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≪ 1月 の 山 行 計 画 ≫

N№3,042 日ノ出山（金比羅尾根）

＜Ｂ＞

Ｌ

１月４日（土）7：45 立川発武蔵五日市行＝8：16 武蔵五日市

新井田

晴義

8：30 歩き出し

－1 時間琴平神社－2 時間麻生山－40 分日ノ出山
歩程：3 時間 40 分+1 時間･････4 時間 40 分
地図：2.5 万図“五日市、武蔵御岳”

13：10 分日ノ出山に到着。

昭文社“奥多摩”

費用：約 2,500 円
申し込み：必要なく直接立川駅に来てください。（前方乗車予定）
備考：問い合わせは前日（18： 00～20： 00）迄にリーダーへ。

No.3,043 見沼代用水西縁を歩く

＜Ｃ＞

Ｌ

中神琳枝

見沼代用用水西縁を散策し神社・スポーツ施設・みぬま見聞館・氷川女体神社
に向かう。解散後に恒例の鍋山行を楽しみます。
１月５日（日）JR 大宮駅改札口９：00 集合

９：10 歩き出し－30 分天沼神社

－20 分みぬま見聞館－35 分大道橋－25 分浦和博物館－30 分氷川女体神社－１時
間東浦和駅
歩程：３時間 20 分＋２時間 20 分･････５時間 40 分

14：50 東浦和駅に着く。

地図：2.5 万図“浦和”
費用：鉄道運賃
申し込み：１月３日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。
備考：帰路のコースで第一調節池・見沼みちくさ道路のコースもあります。こ
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の一帯には広大なアシ原が広がります。時間は 40 分長くなります。メンバーと相
談してきめます。

No.3,044 馬頭刈山

＜Ｃ＞

Ｌ

飯田隆一

１月 12 日（日）６：58 立川発武蔵五日市行＝７：34 武蔵五日市８：02 数馬行
バス＝８：19 和田向

いずさわ

８：30 歩き出し－20 分泉沢尾根取り付き点－50 分 716ｍ点

－35 分馬頭刈山－20 分高明山（光明山）－10 分高明神社跡往復－45 分 598ｍ点－
ぬ たはた

35 分里道－５分怒田畑バス停
歩程：３時間 40 分＋１時間 40 分･････５時間 20 分

13：50 バス停に着く。14：

15 発のバスで武蔵五日市へ。
地図：2.5 万図“五日市”
費用：約 3,000 円
申し込み：１月 10 日（金）までに葉書、電話、FAX、携帯 SMS でリーダーへ。
備考：７：23 立川発＝７：57 武蔵五日市でも間に合いますが、バス発車まで５
分しかありません。この電車で来られる方は事前に連絡ください。

No.3,045 ゲレンデスキー 嬬恋

Ｌ

飯田隆一

１月 16 日（木）７：52 東京発長野新幹線「あさま 507 号」＝上野７：58＝大
宮８：18＝９：13 軽井沢９：30 発送迎バス＝11：00 嬬恋
室で着替えてゲレンデへ。半日滑降。宿泊は

チェックイン後、更衣

１月 17 日（金）一日滑降し、16：

30 ホテル発のバスで軽井沢駅へ。
費用：約 28,000 円
申し込み：12 月 31 日（火）までに葉書、電話、FAX でリーダーへ
備考：当日は学生の団体が入っていますのでゲレンデが多少混雑します。

No.3,046 要害山から二ッ塚峠・満地峠・大澄山 ＜Ｂ＞ Ｌ 高橋輝男
青梅市・日ノ出町・あきる野市の境界尾根を歩きます。
１月 18 日（土）7：0５立川発奥多摩行＝７:57 宮ノ平

８:10 歩き出し―25 分

和田橋を渡って梅ヶ峠入口信号―50 分要害山（414ｍ）－30 分天狗岩－15 分赤ボ
ッコ（409m）－30 分馬引沢峠－20 分旧二ッ塚峠（358ｍ）－無線中継所、二ッ塚
峠を通って 1 時間 20 分満地峠－45 分満地トンネル上から浅間岳（△235ｍ）－40
分大澄山（地図上△203ｍを探す）－30 分永田橋を渡って福生駅
歩程：6 時間 05 分＋1 時間 55 分･････８時間
地図：2.5 万図“武蔵御岳、青梅、拝島”
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16:10 福生駅に着く。

費用：540 円（立川起算）
申し込み：１月 16 日（木）午後７時～９時までにリーダーへ。
備考：標高差は 200ｍ程度ですが、歩行距離が約 17ｋｍ有ります。新ハイ 576
号参照

No.3,047 鋸山、高塚山

＜Ｃ＞

Ｌ

阪本弘二

寒い時期は暖かい房総へ。東京湾から真っ白になった富士山を眺め秘湯の会の
温泉に入り、翌日高塚山に登りふもとのお花畑で冬の花を楽しみます。
１月 25 日（土）９：13 千葉発館山行＝10：36 浜金谷

