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≪ 4 月 の 山 行 計 画 ≫

No.2,989

矢切り～里見公園

花見ウォーク ＜Ｃ＞

Ｌ

大塚康彦

４月６日（土）京成柴又（京成高砂・千代田線金町乗換）10:00 集合

10:10 歩

き出し－30 分矢切りの渡し－（渡船料 200 円・待ち時間が有るかもしれません）
－15 分一里塚－30 分野菊の墓文学碑－40 分栗山浄水場・国府台緑地－50 分里見
公園－50 分京成国府台駅
歩程：3 時間 35 分＋1 時間 25 分･････5 時間

15：10 京成国府台駅に着く。

地図：2.5 万図“松戸・船橋”
費用：交通費＋渡船料 200 円
申し込み：４月５日（金）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：強風・荒天の場合渡しが運休になりますので順延にします。当

No.2,990

総会と懇親山行

会場：食事処「風里」相模原市緑区小渕 1705 TEL042－687－5753
中央線の藤野駅近く葛原・金剛山周辺の山を歩いてから、駅前の「風里」で総会
を行います。総会の後、食事をしながら歓談をします。日頃山行でお目にかかる
事が少ない方も、また入会されて日の浅い方も是非ご参加ください。
Ａコース「高倉山・金剛山コース」

Ｌ

４月 14 日（日）８：02 高尾発甲府行＝８：21 藤野

高橋輝男

８：30 歩き出し－5 分日

連大橋－10 分秋川橋－10 分芝田－30 分高倉山（△378.7ｍ）－35 分金剛玉（456.4
ｍ）－20 分葛原神社－30 分園芸ランド－10 分弁天橋－10 分会場
歩程：２時間 40 分＋１時間･････３時間 40 分
Ｂコ－ス「石山・一本松山コース」

12：10 会場に着く。
Ｌ
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飯田隆一

８：02 高尾発甲府行＝８：21 藤野

８：30 歩き出し－10 分弁天橋－10 分園芸

ランド－40 分石山（京塚山 358.7ｍ）－30 分一本松山（蚕影山 337.8ｍ）－35 分
弁天橋－15 分会場
歩程：２時間 20 分＋１時間･････３時間 20 分

11：50 会場に着く。

Ｃコ－ス「会場直行」
11：24 高尾発甲府行＝11：37 藤野

中央線藤野駅下の階段を下りてすぐ（徒歩

１分以内）
総会：12：20～12：40

司会 阪本弘二

懇親会：12：40～14：40

地図：2.5 万図“与瀬”

昭文社“高尾・陣馬”

費用：交通費 1,900 円（新宿起点） 懇親会費 5,000 円（本人負担 3,000 円）
申し込み：４月 10 日（水）までに葉書、電話、FAX で飯田まで。
備考：雨天の場合はＣコースで行います。

No.2,991 ナコウ山・玄岳

＜Ｃ＞

Ｌ

阪本弘二

江戸城築城に使用した石材を切り出した名残の山へ。熱海の温泉にどっぷりつ
かり、富士山をはじめ山と海の絶景を楽しみに玄岳に足をはこびます。
４月 20 日（土）７：40 東京発熱海行＝９：32 熱海９：43＝10：30 宇佐見

10：

40 歩き出し－50 分白波台コース登山口－１時間ナコウ山－30 分洞の入分岐－40
分洞の入－１時間宇佐見駅
歩程：４時間＋１時間･････５時間

15：40 宇佐見駅に着く。電車で熱海へ。

伊東園ホテル熱海館に着く。伊東園ホテル熱海館(泊)一泊二食

￥7,800

TEL

0557－83－2000（４月６日よりキャンセル料が発生します。）
４月 21 日（日）９：05 熱海発 ひばりケ丘行バス３番乗り場＝9：25 玄岳ハイ
キングコ－ス入口バス停 9：30 歩き出し－１時間才槌の洞－50 分玄岳－１時間
30 分往路を戻る－玄岳ハイキングコース入口バス停
歩程：3 時間 20 分＋１時間･････4 時間 20 分 13：50 玄岳ハイキングコース入
さ い づ ち

