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≪ 2月 の 山 行 計 画 ≫

No.3,049

すもも

味噌玉岩から 杏 が岳 ＜Ｂ＞

Ｌ

高橋輝男

２月２日（日）6:26 上野発高崎行＝8:15 高崎 8:30 榛名湖行バス＝9:35 下の坊
9:40 歩き出し－30 分林道杏ヶ岳線登り口－１時間 20 分味噌玉岩－１時間 10 分杏
が岳－50 分杖ノ神峠－１時間 10 分榛名湖バス停
歩程：５時間＋１時間 40 分････６時間 40 分

16:20 榛名湖バス停に着く。バス

で高崎駅へ。
地図：2,5 万図“榛名湖”

昭文社“赤城・皇海・筑波”

費用：約 6,000 円
申し込み：２月 13 日（木）までにリーダーへ。
備考：積雪が予想されますので「アイゼン」をお忘れなく。

№3,050

湘南・大楠山

＜Ｂ＞

Ｌ

新井田

晴義

２月８日（土）ＪＲ逗子駅京急バス停②番乗り場に集合。9:23 発(横須賀市民
病院行)＝9：46 前田橋

10：00 歩き出し－30 分遊歩道終点－1 時間大楠山－1 時

間沢山の池－30 分ホタルの里－30 分北武バス停
歩程：３時間 30 分＋１時間 30 分･････5 時間

15：00 北武バス停に着く。バス

でＪＲ横須賀駅へ。
地図：2.5 万図“秋谷･浦賀”
費用：鉄道運賃＋680 円
申し込み：２月６日（木）までに葉書、ＦＡＸ，電話でリーダーへ。
備考：
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No.3,051

ゲレンデスキー

志賀高原

Ｌ

佐藤ツヤ子

初級から上級まで広いゲレンデで思う存分滑り、温泉に入ってリラックスしま
しょう。宿はゲレンデの前です。
２月 12 日（水）７：52 東京発長野新幹線（あさま 507 号）＝７：58 上野＝８：
18 大宮＝９：45 長野 10：10 発バス（急行）＝11：33 一の瀬。

宿で仕度して午

後から滑降。
宿：「ホテルむつみ」TEL0269－34－2706

1 泊 2 食 7,000 円

２月 13 日（木）～14 日（金）の午前中まで滑降。
費用：約 30,000 円（交通費＋宿代）＋リフト代
申し込み：２月１日（土）までに葉書、電話、メールでリーダーへ。
備考：Ｌは大宮から乗車します。
スキー用具を事前に送付する人の宛先
賀高原一の瀬

No.3,052

〒381－0401 長野県下高井郡山ノ内町志

高原リゾートホテルむつみ

大山

＜Ｂ＞

Ｌ

山田広子

たっぷり雪が降った翌日など楽しいのですが、さてどうでしょう。
２月 15 日（土）６：51 新宿発小田急急行小田原行＝７：26 町田＝７：53 伊勢
原 ８：00 北口発大山ケーブル行バス＝８：30 大山ケーブル下

８：50 歩き出し

－１時間 10 分見晴台－１時間 10 分大山－50 分ヤビツ峠－１時間蓑毛バス停
歩程：４時間 10 分＋１時間 30 分･････5 時間 40 分

14：30 蓑毛バス停着。

地図：昭文社“丹沢”
費用：約 1,800 円 （小田急大山丹沢フリーパス（ケーブルなし）がお得です）
申し込み：２月 13 日（木）までに電話、FAX でリーダーへ。
備考：アイゼン、スパッツお持ちください。

No.3,053

座間丘陵から秋葉古墳群

＜Ｃ＞

Ｌ

中神琳枝

里山の風景と国指定史跡の古墳群を訪れます。
２月 16 日（日）８：21 新宿発小田原行急行＝８：58 相模大野９：07 本厚木行
＝９：15 座間

９：25 歩き出し－20 分星谷寺－20 分谷戸山公園－35 分座間市役

所－25 分日久尻川－１時間 10 分産川橋－１時間 10 分秋葉古墳群往復－10 分かし
わ台
歩程：4 時間 10 分＋1 時間 40 分･････5 時間 50 分
地図：2.5 万図“座間”
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15：15 かしわ台駅に着く。

