
街歩街歩街歩街歩きききき山歩山歩山歩山歩きききき

ーーーー地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの共生共生共生共生ーーーー

いきいきハイキング、悠山楽会いきいきハイキング、悠山楽会いきいきハイキング、悠山楽会いきいきハイキング、悠山楽会

新井新井新井新井 紀弘紀弘紀弘紀弘

「私も先生！」プロジェクト第５弾、清瀬けやきホール、セミナーハウスにて「私も先生！」プロジェクト第５弾、清瀬けやきホール、セミナーハウスにて「私も先生！」プロジェクト第５弾、清瀬けやきホール、セミナーハウスにて「私も先生！」プロジェクト第５弾、清瀬けやきホール、セミナーハウスにて

コミュニティふれあいネット（ＣＯＦＵＮＥ）主催、コミュニティふれあいネット（ＣＯＦＵＮＥ）主催、コミュニティふれあいネット（ＣＯＦＵＮＥ）主催、コミュニティふれあいネット（ＣＯＦＵＮＥ）主催、2013201320132013年年年年9999月月月月29292929日日日日
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柳瀬川の桜並木
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柳瀬川柳瀬川柳瀬川柳瀬川・・・・台田台田台田台田のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花
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ⅠⅠⅠⅠ地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへのデビューをデビューをデビューをデビューを目指目指目指目指してしてしてして
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会社人間会社人間会社人間会社人間からからからから地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの融合融合融合融合

１ 自分自身を見つめる ― 企業の枠から離れて地域
活動への参加

２ 地域社会で何ができるか
・ 企業という枠の中では『自分の居所』はあるが

地域社会にはない
・ 果たして自分に何ができるか ― 持つべき
「武器」が何もない

３ 国家資格への挑戦
・ 資格を取っても十分な経験が無いと「資格」は

生かすことができない
・ 資格を持つことによって「資格」そのものは役

に立たなくても「自信」が生まれる
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ⅡⅡⅡⅡ 地域社会地域社会地域社会地域社会へのデビューへのデビューへのデビューへのデビュー

清瀬清瀬清瀬清瀬・ひまわりまつり・ひまわりまつり・ひまわりまつり・ひまわりまつり
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１１１１．．．．清瀬市清瀬市清瀬市清瀬市のののの健康大学健康大学健康大学健康大学にににに参加参加参加参加

(1) 清瀬市健康大学とは
清瀬市健康福祉部健康推進課の主催で、市内の
3大学等と連携して市民の皆さんがいつまでも
健康で楽しく過ごせるよう、学習と出会いの場
を提供し、学んだことを日々の生活や健康づく
りに生かしていただくために開講。
（例年５月開講、１１月修了）

（２） 健康大学への参加
平成１８年度（２００６年）の「清瀬市健康大学」に参
加 ： 講義全１０回と実技６コースのうち２回（腰痛
予防と応急手当）を受講。
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２２２２．．．．地域通貨地域通貨地域通貨地域通貨ピースへのピースへのピースへのピースへの加入加入加入加入とととと活動活動活動活動

(1) 会員相互の助け合い

(2) サロン活動への参加（健康づくり推進員の活
動を含む）
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３３３３．．．．健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推進員推進員推進員推進員のののの活動活動活動活動

(1) 健康づくり推進員の活動内容

推進員は、いきいきハイキング、中里健やかクラ
ブ、ふれあいグリーンサロン、松山健やかクラ
ブ、茶どころ中清戸、のびやか体操などの各部
会のいずれかに所属してその運営や支援

(2) 付随した活動 ：「ふれあいグリーンサロン」
「茶どころだんだん」など地域に根ざしたサロ
ン活動への参加

9



・ 健康づくり推進員活動でハイキング部会に加入

(1) 加入当初は毎月１回、第３日曜日に実施

(2) 初めてのコース、複雑なコースは実踏

(3) 年間１０回開催

(4) 参加者、推進員の高齢化を考慮したコース

(5) 現在は5キロと10キロに2種類のコースを用意

・ 今後の活動予定

(1) ５キロコースと１０キロコース

(2) 年間計画の策定

４４４４ いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング
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年年年年 月月月月 日日日日 行行行行 きききき 先先先先 コースコースコースコース 下車駅下車駅下車駅下車駅

