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 例会予告（２０２３年１月～２月） 

例会・行先 日程・集合 担 当 者 コ ー ス 

第２８５１回 

初登山（兼新年会） 

蹴上・・南禅寺山・・ 

若王子神社・・真如堂 

・・黒谷・・岡崎神社 

１月９日（月・祝） 

集合 地下鉄蹴上駅 

   改札口 

   午前９時 

 

松田誠二 

堀田 剛 

室谷和彦 

 

 

 

蹴上・・南禅寺山・・ 

若王子神社・・真如堂 

・・黒谷・・岡崎神社 

備考 初登山と新年会を兼ねて、蹴上から岡崎神社まで歩きます。 

   ２０２３年は卯年です。ウサギに縁の深い岡崎神社に参拝します。 

   岡崎公園周辺で喫茶歓談します。費用は山岳部負担です。 

第２８５２回 

 西播磨の山 赤穂  

宝珠山(・192m) 

茶臼山(・160m) 

２月１１日（土・祝） 

集合 午前８時 

   竹田駅西口  

井戸澄夫 

 

京都南 IC（名神・山陽） 

龍野西 IC～赤穂坂越（PA） 

・・茶臼山・・宝珠山 

帰路 

備考 西播磨の低山・城址のハイキングです。 

北前船の古港、坂越で名産の牡蠣を食し、相生ペーロン温泉に入浴します。 

第２８５３回 

府民 野鳥観察会 

(岳連自然保護委員会主催)  

亀岡市平ノ沢池・中池東屋 

２月１２日（日） 

集合 午前８時半 

   JR亀岡駅北口 

 

方山宗子 

岡田茂久 

 

亀岡駅北口～バス～平ノ沢

池・・（上池・中池・下池） 

観察・現地解散～バス～ 

亀岡駅北口 

[解散]  平ノ沢池 正午頃  

[感染防止策] マスク（フェイスシールド）着用のこと。※予備マスクもご用意ください。  

[持ち物] 筆記用具、雨具、飲料、運動靴、双眼鏡、カメラ、防寒具 

     ※防寒対策を十分にしてください。 

[参加費] ５００円（参考資料代） ※小中学生は無料（保護者同伴のこと） 

[講師] 「日本野鳥の会」派遣講師、（公社）日本山岳 SC 協会認定 自然保護指導員 谷角裕之委員  

[天候]   前日 18 時以降の NHKTV 天気予報で、京都府南部午前の降水確率 60％以上の場合は中止 

     不明の場合は担当者（自然保護委員）にお問い合わせください。 

[申込み] 令和５年２月７日（火曜日）までに担当者に連絡してください。   

[その他] 新型コロナウイルス感染状況により中止する場合は事前に連絡します。 

      当日朝に検温し発熱や体調不良の場合は参加ご遠慮ください。 

      現地ではソーシアルデスタンス（間隔）を１～２ｍ保ってください。 
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[備考] 平ノ沢池は亀岡市馬路町池尻に位置し、農業用溜め池として整備された上池、中池、下池、 

   ハス池があり、総称して平ノ沢池と呼ばれています。１年を通じて里山と水辺の野鳥が観察 

   でき、特にカモ類が渡来する秋から春にかけては種類、個体数とも多くなり、探鳥に最適です。 

   近年はコウノトリも飛来しています。  

次回の集会（兼新年会・初登山） 

日 時  ２０２３年１月９日（月・祝） 

     午前９時～ 

 場 所  詳細は例会予告参照 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルスとの共生と京交山岳部 

                            

 

                                      松田 誠二 

  新年あけましておめでとうございます。 

 今年こそは、新型コロナウイルスの終息を願うばかりではあるが、これからは、新型コロナウイ

ルスと共生を考えるべきなのかもしれない。 

 新型コロナウイルスの新規感染者数は全国的に増加傾向が続いており、京都市においても６週連

続で増加するなど、予断を許さない状況である。さらに、年末年始に向けて社会経済活動の活発化

による接触機会の増加の影響により、本格的な第８波の到来やインフルエンザとの同時流行の可能

性も懸念されており、感染拡大を繰り返さないよう、引き続き、警戒が必要な状況である。 

 交通局としては、職員一人ひとりが緊張感を持ち、市バス・地下鉄の運行に支障をきたすことの

ないよう、改めて、基本的な感染防止対策とワクチンの積極的な接種を行わなければならない。特

に、飲食を伴う会合等については、業務継続性の観点から、飲食店の取扱いについては、①適切な

感染防止対策が講じられている認証店を利用する②利用時間は２時間まで③局職員の参加は、４人

以下。ただし、同一ラインの参加は、２人以下としている。 

 そのような状況の中、１２月１７日、感染対策を最大限講じ、９０歳の森本様、８８歳の鷲見様、

８０歳の大槻様のお祝い登山を兼ねた納山祭を、１２名の参加で行った。新型コロナウイルスの状

況で、ぎりぎりまで、実施か、中止かを検討したが、久しぶりに皆さんのお元気な姿を見ることが

でき、また、昔の懐かしい話を聞くことができて、本当に良かった。みなさんの今後のご活躍をこ

れからも祈念いたします。本年もよろしくお願いいたします。 
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【第２８４９回例会】 

