆さんここで富士山を拝めたことが無いそうで

す。こんなに近いのに不思議ですが、貴重なことなのだ、と有難さを噛み締めました。雨が降る前

に行けるところまで行こう、と開会式の後早々に出発しました。富士山を背に進むため皆振り返り

振り返り歩きました。1回目の休憩場所、笹峰では素晴らしい展望が待っていました。富士山が裾

野からてっぺんまで遮るもの無く大きく聳えていました。12 月にしては雪の少ない富士山が曇天

に浮かび上がって見えました。何とも言えないその形その色合い、目に焼き付きました。そして富

士山の左側にはアルプスの山々、右側には丹沢山系が遠くに望め、しばし山の名前が飛び交いまし

た。無いと諦めていたものが有るというのは本当に嬉しいものです。思いもしないご褒美でした。

しかし振り返って目指す山頂を見ると雲の中。再び歩き始めてすぐに、「あ、富士山が消えちゃっ

た」との声が。見ると辺りは真っ白になっていました。一度だけ薄い雲が流れてぼんやりと幻想的

な姿を拝めましたが、あっという間の変化に驚きました。林に入って風が強くなり、遥か南方にい

る季節外れの台風を確かに感じました。11 時 20 分に山頂（1,504ｍ）に到着。真っ白な中で記念

撮影。風をよけて木々の中に入って昼食にしました。谷上さんは腰痛のため大事をとってすぐに来

た道を引き返されました。シニア OB の方々は冗談で故障者リスト云々の話しをしていましたが、

自分の体力・体調と相談しながら山と付き合うことは大事なことですよね。ポツポツと雨も当たり、

私たちも寒さで長居できずに 30 分そこそこで下山路につきました。下り始めると雨風はおさまり
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寒さも緩んできました。もちろん天気が回復する訳はなく、富士が見られぬ富士見台、富士見峠を

通過。登りの道とはまた雰囲気が違い、しっとりと落ち着いた冬の山道でした。13 時半には下山

口に到着。小さな神社で無事を感謝し、運転組は予め朝置いていただいていた小林さんの車で登山

口の車を取りに行きました。単独行の場合ここでなかなか来ないバスを待つか、同じ道をピストン

するコースしかとれません。これもOB山行の良い所です。早めに下りてきた分、温泉にゆっくり

と浸かって解散となりました。 

西から来る悪天に追われて山での滞在時間は短かったのですが、目を閉じると笹峰で見た富士山

が浮かび、消えることがありません。私にとっては今年最後の山登りになると思いますが、良い山

行でした。 

 
出発前（十里木登山口にて） 

 

 
越前岳頂上 
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■ 2005 年度ＯＢ総会の報告 

報告：幹事長 藤井  (33期) 

 

2005年度 OB総会は、会場を横浜に戻し西公会堂にて開催されました。 

秋たけなわの横浜で、午後の総会、終了後の元 YWV 部長米屋教授のご苦労さん会と充実したひと

ときを過ごしました。 

 日時：2004年 10月 24日(日) 14:00～16:30 

 会場：横浜西公会堂 

出席：嘉納（1）、米屋 2）、吉野（2）、井上 （3）、渡辺（3） 

      郡司（4）、斎藤（4）、八島 （7）、鈴木（7）、安藤（11） 

       榎本（12）、中島（15）、植松（16）、横溝（21）、禅 （29） 

        藤井（33）、田村（34）、小野（34）、石川（41）、 

           塩野 (46)、井上（47）安田（48） 

 OB 19名、現役 3名、計 22名 

 

<総 会 議 事> 

1：会長挨拶（嘉納会長） 

皆様、本日はようこそお集まりくださいました。昨日新潟地方に大きな地震がありまして、妙高高原町

にも被害が出ているようですが、苗名小屋や五八木荘の現状につきましては只今は知ることができませ

ん。無事であることを祈りたいと思います。 

 さて、本会のこの一年を振り返ってみますと、シニアＯＢ会の月例山行や合宿は盛況でしたし、ＯＢ

山行もやや少ない人数ではありますが、楽しく行われております。さらに昨秋完成しました屋根の全面

葺き替えの結果、雪の滑りもよく除雪の苦労が少しは軽減された荘ですので喜ばしいことと存じており

ます。引き続き今年は破損しておりましたトイレの改修が行われまして居住環境が一段と向上すること

になりました。この工事に関しましては現地小屋委員の１４期鈴木さんにお世話になりました。ここに、

ご尽力にお礼申し上げる次第であります。必要費用につきましては、後でご説明があろうかと存じます

が、現役の山小屋費とＯＢ会山小屋委員会の小屋修理費から出費することになり、無事に支払いを完了

されることができるようになりました。すでにシニアクラスの山小屋でありますが、ますます現役ＯＢ

の集いの場であり続けてくれることを祈ります。 

 総会の出席者数は毎年少ないものでありますが、熱心にご出席下さる皆様にはＯＢ会に対する熱き思

いを感じます。どうか本会の問題につきまして忌憚のないご意見を頂きまして、本会の益々の発展を計

って頂きますようお願い致します。 

簡単で御座いますが、ご挨拶といたします。    

 

2：議長・書記選出、定足数確認、新会員紹介 

□本総会の議長には、田村副幹事長が互選にて選出され、田村議長は書記として藤井幹事長を指名し

た。 

□定足数確認時点での出席会員 18名、委任会員 98名(総計 32期)。以上の出席をもって本総会は成立

した。 

□44期の志賀 氏（経済・経シ）、野島 氏（工・物工）、杉浦 氏(工・物工)の 3名が新会員として

承認された。 
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3：OB活動報告 

① 役員会（藤井幹事長） 

年度内に 3回開催した。役員多忙につき開催回数は少なかったが、6月の小屋トイレ修理役

員会には 14期鈴木氏に出席してもらい、有意義な会合となった。 

② 総務委員会（藤井幹事長） 

名簿のメンテを例年どおり行い、幽霊会員の洗い出し、会費未納会員への会報送付停止に関

して検討を加えた。 

③ 編集委員会(田村編集委員長) 

OB会報は計画どおり３回発行した。発送をクロネコメール便に変えたことにより発送費の

削減を図った。 

④ 山行委員会(小野山行委員長) 

雪で延期になった三つ峠山(4月、14名)、御正体山(5月、13名)、磐梯山(8月、シニアと合

同 45名)と計画どおり 3回開催した。 

⑤ 小屋委員会(石川小屋副委員長) 

除雪は 3回実施した。2月以外は有志による非公式。現在トイレ修理の最終仕上げの段階で

ある。 

4：一般会計決算報告(吉野会計幹事) 