13131313 9999 22222222 ((((日日日日)))) 高麗・巾着田高麗・巾着田高麗・巾着田高麗・巾着田 5555キロキロキロキロ 高麗高麗高麗高麗

10101010 22222222 ((((火火火火)))) 奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流 10101010キロキロキロキロ 軍畑軍畑軍畑軍畑

11111111 24242424 ((((日日日日)))) 彩の森入間公園彩の森入間公園彩の森入間公園彩の森入間公園 5555キロキロキロキロ 入間市入間市入間市入間市

12121212 24242424 ((((火火火火)))) 日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝 10101010キロキロキロキロ 高麗高麗高麗高麗

14141414 1111 19191919 ((((日日日日)))) 南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川） 5555キロキロキロキロ 東久留米東久留米東久留米東久留米

2222 25252525 ((((火火火火)))) 武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園 10101010キロキロキロキロ 高尾高尾高尾高尾

3333 23232323 ((((日日日日)))) 石神井公園石神井公園石神井公園石神井公園 5555キロキロキロキロ 練馬高野台練馬高野台練馬高野台練馬高野台

4444 22222222 ((((火火火火)))) 野川・野川公園野川・野川公園野川・野川公園野川・野川公園 10101010キロキロキロキロ 国分寺国分寺国分寺国分寺

5555 18181818 ((((日日日日)))) あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園 5555キロキロキロキロ 元鍛治元鍛治元鍛治元鍛治

いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング

「「「「5555キロコース」と「キロコース」と「キロコース」と「キロコース」と「10101010キロコース」キロコース」キロコース」キロコース」
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羽村のチューリップまつり
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みんなそろってハイキングみんなそろってハイキングみんなそろってハイキングみんなそろってハイキング ：：：： 1111列列列列になってになってになってになって歩歩歩歩こうこうこうこう
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第第第第56565656回回回回いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング
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第第第第57575757回回回回いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング
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第第第第65656565回回回回いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング
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第第第第66666666回回回回いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキング
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第１期：創生期（平成２１年から２２年）
いきいきハイキングの参加者の中で、元気の良い
方々を対象に臨時登山を実施

(1) 平成21年（2009年）3月2日：高山不動尊、関八州
見晴台、顔振峠(12人)

その後、5月に奥多摩の御岳山(13人)、6月に奥多
摩の高水三山(13人)、7月に棒ノ嶺(14人)、10月川
苔山(14人)、11月扇山(14人)、

(2) 平成22年（2010年）2月奥武蔵の丸山(16人)、

毎回10数名の参加有り

５５５５ 悠山悠山悠山悠山楽楽楽楽会会会会
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岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山からのからのからのからの富士山眺望富士山眺望富士山眺望富士山眺望
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第2期：悠山楽会の発足
（平成22年4月～24年3月）

(1) 平成22年3月に松山市民センター・会議室で
「悠山楽会」設立総会を開催。

(2) 会則、会費、役員の選出などを行い「悠山楽
会」発足

(3) 入会条件として「スポーツ団体保険」への加
入を義務づけ

また、24年からは、市民活動センターの団
体会員登録
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第3期（平成24年4月～現在に至る）

(1) 平成21年の準備段階からこれまでに実施した
定例山行はこの9月の黒山三滝で丁度40回

登山先は、西武線沿線、中央線沿線、奥多摩方面
が中心

(2) バスハイキングも人気があり、毎回20名前後
の参加

(3) 臨時山行 : 夏から秋、および冬に実施
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６６６６ 悠山悠山悠山悠山楽楽楽楽会会会会のののの活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介

これまでの活動

(1) 例会登山

月に1回の日帰り登山を実施、但し7月、8月は休会

(2) 例会における主な行き先

平成21年：

高山不動尊・関八州見晴台・顔振峠、御岳山・日の出
山、高水三山、棒ノ嶺、川苔山、伊豆ヶ岳、扇山

平成22年：

奥武蔵の丸山、御岳山・金比羅尾根、御岳山・大岳山、
倉岳山、鳩ノ巣渓谷、三つ峠(バスハイク)、高川山、
子の権現
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平成23年：

