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≪ 7月 の 山 行 計 画 ≫

No.3,009

羽村山口軽便鉄道ウォーク

＜Ｃ＞

Ｌ

中神琳枝

軽便鉄道廃線跡の自動車道はトンネルが見せ場。二つの三角点と周辺スポット
を巡ります。
７月５日（金）９：15 立川発武蔵五日市行＝９：23 昭島９：37 春名塚行バス
＝10：08 春名塚

10：20 歩き出し－45 分横田トンネル－25 分５号隧道－20 分か

ぶと橋－50 分狭山富士－10 分球湖神社－15 分山口観音－15 分西武球場前
歩程：３時間＋１時間 30 分･････４時間 30 分

14：50 西武球場前駅に着く。

地図：2.5 万図“所沢”
費用：約 500 円
申し込み：７月３日（水）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,010 赤面山・三倉山

＜Ｂ＞

Ｌ

新井田晴義

７月６日（土）５：10 上野発宇都宮行＝６：51 宇都宮６：56＝７：47 黒磯＝
タクシー約 45 分白河高原スキー場跡

９:00 歩き出し－２時間赤面山－１時間中

の大倉尾根－50 分熊見曽根入口－１時間 10 分三斗小屋温泉「大黒屋」（泊）
地 TEL

現

090－1045－4933 ￥9,100

歩程：５時間＋１時間 30 分･････６時間 30 分

15：30「大黒屋」に着く。

７月７日（日）７：00 歩き出し－１時間 35 分大峠－１時間 20 分流石山－１時
間 45 分三倉山－40 分唐沢山－２時間音金上坪バス停
歩程：７時間 20 分＋１時間 40 分･････９時間

16：00 バス停に着く。タクシー

で会津田島駅へ。
地図：2.5 万図“那須岳、那須湯本、甲子山”
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昭文社“那須・塩原”

費用：約 20,000 円
申し込み：６月 29 日（金）までに葉書、FAX、電話でリーダーへ。
備考：６：20 東京発東北新幹線＝大宮６：45＝７：32 那須塩原７：42＝７：47
黒磯を利用しても良い（要連絡）。Ｌは大宮より乗車します。
帰路

東武浅草 21：30 頃着予定です。

No3,011

赤城・鈴ヶ岳

＜Ｂ＞

Ｌ

高橋輝男

７月 13 日（土）６：26 上野発高崎行＝８：15 高崎８：18＝８：32 前橋８：45
赤城ビジターセンター行バス＝９：31 新坂平

９：40 歩き出し－１時間鍬柄山－

１時間鈴ヶ岳－１時間ふれあいの道－45 分出張峠－40 分赤城少年自然の家－25
分ビジターセンター
歩程：４時間 50 分＋１時間 30 分･････６時間 20 分

16：00 ビジターセンター

に着く。16：15 発のバスで前橋駅へ。
地図：昭文社“赤城・皇海・筑波”
費用：約 7,000 円
申し込み：７月 11 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.3,012

森吉山

＜Ｃ＞

Ｌ

阪本弘二

交通の便が大変不便な山、美しいブナ林と色々の花が咲く山へ。奥にはたくさ
んの滝があります。なかでも名高い桃洞ﾉ滝へ。
７月 19 日（金）８：32 東京発秋田新幹線秋田行＝11：46 角館 12：17 秋田内陸
縦貫鉄道急行森吉２号＝13：39 阿仁前田
県北秋田市森吉湯ﾉ岱 14―１

宿の車で森吉山荘へ。森吉山荘；秋田

TEL 0186－76－2334 一泊２食

\10,500 荷物を

宿に置いて近くの滝を見物に行きます。
７月 20 日（土）８：00 宿の車で阿仁前田９：00＝９：14 阿仁合９：35 乗合タ
クシーでゴンドラ山麓駅＝ゴンドラ山頂駅

