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≪ 9 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,515

笹目倉山

＜Ｃ＞

Ｌ

飯田隆一

９月１日（日）浅草７：42（区間準急館林行）＝（途中で南栗橋行に乗り換え）
８：41 南栗橋８：46（新栃木行）＝９：24 新栃木９：45＝10：05 新鹿沼＝（タク
シー）森﨑バス停

歩き出し－50 分登山口－1 時間 30 分笹目倉山の肩－10 分笹目

倉山－30 分四合目－30 分登山口－5 分天善教バス停
歩程：３時間 35 分＋１時 25 分･････５時間
地図：2.5 万図“文挟”
費用：約 5,000 円
申し込み：８月 30 日（木）までに電話ＦＡＸ，メールでリーダーへ。

No.3,516

鳳凰三山

夜叉神峠から御座石へ

＜Ａ＞

Ｌ

飯島正子

９月６日（金）新宿７：00（あずさ１号全車指定）＝８：27 甲府９：05（バス）
＝10：17 夜叉神峠登山口

10：30 歩き出し―１時間夜叉神峠―２時間大崖頭山―

２時間苺平―30 分南御室小屋（泊）（電）090－3406－3404 一泊二食 8800 円
歩程：５時間 30 分＋１時間･････６時間 30 分
９月７日（土）５：30 歩き出し－１時間 30 分薬師岳（2780ｍ）－45 分観音岳
－1 時間 10 分地蔵岳オベリスク－50 分鳳凰小屋－１時間 20 分燕頭山－１時間 30
分西ノ平－40 分御座石温泉バス停

15：15 か 17：15 発のバスに乗車予定。

歩程：７時間 45 分+２時間･････９時間 45 分
地図：昭文社：“北岳・甲斐駒”
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費用：約 23,000 円
申し込み：８月 30 日（金）までにショートメールでリーダーへ。

No.3,517

芹ヶ谷公園と恩田川

Ｌ

中神琳枝

清流が流れる緑豊かな公園と川沿いの散歩道をのんびりと
９月 22 日（日）10：00 小田急線町田駅東口集合

10：10 歩き出し－20 分芹ヶ

谷公園入口－30 分原町田ふるさとの森－10 分熊野神社－30 分恩田川高瀬橋新水
広場－20 分坂下橋－１時間ＪＲ町田駅
歩程：２時間 50 分＋１時間 30 分･････４時間 20 分

14：30 町田駅に着く。

地図：2.5 万図“原町田”
費用：800 円
申し込み：９月 20 日（金）までにリーダーへ

No.3,518

雁ケ腹摺山～吹切ノ峰～鳥屋ノ丸

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

９月 23 日（月・祝）高尾７：26 発小淵沢行＝８：14 大月＝（タクシー40 分）
大峠

歩き出し９：00－１時間雁ケ腹摺山－１時間 1,516ｍ峰－40 分吹切ノ峰

（1,522ｍ）－30 分野脇ノ峰（

1,498.6ｍ）－１時間送電鉄塔－30 分鳥屋ノ丸

（1,205ｍ）－１時間桑西バス停

バス又はタクシーで大月駅へ。

歩程：５時間 40 分＋１時間 40 分･････７時間 20 分 16：20 桑西バス停に着く。
（16：27 発のバスに間に合わせたい）
地図：2.5 万図“七保、大月”
費用：約 5,000 円（新宿－大月 1320＊２＝2640 円、バス 470 円）
申し込み：９月 21 日（土）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。
備考：鳥屋ノ丸からの下りは少し北方向に戻り No.13 号の標示個所から巡視路
を下ります。鳥屋ノ丸から直接下るルートも目につきますが、このコースは 10 月
に登ります。

No.3,519

小浅間山～白糸の滝・竜返しの滝

＜Ｃ＞

Ｌ

堅田秀子

９月 29 日（日）７：58 上野（はくたか 553 号金沢行）＝８：18 大宮＝８：59
軽井沢９：20（北口バス停）＝９：48 峰の茶屋（ＷＣ・ベンチ）10：00 歩き出し
－１時間小浅間山－30 分峰の茶屋－１時間白糸の滝（ＷＣ）－１時間 20 分竜返し
の滝－15 分小瀬温泉

15：23、16：17 バスで軽井沢駅へ。

歩程：４時間５分＋１時間 30 分･････５時間 35 分
地図：昭文社“浅間山”
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費用：上野起点 11,670 円（5180 円＊２＋バス代 860 円＋450 円）
申し込み：９月 27 日（金）までにメールか電話で。
備考：人気の白糸の滝と高さ７ｍの竜返しの滝です。

