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No.3,074

月 の 山 行 計 画 ≫

大宮盆栽村から染谷花しょうぶ園

Ｌ

中神琳枝

土と緑の芸術・盆栽村から個性的な公園と緑豊かな染谷花しょうぶ園へ。
６月８日（日）９：13 大宮発東武野田線＝９：20 大宮公園

９：30 歩き出し－5

分盆栽村入口－1 時間 30 分漫画会館－盆栽四季の家－盆栽美術館－10 分見沼・市
民の森－1 時間見晴公園－市営大宮球場－大宮第二公園－10 分堀之内バス停＝20
分染谷入口－30 分花しょうぶ園－25 分見沼くらしっく館・三崎台バス停
歩程：３時間 50 分＋１時間 40 分･････５時間 30 分＋バス移動 30 分＝６時間
15：30 三崎台バス停に着く。大宮駅へ。
費用：約 600 円
申し込み：６月６日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,075

本仁田山

＜Ｂ＞

Ｌ 見目定雄

エゾハルゼミの合唱を聞きながら、汗をかきましょう！！！
６月８日（日）７：51 立川発青梅行＝８：24 青梅８：26 発奥多摩行＝８：55
鳩ノ巣

９：00 歩き出し－50 分大根山ノ神－1 時間 10 分防火帯－20 分本仁田山

－50 分登山口－40 分奥多摩駅

（本仁田山 11：35～12：20）

歩程：３時間 50 分＋１時間 25 分･････５時間 15 分

14：15 奥多摩駅に着く。

地図：昭文社“奥多摩”
費用：約 1,800 円
申し込み：６月６日（金）までにメール、葉書、電話（携帯に）
、FAX でリーダ
ーへ。
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備考：
あしたか ・ えちぜんだけ

No.3,076

愛鷹・越前岳

＜Ｂ＞

Ｌ

高橋輝男

６月 14 日（土）６:31 小田急新宿発小田原行＝７:49 新松田 ８:04ＪＲ松田＝
８:41 御殿場９:00 遊園地ぐりんぱ行バス＝９:30 愛鷹山登山口

９:40 歩き出し

―20 分山神社入口―50 分富士見峠―１時間 50 分越前岳―１時間呼子岳―15 分割
石峠―１時間大沢橋―45 分愛鷹山登山口
歩程:６時間＋１時間 50 分･････７時間 50 分

17:30 登山口バス停に着く。
18:09

バスで御殿場へ。
地図：2.5 万図“ 愛鷹山”
費用：約 3,800 円
申し込み：６月 1２日（木）までにリーダーへ。
備考：JR 利用、松田駅にて合流可、要事前連絡。Ｌは海老名から乗車します。

No.3,077

タル沢尾根～六ツ石山～十二天尾根 ＜Ｂ＞ Ｌ 五十嵐知也

６月 18 日（水）６：50 立川発奥多摩行＝８：01 奥多摩８：10 日原行バス＝８：
34 東日原

８:50 歩き出し－25 分タル沢尾根の乗越－１時間 916ｍ点－１時間 40

分将門馬場－20 分六ツ石山－40 分三ノ木戸分岐－50 分十二天社の祠－55 分日野
明神社バス停
歩程：５時間 50 分＋１時間 30 分･････７時間 20 分

16：10 バス停に着く。バ

スで奥多摩駅へ。
地図：2.5 万図“武蔵日原、奥多摩湖”
費用：約 3,000 円
申し込み：６月 17 日（火）までに SMS メール又は電話でリーダーへ。
備考：

No.3,078

信越トレイル１

斑尾山―桂池

＜Ｂ＞

Ｌ

阪本弘二

ブナ林のきれいな約 80km のコースを３回に分けて完走を目指します。
６月 20 日（金）７：52 東京発長野新幹線長野行「あさま 507 号」＝９：45 長
野 10：16＝11：06 飯山