□収入は順調。年会費、前納会費、寄付いずれも収入予算をオーバー(収入増    円) 

□支出は会報発送費と役員会会場費の削減で計   円の支出減となった。 

□次期繰越   円、前納会費繰越   円と極めて健全な財政状態になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5：小屋委員会特別会計決算報告 

□前年の屋根修理寄付の残円を収入に加えたので大幅増収となった。 

□支出は雪下ろし代が大きく削減されたので、次期繰越は    円と大幅に増えた。   
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【質疑応答】 

Q：04年度は小屋地代が支払われていないようだが？ 

Ａ：この年は現役が支払っているはず。(1年おき) 

 

6：監査報告(八島監査役) 

□一般会計、小屋特別会計の報告書に基づき監査を行った結果、特に問題はない。 

 

7：関西支部報告(渡辺支部長) 

□関西支部会員は特別会員 4名を含め現在 30名、昨年の斎藤支部幹事着任以来、活動が活発に 

なり、2～3ヶ月に 1回の割合でワンダリングをおこなっている。 

(その後の調査で 2名が判明し関西支部会員は 32名となっている) 

【承認】 

以上の報告事項について一括して諮ったところ満場一致で承認された。 

 

8：役員・幹事の状況 

□退任： 7期松本   編集副委員長 

□新任： 7期松本   総務副委員長    特別決議 

□新任：10期下村    編集委員    決議 

【承認】 

新任の 2名については、特別決議、決議共満場一致で可決承認された。 

 

 

 

 

        

  

 

 

9：50周年事業推進役 

□嘉納会長より、3 年後の YWV 創立 50 周年(2007 年)記念事業を推進する役員として「50 周年事

業推役」を設置したい旨提案があり、現会長である 1期嘉納氏が推薦された。 

□任期は 50周年事業終了までとし、推進役は必要に応じ、副推進役、推進係を任命するものとする。 

【承認】 

50周年事業推進役の設置及び嘉納氏の就任につき、満場一致で可決承認された。 

 

 

10：2005年度事業計画(各委員会代表) 

 

① 総務委員会（藤井） 

・メーリングリストの整備 

現在、OB会一般、役員、小屋、小屋役員と 4本のMLがあるが、メンバー重複やキーマン脱落

を抑止すべく整理、把握を行う。 
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・潜在会員の開拓 

会報における期別便りを活用し、同期のまとまり、OB間の交流を促進する。 

② 編集委員会（田村） 

・本年度も 3 回の発行を予定。文字が多いという声があるのでできるだけ写真、イラスト等を入れ

見やすくする。 

・9月発行の第 27号で触れているように、OB会費未納の会員には会報を送付しない方向で進めて

行く。 

③ 山行委員会（小野） 

・2005年度は山行を 3回(12月、5月 8月)実施する予定。 

・12月は 12月 4日(土)越前岳が決まっている。 

④ 小屋委員会（石川） 

・今後の改善工事において、寄付に頼らずに受益者負担で賄うため、財務体質を強化する。 

・ 現役とともに収入改善の施策を決定する。その手始めとして小屋利用者からの徴収を強化する。 

・除雪、整備工事を実施するとともに、利用者増加に向けた広報活動を充実させる。 

⑤  50周年記念事業（嘉納） 

・今日任命されたばかりだが、2007年の 50周年に向けて活動を始めたい。 

・行事、発行物、記念品等 50周年にふさわしい事業内容を、各期の声を集約した上で検討したい。 

・ 今年から 2007年度まで 3年間、毎年   円ずつ記念事業費の積立を行いたい。 

 

 

11：2005一般会計予算案(吉野会計幹事 
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□収入は、前納会費 名  円、年会費   名、寄付、計   円を見込む。 

□支出は通常費用   円に 50周年積立金   円計    円とし、収支トントンを目指す。 

 

 

12：2005小屋特別会計予算案(吉野会計幹事) 

□収入は小屋寄付    円のみ。支出はトイレ修理代を   円 (当初案は    円) 負担する

ので大幅支出増となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13：小屋トイレ修理代負担修正案（石川副委員長） 

□小屋トイレ修理代の費用負担について、石川小屋副委員長より修正案が提案された。 

・費用負担は次のとおりとする。 

現役        円 

OB小屋会計    円 （当初案は   円） 

受益者負担     円 

計         円 

□受益者負担 150,000円については、当初小屋会計から立替支払いをして、05年度から 3年間、毎

2005年度一般会計予算(案) （2004.10.1～2005.9.30）

（04年度実績）（05年度予算）

前期繰越

収入 支出

項目 04年度実績 05年度予算 差額 項目 04年度実績 05年度予算 差額

年会費 0 会報作成・発行費（3回） 0

前納会費 0 小屋会計振替 0

一般寄付金 0 総会費用 0

小屋寄付金 0 山行費用 0

総会参加費 0 幹事会･委員会会場費 0

山行参加費 0 名簿郵送費 0

名簿郵送関連 0 関西支部補助 0

その他収入 0 50周年積立金 0

その他支出（予備費）

計 0 0 0 計 0 0 0

当期収支 0 0 0

（前納会費繰延分 ＝ ）

（同当年度分 ＝ ） 次期繰越 0 0 0

（前納会費計 ）

（前納会費繰延分 ）

（前納会費・当年度分繰延 ）

（前納会費繰延・計 0 ）
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年   円ずつ小屋宿泊費から返済するものとする。 

□現在小屋宿泊費は、現役   円、OB   円、部外者   円である。料金改定の検討も含め

宿泊費をきちんと徴収する体制を整える。 

【質疑応答】 

Q：OB会報をメールで配信する件は？ 

A：かねてより検討を続けてまいりましたが、メールで配信するという形ではなく、PDF 形式にて

ウエブサイトの共通フォルダーに掲載し、会員がダウンロードして入手するという方法をとっ

ております。 

Q：ゆうれい会員については？ 

Ａ：ゆうれい会員については役員会に一任されたい。 

【承認】 

以上各委員会及び推進役の事業計画、一般会計、小屋特別会計の予算案、並びに小屋トイレ修理費

負担修正案につき一括して諮ったところ、満場一致で可決承認された。 

 

以上をもって 2005年度 OB 総会は終了した。（16：20） 

 

 

