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≪ 6 月 の 山 行 計 画 ≫

No.3,003

霧降高原

大山から霧降の滝

＜Ｃ＞

Ｌ

高橋輝男

６月１日（土）７：10 浅草発快速日光・会津田島行（１両目）＝９：20 東武日
光９：41 霧降高原行バス＝10：05 霧降高原

10：20 歩き出し－35 分沢を渡る－

50 分大山－35 分猫ノ平（974ｍ）－20 分玉簾滝－１時間霧降の滝観瀑台－20 分霧
降ノ滝バス停
歩程：３時間 40 分＋１時間 40 分･････５時間 20 分

15：40 バス停に着く。バ

スで東武日光駅へ。
地図：昭文社“日光”
費用：約 4,000 円
申し込み：５月 30 日（木）までに電話（19：00～21：00）でリーダーへ。
備考：天候により翌日に変更あり。

No.3,004

十文字峠―白泰山―栃本

＜Ｂ＞

Ｌ

阪本弘二

昨年６月に雨で中止した山行の再計画です。十文字峠のアズマシャクナゲを見
て静かな樹林帯を白泰山に登り栃本まで歩きます。
６月８日（土）７：30 新宿（千葉発特急あずさ３号）＝９：36 小淵沢９：56
＝10:38 信濃川上

タクシーで毛木平へ。12:00 歩き出し－２時間十文字小屋

TEL

090－1031－5352 一泊二食 \7,500
歩程：２時間＋30 分･････14：30 十文字小屋に着く。カモシカ展望台等シャク
ナゲを見ながら小屋の周囲を散策する。
６月９日（日）６：00 歩き出し－40 分四里観音避難小屋－２時間 20 分白泰山
避難小屋－２時間 20 分一里観音－１時間 20 分栃本
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歩程：６時間 40 分＋１時間 50 分･････８時間 30 分

14：30 栃本に着く。バス又

はタクシーで西武秩父へ
地図：2.5 万図“居倉、中津峡”
費用：約 20,000 円
申し込み：５月 31 日（金）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸ・でリーダーへ。
備考：新ハイ No656 参照

No.3,005 六ッ石山

＜Ｂ＞

Ｌ

河野良子

昨年雨で中止した山行の再計画です。石尾根を下ります。
６月 16 日（日）７：05 立川発奥多摩行＝８：28 奥多摩８：35 発鴨沢西行バス
＝８：53 倉戸口

９：00 歩き出し－１時間 30 分倉戸山－２時間 30 分鷹ノ巣・石

尾根分岐－１時間六ツ石山－２時間 10 分奥多摩駅
歩程：７時間 10 分＋１時間･････８時間 10 分

17：40 奥多摩駅に着く。

地図：昭文社“奥多摩”
費用：約 2,500 円
申し込み：６月 14 日（金）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：

No.3,006 帝釈山～田代山（台倉高山）

＜Ｂ＞

Ｌ

佐藤ツヤ子

オサバグサの大群落と高層湿原の花を見に行きませんか。交通不便のためテン
ト山行としました。のんびり歩きましょう。
６月 22 日（土）浅草７：10（東武線快速）＝10：25 会津高原尾瀬口駅＝（タ
クシー、桧枝岐までバスを利用するかも、約２時間 30 分）＝馬坂峠（テント泊）
軽身で台倉高山往復（約４時間 30 分

参加自由）

６月 23 日（日）７：00 馬坂峠－50 分帝釈山－１時間 10 分弘法大師堂－20 分
木賊温泉分岐－20 分小田代湿原－40 分猿倉登山口
歩程：３時間 20 分＋１時間 30 分･････４時間 50 分

11：50 猿倉登山口に着く。

地図：2.5 万図“帝釈山、湯西川”
費用：約 15,000 円（タクシーの人数により変動あり）
申し込み：６月 19 日（水）までに葉書、電話でリーダーへ。
備考：梅雨時なので中止の場合は２日前の天気予報で決め連絡します。オサバ
グサはこの時期しか見られないので、テント山行用具一式。寒くないので夏シュ
ラフに着替え着用で良いと思います。水は持ち上げますがテント場迄は歩きませ
ん（乗り物のみ）。初日台倉高山に登る人はサブザックを持参して下さい。参加希
望者でテントを持っていない方には会のテントを貸し出します。飯田まで連絡を。
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No3,007 八丁山から鷹ノ巣山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