景信山・陣馬山、坪山、御前山、武川岳・二子山、
西沢渓谷（バスハイク）、生藤山、奥多摩むかし
道など

平成24年：

四阿山、大山、滝子山、金時山（バスハイク）、
武甲山、筑波山（バスハイク）、百倉山・扇山

平成25年：

棒ノ嶺・惣岳山・高水山、鎌倉アルプス、北八ヶ
岳（丸山、高見石、白駒の池：バスハイク）、黒
山三滝・関八州見晴台・高山不動尊
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平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年（（（（つづきつづきつづきつづき））））

足和田山足和田山足和田山足和田山（（（（バスハイクバスハイクバスハイクバスハイク）、）、）、）、御岳山御岳山御岳山御岳山・ロックガーデ・ロックガーデ・ロックガーデ・ロックガーデ
ン・ン・ン・ン・裏参道裏参道裏参道裏参道、、、、奥武蔵奥武蔵奥武蔵奥武蔵のののの丸山丸山丸山丸山

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年

江ノ島・鎌倉、宝登山・長瀞アルプス、堂平山・
笠山、鎌倉アルプス、大持山、その他（6月以
降は検討中）

山芍薬（川苔山）山芍薬（川苔山）山芍薬（川苔山）山芍薬（川苔山）

赤久奈尾根赤久奈尾根赤久奈尾根赤久奈尾根
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年年年年 月月月月 日日日日 行行行行 きききき 先先先先 コースコースコースコース 下車駅下車駅下車駅下車駅

13131313 9999 22222222 ((((日日日日)))) 高麗・巾着田高麗・巾着田高麗・巾着田高麗・巾着田 5555キロキロキロキロ 高麗高麗高麗高麗

10101010 22222222 ((((火火火火)))) 奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流奥多摩・御岳渓流 10101010キロキロキロキロ 軍畑軍畑軍畑軍畑

11111111 24242424 ((((日日日日)))) 彩の森入間公園彩の森入間公園彩の森入間公園彩の森入間公園 5555キロキロキロキロ 入間市入間市入間市入間市

12121212 24242424 ((((火火火火)))) 日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝日和田山・物見山・五常の滝 10101010キロキロキロキロ 高麗高麗高麗高麗

14141414 1111 19191919 ((((日日日日)))) 南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川）南沢湧水公園（落合川） 5555キロキロキロキロ 東久留米東久留米東久留米東久留米

2222 25252525 ((((火火火火)))) 武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園武蔵野陵・多摩森林科学園 10101010キロキロキロキロ 高尾高尾高尾高尾

3333 23232323 ((((日日日日)))) 石神井公園石神井公園石神井公園石神井公園 5555キロキロキロキロ 練馬高野台練馬高野台練馬高野台練馬高野台

4444 22222222 ((((火火火火)))) 野川・野川公園野川・野川公園野川・野川公園野川・野川公園 10101010キロキロキロキロ 国分寺国分寺国分寺国分寺

5555 18181818 ((((日日日日)))) あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園あけぼの子どもの森公園 5555キロキロキロキロ 元鍛治元鍛治元鍛治元鍛治

７７７７．．．．まとめまとめまとめまとめ

（（（（１１１１）））） いきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングいきいきハイキングのののの日程日程日程日程
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年年年年 月月月月 日日日日 行行行行 きききき 先先先先 備備備備 考考考考

１３１３１３１３ １１１１１１１１ １３１３１３１３ ((((水水水水)))) 御岳山・ロックガーデン御岳山・ロックガーデン御岳山・ロックガーデン御岳山・ロックガーデン 裏山道を古里駅へ下山裏山道を古里駅へ下山裏山道を古里駅へ下山裏山道を古里駅へ下山

１２１２１２１２ １０１０１０１０ ((((火火火火)))) 奥武蔵・丸山奥武蔵・丸山奥武蔵・丸山奥武蔵・丸山 芦ヶ久保から横瀬へ芦ヶ久保から横瀬へ芦ヶ久保から横瀬へ芦ヶ久保から横瀬へ