口バス停に着く。バスで熱海駅へ。
地図：2.5 万図“網代、熱海”
費用：約 13、000 円
申し込み：4 月３日（水）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考：

No2,992 大谷ケ丸～湯ノ沢峠～吹切尾根

＜Ｂ＞

４月 24 日（水）６：46 立川発甲府行＝８：02 甲斐大和
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Ｌ

新井田晴義

８：15 歩き出し－40

分景徳院－１時間 50 分曲り沢峠－１時間 40 分大谷ケ丸－１時間 20 分ハマイバ丸
－１時間湯ノ沢峠避難小屋（泊）
歩程：６時間 30 分＋１時間 30 分･････８時間

16：15 避難小屋に着く。

４月 25 日（木）６：00 歩き出し－２時間大峠－20 分吹切尾根分岐－１時間 50
分野分ノ峰－１時間 40 分金山峠－１時間金山温泉
歩程：６時間 50 分＋２時間･････８時間 50 分

14：50 金山温泉に着く。タクシ

ーで大月駅へ。
地図：2.5 万図“笹子、大菩薩峠、七保、大月”
費用：約 5,000 円
申し込み：４月 21 日（日）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：避難小屋用装備一式（水、寝具あり）

No.2,993 西丸から東丸

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

4 月 27 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝８：14 大月８：21 河口湖行＝９：06
富士山＝タクシー約 30 分山伏峠

９：45 歩き出し－30 分水ノ木分岐－30 分西丸

－1 時間東丸－50 分林道（水ノ木橋）－55 分山百合橋－45 分浅瀬ゲ－ト－1 時間
浅瀬入口バス停
歩程：5 時間 30 分＋1 時間 30 分･････7 時間

16：45 浅瀬入口バス停に着く。

バスで新松田駅へ。
地図：2.5 万図“御正体山、駿河小山、山北”

昭文社“丹沢”

費用：約 5,000 円
申し込み：4 月 24 日（水）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：
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≪

山 行 報 告

≫

No.2,974 笛吹峠から岩殿観音 ＜Ｃ＞
パーティ：佐藤(マ）、高橋(幸）、柴田、佐藤(ツ）、松永、北原、菊地、成田、
島田、河野、持田、佐近、山口、佐藤(美）／高橋(輝）、畑石、飯田、Ｌ中神
計 18 名
１月６日（日）晴。笛吹峠でタクシー下車。道標に従い歩き出す。うららか
な初春日和。落ち葉を踏んで静かな林間の遊歩道を抜ける。車道を横切り再び
雑木林の道が続く。大きなパラボラ・アンテナの立つ広大な地球観測センター
が現れると間もなく市民の森の散策路に出る。人も多くなり物見山の登り口に
着く。標高 136ｍの山頂広場は風もなく暖かでミニ新年会。二等三角点の山頂
を後に山を下り岩殿観音の本堂に参拝。天然記念物のイチョウの巨木が茂り古
刹の雰囲気を深めている。階段をおりると参道で門前町の面影を残した家並み
がつづく。川を渡りバイパスを越えると目の前が弁天池。赤い橋を渡った中の
島は明るい休憩地。右手には物見山の丘陵が広がる田園風景の田舎町を歩きバ
ス道路に出る。関越自動車道をまたいで彫刻通りに入り彫刻を見ながら高坂駅
へ。メンバー・天候共に恵まれ初山行を楽しく無事終了。皆様の協力有難うご
ざいました。
歩き出し 10：05－地球観測センター11：25－物見山 12：15～13：45－岩殿
観音 14：05～15－弁天池 14：30～45－高坂駅 15：45