米屋元 YWV部長ご苦労さん会、懇親会 

総会終了後、午後 5 時より、横浜駅西口「北海道」にて、米屋元部長のご苦労さん会を兼ねて懇親

会が開催された。 

参加者は、懇親会のみ参加した 16期池谷氏を加え、ＯＢ17名、現役 3名、計 20名であったが、1

期の嘉納会長以下 48期の現役まで、まさに老若男女のワンダラーが世代を越えて和やかに、賑やか

に歓談した。 

現役より感謝の記念品が贈られた米屋元部長の頬は緩みっぱなしであった。 
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■ 第 16 回「シニアＯＢの集い」報告 

報告：岡田 (6期) 

第 16回を迎えた「シニアOB(1期～8期)の集い」が 10月 16日(土)から 17日(日)にわたり蓼科・

白樺高原ホテルで開催された。例年通り、「集い」に先立ち 16日(土)に 3コースの山行と翌 17日(日)

にも3コースの山行及びゴルフが企画され、56名が参加した。時は秋、

深まり行くもみじに包まれつつ、好天に恵まれ、旧知を温め、駄弁に

も花咲く 2日間であった。 

  

第 1日 ●1A 蓼科山コース：リーダー腰塚(3期) 参加者 13名 

JR 佐久平からの参加者を車２台で集め、蓼科山登山口(女神茶屋)

に全車 4 台集合、10 時 45 分直ちに登山開始。佐久平での曇りも高

曇りに変わり、真っ盛りの紅葉を抜け高度を上げて振り返れば、八

ヶ岳、南アの雄姿が出現した。2100ｍ付近で昼食を取るが全員メシ

も忘れて山座同定。引続き中央ア、御岳、乗鞍の眺望に励まされな

がら頂上直下の岩塊を無事こなして立てば 2530ｍの蓼科山頂。八ヶ

岳、南、中央、北アから、妙高，浅間等々、360 度丸見えの展望に

一同欣喜。しかし、風が冷たいため眺望を堪能した後、下山にかか

る。将軍平まで岩だらけの道を下り、さらに樹林帯の中の石ころ道

をリーダーのペース宜しきを得て 7 合目まで一気に無事に下る。こ

こで運転手達は迎えの小林車で車の回収へ。本隊は宿舎のホテルま

で、正面(西)の夕焼けの空に浮かぶ鹿島槍の双耳峰の眺めを満喫しな

がら、紅葉のスキー場を下り、16 時 45 分「白樺高原ホテル」に到

着した。 

●1B 霧が峰コース：リーダー宮崎(2期) 参加者 14名 

JR 茅野に 10 時集合。車 4 台で八島高原荘 P に移動。お天気は高

曇りではあるが、眺望は良好。11 時 10 分鷲ヶ峰を目指して駐車場

を出発。12時鷲ヶ峰山頂到着。やや遅れて諸角夫妻も到着。山頂か

ら 360 度の展望、特に新雪を頂いた北アの峰々、御岳、木曽駒、南

アの主峰、近くは蓼科山から八ヶ岳、そして白煙を上げる浅間の山

群、一頻り眺望を楽しんだ後、山頂にて昼食。12時 40分下山開始、

八島湿原に下り、草紅葉と言うか霜枯れの湿原を見ながら、鎌が池

(奥霧の小屋)まで木道を往復、夏には百花繚乱の湿原も只枯れ草ばか

り。14時過ぎに駐車場に戻り、14時 20分駐車場出発、ビーナスラ

イン、大門峠を経由して 15時には女神湖畔「白樺高原ホテル」に無

事到着。晩秋の高原で「地味地味ハイク」を満喫した。 

●1C 御泉水自然園コース：リーダー谷上(4期)参加者 16名 

「白樺高原ホテル」に集合後、12時 30分ゴンドラリフトで一気に

1800ｍ引き上げてもらい御泉水自然園入口へ到着。天気は晴れ。槍

穂高を遠望、眼下に女神湖を見ながらゆったりと昼食。 もはや花

が全く咲いていない「御泉水自然園」を通過し、「御泉水の森」散策

へむかう。昨年の集いでの大山(11 月)では赤い実を付けていた落葉

樹「まゆみ」が此処では今が満開でピンクの花がみごとであった。

散策とはいうものの、かなりのアップダウンがあったため、お年寄

りにはきつかったようでようで、予定時間をオーバーして下山した。

蓼
科
山
頂
か
ら
の
大
パ
ノ
ラ
マ(

部
分)

：東
天
狗
～
御
嶽
山 
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それでも カラマツ、ダケカンバなどの黄葉の静かな山道の散策を堪能し「白樺高原ホテル」に

帰着した。 

■「YWVシニア OBの集い」：司会 小林(7期) 参加者 56名 

今回の参加者数は、1 期(3 名)、2 期(9 名)、3 期(8 名)、4 期(9 名)、5 期(7 名)、6 期(6 名)、7

期(11名)、8期(6名)の計 56名でほぼ例年並の高い水準であった。(ちなみに最高齢者は 1期の標

準で６７歳である。) 

「集い」は、唐松の間(日本間)において 18 時より開始され、嘉納会長(1 期)の軽妙な挨拶につ

づいて、久々の参加である綾部氏(8期)の音頭で乾杯を行った。「集い」への 10回参加者として、

諸角(5期)、岡田(6期)、小林秀(7期)及び小林桂(7期)の各氏 4名が表彰を受けるとともに、塚原

(2期)シニア月例山行委員長により「月例山行報告」が行われた上で、月例 50回参加者吉野(2期)、

30回参加者原(4期)、松本君(6期)、八島(7期)、林(7期)、久保木(7期)の各氏が表彰された。そ

の後、会食・歓談を交えながら「各期紹介」とスライドによる「シニアの活動 2004」が披露され

参加者の鋭気涵養に大いに寄与するところとなった。終宴では恒例により、「みはるかす」の合

唱・エール交換に続く記念撮影をもって「集い」のメーンイベントは閉会した。さらにこの後も、

各期各様に秋の夜の更けるまで 2次会に勤しんだ模様。 

 

第２日 ●2A 茶臼山・縞枯山コース：リーダー吉野(2期) 参加者 21名 

快晴無風、絶好の登山日和に胸をときめかせて麦草峠に乗りつけると駐車場は早や満車、この

秋最高の人出のよう。一登りで中小場だ。南八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、御岳、乗鞍が