宿の車で斑尾山かえでの木コース登山口

11：30 歩き出

し－１時間 30 分斑尾山－１時間 10 分万坂峠
歩程：２時間 40 分＋１時間･････３時間 40 分 15:10 万坂峠に着く。宿の車で
「たるもと」へ

TEL 0269-64-3036

一泊二食￥7,560 長野県飯山市斑尾高原の

ぞみｹ丘
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６月 21 日（土）宿の車で万坂峠へ。８：00 歩き出し－１時間 10 分袴岳－１時
間 20 分赤池－１時間 30 分希望湖－35 分毛無山－１時間 45 分湧井
歩程：６時間 20 分＋１時間 30 分･････７時間 50 分

15：50 湧井に着く。宿の

車で「たるもと」へ
６月 22 日（日）宿の車で湧井へ。８：00 歩き出し－１時間富倉峠－30 分北峠
－１時間 30 分林道－１時間桂池
歩程：４時間＋１時間･････５時間

13：00 桂池に着く。タクシーで信濃平へ。

地図：信越トレイル１・２・３
費用：約 35,000 円
申し込み：６月 10 日（火）までにリーダーへ。
備考：地図については信越トレイルクラブ事務局

〒389-2601

長野県飯山市

照岡 1571－15

No.3,079

男体山～太郎山～山王帽子山

＜Ａ＞

Ｌ

飯田隆一

６月 28 日（土）６：20 浅草発日光・会津田島行＝６：32 北千住＝８：26 東武
日光８：37＝９：29 二荒山神社前

９：40 歩き出し－１時間 20 分四合目－２時

間 10 分男体山－１時間 40 分志津避難小屋（泊）
歩程：５時間 10 分＋１時間 30 分･････６時間 40 分

16：20 小屋に着く。

６月 29 日（日）６：00 歩き出し－45 分林道分岐－20 分林道出合－２時間 20
分太郎山－25 分小太郎山－40 分ハガタテ分岐－１時間山王帽子山－55 分山王帽
子見晴台－55 分光徳温泉
歩程：７時間 20 分＋１時間 40 分･････９時間
地図：2.5 万図“男体山、日光北部”

15：00 光徳温泉に着く。

昭文社“日光・白根山・男体山”

費用：約 5,000 円（二荒山神社通行料 500 円）
申し込み：６月 26 日（木）までに葉書、電話、FAX、携帯 SMS でリーダーへ。
備考：東武電車発行の「まるごと日光・東武フリーパス」を購入しますと電車、
バスが一枚の切符で乗れ、しかも安上がりです（有効期間４日間、浅草発の場合
で 4,400 円）
。避難小屋装備一式持参。志津避難小屋は水が良くありません。２日
分の水を持参ください。