６月 29 日（土）７：05 立川発奥多摩行＝８：28 奥多摩８：35 東日原行バス＝
９：03 東日原

９：10 歩き出し－20 分八丁山登山口－20 分巳ノ戸人家跡―２時

間八丁山－40 分お伊勢山－10 分鞘口のクビレ－50 分ヒルメシクイノタワ－25 分
鷹ノ巣山－１時間 10 分稲村岩下－45 分東日原
歩程：６時間 40 分＋１時間 30 分･････８時間 10 分

17：20 東日原バス停に着

く。17：22 発のバスで奥多摩駅へ。
地図：2.5 万図“武蔵日原、奥多摩湖”
費用：約 3,500 円
申し込み：６月 28 日（金）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：歩程時間の関係で鷹ノ巣山を省略することもあります。

≪
No.2,983

山 行 報 告

≫

ゲレンデスキー志賀高原

パーティ：佐藤(ツ）、飯島、加瀬／飯田、五十嵐、Ｌ阪本

計６名

２月 28 日（木）晴。昼食を済ませゲレンデへ。一ノ瀬ゲレンデ、焼額山へ、各
自それぞれ自由に滑り間近に見える妙高の山々の展望を楽しんだ。夕方には天気
が悪くなり早めに宿に戻って温泉にはいる。
３月１日（金）曇。今日も一ノ瀬ゲレンデで滑る一人とわかれ焼額山から奥志
賀まで行きスキー専用のゲレンデを気持ち良く滑り、焼額山ではオリンピックコ
ースを滑るというより転がり落ちた。一ノ瀬まで戻り遅い昼食にする。午後から
は雨まじりの雪になり早めに宿に戻る。
３月２日（土）曇。今日は見晴らしもきかず、天気があまり良くないのでスキ
ーはやめ帰り支度をしていると、ひと滑りしてくると出た人から青空が出ている
との情報がはいりいそいでゲレンデに出る。昨日ヒザを痛めた一人が先に帰るこ
とになった。焼額山へ向かいリフトを乗り継いで滑っているうちにゴンドラが動
きだし頂上へ。青空が広がり気持ち良く滑れた。わずかの晴れ間だったのか、だ
んだん天気がおかしくなってきたので一の瀬へ戻り昼食を済ませ 13：37 発のバス
で帰路についた。

No.2,984 衣張山～大平山

（阪本
＜Ｂ＞
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記）

パーティ：阪本、荒、山田(広）、佐近／中島、山本、石井、佐藤(芳）、五十嵐、
Ｌ新井田

計 10 名

３月９日（土）晴。９：30 歩き出し。道なりに行き坂東第二札所岩殿寺に寄道
してから法性寺（猿畠山）の山門をくぐり眺めの良い山王神社裏のピークで小休
止し尾根道に。名越切通まで往復し、尾根道を直進するが二度ルートを間違え住
宅地に隣接する公園に出てからひと登りで眺めの良い衣張山南峰△に出て昼食
（とんびに手から食べ物を取られるハプニングがあった）。北峰から北側に下り杉
林が茂る谷から住宅地を通り人が多い鎌倉宮に出て、その裏手から瑞泉寺方面に
向かい永福寺跡の分岐で左に行き、獅子鼻の谷から鎌倉アルプスと称される縦走
路に出て大平山に着いた。建長寺までは樹林帯で小さなアップダウンがあり途中
には岩に掘られた複数の横穴があった。展望台から半僧坊～建長寺へ。山門付近
の境内外には大震災で被災した気仙沼市の屋台村等が出店していて大賑わいであ
った。又、境内では岩手県の女子高校生５人による復興祈願の「鹿踊り」が披露
されていた。回り道だが少し静かな亀ケ谷坂道を通り大賑わいの鎌倉駅に着いた。
（新井田

記）

歩き出し９：30－岩殿寺９：50－△衣張山 11：30（昼食 11：30～12：00）－ 鎌
倉宮 12：40－大平山 13：35－半僧坊 14：20－建長寺 14：40（鹿踊り 14：40～15：
00）－鎌倉駅 15：30