≪
No.3497

６ 月 の 山 行 報 告

大菩薩嶺から大菩薩峠へ

パーティ：女性６名／男性１名

≫

＜Ｃ＞

計６名

６月１日（土）曇りのち晴。上日川峠でバスを降りてミズナラ林の登山道を福
ちゃん荘にむかって歩き出す。数週間前までは茶色だった山が一面緑に包まれ春
蝉の鳴き声で賑わっている。福ちゃん荘の前でひと休み。ピンクの九輪草が出迎
えてくれた。「さあこれから急登の唐松尾根を登ろう」と気を引き締めて歩き出
す。足元は石が多くゆっくりと高度を上げていくと大きな山々が眼下に広がって
遠くにはちょっとだけ富士山が顔を出す。まもなく主稜線の雷岩に登りつく。沢
山の人で賑わっていた。北へ 10 分ほどの大菩薩嶺まで往復して昼食。雷岩から明
るく開けた草尾根を気持ちのいい展望に歓声を上げながらくだり、避難小屋のあ
る賽ノ河原につく。広い斜面を登り返し親不知ノ頭へ。南アルプス、八ヶ岳、奥
秩父は今日はうっすらとした姿。みんなは頭に描いて話がはずむ。そこから下り、
介山荘横からダケカンバの林に入り、シカの家族に会い、歩きやすい横通しの道
を歩く。富士見山荘跡の後ろを過ぎて福ちゃん荘へ着く。上日川峠のバス停に向
かってゆっくりと降りていく。カラマツの新緑に改めて感動した山旅でした。
上日川峠バス停歩き出し 10：15－福ちゃん荘 10：35～10：45－雷岩 11：40－大
菩薩嶺 11：50－雷岩 12：00～40－介山荘 13：30－福ちゃん荘 14：10－バス停 14：
30 15 時発バスに乗車

No.3,498

入笠山

（飯島

記）

＜Ｃ＞

パーティ：女性５名／男性１名

計６名

６月３日（月）晴。ゴンドラ山頂駅に降り立つともう 1,780ｍの入笠湿原であ
る。まず私達を一番に迎えてくれたのがカマナシホテイアツモリ草である。思わ
ず皆でシャッターを切る。新緑のカラマツ林と春蝉の大合唱の中を道に添って歩
いて行くとズミ（小梨）の花は蕾がピンク色なっていたが後２～３日後の開花の
ようである。湿原の中はミヤマカタバミ、サクラソウ、ツマトリソウ、フデリン
ドウ、ツバメオモト等々たくさんの花々に出会えた。登山口から少し岩のある急
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登を一時間程登って頂上である。途中身軽に走りながら下りてくる小学生に出会
った。天気に恵まれ山頂は 360 度の展望で東北東に八ヶ岳、西南西に中央アルプ
ス、西に御嶽山、乗鞍岳、北西に穂高連峰、富士山、甲斐駒ケ岳等々霞んで見え
にくかったり、わからないのもありましたが白銀の尾根探しを楽しみました。下
山でイカリソウの花々を愛で、ゴンドラ山頂駅のすずらん公園ですずらんの群落
を見て楽しみ、15 時の無料送迎バスに合わせて下山。富士見駅で解散。ゴンドラ
入口で戴いた「入笠に咲く花

散策ガイドＢＯＯＫ」は花が色彩ごとに分けてあ

り、花期も時期が書かれてあった。展望の山々も写真で紹介されて、家へ帰って
ゆっくり楽しめました。
ゴンドラ山頂駅（1,780ｍ）10：50 歩き出し－11：15～25 小休止－入笠山山頂
12：20～13：00（昼休）－富士見駅 15：15 で解散