山岳連盟自然保護委員会主催「奥嵯峨紅葉観察会」 

  

                                                  岡田 茂久 

2022年11月27日（日）、快晴の秋の一日、京都府山岳連盟自然保護委員会主催の紅葉観察会が開

催された。参加者は岳連傘下の各会から、下京山岳会6名、京都山岳会6名、比良山岳会6名 趣味

登山会12名、京都山の会15名、稜線万歩会1名に、一般参加者8名の合計54名、自然保護委員15名、

総勢69名である。 

 JR嵯峨嵐山駅北口広場に集合。湯浅

岳連会長兼自然保護委員長の挨拶、担

当の服部委員からコース説明がある。  

本日は快晴で気温17度、快適な観察会

日和となった。 

 駅前から、まず大覚寺へ向かう。経

路の民家ではシラカシ、ギンモクセイ、

イヌマキ、オオモミジの植え込み、ウ

バメガシの垣根等が見られる。 

 府道29号宇多野嵐山山田線と、大覚

寺道の交差点の六道町には六道の辻が

あり、小野篁（おののたかむら）が冥

土通いに使った伝わる井戸が、新しく

小公園風に整備されている。東山の六

道珍皇寺にある井戸が入口でこちらが

出口という伝承である。 

 自然観察会での地誌、歴史等の解説

は元京都市SKYガイド協会所属であっ 

た杉村自然保護委員が担当しており、いつも丁寧な解説がされている。 

大覚寺でも大沢の池の由来などの説明を受ける。 

大覚寺は嵯峨天皇の離宮であったが、崩御後に寺になり嵯峨天皇の孫

である後宇多法皇が、ここで院政を行ったため嵯峨御所と呼ばれる。勅

使門、御影堂、宸殿、法隆寺の夢殿を模した勅封心経殿、正寝殿等平安

時代の面影を多く残している。大沢の池は洞庭湖を模したもので、わが

国最古の庭と言われている。池の二島一石の配置はいけばな嵯峨御流

（さがごりゅう）の基本形。御所の前は右近の橘、左近の桜であるが、

大覚寺は右近の橘、左近の梅という。世界遺産には入っていないが外国

人には人気があるようだ。境内や周辺の大沢池等も往古の面影を残して

いるため、映画・TV等の時代劇の撮影に多く利用されている。 

周辺のイチョウが黄葉、モミジは赤く紅葉している。紅葉の仕組みに

ついての説明もあった。葉が元気な時は葉緑素という色素のため葉は緑

に見えるが、秋になると葉の根本が弱り養分の行き来ができなくなる。

すると葉緑素が破壊されて他の色素が見えるようになるという事であ 

 

参加者全員集合 

直指庵での説明 
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る。黄色いイチョウはカロチノイド、赤いモミジはキサントフィルと