1１：00 歩き出し－１時間 30 分森吉

山－50 分ヒバクラ岳－１時間 30 分ヒバクラ登山口
歩程：３時間 50 分＋１時間 10 分･････５時間

16：00 ヒバクラ登山口に着く。

宿の車で森吉山荘へ。
７月 21 日（日）７：15 宿の車で森吉山野生鳥獣センター

８：30 歩き出し－

１時間 30 分桃洞ﾉ滝－１時間 30 分森吉山野生鳥獣センター
歩程：３時間＋30 分･････３時間 30 分

12：00 森吉山野生鳥獣センターに着く。

12：30 乗合タクシーで阿仁前田へ。帰りの電車時刻；阿仁前田 14：24＝16：06
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角館 16：47＝20：04 東京
地図：2.5 万図“森吉山、玉川温泉”

昭文社“八幡平 ”

費用：約 60,000 円
申し込み：７月３日（水）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考： 森吉山荘は温泉です。20 日･21 日の昼食を忘れないように！

No.3,013 荒沢岳

＜Ａ＞

Ｌ

飯田隆一

越後三山や燧ケ岳の展望に恵まれた奥只見の秘峰です。岩場もあります。
７月 27 日（土）８：35 上野発高崎行（アーバン）＝10：15 高崎 10：30＝11：
35 水上 11：41＝12：07 越後中里 12：08＝12：53 浦佐＝13：40 発奥只見ダム行バ
ス＝14：38 白光岩

徒歩５分で伝之助小屋（泊）１泊２食 8,150 円

TEL 025－795

－2542
７月 28 日（日）５：00 歩き出し－50 分前山－２時間 30 分前嵓－１時間 30 分山
頂の稜線－20 分荒沢岳－1 時間 10 分前嵓－1 時間 30 分前山－25 分伝之助小屋
歩程：8 時間 15 分＋1 時間 30 分･････9 時間 45 分

14：45 小屋に着く。

入浴後、タクシーで浦佐駅へ。
地図：2.5 万図“奥只見湖”

昭文社“越後三山”

費用：約 22,000 円
申し込み：７月 21 日（日）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：天候の状態により１～２日前後することがあります。

≪

山 行 報 告

No.2,989 矢切り～里見公園 花見ウォーク

≫
＜Ｃ＞

荒天の為中止しました。

No3,000 総会、3,000 回記念山行
４月 14 日（日）晴。総会・懇親山行の予定でしたが 3,000 回記念山行予定日と
近接している為、兼ねて行いました。会場は藤野駅前の「風里」で行いました。
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Ａコース：高倉山～金剛山
パーティ：北原、菊地、河野、佐近、白井／新井田、松井、大塚、田中、石井、
見目、小沢、Ｌ高橋(輝）

計 13 名

日蓮大橋、秋川橋と渡り、芝田地区の藤野フラワーセンターの先から湖岸沿い
の山道になり、秋山川橋に着く。高倉山へは長い急な階段の登りがあり、各自の
ペースで登り切って見晴台に着く。成長した樹木に邪魔されて見晴らしは良くな
い。高倉山山頂でひと休み、標識からちょっと下った左手の高みに三角点があっ
た。天神峠まで下り、登り返して金剛山。落ち葉の積もっている急坂を手すりに
つかまりながら下る。葛原神社に参拝、野外彫刻を眺めながら車道を行く。名倉
峠手前から尾根道に入り大刀地区、弁天橋から会場に到着。
歩き出し８：00－秋山川橋８：35－高倉山９：20～30－金剛山 10：15～25－葛
原神社 10：45－尾根道 11：00－弁天橋 11：45－会場 11：50

（高橋(輝）記）

Ｂコース：京塚山～一本松山
パーティ：高橋(幸）、佐藤(ツ）、松永、瀬川、阪本、持田、山田(広）、森戸、
山口、佐藤(美）、安部／斉藤、阪本、峯原、佐藤(正）、虹、五十嵐、Ｌ飯田