見えてきた。一旦下って本日最大の登りをあえいで登り切ると茶臼山(2384ｍ)。カモシカと遭遇

の後、展望台に出ると昨日登った蓼科山や北アルプスも見えてきた。軽く下って、登り返すと縞

枯山(2403ｍ)だ。この山は展望がないので少し戻って東側展望台に立寄る。ここは岩だらけで混

雑していたが、奥秩父、上州の山、日光、浅間山から妙高まで東側の山々までが見えた。十分展

望を楽しんだ後、ゆっくり下って五辻で昼食、オトギリ平、コケモモの庭を経て 14時 15分麦草

峠に帰着した。素晴らしい展望に恵まれた 1日であった。 

●2B 双子山・双子池コース：リーダー亀井(5期) 参加者 7名 

大河原峠への道では、聞きしに勝る紅葉以上に写真家の砲列にびっくり。双子山への登りはも

はや花はなく、徐々に全貌を現す蓼科山の眺めを楽しみつつ、シラビソの林を抜けると 180度の

展望が開ける広い頂上(2224ｍ)だ。北八つらしい樹林の中を双子池へ下る。シラビソから落葉松

に代わると驚くほどの透明度を持つ静かな雄池・雌池へ降り立つ。さらに、陰湿な原生林の谷を

抜け、亀甲池のほとりでホテル製の立派なオニギリ弁当で昼食。原生林を抜けて再び、正面に蓼

科山を見て天祥寺平への分岐に下り、大河原峠に帰着した。帰途、ホテル推薦のうまい蕎麦屋で

そばを堪能し、締めくくりとした。 

●2C 丸山・高見石・白駒池コース：リーダー谷上(4期) 参加者 12名 

麦草峠を発ってすぐ、直接白駒池・高見石をめざす渡辺亨(3 期)、斎藤貞(4 期)の 2 名と分かれ

る。本隊 10名は途中誰一人会うことも無く、苔むした静かな林の中をのんびりと山頂へ向かう。

狭い丸山山頂で一休み。白駒側からポツポツと登ってくる人があり、初めて他人と会う。ニュー

ジーランドから来たという若い娘２人の足の長さに感心した者あり。高見石からの展望はすばら

しく、日光・尾瀬の遠望を楽しみながら 40 分間も岩の上で日向ぼっこ。大勢の観光客に挟まれ

ながら白駒池を一回りして青苔荘へ。湖畔の木陰で高価なお弁当を広げのんびり昼食。予定通り

麦草峠に帰着。 

●2D ゴルフコース：リーダー小木曽(7期) 参加者 4名 

好天に逸る心をおさえて何はともあれ三井の森蓼科ゴルフ倶楽部へ。クラブで朝食。八ヶ岳の

裾野に広がる 18 ホールで、紅葉の白樺と赤松林に向け白球を打ちまくった。日頃鍛えた猛者・

猛女(失礼)だけあって、すばらしい成績を残すことが出来た。スコアー？慣例により極秘とされ

る。 
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■ 会員近況(返信ハガキから) 

報告：名簿係 渡邊  (36期)  

田中  ：四国ひとり歩き遍路で、一国毎の区切り打ちで阿波、土佐、伊予を廻りました。来春

に讃岐と高野山をめぐり、傘寿の記念とするつもりです。(郡司さんの巡礼記を拝見し

て) 

田上 (1)：関西では渡辺氏(3期)をリーダーに年数回山歩しています。 

吉田 (1)：30年余住み馴れた家から、より生活に便利な土地に転居しました。加齢に対しての準

備です。 

江崎 (3)：シニアOB会の月例山行に時々参加し、自分だけでも(家内と)山歩きしています。 

平林 (3)：いろいろな通信に感謝しています。毎度のことですが、シニア OB 山行の元気の良さ

にビックリしています。私はもっぱら温泉めぐりで、はずかしい気分です。 

白井 (3)：シニア OB 山行と個人的も含め山行を心掛けています。9 月は大雪山系の紅葉を楽し

んできました。天気も良く大変きれいでした。盛会を祈念します。 

菅谷 (6)：3度目のハードルは仲々高く、1～2年は要するようです。でも「がん」と宣告されて

もどうか皆さん、慌てふためく時代は過ぎ去りつつあるようです。いずれ、3 度目の

生還の記が書けるようにしたいものです。OB 会も、今年の山小屋トイレ修理は、ま

さに OB 活動の最たるものと敬服しております。また、OB 山行も徐々に離陸でます

ね。本当にうれしいですね。私のできない事ばかりですが、本心から楽しんでおりま

す。さて、創部 50周年、皆の心に残ることをしたいですね。 

北村 (7)：現職(横須賀市立山崎小学校)退職して、２ヶ所(鶴見大学文学部、神奈川県総合教育セ

ンター)に勤務しております。そろそろ山、里にと思っております。 

坪  (7)：相変わらず忙しくしており出席できませんが、総会の成功と、今年の OB 会の盛り上

がりを祈っております。 

鈴木 (7)：YWV も歴史を重ねて 50 年近くになるのですね!!ワンゲル 1 ケタ世代にとっては思い

もよらない永い流れができて続いているのだなと会報を拝見して考えています。流れ

をささえてくださる方に感謝しています。少し時間ができてきたせいもあるのかも、

思い出したりすることも…。今年 3 月でひとまず仕事をやめて親孝行を実行中。その

間にいろいろの学習中。介護の資格を取ったり音楽療法の学習をしたり、先日、常盤

台の大学の近くに通っていました。近くで会を持たれるので少しおじゃましてみよう

と思い立ちました。 

綾部 (8)：2004 年 3 月 31 日をもって 36 年間の教師生活に終止符をうちました。4 月から孫の

保育園のお迎えを手伝ったり、引越の準備等様変わりの生活となりました。9月 11日

に藤沢市に移り、約 300個のダンボールの片付けが 2/3ほど終わったところです。新

しい環境を楽しみながら、ゆったりとした気持ちで過ごしたいと思っています。山歩

きもできるだけしたいと願っています。 

日渡 (9)：OB 山行には時折参加しています。９期では年１～２回程八ヶ岳麓の山荘を利用して

懇親会を開催しています。今年は５月に「日向山」山行に６名集まりました。秋には

鈴木君の帰国に合わせて、懇親会を開く予定です。 

丹羽 (11)：会報を拝見していますと皆さんそれぞれに頑張っている様子でそろそろ第三の人生

を真剣に考える年齢になりましたので何か皆様のお役にたてればいいなと思ったりし

ております。何はともあれ皆様のボランティア精神に感謝いたします。 

太田 (13)：大キレットに行ってきました。何回か行くチャンスがあったのですが、天候が悪化

したりして、行けずじまいになっていたので、ようやく宿題を完成させた気持ちです。 
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鈴木 (14)：今年は懸案であった小屋のトイレを修理することができて、収穫でした。皆の気持

