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社山

2015年5月31日 リーダー：豊島 泰

前列の右端：マメシボリで顔を隠しているのが今月の DJ とっしーくんです。

遊友ラジオ実況放送 ディスクジョッキー：とっしー
遊友ラジオ～。
こんばんは。あるいはおはよう。もしくはこんにちは。遊友ラジオで
す。 さあ始まりました遊友ラジオ。
皆さんのリクエストやお便りで構成する新番組になります。

お 相 手はあなたのＤＪとっしー君です。
第一回目の今回は、さる5月31日に実施された「社山山行」参加の
方々から。
では早速。最初のお便りはラジオネーム「マーガレット」さ
ん……「クラス分け良い。順番交代よし」
・
・
・そうです。当日はＤＪとっしーの突然の思い付きから参加20人を
4つのチームにわけて、各チーム順番に先頭を歩いてもらいました。
……チーム分けの基準ですか？ 参加者リストをエクセルにう
ちこみ、エクセル・ソルバー機能が計算した最適解に従っただけです
のであしからず。
つづいては「ずっこけ」さん……「但し休憩はリーダーが
決める」
・
・
・成程ですが休憩はリーダーでも迷います。20数人もいると
タイミングや場所など結構難しい。
前と後ろで時間差も出てくるし。
さて、31日天気予報では完全な雨でした。でも予報を覆す素晴らし
いお天気。「しみず」さんや「ＫＡＺＵ」さんの雨対策の
おかげでしょうか。 雨を予想してなのか？お昼の弁当もおにぎりの
方が多かった気がします。

では、ここで一曲。
ラジオネーム「ゴールデンカップス」
さんのリクエストで井上陽水の
「傘がない」。 お聞き下さい。
えー
「傘がない」
じゃなくて
「傘がいらない」
だったかもしれませんね。
どん引きですか？
天気はもちろん重要なんですが、ラジオネーム「もとこ」さ
・
・」
たしかに出発の駐車場のト
んから。 「出発時にトイレに行けなった・

イレが使えませんでした。
トイレはあるのに閉鎖されていたのです。

ＤＪとっしー猛烈に反省しています。
下調べが足りなかった・
・
・ごめんなさいです！
でもこれは今後もありうる事態です。
リーダーが下調べするのは勿論なのですがリーダー任せではなく、
今後は行くルートやそこでのトイレ事情など参加者各自が把握して

おくべきでは？・・・ともＤＪとっしーは考えます。
さて、そろそろ時間となりました。
最後にラジオネーム
「穂高岳子」
さんからリーダーへひと言。
「ヨッパラウナー！」…… この「ラウナー」の響きが良いですね。
英語だとrounerでしょうか。はい、ＤＪとっしー「激烈」に反省し
・
・それくらいの反省をし
ています。「激烈に」とは猛烈の10乗くらい・
つつ最後の曲です。

フォーク・クルセダーズで「帰ってきたヨッパライ」。
ＤＪとっしー、彼らの曲では
「イムジン河」が好きなんですがそれは次回。

ではお聞き下さい。遊友ラジオ～。
お送りしてきました遊友ラジオ。お楽しみいただけたでしょうか。
「ビーフ社山」
さんの意味不明なつぶやきなど、まだまだ突っ込み所
はありますが今回はこれまで。
今後も皆さんのお便り、メール、ツイートなど、何でも結構ですので、
番組あておよせ下さい。皆さんのopinionが番組構成する。
それが遊友ラジオです。
お相手はＤＪとっしー君でした。

ではまた来月。
DJ とっしーのアドレス：gd272873@zj8.so-net.ne.jp
お便り、ご意見はどんな悪口でも結構です。ただし、自己責任で。
最後のページに全アンケートを掲載しています。
（編集者）
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5月山行「社山」に参加して戸邉茂雄