≪

山 行 報 告
3

≫

No.3,056

丹沢本間ノ頭北東尾根

＜Ｂ＞

雨天の為中止しました。

No.3,057

蔵王坊平 XC スキー、樹氷見物

パーティ：松永、森戸／畑石、阪本、大塚、見目、Ｌ河野

計７名

３月８日（土）雪時々吹雪。かみのやま温泉駅からペンションを通じて頼んだ
観光タクシーワゴン車で宿へ向かう。宿へ近づくにつれて雪が多くなり、こんな
大雪初めてとの歓声も上がった。宿で昼食を済ませた後に宿の車でゲレンデに送
って貰った。雪が時折激しく降り時々ホワイトアウトのように周りが見えなくな
る時もあった。その中を数十年ぶりなので様子を見ながら足慣らしをする人や、
すぐに滑降する人と色々。スキー大会を実施中なのでゲレンデは賑やかでした。
充分に滑って満足したのち 15：30 にレストランに集合して宿に向かった。夕食は
オーナー手作りの料理に舌づつみを打つ。
“ウワー、美味しい”の声も・・・。夜
はトランプで賑やかな時を過ごしました。
３月９日（日）晴。宿の車でゲレンデに送って貰う。今日はエコーラインを通
りゲレンデに行く予定なのでエコーラインの圧雪状況を宿で聞くと多分圧雪して
るでしょうとの事。リーダーも含め初心者が足慣らしをしている間、他の３人は
滑降。その後リフトを乗り継いでエコーラインへ向かった。１名はレストランで
待っていたので向かったのは６名。ところが圧雪してなくトップを交代しながら
ゲレンデまでふうふうしながら行く。途中、紺碧の空に霧氷が映える最高の景色
に皆さん大喜び。午前中はゲレンデで楽しく滑った。昼食のレストランはスキー
大会に参加している選手や家族連れで大混雑でした。昼食後少し滑って 14 時に集
合し宿に向かった。帰宅の準備が終わったところでオーナーが美味しいコーヒー
を入れてくれた。15：50 宿のオーナー夫妻に見送られシャトルバス乗り場へ。か
みのやま温泉駅に着き解散。17：14 のつばさ 154 号で東京に向かいました。事前
の天気予報では２日間共あまり良くなかったが、２日目は好天であったので思っ
た以上に楽しめました。

No.3,058

（河野

記）

美ケ原（スノーシューハイキング）

パーティ：北原、瀬川、菊地、阪本、佐近、山口／阪本、松井、中島、Ｌ佐藤
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（ツ） 計 10 名
３月 15 日（土）快晴。下諏訪駅から宿の迎車で 12 時宿に着く。昨日雨が降っ
たとかで車窓からの霧氷が美しい！！宿に着き昼食後全員で王ケ頭にスノーシュ
ーでハイキングする。雪の表面が締まっていて何処でも歩け楽しい・・・。

宿

の一段上に出ると右手に北アルプスが一望出来、王ケ頭からは中央アルプス、乗
鞍岳、御嶽山、富士山、南アルプス、八ヶ岳・・・と枚挙に暇がない。本当にパ
ノラマ展望とはこう言う事でしょうか。展望ハイクの面目躍如でした。
山本小屋 13：15 歩き出し－王ケ頭往復－15：50 山本小屋
３月 16 日（日）曇り強風。昨日と異なり今日は早朝から強風で雪煙が舞い上が
っているが、皆さんの希望で茶臼山に行く健脚組と牛伏山にのんびり行く組と温
泉を楽しむ人に別れそれぞれ別行動にしました。11 時 20 分頃には全員揃い入浴、
昼食を済ませ 13：30 宿の車で下諏訪駅へ（解散）。参加者の皆さんスノーシュー
は如何でしたか？2,000ｍ近い宿は展望も良く温泉で暖まり、時にはこんなのんび
り山行も良かったのでは・・

No.3,059

（佐藤(ツ）記）

虎丸山―能岳―八重山―秋葉山―根本山

＜Ｂ＞

パーティ：大島、瀬川、石井、阪本、河野、持田、堅田、佐近、森戸、村田、
南出、白井／佐藤(正）
、山本、Ｌ阪本

計 15 名

３月 22 日（土）晴。新井バス停から豆腐屋の脇を通り集落をすぎると樹林の登
山道になり頂上に神社のある虎丸山に着く。西に富士山のあたまが見えた。北面
の急な道を下ると尾根になり山風呂からの道と合流し、わずかな急登で能岳に登
りついた。すこし休憩をして八重山へ。展望の良い日溜まりで早めの昼食にする。
展望台で真っ白な富士山をながめ今をさかりのシュンランを探しながら樹林の中
に下りトイレのある駐車場について休憩。中学校の裏手から霊園の縁を抜け尾根
を登り展望の良い秋葉山の三等三角点を確認してなだらかな道を歩き三角点のあ
る根本山に到着。予定した時間より早かったのでゆっくり休憩をして国道 20 号か
ら上野原駅へ。天気に恵まれた一日でした。
９:45 新井バス停歩き出しー10:15 虎丸山―10:50 能岳―八重山（11:20～11:50
昼食タイム）―12：30 秋葉山―13：30 根本山―14：20 上野原駅