ちをまとめあげて形あるものに仕上げていく過程は、苦労もありましたが、良い勉強

になりました。 

西浦 (15)：昨年は友達と 2 人で剱岳に登頂することができまた山へのあこがれが一層強くなり

ました。ぜひOB山行にいかせていただきたいと思っております。 

植松 (16)：今年 8月 22日に苗名小屋に家族でおじゃましました。おじゃましたのは、その他に

萩生田ファミリー(15期)、牛窪ファミリー(15期)でした。ちょうど小口氏(14期)がこ

れから小屋からお帰りになるとき(お昼)でした。みんなで小屋前で BBQ をしました。

BBQの後、笹ヶ峰に散策…。なつかしいひとときでした。 

葛窪 (17)：OB 会報を楽しみにしています。OB 山行、とても楽しそうですね。私もそのうち参

加しようと心に決めました。 

長谷川 (17)：やっと第 3 子が高校受験の時を迎えました。何と言ってもこの子の少年野球から

シニアチームまで、野球の世話に追われまくったのが 8 年間で、長かったこと!!シニ

アを引退して、土日を自分のために使えるようになったので、会報もはじめてゆっく

り見ることができました。山にもいつか近いうちに行ける日を夢見ています。 

笛木 (19)：8月に知り合いの方のお誘いを受けて、インド・ラダック地方に行って来ました。デ

リーからマナリーまでは夜行バス、マナリーからレーまではジープをチャーターして

途中一泊テントで泊まり、インダス川上流・ヒマラヤ山麓の町レーにようやくたどり

着きました。5000m級の山を４つ越えながら行く道の両側の景色の雄大さ。どうして

も我慢できず一番の高所手前でしたトイレは今も印象に残る体験でした。 

海野 (19)：中間管理職として忙しい毎日です。山にのぼる体力と時間がなくなりつつあります

が、年に数回の日帰り山行とスキーにはまだいっております。19期会は不定期ですが、

有志で年に 1回くらいはおこなっています。 

石井 (19)：久しぶりに日本での生活に戻ったので、また山歩きを再開したいと思っています。 

武藤 (20)：いつも、メールで拝見させていただいており、いつかＯＢ山行に参加したいと思っ

ておりましたが、なかなか日程が会わず、いままで参加できませんでした。しかし、

連絡いただいている山をみますと、丁度同じ時期に、家族と登ったりしており(北横岳、

金時山、入笠山等)指向が同じせいか、今後の参考にもさせていただいております。ち

なみに私自身は、６月よりロンドンにて駐在生活を送る事になり下記のとおり、住所

が変更になりましたので、連絡致します。 英国はあまり高い山がないため、日本のよ

うに登れませんが、スコットランド、スイスアルプス等にハイキングに行きたいと考

えています。ところで、今年の夏、家族でツエルマットに行きましたが、妙高と姉妹

都市だったのですね。改めて認識しました。 

  

 

坂元 (21)：鎌倉の山もなかなか素敵です。広町緑地が近くにあり、大きな山桜の林は感動もの

です。 
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竹内 (25)：現在、上越教育大学大学院で環境教育の勉強をしています。学生時代は「山を見て

木を見ず」だったと反省、現在は「木を見て山も見る」研究の日々です。 

上村 (25)：8月に家族 4人で上高地・涸沢まで登ってきました。5年生の次男は高山植物を調べ

て夏休みの宿題にすると、デジカメ片手に先頭を歩きました。中 1 の長男は登りには

りきりすぎて、下りでバテていました。21年ぶりに訪れた涸沢は大分様変わりしてい

ましたが、登り切ったときの気分はやはりすがすがしく、最高の笑顔に出会えました。 

井口 (28)：マレーシア サバ州 コタキナバル市に当分います。10 月から当分クウェートへ断続

的に出張します。 

禅  (29)：母校は 4月から法人化されましたが、会報にも載せましたように様々な変化があり、

大変な状況になっています。山には登ること、少なくなり、今年は神奈川の大山のみ。

久しぶりに登ったら、たかが大山で(小学生から 60 歳まで 15 名ほどの引率もあって)

結構くたびれました。 

松尾 (31)：最近のことではないですが、1 月に 31 期伊藤くんの結婚祝賀パーティーが行われた

際、30,31,32期のみなさんと久しぶりに「みはるかす」を歌い懐かしさで胸がいっぱ

いになりました。いつまでもみんなで歌える歌があるのは本当にいいことですね。 

田村 (34)：最近は、妻と日帰りや一泊程度の山歩きを楽しんでいます。 

 

■ 自由投稿 

■返信ハガキ近況欄より(大作のため本欄に掲載させていただきました) 

伊藤 (37期) 

ご存知かと思いますが、今年３月に結婚しました。 

ワンゲルらしい活動といえば、嫁さんに頭を下げて週に１回ぐらいは自由な時間をもらい、車

で１時間ぐらいのところにある岩場やジムでボルダリング(一人でする岩登り)をしているぐらい

です。一人でとは言っても、そこで知り合った常連の人達とワイワイやる感じでしょうか。 

腕前は、まったく大したことありません。そんなこともあって、新婚旅行で 3 月にニュージー

ランドに行った際も、レンタカーを借りて現地の岩場に行って来ました。 

場所は、クライストチャーチから車で時速 100キロぐらいで飛ばすこと１時間半ぐらい(現地で

は、郊外の一般道の制限速度はこのぐらいなのでスピード違反ではない)の郊外にあるキャッスル

ヒルというところで、日本で売っているクライミングのビデオにも紹介されたりしています。 
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トポ(＝クライミングのためのガイドブック、ルート集のこと)は、クライストチャーチの市内

にあるアウトドアのスポーツショップで普通に売っており(25NZ㌦ぐらい)、その筋の方々には結

構メジャーな場所ですが、一般的な観光地ではありません。  

あくまでも新婚旅行でしたので、例のごとく、またまた嫁さんに頼み込んでの１日だけの日帰

りツアーを敢行しましたが、十分満喫できました。 

昨年、初海外でカナダにスキーに行った時も思ったのですが、やはり海外は自然のスケールが

違います。日本の岩場によくある鬱蒼と茂った薮の中を分け入る必要も無く、それは突然、車窓

に飛びこんできます。緑の芝の絨毯にこれでもかというぐらいの無数の岩があり、その壮大さに

圧倒されます。クライマーはもちろんですが、うちの嫁さんのように登る目的じゃなく、ただの

んびりと昼寝をするだけでも行く価値があると思います。 

本当に素晴らしいところで、また、機会があれば絶対に行きたいと思っています。(添付の写真

はその時のものです) 