11：00 歩き出し－裏鋸

山コース 50 分手掘トンネル－20 分東ﾉ肩－30 分鋸山－１時間浜金谷
歩程：２時間 40 分＋50 分･････３時間 30 分
15：46 館山

14：30 浜金谷に着く。15：13＝

宿の車又はバス

１月 26 日（日）宿の車又はバス

七浦小学校前

９：00 歩き出し－１時間 30

分高塚山－30 分三角点－40 分お花畑
歩程：２時間 40 分＋40 分･････３時間 20 分

12：20 お花畑に着く。お花畑を

散策して白間津バス停から千倉駅へ。
地図：2.5 万図“保田、上総湊、千倉”
費用：約 17,000 円
申し込み：１月 15 日（木）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考：参加者が少ない時は宿への送迎はありません。バスになります。
「日本秘
湯の会」の宿ですからスタンプ帳をお持ち方は忘れないように！

No.3,048 ゲレンデスキー 妙高杉の原、池の平 Ｌ 佐藤ツヤ子
初級・中級向けのゲレンデが殆どです。のんびりスキーと温泉を楽しみましょ
う。
１月 28 日（火）７：24 東京発長野新幹線「あさま 505 号」＝７：48 大宮＝８：
49 長野９：24（信越本線）＝10：06 妙高高原

バス又はタクシーで宿へ。宿で着

替えて池の平スキー場へ（シャトルバス）。宿:
１月 29 日（水）杉の原、国際スキー場等で終日滑走
１月 30 日（木）29 日同様に滑走し午後宿に戻ってからバスで妙高高原駅へ。
費用：約 30,000 円（交通費＋宿代）＋リフト代
申し込み：１月 18 日（土）までに葉書、携帯メール、電話でリーダーへ。
備考：Ｌは大宮駅から乗車します。
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≪

No.3,025

山 行 報 告

愛鷹・越前岳

≫

＜Ｂ＞

Ｌ

高橋(輝）

雨天の為中止しました。

No.3,026 川桁山と磐梯山

＜Ｂ＞

パーティ：山田(広）、森戸／阪本、松井、Ｌ飯田

計５名

10 月 12 日（土）雨。川桁駅で降りてタクシーに乗ったら雨が降り出した。登
山は諦めて宿に直行する。荷物を置いて今日は会津若松市観光に切り替え。評判
の味噌田楽を食べ鶴ヶ城、御薬園を見学。大河ドラマ「八重の桜」の影響か人出
が多かった。
10 月 13 日（日）小雨後曇。宿の車で登山口に送って貰い７：05 歩き出す。霧
雨の様なのでそれほど濡れない。６人の高校生を含む８人が追い越して行ったが、
このコースの登ったのは吾々と２組のみ。途中から非常に風が強くなった。頂上
に近い天狗岩で風をさけて食事をとる。磐梯山に着くと八方台方面等から登って
きた登山者でごったがえしていた。強風の為、体感気温が低いので早々に頂上を
後にした。若い登山者が多く次々と登ってくる。流石百名山の事はある。弘法清
水の小屋に入り休憩をして一息ついた。天気が悪いのに関西方面から来ている人
もかなりいる。此処まで下ると風もそれほどでないし、景色も見えだした。赤埴
山は迂回し、天の庭の手前でゆっくり休憩してスキー場を通り猪苗代登山口に下
山した。タクシーで猪苗代駅に行き解散。
翁島登山口７：05－磐梯山 10：15～25－弘法清水 10：25～11：05－赤埴林道分
岐 12:00－天の庭 12:40－猪苗代登山口 13:00

No.3,027 安達太良山・箕輪山－野地温泉

（飯田

記）

＜Ｃ＞

パーティ：佐藤(ツ）、北原、瀬川、菊地、河野、持田、山田(広）、佐近、村田、
南出／松井、Ｌ阪本

計 12 名

10 月 17 日（木）雨。塩沢温泉 11：00 歩き出し。スキー場から湯川に沿って樹
林帯を歩き金剛清水をすぎ屏風岩の手前で昼食にする。雨が振りだしたので雨具
を着て歩き出した。八幡滝から沢沿いの登山道になり丸太橋や岩を跳び越え等を
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繰り返し天狗岩を見上げ変化に富んだおもしろいコースを楽しんでくろがね小屋
に２時すぎに着いた。
塩沢温泉 11：00 歩き出し－12：10 屏風岩の手前（昼食タイム 12:10～12:30）
－14:15 くろがね小屋
10 月 18 日（金）晴。くろがね小屋に居られるのは７時まで、しかたがないの
で６：30 出発。岩でゴロゴロした道を峰ﾉ辻から安達太良山へ登り頂上で展望を楽
しむ。飯豊連峰は雪化粧をしていた。今日は冷たい風が強く岩陰で休憩。左手に
火口の沼ﾉ平を見ながら稜線を鉄山に登り鉄山避難小屋をのぞく。ついでに大休止。
鉄山から箕輪山を見るとなだらかな尾根通しに見えたが楽はさせてくれませんで
した。途中からかなり下り登り返して箕輪山に着く。ここからの下りは雨でえぐ
られた滑りやすい道に悪戦苦闘しながら鬼面山に着き少々遅い昼食にする。鬼面
山から今宵の宿野地温泉ホテルが見え旧土湯峠からブナ林をくだり宿に着いた。
ゆっくり温泉に入った。
くろがね小屋６：30 歩き出し－８：00 安達太良山－９:10 鉄山避難小屋－10：
45 箕輪山－12：20 鬼面山（昼食タイム 12:20～13:20）－14：20 野地温泉ホテル
10 月 19 日（土）曇。10：30 宿の送迎車で福島駅。解散