いう色素体によるものという。 

大覚寺西側の信徒会館に沿って北に歩く。大きなカイズカイブキが

見られる。幼木、新芽の葉は針状。成長すると丸くなる。道路際には

ホトケノザ、エノコログサ、穂が長いアキノエノコログサが見られる。 

大覚寺宮墓地の石垣の上にはヤマウルシが紅葉。道端にチチコグサ、

突き当りの藪にクサギ、ヘクソカヅラ。これらは臭いで自己防御して

いるらしい。民家の庭先には背丈が高いコウテイダリアの紅紫色の大

きな花が咲いていた。 

瀬戸内寂聴さんが法話をすることで有名になった直指庵に着いた。

隠れた紅葉の名所として知られるが、寂聴さんも亡くなられ人影も少

なくひっそりとしている。直指庵は1646年（正保3）臨済禅を学んだ

独照性円禅師が草庵を建てたのが始まりで、一時は大伽藍を連ねる大

寺院になったが、その後衰退し独照性円禅師の墓堂だけになってしま

った。 

幕末に至り西郷隆盛とも交流し尊皇攘夷で知られる近衛

家老女津崎村岡の局が再興して浄土宗寺院となる。嵐山亀

山公園には津崎村岡の局の銅像がある 

「直指」とは禅に基づく難しい言葉で、「直指人心（じき

しにんしん）、見性成仏（けんしょうじょうぶつ）、易しく

言えば「直（ただ）ちに、あなたの心を指してごらんなさ

い」という意味らしい。これでも良く判らない。 

この辺りの山はアカマツ林が多く、同じ垂直分布の高度

の大文字山ではクロバイ、ハイノキが多くなる等、山によ

って特色があるようだ。直指庵からしばらく進み小川に架

かる細い橋を渡る。 

山道は細くなりヤブムラサキ、タカノツメ、シダが多く

なってきた。  

倒木と大きく崩壊している箇所もあり歩き難く、岩稜と

なり急坂が混じり喘ぎ喘ぎ登ることになる。ソヨゴ、ネジ

キ、リョウブが多くなり、硬い針葉を持つネズミサシも観

られる。 

岩場を過ぎると露頭地となり地蔵さ

んの祠のある京見峠である。伸びあが

ると木立の間に京都市内の家並がか

いま見える。 

アカマツが多くなり、コバノミツバ

ツツジも散見出来る。長尾山分岐のピ

ークから菖蒲谷池北端を目指す。鋸歯

の葉のヒサカキと鋸歯のないサカキ、

これらによく似たアセビの解説。 

この尾根は歩く人も少なく落ち葉が深い。緩斜面の尾根末端の急坂ではナメコも見つかる。菖蒲 

谷池のバーベキューサイト横で昼食とする。 

ヒメコウゾ 

菖蒲谷池 

展望所からの愛宕山 
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昼食後、菖蒲谷池を南下して再び京見峠に登り、朝

原山から嵯峨天皇陵に続く尾根筋を登る。、朝原山を越

した鞍部からは大沢の池と広沢の池、広範囲に京都市

内が一望できる。次のピークからは愛宕山の展望が素

晴らしい。尾根筋の先端が嵯峨天皇陵である。 

平安京遷都を成した桓武天皇の後は、桓武の子の平

城天皇（兄）、次兄の嵯峨天皇、次いで弟の淳和天皇と 

続くが、嵯峨天皇より弟である淳和

天皇の方が早く亡くなる。淳和天皇

は豪華な墳墓を望まず、小塩山に散

骨を希望される。嵯峨天皇も薄葬を

望み大覚寺の裏山に埋葬された。  

山頂には「御陵岩」と呼ばれる大き

な岩が露出しており、明治になって

この岩に土を盛って円墳とし嵯峨天

皇陵にしたという。 

嵯峨天皇と兄の平城上皇は「薬子の変」で争うことになり、乱の首謀者として平城上皇の愛妾の

尚侍藤原薬子は自殺、その兄である参議藤原仲成は死罪となる血なまぐさい事件が起きる。 

そのせいか嵯峨天皇陵の裏には、鉄分が多いのか赤い血の池があって、知る人は知る心霊スポッ

トになっているという。 

先年の台風で頂上付近の参道から大規模な崩落が発生し、参道は長らく通行止めとなり、裏道の

細くて急な山道しか登れなかったが、近年、長い石段の参道に美しく改装されて展望も良くなった。

最後に参拝道登り口で服部委員の挨拶があり、大覚寺門前バス停で流れ解散となった。 

 

【京交山岳部参加者】方山宗子 岡田茂久 

時間記録 

 9:00嵯峨嵐山駅9:14～9:30大覚寺門前六道の辻～9:40大覚寺門前10:05～10:25直指庵10:40～ 

 11:15京見峠－11:25長尾山分岐（Ca248）11:20～11:45菖蒲谷池駐車場12:00～12:10バーべ 

 キューこれでもサイト横（昼食）12:50～13:05京見峠～13:10朝原山～13：15鞍部13：20～ 

 13:25展望台（Ca235）13:30～13:40嵯峨天皇陵13:50－14:10天皇陵登り口14:20～14:30大覚寺 

 門前バス停 

 

 

 

 

【第２８５０回例会】２０２２（令和４）年１２月１７日（土） 

納山祭と長寿のお祝い 

                                                 堀田 剛 
天気が案じられていたが、朝から雨は降らず良かった。 

令和４年の納山祭と長寿のお祝いの日、お祝いの３名の方々を含め１２名の賑わいとなった。 

京福出町柳駅９時４分発の電車で鞍馬駅へ約３０分。 

 