No.2,985 奥多摩の鍋割山

（山田(広）記）
＜Ｂ＞

パーティ：菊地、荒、山田(広）、佐近、木原、飯島／中島、五十嵐、Ｌ河野

計

９名
３月 16 日（土）晴。雲仙橋を渡り、間もなく右手に青竹の赤テープの印有。4,5
段の階段を上がり城山までの尾根に取り付く。ゆるい登り、冬枯れの中、快適、
送電線で休憩。城山（ 759ｍ）を経て、大楢峠、大木の楢の木を眺めながら休憩。
山の神、鍋割山までしばらく急登が続く。静かで誰にも会わなかった。鍋割山
（1,084ｍ）で昼食、芥場峠を経て、長尾平までの北面は凍結が気になっていたが
少しだけだった。長尾平の長谷川恒男の記念碑の前で休憩し大塚山へ向かう。丹
三郎を下山し古里駅へ。
鳩の巣駅歩き出し８：35－城山９：45－大楢峠 10：25～30－山の神 11：10～20
－鍋割山 11：35～12：00（昼食）－芥場峠 12：15－長尾平 13：00～20－大塚山
13：50～14：00－林道 15：30－古里駅 15：45

No.2,986 名王院から散在ケ池

＜Ｃ＞
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(河野

記）

パーティ：成田、古屋、島田、阪本、荒／阪本、虹、Ｌ中神

計８名

３月 17 日（日）晴。泉水橋でバスを降り明王院へ。寺の裏から標識をみて岩の
道を急登し、道がゆるむと尾根に出る。十二所分岐の祠があり稜線はすぐに石や
木の根が露出する山道に。広葉樹林のゆるやかな登り道はパーティやトレランの
人達が多い。やがて岩場の急坂となり登ると右手の岩穴に「貝吹地蔵」の石仏が
鎮座。左の境界標から踏み跡を上がれば天台山の三等三角点と石の祠。分岐に戻
って大平山に向かう。岩場を登り切り、進むと天園峠の茶屋に着く。さらに進む
と右手にゴルフ場、前は芝生広場で昼食の適地です。前方に見える岩山が大平山
で登ると北・東側の眺望とゴルフ場の先に横浜のランドマークタワーがみえる。
この先はハイカーとすれ違いながら建長寺方面への尾根道を行き、覚園寺からの
道と交わる峠に着き北の階段をくだり今泉台の住宅街に入る。散在ケ池森林公園
南入り口に着き、池を周遊する散策路の「ゆったりコース」をたどる。豊かな自
然林の中を散策できる嬉しさ、奥の方は深山の秘沼のムードが満点。池は三方を
山に囲まれ静かな池に錦鯉が泳いでいる。左右のコースが合流する湖尻に管理
棟・トイレがある。正門を出て今泉不動バス停に向かいバス停に着くとバスは目
前です。大船駅に向かう。
泉水橋バス停 10：00 歩き出し－10：10 明王院－10：35 十二所分岐－11：30～
40 天台山－12：15～13：00 広場－13：10 大平山－13：45 峠－14：00 散在ケ池入
口－14：50 管理棟－15：07 バス停

No.2,987

（中神

赤雪山・仙人ケ岳・深高山・石尊山

記）

＜Ａ＞

パーティ：佐近、森戸／大村、新井田、松井、中島、五十嵐、Ｌ高橋(輝） 計
８名
３月 23 日（土）晴。無人の小俣駅からタクシーで赤雪沢登山口へ。沢沿いの登
山道から歩き出し、ジグザグを繰り返しながら稜線に出て左へ急登、あずまやの
ある赤雪山に着く。縦走路は歩きやすい道が続き、石祠を見て県境稜線に突き当
たった所の道標で左に曲がり、仙人ケ岳に向かう。広々とした山頂から猪子峠へ
の岩尾根の下りでは、岩砂混じりの悪場が次々と現れ、落石、スリップを起こさ
ないように細心の注意をした。犬帰りの鎖場も慎重に下りきって一休み、ここで
みんなで話し合いの結果、猪子峠から小俣北町へ下る事にする。二分咲きの桜の
花を見ながらバスを待った。
歩き出し９：20－赤雪山 10：17～25－県境尾根 12：00～30－仙人ケ岳 13：00
～10－熊ノ分岐 13：30－561ｍ13：50－犬帰り 14：25～45－猪子峠 16：00～10－
小俣北町バス停 16：30 解散。17：07 バス＝17：29 小俣駅 17：31（小山行）に
乗車。
5