No.3,060

大室山

＜Ｂ＞
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（阪本 記）

パーティ：佐近、安倍／佐藤、五十嵐、Ｌ飯田

計５名

３月 29 日（土）曇。新松田からタクシーの予定であったが５人乗れる車は無い
との事なのでバスにした。バスは満員だが、ほとんどの人は浅瀬入口で下車。み
つまたの花を見に行く人達である。もし会員の皆さんがみつまたの花を見に行く
のなら平日にした方が良いでしょう。登山届を提出して９：40 西丹沢バス停から
歩き出す。この辺のみつまたは盛りであった。一か所水芭蕉の咲いている所があ
った。用木沢入口から沢沿いに山道に入る。今年の大雪のせいか道が荒れていて
倒れている幼木が多いので歩きにくい。いのししが一頭死んでいた。雪崩にやら
れたのか？雪道になったり、沢沿いの崩れている道になったり、突然登山道が現
れたりで時間がかかった。犬越路沢に入ると急に雪が多くなった。へたをすると
踏み抜くので慎重に歩く。やっと犬越路に着いた。避難小屋で昼食。今まで大分
時間を費やしたので、一寸迷ったが皆さんの顔色を見るとまだ大丈夫そうなので、
とりあえず大室山を目指して歩き出した。小さいピークが次々と現れるがなんと
か頑張り大室山直下のベンチに到着。この辺は 40ｃｍ位の積雪。荷物を置き大室
山に行く。頂上から北尾根をのぞいてみたが、まだかなりの雪でやはり最初の計
画では無理と思った。直下のベンチで休んだ後下山。疲れが溜まってきてペース
が落ちてきた。
もう 17:05 のバスには間に合わないので時間調節をしながら歩き、
18：00 に西丹沢自然教室バス停に着き 1 時間近く待って最終バスで新松田駅へ向
かった。今年の冬は大雪の影響であまり歩いていない人が多かったので今回は非
常に辛かった。大雪の為、計画を変更したのだが参加者全員に伝わらず参加でき
なかった人もいて申し訳なかったです。
西丹沢自然教室９：40－用木沢入口 10：00－スパッツを付ける 10：30－犬越路
12：05～40－大室山 14：30～15：00－犬越路 16：10－西丹沢自然教室バス停 18：
00

（飯田

No.3,061

西武安比奈線廃線跡地から川越水上公園

雨天の為中止しました。

≪

お

知

ら
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≫

＜Ｃ＞

記）

☆ ７月の山行予告
７月 27 日（日）～30（水）越後三山

＜Ａ＞

Ｌ飯田隆一

☆ 次の方々が退会しました。長い間お世話になりました。
No.98
No.320

千石洋子、No.127

佐藤マサ、No.167

岩坂ふみ子、No.468

長竿

岩松正昭、No.555

聰、

藤生美智子

☆ 次の方の住所が変更になりました。
☆

恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で４月 19 日(土)～５月２

日(金)に「山岳映画特集上映

－黎明期のドイツ映画から日本映画の名作まで」

と銘打って山岳映画の名作の数々が上映されています。詳細は写真美術館ＨＰ
http://www.yamaeiga.com/ をご覧ください。
また、３月４日～５月６日まで「黒部と槍

冠松次郎と穂刈三寿雄」展を開催

中。日本における山岳写真のパイオニアを紹介し、大正時代から昭和初期の北ア
ルプスの自然と登山の様子をとらえた写真を展示しています。詳細は下記にてご
確認下さい。http://syabi.com/contents/exhibition/index-2145.html
☆

６月の役員会は６月４日（水）代々木区民会館 18：00～20：00 です。

☆

７月の山行計画及び山行報告を４月 30 日（水）までに飯田まで提出して下さ

い。
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