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≪ 9月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,018

三枚石から古峰ヶ原

＜Ｃ＞

Ｌ

高橋輝男

９月１日（日）７:10 浅草発日光・会津田島行快速＝８:45 新鹿沼９:11 バス＝
10:03 古峰原神社

10:20 歩き出し－10 分三枚石新道入口－2 時間 20 分三枚石－

40 分古峰ヶ原峠－30 分林道－45 分古峰原神社バス停
歩程：４時間 25 分＋２時間･････６時間 25 分

16:45 古峰原神社バス停に着く。

17:15 発のバスで新鹿沼駅へ。
地図：2.5 万図

“古峰原”

費用：約 3,200 円
申し込み：８月 30 日（金）までに電話（19:00～21:00）でリーダーへ。
備考：雨で２回中止しましたので、３度目の計画です。
三枚石新道入口に（２km 健脚向）と書かれていますが、急な登りは距離 0.5km 高
低差 200ｍ程度ですのでゆっくり登りましょう。

No.3,019 観音崎の史跡と海

＜Ｃ＞

Ｌ

中神琳枝

潮の香に誘われ日本最初の洋式灯台が立つ観音崎を歩く。
９月８日（日）８：37 品川発京浜急行三崎口行（特急）＝９：40 堀ノ内９：51
＝９：54 馬掘海岸

10：05 歩き出し－30 分馬掘自然教育園－１時間走水神社－40

分観音崎灯台－35 分観音崎大橋－35 分鴨居
歩程：３時間 20 分＋１時間 40 分･･････５時間

15：05 鴨居バス停に着く。

地図：2.5 万図“横須賀”
費用：約 1,000 円
申し込み：９月６日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,020

越沢西コース～御岳山～鉄五郎新道
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＜Ｂ＞

Ｌ

山田広子

短いですが、鎖が続きスリリングなアルペンルートを下り越沢のバットレスを
直下から眺めましょう。
９月７日（土）７：05 立川発奥多摩行＝８：24 鳩ノ巣駅

８：30 歩き出し－

20 分越沢西コース登山口－１時間 10 分大楢峠－１時間 40 分御岳山－30 分大塚山
－１時間アルペンルート分岐（金毘羅神社上）－（アルペンルート）－40 分キャ
ンプ場－１時間 10 分鳩ノ巣駅
歩程：６時間 30 分＋１時間･･････７時間 30 分
地図：2.5 万図“武蔵御岳”

16：00 鳩ノ巣駅に着く。

昭文社“奥多摩”

費用：約 2,500 円
申し込み：９月 5 日（木）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,021 越後白山と粟が岳

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

９月 16 日（月・祝）７：00 東京発上越新幹線「Max とき 303 号」＝７：06 上
野＝７：26 大宮＝８：33 長岡９：0６＝９：41 加茂

タクシー約 30 分慈光寺

10：

15 歩き出し－45 分三合目－25 分五合目－25 分七合目－45 分白山－35 分天狗の腰
掛け（七合目）－25 分水場－30 分田村線分岐－20 分慈光寺
歩程：４時間 10 分＋１時間 35 分･････５時間 45 分

16:00 慈光寺に着く。タク

シーで宿へ。加茂駅前菊屋旅館（１泊２食 7,500 円、0256－52－0064）
９月 17 日（火）タクシーで第２貯水池登山口

６：30 歩き出し－45 分三合目

－45 分鳥越－１時間粟ガ岳ヒュッテ－40 分北峰－15 分粟ガ岳－30 分牛ノ背－１
時間栗薬師－１時間垢離場－20 分北五百川登山口
歩程：６時間 15 分＋１時間 45 分･････８時間

14：30 登山口に着く。タクシー

で東三条駅へ。
地図：2.5 万図“越後白山、粟ヶ岳”
費用：約 32,000 円
申し込み：９月 11 日（水）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：山と渓谷社“新潟県の山”参照。

No.3,022

稲山－春日沢ﾉ頭

＜Ｂ＞

Ｌ

阪本弘二

春日沢ノ頭からなだらかな山すそが広がる甲府盆地を見おろし展望を期待しま
す。
９月 21 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝９：13 石和温泉