No.2,975 用井沢三角点峰から水仙ロード

（中神

記）

＜Ｃ＞

パーティ：大島、吉原、森田、阪本、河野、堅田、森戸、佐藤(美）／大村、松
井、峯原、大塚、Ｌ阪本
１月 13 日（日）晴。

計 13 名
川崎橋 10：20 歩き出し。舗装道路脇の水仙を見ながら

日向畑集落から鉄塔巡視路入口に着く。ここからしばらく急斜面の薄い踏跡を登
り主脈の稜線に出る。ここから右へ痩せた尾根を行き鉄塔をすぎ、主脈の尾根か
ら右の尾根に取り付き用井沢三角点峰に着く。頂上の展望は皆無。頂上から左へ、
藪を下るとすぐに巻道と合流し、かどに苔むした石作りのお堂があった。歩きや
すくなった道が平らになった所で昼食タイムにする。尾根の下に八幡神社の屋根
が見える。八幡神社に直接おりる道をやめ、まわり道をして八幡神社に着き休憩。
神社からは人も多くなりお買い物をしながらゆっくり水仙ロードをくだり途中自
然の家展望台に寄り保田駅に着き解散。今年の水仙の開花は 20 日程遅れているよ
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うでした。
川崎橋 10：20 歩き出し－11：15 用井沢三角点峰－11:30～12:00 昼食タイム－
12：20 八幡神社－13：45 自然の家展望台－14：25 保田駅

No.2,976

ゲレンデスキー嬬恋

パ－ティ：佐藤(ツ）、石井、河野、大村／阪本、松井、高場、五十嵐、松尾、
Ｌ飯田

計 10 名

１月 16 日（火）晴。チェックイン後、午後からゲレンデへ。天気が良く空いて
いるので気持ち良く思い思いに嬬恋やバラキのスキー場を滑った。浅間山周辺の
山々が良く見えた。温泉にも入り夜は早く床に入った。
１月 17 日（水）晴後小雪。夜中に雪が降ったようで 20～30ｃｍの新雪があり
圧雪してないので一寸滑りにくい。昨日も今日もゲレンデの下の方は中学生の団
体がいるのでなるべく上の方で滑った。一日スキーを楽しみ 16：30 ホテル発のバ
スで軽井沢駅へ向かった。満足、満足。

No.2,977

（飯田

今熊山から天合ノ峰

記）

＜Ｂ＞

パーティ：北原、菊地、荒、河野、山田(広）、安部（体験参加）／新井田、飯
田、松井、石井、五十嵐、Ｌ高橋(輝）

計 12 名

１月 20 日（日）晴。大寒にしては暖かい。広徳寺に寄ってから山道に入る。所々
残雪の凍結が有ったが、登りなのでアイゼンは使わなかった。今熊山の先、ちょ
っと気になる標識が立つ 523ｍピークからバリエーションルートの下りに入り、
404ｍピークで遠ノ谷戸山の木札を見る。その先直接林道に下るはずがミスして美
山町バス停に出てしまった。林道を登りきった地点から急斜面のヤブをこいて 345
ｍピークに着き戸沢峠に向かう。八王子市基準点（地図上記号なし）を通過した
あたりから現在地があやふやになりだした。高度差 20ｍ程度のアップダウンで目
標物もない。本来なら下って行かないといけないのに、小さなコブが次々に現れ
る。間違っていると気づいたが、参加者の疲労の様子も気になったので、そのま
ま下りきった。バス停「今熊・田守神社」で大きな間違いを確認する。天合ノ峰
は次回の挑戦にした。八王子駅、五日市駅、それぞれに分かれてバスを利用する
事で解散。
歩き出し８：00－広徳寺８：40－今熊山 10：05～20－523ｍ10：40－遠ノ谷戸山
（404ｍ）11：30－美山町バス停 12：10－食事 12：40～13：10－林道からの尾根
取り付き 13：15－345ｍ13：30－田守バス停 15：20
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（高橋(輝）記）