計

18 名
藤野駅を８：30 歩き出し。日蓮大橋、秋川橋を渡りすぐに急な石段を登り芝田
地区の集落に出た。お墓の先から山道に入る。周囲の木々を眺めながらゆっくり
と登り京塚山（石山）に着き休憩。低山だが気持ちよく歩き次のピーク一本松山
（蚕影山 337.3ｍ）に着く。此処は山ツツジが咲いている。此処で斉藤さんが作っ
てきた横断幕をいれて記念撮影をして下山にかかった。やがて道路に出て車に注
意しながら早めに藤野駅に着いた。
歩き出し８：30－京塚山９：25－一本松山 10：10－藤野駅 11：05

（飯田

記）

Ｃコース：会場直行
パーティ：千石、佐藤(マ）、吉原、中神、成田、古屋／長竿、畑石、山本、 計
９名
総計 40 名
総会：阪本さんの司会で始めた。会長挨拶、役員紹介、24 年度決算報告（佐近）、
同監査報告（吉原）、25 年度予算を説明し拍手で承認を頂く。ついで忘年山行につ
いてのアンケート結果報告をして総会は終了。ついで 3,000 回記念行事に移る。
佐藤(ツ）さんの挨拶の後 3,000 回記念号作成の途中経過報告（瀬川）、記念切手
の報告（畑石）があり 3,000 回記念行事を終了した。（敬称

略）

懇親会は斉藤さんの乾杯の音頭で始まり和気あいあいにうちに佐藤(正）さんの
締めで終了。駅前で記念撮影をして散会した。

（飯田

記）

＜おことわり＞４月 14 日の総会・3,000 回記念山行は No.が 3,000 でないのは
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おかしいとの指摘を会員から受けました。５月１日の役員会で検討の結果、
「No.3,000 総会・3,000 回記念山行」、「No.2,990 弥七沢ノ頭」と番号を入れ替え
ることにしました。

山本

No. 2,991

武氏撮影

ナコウ山・玄岳

パーティ：吉原、瀬川、菊地、荒、佐近／見目、Ｌ阪本 計７名
４月 20 日（土）曇。宇佐美駅で２人が降りて来ない。乗越してしまったようだ。
会報に記載した宇佐美駅到着時刻を間違えて記載したのがいけなかったのか。次
の上り電車で戻って来るのではないかと待つ事にした。しかしその電車からは降
りてこない。みんなで相談しているうち２人から乗り越したと連絡がはいり先に
行ってくださいとの事。10：30 歩き出し。市街地をとおり比波預天神社で大きな
ホルトノキの古樹を見て感心する。大きなマンションの前をとおり給水タンクに
11：00 に着く。ここが白波台コースの登山口で登山道は落ち葉がつもりあまり歩
かれていないようだ。尾根上の樹林で展望はほとんどない。11：30 離山分岐に着
き小休止にする。相変わらずの展望のない落ち葉の道を登り 12：00 ナコウ山に着
くと遅れた２人が追いつき合流した。頂上のすぐ下で羽柴越中守の石切り場跡広
場で海と宇佐美市街を見おろしながら昼食（12:00～12:40）にする。下りは広場
から 10 分程で十字路を左にまがり谷に向かってジクザクに下りだんご紋の刻印石
の標識をそのまま谷をくだり砂防ダムに着くと雨が降だし舗装道路を傘をさして
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宇佐美駅に 13：45 着。電車で熱海へ、ホテルに 15：00 チェックイン。
宇佐美駅歩き出し 10：30－12：00 ナコウ山（昼食タイム 12:00～40）－13：10
砂防ダム－13：45 宇佐美駅
４月 21 日（日）雨。昨日から雨が今朝になっても降り止まず、玄岳は中止して
ホテルで解散。美術館に行く人、下田方面へ行く人にわかれた。

