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№3,069

月 の 山 行 計 画 ≫

石丸峠～長峰

＜Ｂ＞

Ｌ 新井田晴義

５月１日（木）６：46 立川発甲府行＝８：02 甲斐大和 バス８：10 発上日川
峠行＝８：46＝小屋平（石丸峠入口） ９：00 歩き出し－１時間 10 分石丸峠－20
分米代－２時間白草の頭（△1,326ｍ）－１時間山の神（980ｍ）－△939ｍ経由－
50 分拓道橋－30 分ダム管理事務所－50 分上和田バス停
歩程：６時間 40 分+１時間 30 分･････８時間 10 分

17：10 上和田バス停に着く。

バスで猿橋駅へ。
（17：25 発＝17：57 着）
地図：2.5 万図“七保、大菩薩峠” 昭文社“大菩薩嶺”
費用：約 5,000 円
申し込み：４月 28 日（月）までに葉書、ＦＡＸ，電話でリーダーへ。
備考：

No.3,070

つげ し やま

じょうやま

次石山から 城山

＜Ｂ＞

Ｌ 高橋輝男

５月 10 日（土）７:10 浅草発日光・会津田島行（中央部）＝８:46 新鹿沼９:14
＝９:22 板荷 ９:30 歩き出し－20 分登山口－20 分 226 号鉄塔－20 分 227 号鉄塔
つげ し やま

－20 分 390m－１時間次石山（472.9m）－１時間 25 分 372m－30 分今里分岐－15
じょうやま

分 城山 （390.6m）－20 分小倉橋－30 分東武下小代駅
歩程：５時間 20 分＋１時間 40 分･････７時間 16:30 下小代駅に着く。
地図：2.5 万図“文挟”
費用：約 2,400 円
申し込み：５月８日（木）までにリーダーへ。
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備考：一部岩場あり。新ハイ 618 号参照。
「静かなる尾根歩き」参考

No.3,071

座間丘陵から秋葉古墳群

＜Ｃ＞

Ｌ 中神琳枝

緑あふれる座間谷戸山公園から国指定史跡の古墳群を訪れます。
５月 11 日（日） 新宿発８：51 藤沢行急行＝９：29 相模大野９：35 本厚木行
＝９：42 座間

９：55 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 30 分･････５時間 40 分

15：35 かしわ台駅に着く。

地図：2.5 万図“座間”
費用：約 450 円（往路）
申し込み：５月９日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,072

王岳・青木ケ原樹海

＜Ｂ＞

Ｌ 阪本弘二

交通の便の悪い王岳を縦走して精進湖に下り翌日赤池から青木ｹ原樹海を歩き
ます。
５月 17 日（土）７：11 高尾発大月行＝７：47 大月７：51＝８：41 河口湖

タ

クシー30 分根場バス停 ９:30 歩き出し－１時間 40 分鍵掛峠－１時間 30 分王岳
－１時間 40 分五湖山－30 分女坂峠－40 分精進バス停
都留郡富士河口湖町精進 807 TEL 0555-87-2436

「村浜荘」泊 山梨県南

一泊二食￥6,500

歩程：６時間＋１時間･････７時間 16：30 精進に着く。
５月 18 日（日）８：00 歩き出し－30 分赤池－50 分下り山－50 分県道 71 号－
１時間天神峠－30 分ふじてんスノーリゾート駐車場
歩程：３時間 40 分+40 分･････４時間 20 分 12:20 ふじてんスノーリゾート駐
車場に着く。タクシーで河口湖駅へ。
地図：2.5 万図“河口湖西部、精進、鳴沢” 昭文社“富士・富士五湖”
費用：約 15,000 円
申し込み：５月 10 日（土）までにハガキ・TEL・FAX でリーダーへ。
備考：大月駅の乗り換えが３分しかないので、高尾駅で前から２両目に乗車。
新ハイ No694 参照

No.3,073

箒沢権現山～畦ケ丸

＜Ｂ＞
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Ｌ 飯田隆一

大雪の為、２月に中止をしたので再度計画をしました。
５月 24 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

８：26 発西丹沢行バス＝９：36 西丹沢自然教室 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：５月 22 日（木）までに葉書、電話、FAX,携帯 SMS でリーダーへ。
備考：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。

≪

山 行 報 告

NO,3,049 味噌玉岩から杏が岳

≫

＜Ｂ＞

パーティ：松井 、Ｌ高橋(輝） 計２名
２月１日（晴）林道杏が岳線に入って２Kｍ、ユニークな道標のある登り口に着
き、尾根に取り付いてすぐ石祠を見る。三角点を確認してから味噌玉岩の岩稜帯
に入り、北側を巻きながら通過する。（岩稜帯を直登しなかったので、味噌玉岩
は確認出来なかった）。杏が岳から下る北面の尾根には 20Cm 程の積雪が有り、杖
ノ神峠からの林道にも雪は残っていた。
下ノ坊バス停９:45－杏が岳林道入り口９:50－尾根登り口 10:20～30－四等三
角点 11:10－味噌玉岩巻道通過 11:35－杏が岳 12:40～13:05－杖ノ神峠 14:00～10
－榛名湖バス停 15:10 15:30 のバスで高崎駅へ。解散。