１４１４１４１４ １１１１ ２２２２２２２２ ((((水水水水)))) 江ノ島・鎌倉江ノ島・鎌倉江ノ島・鎌倉江ノ島・鎌倉

２２２２ １８１８１８１８ ((((火火火火)))) 長瀞アルプス・宝登山長瀞アルプス・宝登山長瀞アルプス・宝登山長瀞アルプス・宝登山 野上から長瀞へ野上から長瀞へ野上から長瀞へ野上から長瀞へ

３３３３ １２１２１２１２ ((((水水水水)))) 堂平山・笠山堂平山・笠山堂平山・笠山堂平山・笠山 東武東上線・小川東武東上線・小川東武東上線・小川東武東上線・小川

４４４４ １５１５１５１５ ((((火火火火)))) 鎌倉アルプス鎌倉アルプス鎌倉アルプス鎌倉アルプス

５５５５ １４１４１４１４ ((((水水水水)))) 大持山大持山大持山大持山 名郷から妻坂峠へ名郷から妻坂峠へ名郷から妻坂峠へ名郷から妻坂峠へ

（（（（２２２２）））） 悠山悠山悠山悠山楽楽楽楽会会会会 ・・・・ 例会例会例会例会のののの日程日程日程日程
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（２） 悠山楽会におけるその他の行事

・ バスハイキング

・ 懇親会と交流会（勉強会）

・ 臨時山行

有志での山行 2,000～3,000m級の夏山、

冬のスノーシューハイキング、クロスカンリー

スキー(温泉三昧）

（臨時山行への参加に関してはその都度案内）
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悠山楽会の例会、バスハイク、

臨時山行などのスナップ写真

悠山楽会は老人会ですか？

いいえ、皆さん、まだまだ青春を
謳歌しています
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北八北八北八北八ヶヶヶヶ岳岳岳岳（（（（丸山丸山丸山丸山からからからから白駒白駒白駒白駒のののの池池池池））））
平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日
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大岩大岩大岩大岩をををを登登登登ってここまでってここまでってここまでってここまで来来来来ましたましたましたました。。。。
そのそのそのその先先先先にににに見見見見えるえるえるえる景色景色景色景色は・・・は・・・は・・・は・・・

30



これですこれですこれですこれです。。。。絶景絶景絶景絶景かなかなかなかな！（！（！（！（白駒池白駒池白駒池白駒池））））

31



霜の華（百倉山と扇山）

32



臨時山行臨時山行臨時山行臨時山行：：：：苗場山苗場山苗場山苗場山のののの夜明夜明夜明夜明けけけけ

33



奥武蔵奥武蔵奥武蔵奥武蔵・・・・関八州見晴台関八州見晴台関八州見晴台関八州見晴台（（（（高山不動尊高山不動尊高山不動尊高山不動尊・・・・奥奥奥奥のののの院院院院））））

34



滝子山滝子山滝子山滝子山・・・・山頂山頂山頂山頂

35



丹沢丹沢丹沢丹沢・・・・大山山頂大山山頂大山山頂大山山頂

36



奥武蔵奥武蔵奥武蔵奥武蔵・・・・棒棒棒棒ノノノノ嶺山頂嶺山頂嶺山頂嶺山頂

37



苗場山山頂苗場山山頂苗場山山頂苗場山山頂のののの池塘池塘池塘池塘、、、、前方前方前方前方はははは尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬のののの燧燧燧燧ヶヶヶヶ岳岳岳岳

38



南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス仙丈仙丈仙丈仙丈ヶヶヶヶ岳岳岳岳のののの夜明夜明夜明夜明けけけけ

39



百倉山百倉山百倉山百倉山からからからから富士山富士山富士山富士山をををを望望望望むむむむ

40



おしまい

ごごごご清聴有清聴有清聴有清聴有りりりり難難難難うございましたうございましたうございましたうございました

青いケシの花

箱根仙石・湿性花園

（（（（金時山金時山金時山金時山バスハイクのバスハイクのバスハイクのバスハイクの帰途帰途帰途帰途））））

41