伊藤家では、嫁さんが旅行を企画し、そこに私がクライミングのツアーを何とかして継ぎ足す

ということが、慣例化されつつあり、この夏休みも沖縄に行きましたが、うち１日をシーサイド

の岩場で楽しんできました。 

結婚してからというもの独身時代に比べて自由な時間は減ったうえ、仕事も忙しく、平日は帰

宅が午前様になるような日も珍しくありませんが、徐々に太くなりつつあるお腹まわりに焦りを

感じながら、何とか暮らしている状態です。 

 

■上高地再訪 

永田 (4期) 

今年 8月 10日、44年ぶりに上高地を訪ねた。 

大学 1 年、18 歳の秋の上高地。アルバムに残る 26 葉の白黒写真と添えられた山行メモによる

と、1960年 10月 13日～19日、S.L(サブリーダー)養成 PWとある。 

10/13 前夜発、松本から横尾 TS(テントサイト)へ。 

10/14 一ノ俣から常念、蝶ケ岳 

10/15 槍ヶ岳往復 

10/16 小梨平 TSに移動 

10/17 雨天停滞 

10/18 岳沢から前穂高岳(新雪) 

10/19 帰京 

槍ヶ岳山頂での全員の記念写真には、4年の嘉納さん、2年の高橋さん、井田さん、そして１年

は齋藤(貞)さん、谷上さん、原さん、永田、私と 8名が写っている。仕舞い込んで 50代半ばにな

って見返す迄、私の記憶からはこの山行の行程もメンバーもすっかり抜け落ちて、何故か前穂の

モルゲンロートと、雨天の朝、目覚めたシュラフの中からの、テントの黄色い屋根に張り付いて

透けていた落ち葉の映像だけがはっきりと残っていた。 

あの場所の風景を又見てみたい・・・・長年の夢がようやく叶ったのだった。 

2004 年 8 月 8 日朝 8 時、夫と車で仙台を出発。乗鞍高原に 15 時 30 分着。8 月 9 日は乗鞍畳

平から剣ケ峰～位ケ原と歩きまた高原泊。そして 8 月 10 日にバスで上高地へ。一年中で最も混

み合う時期とかで、人の多さにびっくりした。若き日に見たはずの風景を一つ一つ地図で確かめ、

東北では見かけない植物にも出会い乍ら明神池を通って徳沢へ。 途中若き男女の一行が私達を

追い抜いていった。体が隠れる程のザックを背負い、張りのある声を響かせて・・・。昔の私達

もあんなだったのだろうか。彼らの放つエネルギーに圧倒され眩しかった。 

 

14時、横尾山荘着。入浴、夕食をはさんで日暮れまで広場に出て、そびえ立つ岩壁や梓川の流

れ、テントサイトの賑わい、登山者の往来などを飽かず眺め乍ら山々の頂きに思いを馳せた。 
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翌 8 月 11 日朝 4 時過ぎ、あわてて薄暗い外へ飛び出すと、既に黒い岩壁の奥に前穂の山頂部

だけがばら色に輝いていた。その輝きは上から下へ、横へと広がって序々に岩肌に緑の色彩を与

えていった。そう、この景色を見たかったのだ。ここにこうして又立てたことが、ただただあり

がたかった。この日の行程の第一希望は、横尾～蝶ケ岳～徳沢～上高地～乗鞍高原泊で、装備も

整えてきたのだが、夫は無理だという。44年ぶりに眺めたアルプスの山々は、今の私達にとって

余りに大きく荒々しく手強く見えた。私は山頂までの登山は無理でも槍ヶ岳の見える所まで行っ

てみたかったのだが、翌日はまた一日かけて仙台に戻らねばならない。それで今回は下見、登山

するなら二泊以上必要と分かり今後に夢を繋ぐことにした。乗鞍高原行き 15 時のバス時刻まで

ゆっくり散策と決め、歩くにつれて変わる山々と梓川に何度も立ち止まり振り返り、たぶん昔と

同じ景色を瞼に焼きつけた。 

上高地バス停近くでザックを預け田代池まで足をのばした。街着スタイルの老若男女の雑踏も

大して苦にならず、私達ももっと弱くなっても日本でも第一級であろうこの風景を又見に来られ

るかもしれないと、安堵感を覚えたりした。 

さて、アルバムに残るだけでも、1、2年生の頃の私の山行は今思えば信じられない程輝かしい

ばかりだった。 

1960年 5月北八ヶ岳新人合宿、7月尾瀬燧ヶ岳・至仏岳、夏合宿八幡平～網張、8月白馬岳、9

月女子合宿八ヶ岳縦走(横岳は雨)、奥秩父縦走。10 月上高地、11 月木曽駒が岳、12 月金峰山。

61 年 3 月奥秩父、5 月甲斐駒・仙丈岳、6 月奥日光新人合宿、7 月夏合宿、立山弥陀ヶ原、8 月

北ア裏銀縦走(雲ノ平でニッコリ)、9月白峰三山縦走。10月北ア表銀縦走、12月北八ヶ岳・・・・。 

新宿駅、夜行列車、赤いユニホーム、キスリング。数日から一週間以上ものテントや無人小屋

泊。出かける程に楽しくてもっともっとと胸躍らせていた。疑わず、恐れず、まだ物思わぬ私が

確かに居た。青春の日々のあれこれがとりとめもなく思い出され胸が熱くなる。 

それにしても連れて行って下さった先輩の方々、仲間の皆さん、遅ればせ乍ら本当にありがと

うございました。そして丈夫な心身を授け、自由に行かせてくれた両親にも改めて感謝= 

あの頃何度も出かけた北八ヶ岳もじっくり歩いてみたいし、夫に暇が出来たら訪ねたい所だら

けだけれども、果たして神様は私達にその時間を与えて下さるでしょうか。 

(完) 
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■ ＯＢ会戦闘員諸君に告ぐ 

OB小屋副委員長 石川 (41期) 

YWVOB会戦闘員諸君。 

今年も冬将軍がやってきた。来るべき戦闘(図 1)に備え小屋委員会は迎え撃つ YWV迎撃隊を次の

ような編成で構成する。 

① 1月 2月の後半と 3月中旬の 3箇所に正規雪かき隊を配置する。 

② ①における雪かき隊を 1月隊、2月隊、3月隊と命名する。 

③ 現在各隊の隊員を募集する。 

注意事項 

現在 2月隊の隊員には若手精鋭部隊の投入がすでに本部で決定している。残り 1月 3月の隊員を

募集している。各員の都合で 2月隊への参加が可能であれば、それも構わない。なお、応募が少な

い場合は、小屋本部より赤紙を発行する用意はできている(これはウソ)。 

また、後方支援隊(炊事など)、隊長の募集も行なっている。 

応募方法 

以下の点を明記したメールを送信して欲しい(宛先：         )。 

氏名、希望勤務内容(後方支援、最前線、隊長など)、希望勤務日時(参加可能な日時)、連絡先、

意気込み。 

報酬 

本作戦に参加した場合もれなく以下の報酬を与えるものとする。 

登りリフト代、強靭なる肉体、夜の楽しいひと時(図 2)、余りある名誉。 

 