ゲが咲いておりました。蝶も飛んでおりまし
た。
モンキチョウ、クジャクチョウ、ツマグロ
ヒョウモンなどを見かけました。
そして、なん
5 月 31 日
（日）
、日光の社山
（標高 1，826．
6ｍ）
を登ってきました。
社山は日
といっても沢山いたのはハルゼミです。
なかな
光市と足尾町
（現日光市）
の境、中禅寺湖の南にあり、湖を挟んで男体山と対
か姿は確認できないのですが、鳴き声から察し
峙しております。
社山は足尾側も日光側も見渡せる尾根を登りつめた展望
て相当の数です。
写真も撮りましたし、捕まえ
の山で、阿世潟峠から山頂までの尾根からは、北側に男体山を始めとする日
もしました。
山の楽しさを満喫して歩いて 12：
光連山と中禅寺湖、
南側には足尾の山々が眺望できます。
00 に社山の頂上に到着です。
頂上の開けた場
数日前までの天気予報では雨でしたが、直前で晴れに変わり、当日は朝か
社山の山頂に立つ戸邉さん↑
所に座り込んで山々を眺めながら昼食です。
ら晴天になりました。
今回はレンタルバスでの山行です。
朝 6：00 にせん
12：45 まで昼食休憩をしてから下山です。
下山は阿世潟峠までは来た道を
げん台で 4 名、6：20 に春日部で 17 名の合計 21 名参加で出発です。
今回の
引き返します。
登りはゆっくりでしたが、下りは速い。13：35 に阿世潟峠に
ドライバーは及川さんに代って野中さんです。6：47 に久喜 IC から東北道
着きました。ここからは中禅寺湖まで降りて、湖沿いを歩いてバスが待つ
に入り、7：35 に大谷 PA でトイレ休憩をし、7：53 に宇都宮 IC から日光へ
歌ヶ浜駐車場に向かいます。
中禅寺湖では所々で釣り人が釣りをしておりま
と向かい、
8：50 に半月山駐車場に到着しました。
した。
途中でクリンソウが咲いている箇所があって、写真を撮ったりもしま
登山支度を整え、
藤井さんの音頭で準備体操をして 9：15 に登山開始です。
した。
歌ヶ浜駐車場に 15：05 に到着して社山の登山は終了しました。
今回は豊島リーダーの計らいで 5 人ずつ 4 班に分かれ、途中で列順を交代し
この後は温泉です。
「やしおの湯」に向かい 15：50 〜 17：00 まで入浴と
ながらの進行となりました。
歩き始めて間もなくすると 9：35 に半月山展望
蕎麦、ビールで疲れを癒しました。
そして、いつもの通りコンビニに立ち寄っ
台に到着です。
天気も良く、眼下に中禅寺湖、目の前には新緑に覆われた男体
てアルコールを仕入れてから行きと同じルートで春日部に帰ります。
行きも
山を始めとする日光連山がくっきりと見えます。
展望台からの眺めを堪能し
帰りも車は順調でした。
しかし今回の野中運転手の運転は飛ばし過ぎです。
て、半月峠を阿世潟峠に向かって下って行きます。
ここから社山までの眺め
最後部座席の私は何度もお尻が浮き上がったり、身体が傾いたりして最後ま
は右側に日光連山と中禅寺湖、左側に足尾の山々ですが、天気が良いので眺
でひやひやでした。
18：30 に羽生 PA でトイレ休憩をして 19：20 に春日部、
めは最高でした。
気温も高いのですが、風があったので暑さはしのぐことが
19：45 にせんげん台に帰ってきました。
せんげん台組は今回男性だけの 4
出来ました。
空気も風邪もご馳走でした。10：42 に阿世潟峠に到着し、前方
人です。
いつもの様に中華食堂で反省会を行って 20：50 に帰宅しました。
に見えている社山に向かって、今度は上りです。
しばらく進んでから後ろを
今回は、なにより天気に恵まれましたので最高の山行となりました。
幾度
振り返るとバスを降りた半月山駐車場がほぼ同じ高さに見えました。
中禅寺
となく行っている日光ですが、最高の景色を堪能できました。
豊島リーダー
湖から先も戦場ヶ原はもちろん、竜頭の滝、湯滝も肉眼で見えました。
山の景
はじめ皆様ありがとうございました。
色だけでなく、
綺麗な花も堪能できました。
シロヤシオ、
ヤマツツジ、
シャクナ

社山へ登山開始 ↑

5人ずつ、4グループに別れて社山を目指す。 ↑

阿世潟峠（13：42）↑

中禅寺湖付近の新緑↑

6 月山行 大平山

中禅寺湖を背景に（11：25） ↑

クリンソウ。中禅寺湖周遊歩道にて↑

2015年6月山行の案内

341ｍ
（栃木県栃木市）

６月は紫陽花が綺麗な太平山から馬不入山まで小さなアップダウンを繰り返す尾根
歩きでミニ縦走気分を味わいます。下山後は「ゆうゆうプラザ」で入浴です。
【 日 時 】6 月 28 日
（日）
【 集 合 】せんげん台 6 時 00 分 春日部 6 時 15 分
【 持 ち 物 】昼食、雨具、入浴セットをご用意下さい。
【 コ ー ス 】新大平下駅→客人神社→謙信平→太平山神社→太平山→
晃石山→桜峠→馬不入山→馬不入山登山口 ( 広域農道口 )
【 申 込 み 】まだ若干余裕が有ります。希望の方はリーダーまで。
【リーダー】品川 弘

大平山あじさい坂↑

5 月山行（社山）アンケート

6 月 20 日 総会について：食事用意は無しですが、お茶は会のほうから用意する予定です。
蝶ヶ岳山行 参加の方々へ：総会当日に往路の新幹線、長野〜上高地間バスの切符をお渡し
する予定です。切符代 9,700 円をご用意ください。