タクシー20 分稲山

ケヤキの森 10：00 歩き出し－北周りコース２時間稲山－40 分春日沢ﾉ頭－30 分稲
山－南周りコース１時間 30 分稲山ケヤキの森
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歩程：４時間 40 分＋１時間･････５時間 40 分

15：40 稲山ケヤキの森に着く。

タクシーで石和温泉駅へ。解散
地図：2.5 万図”石和、河口湖西部”
費用：約 5､000 円
申し込み：９月 19 日（木）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考：

No.3,023 物見山～日和田山（奥武蔵）

＜Ｃ＞

Ｌ

佐藤ツヤ子

巾着田のヒガン花を観賞目的として計画しました。ツアー客も大勢来るという
大群落を私達も見に行きませんか。
９月 25 日（水）７：57 池袋発（西武池袋線・急行）＝９：07 武蔵横手

歩き

出し９：20－30 分五常ノ滝－45 分物見山－45 分日和田山－50 分巾着田－40 分高
麗
歩程：３時間 30 分＋２時間（ヒガン花観賞約 40 分を含む）･････５時間 30 分
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”
費用：約 1,500 円（池袋起点、ヒガン花観賞券 300 円を含む）
申し込み：９月 23 日（日）までに葉書、電話（留守電可）でリーダーへ。
備考：雨天順延、Ｌは所沢から乗車します。

No.3,024 鷹取山

＜Ｃ＞

Ｌ

河野良子

藤野駅のすぐ北側の低い尾根です。
９月 29 日（日）９：05 高尾発大月行＝９：18 藤野

９：30 歩き出し－40 分岩

戸山（377ｍ）－30 分小渕山（350ｍ）－１時間 20 分鷹取山（△472.4ｍ）－１時
間藤野駅
歩程：３時間 30 分＋１時間 30 分･････５時間

14：30 藤野駅に着く。

地図：2.5 万図“与野”
費用：約 2,300 円
申し込み：９月 27 日（金）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ。
備考：

≪

山 行 報 告
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≫

No.3,003 霧降高原

大山から霧降ノ滝

パーティ

大塚

森戸／阪本

＜Ｃ＞

中島 山本、Ｌ高橋（輝）

計６名

６月１日（土）晴。霧降高原バス停からハル蝉の大合唱を耳に、ヤマツツジの
花を観賞しながら霧降川への下り道に入る。戊辰の道を右に分けてすぐ、斜面の
崩落場所が有った。合柄橋（橋は無い）の水量はわずか。
ハイカー用マンゲート（巾約 40cm？狭いな～）を無事通過、霧降牧場内のゆる
やかな登りで大山山頂に着く。眺望を楽しんだら道標に従って牧場内を猫ノ平に
下る。この先沢音を聞きながら霧降川に向かっての急下降が始まる。右・マック
ラ滝、左・玉簾滝の分岐でマックラ滝への寄り道をする。玉簾滝から川沿いの涼
しい道を「つつじヶ丘」に向かってしばらく、子猿連れの二群れと目が会ってし
ばし休憩。霧降ノ滝を観瀑台から眺めて、三つの滝の良さを比べてみる。バスで
日光駅へ。
歩き出し 10:15－合柄橋 11:00－大山 11:40～12:20－猫ノ平 12:55－マックラ滝
13:25－玉簾滝 13:50－霧降ノ滝観瀑台 14:45－霧降ノ滝バス停 15:05 解散。
（高橋(輝)記）