≪

お

知

ら

せ

≫

☆ ＴＴＣは今年 3,000 回山行を迎えます。これを機に創立の原点にもどりＴＴＣ
の根本概念と会員の守るべき注意点を再認識します。
◎ ＴＴＣの根本概念 「ＴＴＣは世間に通用する名誉・地位・財産・職歴・学歴
等に関係なく登山を好む人の集まりで、また男女も同等の人権を有するとして
区別しない」
◎ 山行時の注意事項
１） いかなるゴミも一切捨てずに持ち帰る事（果物の皮でも煙草の吸殻でも）
２） 高山植物も雑草の花も採らないこと。山菜も山家の近くでは採らないこ
と。山奥では少しは採ってもいいがむさぼらないこと。
３） 行動中は絶対にアルコールはとらないこと。
４） パーティのメンバーはトップから先へ出ないこと。又アンカー（後尾の
こと）から後ろに出ないこと。必要な場合は必ずＬ又は SL に連絡する事。
５） ＲＦに際してはリーダーを惑わすようなことは言わないこと。
６） 登山に絶対必要品は必ず持参する事。
（注）ＲＦ＝ルートファインディング（Route Finding

踏跡がなかったり薄

い所をル－トを探しながら歩くこと）
☆

５月の山行予告
５月３日（金）～４日（土）富士浅間山、マムシ岳、ボンデン山

＜Ｂ＞

Ｌ高橋輝男
５月 15 日（水）～18 日（土）

大台ケ原・大杉谷道

＜Ｂ＞
Ｌ新井田晴義

☆

変更

No.2,984

衣張山～太平山

＜Ｂ＞ Ｌ

新井田晴義

は３月９日（土）に変

更します。
No.2,988

唐松岳はリーダーの都合により次のように変更します。２月の北八

ヶ岳が雨天中止になったのでそれを３月に行います。

No.2,988

北八ヶ岳

＜Ａ＞

Ｌ

飯田隆一

３月 30 日（土）７：00 新宿発スーパーあずさ１号松本行＝９：08 茅野

タク

シー約 40 分北八ヶ岳ロープウェイ駅へ。ロープウェイ上駅から 10：40 歩き出し
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－15 分縞枯山荘－45 分縞枯山－30 分茶臼山－１時間 10 分麦草峠ヒュッテ(泊）１
泊２食 8,500 円

TEL090－7426－0036

歩程：２時間 40 分＋１時間 30 分･････４時間 10 分

14：50 麦草峠ヒュッテに

着く。
３月 31 日（日）７：00 歩き出し－１時間 10 分丸山－15 分高見石小屋－１時間
30 分中山－25 分中山峠－１時間渋御殿湯
歩程：４時間 20 分＋１時間 40 分･････６時間

13：00 渋ノ湯に着く。渋御殿湯

で入浴後 14：48 発のバスで茅野駅に向かう。
地図：２．５万図“蓼科”

昭文社“八ヶ岳・蓼科”

費用：約 25,000 円
申し込み：３月 18 日（月）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：３月 31 日に渋御殿湯（0266－67－2733）に泊りたい方は１泊２食 8,550
円です。
☆

訃報
元会長の桑原史郎さんが昨年（平成 24 年）12 月 22 日に亡くなりました。享年

90 歳。桑原さんは初代会長（田名部

繁氏）の後、第２代会長として 1984 年（昭

和 59 年）12 月～1995 年（平成 3 年）4 月の間、ＴＴＣをリードして下さいました。
ご冥福をお祈りいたします。
☆ 会費の納入について

担当

佐近よし

会費年額 6,000 円（夫婦会員の方は２人で 9,000 円）を３月 22 日（金）まで
に同封の振込用紙で振り込んで下さい。
☆ スポ－ツ保険について

担当

大塚康彦

４月から切り替えになります。平成 25 年度（保険期間：平成 25 年４月１日～
平成 26 年３月 31 日）掛け金は 24 年度同様（大人Ｃ区分 1,850 円）です。
保険専用の振込用紙を同封いたしますので、通信欄に加入区分、生年月日を記入
の上３月 23 日（金）までにお振り込み下さい。尚、加入は随意です。事故時には
入院 1 日 4,000 円、通院 1 日 1,500 が支給されます。
☆ 平成 24 年度収支決算書（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日）及び平
成 25 年度収支予算書（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日）は総会でお
渡しし、承認を受けます。
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☆ ４月の役員会は４月３日（水）代々木区民会館 18：30～20：30 です。
☆ ５月の山行計画及び山行報告を２月 28 日（木）までに飯田まで提出して下さ

い。
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