No.3,499

庚申山

（菊地

記）

＜Ｂ＞

雨天の予報のため中止しました。

No.3,500

智光山公園～城山砦跡

パーティ：女性４名
６月９日（日）小雨後曇。バスを智光山公園入口で下車。正面入口から谷戸へ
下る。入口に土産物コーナーなどがある。谷間にショウブ田が細長く広がってい
る。谷間なので平地の菖蒲田とは一味ちがう趣がありカメラをかまえる人も多い。
ゆっくり花を観賞したら園を出て、いかにも武蔵野といった感じの自然林が続く
道を道標に従い隣接する都市緑化植物園に。手入れのすばらしい花壇を中心にバ
ラ園があり本コース中のハイライト。露にふれいっそう美しさを増した色とりど
りに咲き誇るバラ園を一周。温室があり、ユリノキ・ハンカチノキなどもある。
木陰の下で心地よい風の中で昼食。公園を出て常楽寺に向かうが住宅地の中で地
図読みにＬは戸惑う。この先で男性の方を呼び止め道を尋ねると親切に案内をし
てくださり助かりました。寺に入ると境内には七観音と呼ばれる石塔に聖・千手・
馬頭・准胝・十一面・如意輪・楊柳と観音が刻まれている。天保 15（1844）年に
建立されました。寺を出て県道を横切って進み城山砦跡へ。一部に深さ約３メー
トルの空堀が巡る小さな里山は足裏にやさしく標高差 50 メートル。急坂を下りバ
ス通りに出て東に歩き「いるまがわ大橋」を渡る。河川敷は広く川の流れは少な
い。先に進むとバス停があり新狭山駅へ向う。
智光山公園入口歩き出し 10:00－公園一周 10:25－都市緑化植物園 10：45～11：
55－常楽寺 12：55～13：05－城山砦跡 13：15－いるまがわ大橋バス停 13：45－新
狭山駅 14：00

（中神
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記）

No.3,501

牛奥ノ雁腹摺山

＜Ｂ＞

雨天の為中止しました。

No.3,502

西平山～蕨山

＜Ｂ＞

パーティ：女性１名／男性３名

計４名

６月 20 日（木）曇り。とりつきの急登の先に未舗装の林道が現れた。最近出来
たものと思われるが、標高 250ｍから登り始め 500ｍ辺りまでこの林道と並走の形
となった。ようやく林道と別れ、小さな木片に西平山（732ｍ）と書かれた山頂に
着いた。
西平山から藤棚山までは踏み跡もうすく這って登る急登もあり、バリエーショ
ンらしくなった。藤棚山からは一般道を蕨山まで登り、名郷へ下った。蕨山から
名郷への道は昭文社マップに（危）マークがあり確かに下りは要注意だ。この道
も３回以上は歩いているが昔のことでよく憶えていない。
林道に出てしばらく歩きバス停に着いた。以前は道路にあったバス停は広場に
移り、新しくトイレも出来ていた。バス停にあった酒屋は健在でビールを買うこ
とが出来た。
小殿バス停 10：00－592ｍ点 10：45－西平山 11：30～50－藤棚山 13：20－蕨山
14：00～15－名郷バス停 16：00

No.3,503

（五十嵐

鈴ヶ尾山北西尾根から大桑山北尾根

記）

＜Ｂ＞

雨の予報のため中止しました。

No.3,504

鉄砲木ノ頭～三国山

パーティ：女性 10 名／男性２名

＜Ｃ＞
計 12 名

６月 16 日（日）晴。朝、強かった風も鉄砲木ノ頭では弱くなっていた。薄化粧
の富士山と山中湖が見えた。ここには数組の登山者がいた。三国山の登りで単独
の登山者とすれ違った後は、私達のグループだけだった。三国山山頂からは、ゆ
るやかな登り下りが続き、緑の木々に中に満開のまっ白なヤブデマリが所々にあ
った。後からの楽しそうな話声を聞きながらアザミ平、公園墓地の中をとおり、
籠坂峠バス停に着いた。
11：00 歩き出し－12：00 鉄砲木ノ頭－12：25 三国峠－12：53～13：25 三国山
－14：00 楢木山－14：36 大洞山－15：15 アザミ平－15：50 籠坂峠
（来年の４、５月頃に、また個人山行をします。）
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（堅田

記）

≪

お 知 ら せ

≫

☆ 例会のお知らせ
当会では長らく例会を行っていませんでしたが、年に数回は例会を開くことに
しました。
役員は毎月集まり会議を開いていますが、その様子をぜひ会員の方にも見て頂
き率直なご意見を頂きたいと思います。例えば会の運営方法についての意見や、
行きたいと希望する山を言っていただけると今後の参考になります。そうして
より良いＴＴＣにしたいと思います。９月の例会は９月４日（水）練馬区役所
19Ｆ 1906 室 17：00 です。例会の後簡単な懇親会を行います（懇親会への参
加不参加は自由です）。多くの方の参加をお待ちします。練馬区役所は西武池
袋線又は地下鉄都営大江戸線の練馬駅西口の改札を出て約５分の距離です。20
階建ての建物ですから駅を出ると目に付きます。
☆ 10 月の山行予告
鳥屋ノ丸～御前の頭

＜Ｂ＞

Ｌ飯田隆一

☆ ９月の役員会は９月４日（水）練馬区役所 1906 室 17：00～19：00 です。
☆10 月の山行計画及び山行報告を７月 31 日（水）までに飯田迄提出して下さい。
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