No.3,004 十文字峠－白泰山－栃本

＜Ｂ＞

パーティ：吉原、持田、佐近、飯島、森戸／高橋(輝）、飯田、松井、見目、Ｌ
阪本

計 10 名

６月８日（土）曇。信濃川上駅からジャンボタクシーで毛木平へ。駐車場は一
杯で道路にはみ出した車で混雑していた。駐車場の東屋で早めの昼食をすませ歩
き出す。しばらくは東沢沿いにのぼり１時間ほど歩くと急登になり標高 1,850m 付
近で休憩をしてゆるやかになった道を十文字小屋に着き宿泊手続きを済ませカモ
シカ展望台へ。十文字小屋のまわりはシャクナゲの花がたくさん咲いていた。
信濃川上駅－毛木平 11：45－14：00 十文字小屋
６月９日（日）晴。小屋の管理人に栃本までは長いから気をつけて行きなさい
との事。小屋を後にコケでフカフカした道で朝の冷気が気持ち良い。四里観音を
すぎ標高 1,800m ぐらいの樹林帯を登ったり下ったりが続き地図では 1,818.9m 峰
と 1,818 峰はピークを越えているが実際はピークを巻いており斜面のトラバース
道で歩き難く時間も長く感じた。
白泰山避難小屋でしばらく休憩してのぞき岩から奥秩父主脈、八ヶ岳、北アル
プス等展望を楽しんだ。縦走路から、はずれた白泰山に登ったが頂上は三角点が
あるだけで樹林の為展望はなかった。縦走路に戻り 1,515m 付近で昼食にする。こ
こからは緩やかな下りが続き栃本分岐で栃本広場への道を見送り直進して杉林の
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中をくだり舗装道路に出て栃本関所跡バス停に着いた。バスは出たあとで長い時
間待つ事になった。解散

全員西武秩父駅へ。

十文字小屋５：30－四里観音６：00－1.818.9m 峰乗越８：40－白泰山避難小屋
９：40－白泰山 10：35－標高 1,515m 付近昼食タイム（11:30～12:00）－栃本分岐
12：30－栃本関所跡 13:45

15:34 のバスを乗り継いて西武秩父駅 17：00
（阪本

No.3,005 六ツ石山

記）

＜Ｂ＞

雨天の為中止しました。

No.3,006 帝釈山～田代山

＜Ｂ＞

パーティ：河野、山田(広）、佐近、飯島、森戸／飯田、五十嵐、Ｌ佐藤(ツ） 計
８名
６月 22 日（土）雨後曇。馬坂峠に着いたら小雨が降っていた。「オサバグサ祭
り」との事で車が沢山停まっていた。吾々は相談の結果、本日の台倉高山の登山
は中止に決定。立派な水洗トイレの建物に間仕切りされたベンチと長テーブルが
あったので早々と共同食の焼肉に舌鼓を打ち乍ら歓談し、峠に人影が居なくなる
のを待ってテントを張る。
６月 23 日（日）晴。予報通り今日は朝から青空で良かった！！

樹林の中重い

ザックにも拘らず快調に登り始めると、お目当てのオサバグサは勿論ミツバオウ
レン、ツバメオモト、ゴゼンタチバナなどが目を楽しませてくれる。明るく展け
た帝釈山からは燧ケ岳が近い。この先シャクナゲの花も見られる尾根を辿り、田
代山に着くと頂上の一角に弘法大師の祭られた避難小屋が建っている。予定より
早く着いたのでここで大休止し、コーヒータイムにする。この先間もなく広い高
層湿原に着き沢山の花々に迎えられ皆さん歓声を上げる。ヒメシャクナゲの可愛
いピンク、白いワタスゲが風にそよぎチングルマ、コバイケイソウなどが咲き、
目を転ずれば安達太良連峰、吾妻連峰、残雪の会津駒など展望も抜群。天気も良
く大満足です。後は猿倉への急下降を慎重に下るのみ。待機していたタクシーで
湯の花温泉に向い共同浴場で汗を流す。久々のテント山行で心配しましたが皆さ
ん健脚で大幅なペースアップが出来ました。
登山口歩き出し６：30－７：15 帝釈山７：35－９：20 田代山 10：00－10：10
湿原－11：45 猿倉登山口＝（タクシー）湯の花温泉 12：25 解散 （佐藤(ツ) 記）

No.3,007 八丁山から鷹ノ巣山

＜Ｂ＞
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パーティ：佐藤(ツ）、持田、堅田、山田(広）、佐近、木原、荒井(体験）／高橋
(輝）、 阪本、松井、五十嵐、杉本(体験）、水上(体験）、SL 河野、Ｌ飯田