嵯峨天皇陵 

御陵参詣道からの展望 
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 鞍馬の寒さは思った程ではない。そこそこ観光の方々が来られている。 

 皆でゆっくりと仁王門からケーブル（第一種鉄道事業者）を横目に見て、鞍馬の火祭りゆかりの

由岐神社、義経供養塔と少しずつ登る。 

長い階段の上、本尊の毘沙門天様のお使いの神獣である「阿吽の虎」のお出迎えで、本殿となる。

本殿正面前の金剛床（地面に模様が描かれている。）で、宇宙を思っているかはわからないが、そ

の場所で観光の方々が一人ずつ空を見上げて祈り、その姿を写真に撮られている。その合間に、全

員の集合写真を松田部長が撮ってくださる。他の方に長寿のお祝いで、森本さんは９０歳とお伝え

すると、とてもびっくりされ「良い事ですね」といただく。 

少し雨が降りそうな気配であったが、奥の院に向けて歩く。木の根道で休憩、そこでも集合写真

を撮っていただく。いよいよ雨が降ってきたので下山。 

予定より少し早く、鞍馬駅１１時４９分発で出町柳駅へ。 

そこから１０分程歩いたお店「田辺宗」でお祝いの食事会。森本さんの乾杯のご発声でスタート。

ミニ会席をいただきながら、松田部長から、卒寿の森本さん、米寿の鷲見さん、傘寿の大槻さんに

記念品を授与される。長寿を皆で祝えたことは良かった。 

お店「田辺宗」はお漬物屋さんで、料理にも「漬物すし」が出てきて美味であった。 

会の最後に岡田さんから「長寿の御三方とは本当に長いおつきあい」とお言葉をいただき、京交

山岳部の歴史を感じさせていただいた。 

外に出ると、しっかり雨が降っている。慶びの雨と思えた一日であった。 

長寿のお三方をはじめ、京交山岳部の皆さまも来年もお元気でありますよう。 

 

【参加者】森本清一、鷲見壽末子、大槻雅弘、岡田茂久、大倉寛治郎、田村正弘、 

     岡本義弘、方山宗子、井戸澄夫、松田誠二、室谷和彦、堀田剛 １２名 
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例 会 報 告（まとめ） 

例会

№ 

目的地 天

候 

月 日 担当者 参加者 記 事 

2849 府民秋の自然観察会 

(岳連自然保護委員会主催) 

奥嵯峨の紅葉観察会 

 

晴れ 

令和 4 年(2022) 

 11 月 27 日（日） 

 

方山宗子 

岡田茂久 

  

別稿詳報 

2850 

 

 

納山祭 

（兼 長寿お祝い登山） 

 鞍馬山・鞍馬寺 

 

曇り 

令和 4 年(2022) 

 12 月 17 日（土） 

 

松田誠二 

堀田 剛 

室谷和彦 

森本清一、鷲見壽末子 

大槻雅弘、岡田茂久 

大倉寛治郎、方山宗子 

岡本義弘、田村正弘 

井戸澄夫 

 

別稿詳報 

 

 

 

雑  報 

 

△△△ 今回部報（No.８１７）は２０２３年１、２月合併号として発行します。 

次回部報（No.８１８）は２０２３年３、４月合併号とする予定です。 

         

△△△ ２０２２年１１月の集会 

日 程  ２０２２年１１月９日（水）午後６時半～ 

     場 所  職員会館「かもがわ」 

     出席者  松田誠二、堀田 剛、室谷和彦、森本清一、岡田茂久、大倉寛治郎 

方山宗子、井戸澄夫 

内 容  例会報告、例会予告、個人山行、岳連関係報告ほか 

 

△△△ 部報発送担当からのお知らせ 

     職場の異動に伴い、部報の発送先、発送方法に変更がある場合は、必ず部報発送 

    担当者（松田）まで連絡してください。 

   ※パソコンに部報データを送信することもできます。送信希望の方は、パソコンの 

    アドレスを部報発送担当者に連絡してください。 

 

△△△ 部費の徴収について 

山岳部費については２０１９年度から徴収せず、山岳部の活動は内部留保金で 

運営しています。 

 

△△△ 日山協山岳共済会の山岳遭難・捜索保険について 

 共済会事務局から、令和４年度からは個人契約にするとのことです。 

年末には個人契約としての案内が各自に送られることになります。 

申し込みも各人が共済会に直接申し込むことになります。（井戸） 
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≪新入部員募集中≫ 
 

令和５年１月１日 

 

京都市右京区太秦下刑部町１８ 

京都市交通局内 

京 交 山 岳 部 
http://kkmc.web6.jp 