登山口までのタクシー料金 4,040 円/台、小俣駅までのバス料金 200 円
（高橋（輝）記）

No.2,988 北八ヶ岳

＜Ａ＞

パーティ：佐藤(ツ）、阪本、佐近、森戸／高橋(輝）、阪本、松井、佐藤(正）、
大塚、

SL 河野

L 飯田 計 11 名

３月 30 日（土）晴。茅野駅からタクシーでロープウエイ駅へ。待つ間にスパッツ
等を付けロープウエイにのったが北、南、中央アルプスが見えた。上駅から 10：
20 歩き出す。間違えて五辻の方へ歩いてしまい途中から縞枯山荘をめざし斜面を
横切った。足が雪の中に入らない様に注意したが、それでも何回かスポッと入っ
た。気温は０℃より少し上か。少し早いが縞枯山荘で昼食とした。思ったより天
気が良いので雪面が眩しい。雨池峠からの登りはきつかった。縞枯山に着いたと
ころでアイゼンを装着。少し行ったところの三角点のある展望台には１名だけ行
った。ひと登りで茶臼山に着いた。後は下るだけだから気が楽である。歩きを楽
しみながらゆっくりと歩き大石峠経由で今日の宿、麦草ヒュッテに着いた。空い
ていて我々11 名の外は９名、２名、２名の４組 24 名だけなのでガラガラ。広い
大部屋は我々だけなのでゆっくりと寝た。
ロ－プウエイ上駅 10：20－縞枯山荘 11：05～30－縞枯山 12：10～25－茶臼山
13：00～10－大石峠 13：45～14：00－麦草ヒュッテ 14：10
３月 31 日（日）曇。天気は悪化していて雲は厚くで西風が強い。アイゼンを付
け６：20 歩き出す。昨日と比べると気温が低い。100ｍ弱を登り少し下り 140ｍの
登り。１時間で丸山に着いた。高見石小屋でゆっくりしようとしたがアイゼンを
付けているのでトイレだけ借りて出発。夏道と違いぐるりと回りこんでコースに
なっている。緩やかな登りだが結構きつい。2,490ｍでやっと傾斜が緩くなった。
中山から先は所々土が出ていた。中山峠で右に曲がり黒百合ヒュッテに着いた。
天狗岳に登った人とこれから登る若者達が数十人いた。後は下るのみでどうやら
１台前のバスに乗れそうである。若者等にどんどん追い越されながら歩き 11：15
に渋の湯バス停に着いた。20 分待ってバスが発車。この頃雪交じりの雨が降り出
したが濡れなくて幸運だった。
麦草ヒュッテ６：20－丸山７：20－高見石小屋７：45～55－中山９：10～20－
中山峠９：45－黒百合ヒュッテ９：50－唐沢鉱泉分岐 10：20－渋の湯バス停 11：
15

11：35 発茅野行のバスに乗車。

タクシー:茅野－ゴンドラ下 7,900 円/台、ゴンドラ 900 円/人
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（飯田 記）

≪

お

知

ら

せ

≫

☆ ７月の山行予告
７月 19 日（金）～21 日（日）

森吉山

＜Ｂ＞

Ｌ阪本弘二

７月 27 日（土）～28 日（日）

荒沢岳

＜Ａ＞

Ｌ飯田隆一

☆ 変更
「No.2,996 葉山・古社寺めぐりと三ツ岡山

＜Ｃ＞

L 中神琳枝」はリーダー

の都合により５月 10 日（金）に、申し込みは５月８日（水）に変更します。
☆ 次の方が退会されました。
No.532 川井文代、No.536 滑川千代子
☆

訃報

No.541 荻島樹夫

No.83 島田隆一さんが３月 23 日に亡くなりました。享年 88 歳。ご冥福

をお祈りします。
☆ スポーツ安全保険について

担当

大塚

康彦

下記 42 名の加入手続きを完了しました。
北原淳子、新井田晴義、福島壽、佐藤芳太郎、松井豊、佐藤美春、菊地玉記、
松永道子、峯原秀夫、飯島正子、山本武、石川博康、加瀬英子、安部友里、吉
原幸子、荒サトコ、高橋元、畑石慶輝、佐近よし、河野良子、阪本弘二、阪本
操子、山田広子、高橋輝男、中神琳枝、瀬川仁子、古屋光代、佐藤ツヤ子、持
田ヒデ子、森戸ふみ、久保田ゆかり、飯田隆一、成田禮子、堅田秀子、木原良
枝、石田里千代、松本和子、藤生美智子、虹紅輝、森田俊子、大塚康彦、高場
正明、
☆ ６月の役員会は６月５日（水）代々木区民会館 18：30～20：30 です。
☆ ７月の山行計画及び山行報告を４月 30 日（火）までに飯田まで提出して下さ
い。
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