計

15 名
６月 29 日（土）曇。体験参加の方が３名おられたので自己紹介後、東日原バス
停から歩き出す。巳の戸橋を渡り２つ目の道標で鷹ノ巣山への道と別れた。ジグ
ザグに登り一軒家の跡地に着き休憩。左の方に進み薄い踏み跡を探しながら登り
巳の戸尾根に着いた。下ってきた場合はこの場所を探すのは難しそうだ。登山道
は非常にわかりやすくなった。やがて右側に鹿柵が現れたのでそれに沿って進む。
梅雨の最中なので降ってはいないが蒸し暑く汗がどんどん出る。だんだんと岩っ
ぽくなってきたので頂上は近そうだ。やっと八丁山に着いて（11：35）昼食にし
た。木々の間から見える鷹ノ巣山は見上がる角度であった。赤布を探しながら尾
根を外さない様に進みお伊勢山、鞘口のクビレを通過。どこも木が茂っていて展
望は利かない。この先は初めの内は道がはっきりしていたがコースを外したらし
く分かりずらなったが前方に稲村岩尾根が見えているので強引に登った。ヒルメ
シクイノタワに着いて呼吸を整えた。疲労を考慮し鷹ノ巣山は省略することにし
た。下って稲村岩下で休憩。希望者だけ稲村岩に登り、歩き易い登山道を下って
東日原バス停に着いて解散した。
東日原歩き出し９：05－人家跡９：45－八丁山 11：35～12：05－お伊勢山 12：
35－鞘口ノクビレ 12：50－ヒルメシクイノタワ 13：40－稲村岩下 15：10～40－東
日原バス停 16：30

（飯田

記）

No.3,008 越沢西コース～海沢探勝路～大岳山 ＜Ａ＞
パーティ：木原、Ｌ山田(広）

計２名

６月８日（土）晴。鳩ノ巣駅から橋を２つ渡り、集落の間を通りきれいなトイ
レのある所が登山口です。対岸にバットレスの見える東屋からは垂直な岩壁に取
り付いている人がよく見えました。大楢峠までゆるい登りで歩き易い道です。大
楢峠から林道を少し下り海沢園地で東屋の奥から探勝路へ入ります。三ツ釜の滝
は涼しそうで飛び込みたくなりました。ネジレ滝、大滝は音だけ聞いて過ぎまし
た。わさび田がある所で丸太で沢を渡ります。水は少なかったので、そのままで
も渡れます。この辺りから登りが急になりやっと支尾根に出て 30 分で鋸尾根。大
岳山に着き２人でガッチリ握手。探勝路では人に会いませんでした。道標もしっ
かりあり危険もありません。大岳山からは予定を変更し上高岩山へは行かずに静
かな丹三郎尾根を下りました。登り４時間半はきつかったけれど、ずっと歩いて
みたかった探勝路が歩けて満足感、達成感の大きな山行でした。
鳩ノ巣駅歩き出し８：35－登山口８：45－大楢峠 10：05～10－海沢園地 10：50
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－三釜の滝 11：00－丸太で沢を渡る 11：30－大岳山へ 1.4km の道標 11：50－支尾
根 12：20－鋸尾根 12：50－大岳山 13：00～30－長尾平 14：50－大塚山 15：30－
登山口 16：45－古里駅 17：00

≪

お

（山田(広）記）

知

ら

せ

≫

☆ 10 月の山行予告
10 月 12 日（土）～13 日（日） 川桁山と磐梯山
10 月 24 日（木）～26 日（土） 安達太良山～箕輪山

＜Ｂ＞
＜Ｂ＞

Ｌ飯田隆一
Ｌ阪本弘二

☆ No.3,013 荒沢岳＜Ａ＞の往路の電車時刻が少し変わりました。
７月 27 日（土）８：39 上野発高崎行（アーバン）＝10：17 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
☆ 次の方が入会しました。
☆ 今回「3,000 回記念山行記録（2,001～3,000 回）」を同封します。その中に 3,000
回記念 TTC 特別切手（80 円、50 円切手各１枚）を同封します。図案は No.337
北原淳子さんの作です。この切手は通常の切手として使用できます。切手はシ
ール式ですから台紙からはがしてお使いください。尚、ご希望の方は 50 円切
手 10 枚１シート送料共 1,100 円で注文をお受けします。同封の振込用紙で７
月 31 日（水）までに No.266 畑石まで申し込み下さい。切手のお届けは約３週
間後になります。問い合わせは畑石まで。
☆ ９月の役員会は９月４日（水）代々木区民会館 18：00～20：00 です。
（８月か
ら開始時間を 30 分は早めましたので、ご注意ください）
☆ 10 月の山行計画及び山行報告を７月 31 日（水）までに飯田まで提出して下さ

い。
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