また、冬将軍の兵力は計り知れないものもある。よって予備隊も編成する。予備隊はこれまでの

経験を考慮し、小屋委員会より指名する。指名された方はいざというときの準備をお願いする。 

 
 

 

 

 図 1．予想戦闘図 

図 2.夜の楽しいひと時 
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■ 苗名小屋の状況について 

記事 小屋委員 池原 (8期) 

写真提供 小屋委員 笹倉 (30期) 

苗名小屋はトイレの工事も完了し充実した設備の小屋となっている。この 11月 20日から 23日

にかけて 30期の笹倉君、安本君と 8期池原で DIYを実施したのでその折の状況も含め報告する。 

 

１．小屋の設備状況 

(1)屋根 

小屋設備として昨年張替実施の新屋根は健在、雨漏りなどはまったく無く良い状態を保っている。

(2)水道 

サイホン式水道は時々サイホンブレークすることがあるものの十分その機能を果たしている。 

(3)トイレ 

便槽を完全に作り直し小屋倉庫側のたたきもコンクリート化したためトイレの臭気が小屋内に

こもらずよくなっている。トイレは土足厳禁とし、将来は土足で玄関を回らずに小屋の内部から直

接廊下でゆける方式に変えるつもりであり、手洗いの設置も検討している。小屋委員会の了解を得

て工事にかかる予定。 

(4)電気 

太陽光蓄電システムをこの秋に有志 15 名により資金拠出及び手作りで施工し、現在試用中。試

用運転を経て小屋設備として寄付する予定。月に 2 夜度程度の使用を想定して容量設計をしたが、

使用実績が予想を上回っており、検討も必要。エンジン発電機を回さずともスイッチ一つで小屋内

が明るくなり、夜間は常夜灯をつけているので生活面の使いやすさは向上。これから冬を迎えてど

うなるかを観察する。 

(5)その他 二階の増築他 

2階に押入れを作るためにさらに一坪広げた。この後押入れを作り一階から蒲団を無くす予定。

また、この後トイレへのルート作り、台所明り取り窓の設置などに取り掛かろうとしている。この

とき壁をはずす機会があるので斜め柱を入れ小屋の補強を実施する予定である。ただこの工事は山

小屋委員会の了解は得ていない。やるかやらぬか悩んでいるところである。 

 

２．小屋取り付け道路の状況 

小屋取り付け道路はこの秋の台風で相当崩壊した。まだ車は通れる状態ではあるが放置できない

状況である。適切な土止め、排水溝の設置が急がれる。来年の天候次第ではあるが場合によっては

小屋の DIYよりもこの方が急がれる。放置すれば井戸上部の水芭蕉の沼地が埋め尽くされ水源とし

ての井戸の生命も絶たれるかもしれない。 

また五八木の造林小屋下の道路の排水溝工事がただ掘っただけの中途半端な工事であり小屋へ

の土石流流入原因にもなってきている。この部分の流路変更と土止め工事も早急に実施が必要であ

る。両者とも外部業者に頼まずとも DIY工事の範囲である。 

 

３．小屋活動について 

(1)小屋委員会活動の停滞 

小屋委員会の活動が組織立っておらず問題あり。年間の行事や DIYで何を進めるか等の全体的な

議論や予算の使い方、除雪作業の推進などが個人で動いているのが現状で組織としての動きが見え

ない。もう少し組織的動きが欲しい。 

(2)除雪の例（補助金の弊害） 
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除雪の時期についての組織的コントロールされておらず無駄に出かけている状況もある。また補

助金の考え方も本来の趣旨から外れ、あるんだから使おうといった風潮が見え隠れしてきている。

見直しが必要か。 

(3)DIYの行き詰まり 

DIYについては予算化するときにある程度はやる項目を上げて出したが、小屋委員会として審議

されていない。笹倉・池原に任しているわけでもなさそう。皆さんの後押し(意見、参画)がないと

私どもはやりにくいということです。DIY の目的は(A)小屋の保全・耐力向上と、(B)OB・現役が、

恵まれた自然環境の中で家族・友人で多目的に使える利用価値の高い小屋に生まれ変わらせること

である。この活動に各位の協力・参画を求めます。 

(4)地元との交流を 

小屋の地主であるお爺さんとの繋がりがまったくなくまた杉の沢の村との交流も無い状況であ

る。お爺さんの高齢を考えると今後の小屋のあり方に不安を覚える。小屋が存在できるのはおじい

さんのおかげであって息子さんの究さんは拒否はしないものの保護はしてくれない。畑仕事の手伝

いをするとか究さんに協力して杉の沢観光協会(?)に協力して祭に参加するとかやはりもっと五八

木荘や地元とつながりをもつべきである。 

 

４．小屋 ML登録の募集等について (小屋委 ML担当 笹倉 (30期)) 

小屋関係の情報連絡、交流を図るために 2002 年より電子メールによる小屋 ML（メーリングリ

スト）を開設しています。現在 1期から現役まで合計 111アドレスが登録されておりますが、さら

に募集致しますので是非ご加入下さい。なお、本MLはYAHOOメーリングリストを使用しており、

YAHOO-ID をお持ちの方はホームページ機能やご自分での登録操作（アドレス変更等）も可能で

す。 

新規登録希望の方は、笹倉宛（     ）に「小屋ML登録希望 ○○期 ○○」とお書きいただき、

送信下さい。なお、現在登録されている方はアドレスを変更されますと届かなくなりますので随時

手続きをお願いします。MLは唯一の意見・情報交換の場ですので活発な投稿をお待ちしています。 
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写真でつづる苗名の小屋 
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写真でつづる苗名の小屋（続き） 

 
 

太陽光発電による照明：一階のシャンデリア照明（左）、二階から一階を見る（中）、二階の照明裸電球照明（右） 

張り終えた二階には蒲団も

置かれた。頑丈に出来てい

ますが飛んだり跳ねたりする

と抜けます。 

押入れが出来ればもっとよく

なる。 

二階の増設工事（大梁を設置し、その上に子

梁を入れているところ）モデルは安本君。 

小屋の秋は綺麗だ 

梯子が見えている所が玄

関吹き抜けです。押入れが

出来ればもっとよくなる。 
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■ 会報の発送方法の見直しについて 