費用：約 450 円
申し込み：２月 14 日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,054

箒沢権現山～畦ケ丸 ＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

２月 22 日（土）６：51 新宿発小田急急行小田原行＝７：26 町田＝８：11 新松
田８：25 発西丹沢行バス＝９：36 西丹沢

９：45 歩き出し－１時間 40 分 967ｍ

△を通り箒沢権現山－１時間 30 分畦ケ丸－45 分善六のタワ－１時間 30 分西丹沢
自然教室
歩程：５時間 25 分＋１時間 30 分･････６時間 55 分

16：40 西丹沢自然教室

に着く。17：05 発の最終バスで新松田駅へ。
地図：2.5 万図“中川”

昭文社“丹沢”

費用：約 4,000 円
申し込み：2 月 20 日（木）までに葉書、電話、FAX,携帯 SMS でリーダーへ。
備考：スパッツ、軽アイゼン、ライトをお持ちください。新松田駅のバス乗車
券売り場で往復を購入すると割引があります。

No.3,055

ゲレンデスキー野沢温泉

Ｌ

阪本弘二

野沢温泉の広々としたスキー場ですべってころんで汗かいて、後は温泉を楽し
んで、無料の 13 ケ所の共同浴場があります。温泉だけの参加者も歓迎！
２月 25 日（火）７：24 東京発長野新幹線「あさま 505」＝７：48 大宮＝８：
49 長野９：30 野沢温泉行バス＝11：00 野沢温泉中央ターミナル

宿で着替えて長

坂ゲレンデへ。
「宮の脇」〒389－2502 長野県下高郡野沢温泉村豊里 7892 TEL 0269-85-2466 一
泊二食

￥7,000 リフト３日券

シニア￥9,000

２月 26 日（水）野沢温泉スキー場で終日滑走
２月 27 日（木）午前中スキー場で滑り宿に戻り午後３時過ぎのバスで長野駅へ。
解散
費用：約 45､000 円
申し込み：２月 10 日（月）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考：
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≪

No.3,030

山 行 報 告

片倉谷道～小袖尾根

≫

＜Ｂ＞

パーティ：大島、飯島、森戸／佐藤、Ｌ飯田

計５名

11 月４日（月・祝）曇。奥多摩からのバスは空いていた。鴨沢西でバスを降り
たのは吾々５人だけであった。９：20 歩き出し、しばらくは道路を歩くが紅葉が
素晴らしく気持ちが良い。片倉橋の先から仕事道に入り、すぐに片倉線起点駅で、
此処から沢沿いに行く。F1 近くの第一の小橋、F2 近くの第二の小橋を過ぎ段々と
標高を上げていく。突然パラパラと雨が降ってきたので急いで雨具をつけたが１
分程で止んでしまった。この時以外は雨が降らず良かった。950ｍ付近で空中桟道
橋を通過。この先で道が３本に分かれる。右の道を行くとやがて片倉谷を横切る。
急登して堂所に出た。ここから登り尾根（小袖尾根）となり 1,214ｍｐで休憩。小
袖山（

1,054ｍ）で更に休憩して暫くで道路に出た。あとはバス停までの下りで

あった。鴨沢バス停に 16：10 に着き予定のバスで奥多摩に向かった。バス停付近
と堂所以外には登山者に会わず静かな山道を堪能した。今年は好い紅葉に会って
いなかったが今日は今年一番の紅葉で赤、ピンク、黄、薄緑、緑のアンジュレー
ションが良かった。参加者からも“きれい”
“素晴らしい”との声がしきりであっ
た。
鴨沢西バス停９：20－片倉橋 10：10－第一の小橋 10：40－第二の小橋 11：00－空
中桟道橋 11：30－(昼食 12：15～45)－片倉沢 13：15－堂所 13：35－1,214ｍｐ14：
20－小袖山 15：10－鴨沢バス停 16：10