No.2,992 大谷ケ丸～湯ノ沢峠～吹切尾根
パーティ：五十嵐、Ｌ新井田

（阪本

記）

＜Ｂ＞

計２名

日程、コースを一部変更しました。
４月 26 日（金）晴。甲斐大和駅よりタクシーで景徳院に。８：20 歩き出して
曲り沢林道の入口へ着くと、ここに山道荒れ気味の注意書があった。30 分程で曲
り沢分岐付近に着くが峠方面の道が判らず、左岸から南へ延びる尾根に取り付き、
踏み跡を拾いながら 1,043ｍ近くで景徳院からのコースに出て縦走路に乗った。大
鹿山を往復、途中コンドウ丸付近で数分間雹に見舞われた。大谷ケ丸～ハマイバ
丸～大蔵高丸から湯ノ沢峠のお花畑は鹿除けのネットが張られていて、湯ノ沢峠
避難小屋の出入り口は鉄製の柵で保護されていた。
甲斐大和駅８：02＝景徳院８：20－曲り沢８：50－大谷ケ丸 12：10～35－大蔵
高丸 14：10－湯ノ沢峠避難小屋 15：20
４月 27 日（土）晴。明け方まで風強し。満天の星、満月（部分月食だが見られ
ず）、気温０℃、車が５台来る。６：15 歩き出し。黒岳への登りは風が強く寒く、
軍手では手の感覚がなくなった。白谷丸では展望が良く富士山、南アルプス等が
望めた。吹切尾根への分岐（標高 1,650m 付近）ははっきりせず、５年前会の先輩
に同行させて戴いた折のイメージと違い（５月下旬で草木が茂り踏み跡もあった
ように思えた）、今日は幸い好天で見通しも良く笹も膝位なのでコンパスをセット
して尾根に入る。野分の峰の手前で東側にコースを外すがすぐに修正し三角点に
着く。計画は金山峠だが変更して吹切尾根の下部に向かう。鳥ノ丸～馬立峠～大
丸（ 798ｍ）で一時東に行くが戻って南方を目指し林道に出た。老人ホームの前
を通り正面に富士山が大きく見える墓地で休み上真木バス停に着いた。
避難小屋６：15－黒岳７：30－大峠８：40－野分の峰 11：10－林道 11：45－鳥
ノ丸 12：50－馬立峠 14：35－大丸三角点－老人ホーム 16：05－上真木バス停＝大
月駅

No.2,993

（新井田

西丸から東丸

＜Ｂ＞
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記）

山百合橋付近が大きく崩落しているので中止しました。

≪

お

知

ら

せ

≫

☆ ８月の山行予告
８月２日（金）（夜行）～６日（火）薬師岳から五色ケ原

＜Ａ＞

Ｌ飯田隆

一
☆ ６月の山行追加

No.3,008 越沢西コース～海沢探勝路～大岳山 ＜Ａ＞ Ｌ 山田広子
長年気になっていたコースを歩きたいと思います。
６月８日（土）７：05 立川発奥多摩行＝８：24 鳩ノ巣

８：35 歩き出し－１

時間 40 分大楢峠－30 分海沢園地－１時間ネジレ滝分岐－１時間 35 分鋸尾根－20
分大岳山－30 分芥場峠－20 分上高岩山－30 分岩石園－30 分長尾平－20 分ケーブ
ル上駅
歩程：７時間 15 分＋１時間 30 分･････８時間 45 分

17：20 ケーブル上駅に着

く。ケーブル、バスを乗り継ぎ御岳駅へ。
地図：昭文社“奥多摩”
費用：約 3,000 円
申し込み：６月６日（木）までに電話、FAX でリーダーへ。
備考：予定より遅くなった場合は上高岩山を省略します。
☆ No.3,001 戸倉三山はリーダーの都合により中止します。
☆ No.540 三橋弘子さんが３月 17 日に亡くなりました。ご冥福をお祈りします。
☆

次の方が退会されました。
No.144 安藤一末
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☆ 忘年山行に関するアンケート結果
葉書発送枚数

75

回答数

48

（64％）

忘年山行継続実地する

27

＊

実地しない

15

その他――

実地だが負担を軽く

1

＊

都内で食事会（実地）

1

＊

どちらでもよい

2

意見なし

1

棄権

1

以上で＊を合計すると 29 票になり回答数の 60.4％でした。（今後の忘年山行
については役員会で検討します。）
☆ ７月の役員会は７月３日（水）代々木区民会館 18：30～20：30 です。
☆ ８月の山行計画及び山行報告を５月 31 日（金）までに飯田まで提出して下さ
い。
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