副幹事長 兼 編集委員長 田村 (34期) 

１．発送方法見直しの必要性など 

会報につきましてはOB会員同士を広く繋ぐ紐帯であり、OBとOB会の活動の情報を全員に

知らせることが出来る唯一の手段であることから、これまでは会費納入の有無に関わらず、OB

会員に郵送による配布を行ってきました。しかしながら、今後は会員数において多くを占める

シニア層の方が続々と現役生活を引退される一方で、近年の新入 OB 会員が絶え絶えの状況で

あり、会員の会費負担力も総体として漸減していくことが見込まれます。 

このため、会報の意義を損なわない範囲で年間予算の 4 割を占める会報作成・発送費をスリ

ム化していくことが必要であると考えており、今回、以下に示す発送方法の変更を行うことと

したものです。この変更により、少なくとも予算の約 5%(   円弱)の削減を見込んでおりま

す。これらの削減分につきましてはOB会活動の充実や(YWV設立 50周年記念事業への充当等)

や会費への反映等を通じて、会員のみなさんに還元出来るものと考えています。 

 

２．今後の発送方法 

(1)会費未納会員への発送停止 

OB 会の再建から相当年が経ち会費を納入する会員とそうでない会員がはっきりしつつあるた

め、会費を納入しない会員に対する会報の発送を停止します。具体的には、 

過去５年間会費納入の実績が把握できない会員(入会後 10年以下の会員を除く。)については、

総会案内号を除き会報の発送を停止させていただきます。 

これによって当面の無関心層と考えられる会員への会報送付を停止しコスト削減が図れるとと

もに、そのような会員に対しても年一回は会費振込用紙及び総会出欠ハガキを同封する号(総会案

内号)を発送することで、いつでも復帰できる道を残しておくものです。また入会後 10 年以下の

若手会員には、会費納入の有無に関わらず会報送付を続けることで、少しでも多く OB 会への関

心を持ってもらうことを目指します。 

「過去 5 年間会費納入の実績が把握できない会員」に該当する会員リストを次ページに掲載し

ますのでご確認ください。今後は毎年総会後にこのリストを直近過去 5年の実績に基づき見直し

ていくことといたします。 

 

(2)電子化による郵送の代替 

現在、会報につきましては会員に郵送するとともに、電子ファイル(PDF 形式)をウェブサイト

上のOB会共通フォルダーに掲示しており、会員であれば誰でも(共通フォルダーにアクセスする

ためには、最初にメンバー登録の手続きが必要です)電子媒体の会報(電子会報)を入手することが

出来るようになっています。電子会報は、カラーのため写真も鮮明であり紙の会報より数段綺麗

に見ることができます。容量は 2MB 程度ありますが高速通信回線を使えばダウンロードにはそ

れほど時間もかかりません。そこで、 

電子会報を入手できるので会報の郵送は不要である旨申告いただいたＯＢ会員の方には総会案

内号を除き会報の発送を停止させていただきます。 

総会案内号につきましては、会費振込用紙等の送付がありますので、引き続き郵送させていた

だく予定です。 

なお、電子配布の方法につきましては、将来的には共有フォルダー等から各自入手していただ

く形に統一したいと考えていますが、現時点では共有フォルダーへのアクセス方法等に不慣れな

会員の方もいると思いますので、当面の間は編集委員会から希望者に対して電子メールの添付フ

ァイルによる配布も行っていきます。 
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３．会員のみなさんにお願いしたいこと 

以下のいずれかに該当する場合は来年１月末日までに、田村(34期)又は下村(10期)まで電子メ

ールにてご連絡ください。また今回の発送方法の見直し自体についても、ご意見等がございまし

たらお寄せください。 

電子メールアドレス 田村： 

下村： 

 

 

①未納会員リストは間違っており自分は会費を納めているはずだ、という方 

②未納会員リストは正しいが今後会費を納付するので会報は引き続き送付して欲しい、という方 

③電子媒体で読むので会報の送付は不要である、という方（その場合は、電子メールの添付ファ

イル形式による送付を希望するかどうかもお知らせください。） 

過去 5年(2000-2004年)の会費未納会員リスト（敬称略） 

3 高橋  

3 粟田  

3 芹沢  

3   三神  

4 牧原 

5 蓑浦  

5 高垣  

5 小玉  

6 岡本  

6 斉藤  

6 柳原  

7    北見   

8 秦  

8 小谷  

9 天笠  

9 近藤 

9 松川  

9 塚本  

9 寺本  

9 山懸  

9 一村  

10 関  

10 山崎  

 

10 大塚  

10 村田   

10 佐藤  

10 武重  

10  原   

11  丸山  

11  石橋  

12  岡戸   

12  山下  

12  武者 

13  竹村  

13  吉里  

13  小沢   

13  赤松   

14  水本  

14  日野   

15  大島  

16  内山  

16  松田   

16  岩田  

16  三好  

16  清水   

16  本多   

 

17 蜷川  

17 川俣  

17 松本  

17 村山  

17 武田  

18 壷井  

18 鈴木  

18 渡部  

18 伊達  

19 高木  

19 白川  

19 富田  

19 高松  

19 大橋  

19  久保   

19  徳繁  

20 石垣  

20 板倉  

20 大村  

20 岡本  

20 下村  

20 古橋  

20 古橋  

 

20 水田  

20  青山   

20 滝本  

20 増田  

21 籠橋  

21 河辺  

21  岩崎   

21  中川   

21  山本  

22 浅沼  

22 西田  

22 松田  

22 山本  

22 谷内  

22 渡辺  

22  西田   

23 加藤  

23 木村  

23 仙名  

23 高山  

23 武藤  

23 吉田  

23 荒井   

 

23 大津山  

23  神谷  

23 高岡  

23 根岸  

23  森島  

23  湯浅   

24 早川  

24 丸山  

24 津留  

24 上野  

24 成田  

24 木宮   

24  広瀬   

25 阿美  

25 高橋  

25 竹内  

25 手塚  

26 関根  

26 千田  

26 水島  

26 高畠  

26  川邊  

26  藤原  

 

27 遠藤  

28 梅田  

28 大庭 

28 木綱  

28 久米  

28 大村  

28 芳賀  

28 山本  

28 和井田  

29 木虎  

29 小寺  

29 舟本  

29 山本  

29 井上   

29  長沼  

30 岡島  

30 藤田  

31 久保  

31 増田  

32 宮崎  

32 八重尾  

33 河上  

33 鈴木 

※ 2000-2004 年度の会費が未納であっても 2005 年度の会費納入が確認された会員は除いています。また、

35期以下の若手会員についても除いています。 
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