No.3,050

湘南・大楠山

＜Ｂ＞

リーダーの都合で中止しました。

No.3,051

ゲレンデスキー

志賀高原
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（ 高橋(輝）記）

パーティ：石井／阪本、高場、松尾、Ｌ佐藤(ツ） 計５名
２月 12 日（水）雪、曇後晴。宿で身支度をし、午後から一の瀬、寺子屋等で滑
降する。雪質は良くゲレンデも空いていて滑り易い。天候も徐々に回復し、霧氷
が美しい！

初日と言う事もあり、無理をせず１名以外は４時前には滑降を終え、

温泉に入ってのんびりと疲れを癒やす。
２月 13 日（木）雪後晴。昨夜降った雪が５～８ｃｍ位い積もり、ゲレンデ状態
は上々でとても滑り易い。朝一番で焼額方面に行き長いゲレンデを思う存分滑降
する。長野オリンピックの滑降コースを滑って満足している人、自分に納得して
滑っている人、充実した一日でした。今日も昨日同様午後から天気が良くなり、
気持良く滑ることが出来ました。
２月 14 日（金）全国的にこの週末は雪が降るという予報で、東京方面も午後か
ら明日にかけ「大雪」が降るとのテレビの予報なので、皆さんと相談の上、
「東京
方面は交通機関が雪に弱いので交通渋滞になる前に帰ろう」と言うことで本日の
滑降は取り止め 10 時過ぎのバスで帰路につきました。結果的に正解で東京は既に
かなり強い雪が降り始めてました。初日、２日目と沢山滑ったので本当に良かっ
たです。参加者の皆さんお疲れ様でした。

No.3,052

大山

（佐藤(ツ）記）

＜Ｂ＞

大雪の為中止しました。

No.3,053

座間丘陵から秋葉古墳群

＜Ｃ＞

大雪の為中止しました。

No.3,054

箒沢権現山～畦が丸

＜Ｂ＞

大雪の為中止しました。

No.3,055

ゲレンデスキー

野沢温泉

パーティ：飯田、松尾、Ｌ阪本 計３名
２月 25 日（火）曇。バスは 11 時前に中央バスターミナルに着き、宿で着替え
てゴンドラでやまびこ駅まであがり昼食にする。リフトに乗りいちばん高い毛無
山へ行き、やまびこコースを滑った。帰りがけの駄賃にバラダイスゲレンデから
上級コースを滑ったが途中からコブコブになり悪戦苦闘しておりた。もうこんな
所へは来ないぞ！
２月 26 日（水）晴。ゴンドラ・リフトを乗り継いで毛無山へ。やまびこコース
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を何回か滑りスカイラインコースをおりた。上級コースのコブに入らないよう林
間コース等々終日滑った。この日は気温があがり雪質は悪かった。
２月 27 日（木）曇。今日は午後から雨の予報になりやまびこ・スカイラインを
滑り昼前に宿にもどった。帰り支度をして中央バスターミナルで解散。12：37 の
バスに乗り長野駅へ。宿の食事はたいへん良かったがスキー場のコースはお口に
あわなかった。

（阪本

≪
☆ No.3,066

お

知

ら

せ

記）

≫

総会と懇親山行（前回の会報で記載が抜けていました）

費用：交通費 1,900 円（新宿起点）
、懇親会費 ５、000 円（本人負担 3,000 円）
申し込み：４月１日（火）までに飯田まで。
☆下記の山行を変更します

No.3,060

大室山

＜Ｂ＞

Ｌ 飯田隆一

２月に降った大雪の為、３月号でお知らせしたコースはかなり困難と予想され
ますので計画を次のように変更します。
３月 29 日（土）６：45 新宿発特急あさぎり１号御殿場行＝７：10 新百合ヶ丘
＝７：18 町田＝７：52 松田＝タクシー約 45 分西丹沢 ８：40 歩き出し－25 分用
木沢出合－１時間 20 分犬越路－１時間 40 分大室山－１時間 15 分加入道山－20
分白石峠－１時間 25 分用木沢出合－25 分西丹沢自然教室
歩程：６時間 50 分＋１時 30 分･････８時間 20 分 17：00 西丹沢自然教室に着
く。バスで新松田駅へ。
地図：2.5 万図“中川、大室山” 昭文社“丹沢”
費用：約 5,000 円
申し込み：３月 25 日（火）までに葉書、電話、FAX,携帯 SMS でリーダーへ。
備考：アイゼン、スパッツは必ず持参ください。
☆ ６月の山行予告
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６月６日（金）～７日（土） 太郎山と山王帽子山
６月 14 日（土）

愛鷹山（越前岳）

６月 25 日（水）～28 日（土）

＜Ｂ＞

＜Ａ＞

Ｌ飯田隆一
Ｌ高橋輝男

北海道礼文岳（花ハイキングと礼文岳）

＜Ｃ＞
６月 25 日稚内の宿に集合。参考：12：30 札幌発（特急サロベツ）＝14：08
旭川＝18：11 稚内
６月 28 日（土）稚内フェリー着 13：20（解散）。参考：13：45 稚内発（特
急サロベツ）＝17：33 旭川＝19：08 札幌

Ｌ佐藤ツヤ子

☆ ５月の役員会は５月７日（水）代々木区民会館 18：00～20：00 です。
☆ ６月の山行計画及び山行報告を３月 31 日（月）までに飯田まで提出して下さ
い
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