No.3,031

岩松尾根～幕岩尾根

（飯田

記）

＜Ｂ＞

パーティ：北原、河野、山田(広)／飯田、松井、大塚、中島、山本、五十嵐、
Ｌ高橋(輝) 計 10 名
11 月９日（土）曇。「倉沢の大ヒノキ」の案内板から山に入る。都指定の天然
記念物の巨樹は見ごたえがあった。ここから尾根に取り付く。フェンスに囲まれ
た伐採地が右手に現れ、フェンスに沿って登る。目印の大岩を確認、広く緩やか
な尾根の先に滝入ノ峰の山頂が目に入る。ＮＨＫ・ＴＶアンテナが有る所でヨコ
スズ山縦走路を横切り、急斜面を直登して滝入ノ峰に着く。風が強く寒かったの
ですぐ下りに入り、下り切った鞍部で昼食。ひと登りで縦走路を左に分けてヨコ
スズ山の山頂。東に下っている幕岩尾根は広々としていて見通しが良かった。右
手に岩が現れ出してきたので、なるべく左に避けて下った。950m 地点あたりから
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落ち葉の積もった広い急斜面となり、どこへでも下りられる？「Ｍ・Ｉ」２名に
偵察を兼ねて先行をお願いする。滝の音を聞きながら倉沢林道（魚留橋）に下り
着いた。
９:00 倉沢橋歩き出し－９:25 倉沢の大ヒノキ－11:25ＮＨＫ・ＴＶアンテナ－
11:40 滝入ノ峰－12:00～30 食事－12:40 ヨコスズ山－14:30～50 倉沢林道－15:30
倉沢橋バス停

No.3,032

解散

16:23 のバスで奥多摩駅へ。

竹林公園から南町緑地保全地域

（高橋(輝）記）
＜Ｃ＞

パーティ：吉原、松永、成田、島田、河野、恩田（体験参加）、Ｌ中神

計7名

11 月 10 日（日）薄曇。街中を通り抜け落合川を渡ると右に公園の案内が有る。
約２千本に及ぶ竹林が素晴らしい公園。美しい竹林を抜け、澄んだせせらぎをた
どる。湧水地の脇には小さな石の祠が佇む。落合川に戻り右岸の遊歩道を歩く。
澄み渡るせせらぎの川に鴨が泳ぎ子供は水遊び。毘沙門橋を渡ると右手に多聞寺
がある。参拝し由緒ある山門をみる。1852 年頃の建築は一見の価値。再度、落合
川を渡り氷川神社の南側にある南沢緑地へ。氷川神社には七五三参りの子供が多
い。落合川の源になる湧水が湧く緑地は武蔵野の面影を残す。雑木林を南へ抜け
ると六仙公園に着く。広々とした園内で昼食にする。住宅街を道なりに歩き、所
沢街道を横切り南町緑地に入り雑木林をたどる。平地林を抜け（久米川街道）を
南東に進みます。やがて左に神明社があり広い境内で小休止。Ｌは三角点を探す。
神社の後は枯れ木、ゴミの山と畑です。畑の中ビニールハウスの中にありました。
標識に従い西原自然公園に入る。自然林を育成する公園で武蔵野の森・あずま屋・
憩いの広場があり森を一周して田無に向かう。
歩き出し 10：15－竹林公園 10：35～50－多聞寺 11：15～25－南沢緑地 11：35
～55－六仙公園 12：05～35－南町緑地 13：10－神明社 13：40～14：00－西原公園
14：20～45－田無駅 15：40
追伸