野地温泉ホテルの風

呂は５ケ所あり大好評でした。

（阪本

記）

No.3,028 上州・三峰山 ＜Ｂ＞
パーティ：森戸／飯田、中島、Ｌ新井田

計4名

10 月 19 日（土）曇。予定変更し沼田駅よりタクシーを利用し河内神社下駐車
場に。運転手さんに熊の出没に注意を受け予定通り歩き出す。道標にしたがって
舗装道路を行き岩っぽい山道を通り河内神社に、社殿から尾根に出てアカマツ林
の平坦な道を行き小沼に寄り道した後、縦走路に戻り緩やか道を進み吹越峰（1015
ｍ）の小さな標識の付近で小休止。ガスが出てきて紅葉に早く？緑が多い幻想的
な風景。この先の 1088ｍ付近の分かれ道で赤布と境界石に惑わされ右折し進むが
途中でコンパスが逆方向(南)を指すので分かれ道まで戻り左折(北北西)し三峰山
に。晴れていれば谷川連峰、武尊、日光、赤城の山が望めるはず。下山は来た道
を戻り最初の三峰沼分岐から紅葉時であれば良い風景の大沼に着いて休憩。「師」
方面の道標に従い石の多い急坂を下り林道に出、関越自動車道の橋を渡り、更に
上越線の踏切りを渡り後閑駅に着く。
河内神社下駐車場 9：50 歩き出し－河内神社 10：15－小沼 10：30－三峰山 12：
50～13：20－大沼 14:40－後閑駅 16：15

No.3,029

（新井田

ビオトープ三ツ又沼と円山公園
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＜Ｃ＞

Ｌ

記）

中神琳枝

雨天の為中止しました。

≪

三角点の常識・非常識

≫

当会には三角点について造詣の深い方がおられますので、それらの方々はご存
知とは思いますが、新ハイの雑誌に面白い記事が載っていましたので、ご紹介し
ます。
◎ 三角点間の測量は一辺と挟角を測って決める？
現在では「光波測距儀」により百万分の１の精度でデジタル測定できるので
「三辺測量」に移行し、挟角は結果のクロスチェックとしてのみ使われる。
◎ 三角点の位置、高さは正確？
三角点の高さは三角関数により間接的に求めているので余り正確ではなく、
（計算上はセンチの桁まで出ているが）20 センチ程度の誤差があるのは普通
である。水平位置の精度は何等でも正確に 10 センチ以下となっている。
◎ 三角点は南面している？
このような規程は無く（一等点でも）向きはまちまちである。（国土地理院で
もこれに関する質問、訂正要求には困惑している由）
◎ 四等三角点について
現在の四等三角点は国土（調査）法に基づく地籍調査の為の大縮尺（2、500
分の 1 等）の地図作成に必要な基準点として要望に応じ増設中、目的が 1,2,3
等と少々異なり地域により配点密度が異なる。
（参考資料

≪

お

知

ら

せ

山の高さ

古今書院）

≫

☆ ２月の山行予告
２月 22 日（土）

畦ガ丸

＜Ｂ＞

Ｌ飯田

☆ 公益財団法人植村記念財団、植村冒険館（板橋区）からのお知らせ
10 月 25 日（金）～１月 19 日（日）まで植村冒険館で「冒険家の押し入れ展」
を開催しています。10 時～18 時、入場無料

今回展示するのは実際の冒険で

使った道具ではありません。道具以外で冒険に関係する品々です。その最たる
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ものが蔵書です。集めた本の量や種類で植村さんがどう冒険を組み立て、準備
していったかの行程を想像することができます。DVD 上映「植村直己の世界」
10：00、13：30（70 分）
植村直己冒険館：東京都板橋区蓮根２－21－５

03－3969－7421 都営地下鉄

三田線蓮根駅下車５分
☆ １月の役員会は１月８日（水）代々木区民会館 18：00～20：00 です。
☆ ２月の山行計画及び山行報告を 11 月 30 日（土）までに飯田まで提出して下さ

い。
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