今回山行中にメンバーの皆々様に励ましの声に、そして笑と感動・心く

ばりをいただき本当に有りがとうございました。感謝します。

No.3,033

太良ケ峠－棚山

（中神

記）

＜Ｂ＞

パーティ：佐藤(ツ）、吉原、瀬川、石井、阪本、荒、川井／飯田、松井、山本、
見目、

Ｌ阪本

計 12 名

11 月 16 日（土）晴。三鷹で人身事故があり電車のダイヤがかなり乱れていた
が携帯電話で連絡を取り合いわずかの遅れで全員山梨市駅に着く。駅からタクシ
ーで太良ｹ峠へ。９：50 歩き出し。ＮＴＴの作業道をドコモのふれあいの森から山
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道になり枯葉に埋もれた踏跡をひろいながら岩堂峠分岐から神峰に着き休憩する。
落ち葉に埋もれたなだらかな踏跡を進み 100ｍ程の急登で棚山に着き昼食タイム
にする。頂上からは白くなった南アルプスや富士山がよくみえた。頂上からは忠
実に稜線を下り山神コースを左に見送りまえコブを超え急なくだりがおわると重
ね石に着いた。ここから稜線をはずれ左の落葉に隠れたみちを進み岩場を過ぎる
と急な滑りやすい道になり山神コースと合流して林道終点に着き一休み。のんび
り景色をみながらほったらかし温泉に着き解散。温泉組とタクシーで帰る組とに
分かれた。
太良ケ峠歩き出し９：50－10：30 神峰 10：40－11：10 棚山（昼食タイム）11：
50－12：20 重ね石 12：30－13：00 林道終点 13:10－13：40 ほったらかし温泉
（阪本

No.3,034

九鬼山

記）

＜Ｂ＞

パーティ：河野、佐近、飯島、森戸、松本、斉藤、Ｌ山田(広）

計７名

11 月 16 日（土）快晴。朝から人身事故の影響で電車が遅れ、皆集合できるか
と心配しましたが、猿橋駅に 10 分遅れで全員集まりました。御前山では、雪をま
とった大きな富士山が迎えてくれました。馬立山から急な下りで、沢山落ちてい
るどんぐりのせいで転がりそう。九鬼山の近くからはグループ登山の人が多くな
り賑やかです。弥生峠から下りが緩やかな杉山新道へ。予定通りの時間に禾生駅
に着きました。大月駅で阪本さんリーダーの棚山グループと又会える嬉しい偶然
もあり、最後まで楽しい一日でした。
猿橋駅歩き出し８：35－御前山 10：00～10－馬立山 10：55～11：05－札金峠 11：
30－紺場の休み場 12：00～35－九鬼山 13：15～25－弥生峠 14：00－落合橋 14：
40－禾生駅 14：50

No.3,035

（山田(広）記）

高川山～むすび山

＜Ｂ＞

パーティ：佐藤(ツ）、菊地、荒、持田、佐近、森戸、白井、川井／阪本、佐藤(正）、
大塚、中島、見目、五十嵐、Ｌ河野

計 15 名

11 月 24 日（日）快晴。９：10 歩き出し、30 分程で高川山新登山口に着く。こ
こから登りなので衣服調整。男坂を経由し、1 時間程で高川山へ。天気が良いので
頂上は賑わっていました。富士山はもちろん南アルプスの間ノ岳が雪をしっかり
被って見えました。途中のピークで昼食。紅葉も見頃で立ち止まってしばし眺め
る時もありました。又、むすび山から見える富士山のシルエットも良かったです。
途中猿２頭出現！！

以前歩いた事がありましたが、その時はあまり人に会い
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ませんでしたが、今回は少し多かったです。
９：10 歩き出し－９：40 登山口－高川山 10：40～55－昼食 11：55～12：25－
天神峠 12：55―むすび山分岐 13：15－むすび山 14：00～55－昼食 11：55～12：
25－天神峠 12：55－むすび山分岐 13：15－むすび山 14：00～20－大月駅 14：45
（河野

≪

お

知

ら

せ

記）

≫

☆ ３月の山行予告
２日（日）

本間ノ頭

15（土）～16（日）

＜Ｂ＞

Ｌ高橋輝男

スノーシュー

能岳～八重山～虎穴山

美ヶ原

＜Ｃ＞

Ｌ佐藤ツヤ子

Ｌ阪本弘二

☆ 1 月の次の山行計画が一部変更になりました。

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 19 日（日）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

白浜行バス坊田下車

14：30 浜金谷に着く。15：13＝

白浜温泉「林景荘」TEL 0470-38-2831 一泊

二食 \10,650
１月 20 日（月）宿の車

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７日（火）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
7

備考：「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！
☆ 元会長

安藤一末さんが他界しました。ご冥福をお祈りします。

☆ ２月の役員会は２月５日（水）代々木区民会館 18：00～20：00 です。
☆ ３月の山行計画及び山行報告を 12 月 31 日（火）までに飯田まで提出して下さ

い。

8

