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No.3,113

月 の 山 行 計 画

（追加分） ≫

ひのきだっか

檜 岳

＜Ｂ＞

Ｌ

新井田晴義

11 月７日(金）６：48 新宿発小田原行小田急急行＝８：08 新松田＝タクシー約
40 分

やどろぎ

寄 大橋

９：00 歩き出し－１時間 20 分分岐－40 分雨山峠－40 分雨山－

35 分檜岳－5 分下降点－45 分 753ｍ点－25 分 581ｍ点－15 分寄大橋－45 分寄バス
停
歩程：５時間 30 分＋1 時間 30 分･････７時間
地図：2.5 万図“中川、大山、山北、秦野”

16：00 バス停に着く。
昭文社“丹沢”

費用：約 3,500 円
申し込み：11 月４日（火）までに葉書、電話、ＦＡＸでリーダーに。

≪ 12
No.3,114

月 の 山 行 計 画 ≫

シダクラ尾根～御前山－尾根通し

＜Ｂ＞

Ｌ

五十嵐知也

12 月６日（土）７：05 立川発青梅行＝７：40 青梅７：44＝８：21 奥多摩８：
35 発鴨沢行バス＝８：50 惣岳

９：00 歩き出し－10 分シダクラ橋－１時間 25 分

1,062ｍ点－50 分惣岳山－20 分御前山－１時間湯久保山－20 分分岐－55 分小岩バ
ス停
歩程：５時間＋１時間･････６時間

15：00 バス停に着く。バスで武蔵五日市駅

へ。
地図：2.5 万図：“奥多摩湖”
費用：約 3,000 円
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No.3,115

（奥武蔵）子ノ権現～竹寺

＜Ｃ＞

Ｌ

佐藤ツヤ子

今年１年の無事を足・腰の神様“子ノ権現”に感謝のお参りをして、残り紅葉
を見ながら竹寺へ降り、普段縁遠い竹の器に盛った精進料理を味わって見ません
か？ 年の終りにチョット贅沢をしましょう！！
12 月９日（火）６：54 池袋（西武池袋線準急飯能行・前方乗車）＝７：47 飯
能７：53＝８：21 西吾野

８：30 歩き出し－１時間 40 分子ノ権現－40 分豆口峠

－30 分竹寺
歩程：２時間 50 分＋50 分･････３時間 40 分

12：10 竹寺に着く。

地図：昭文社“奥武蔵・秩父”
費用：1,600 円（池袋起点西武線＋バス代）＋3,000 円（精進料理９品）
申し込み：12 月４日（木）食事申込みのため早くなります。電話（留守電可）、
葉書、携帯電話、Ｃメールでリーダーへ。
備考：雨天の場合は３～４日前に中止の連絡をします。

No.3,116

ほうずき

柏原ノ頭から茨菰山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

東丹沢の寂峰を歩きます。
12 月 13 日（土）７：29 八王子発横浜線東神奈川行（八王子駅５、６番線）＝
７：40 橋本７：55 橋本駅北口発鳥屋原ふれあい館行バス＝８：45 鳥屋

８：50

歩き出し－20 分平戸－25 分登山口－50 分柏原ノ頭（△632.5ｍ）－40 分茨菰山分
岐－１時間 20 分茨菰山－10 分鉄塔－50 分鳥屋（西門）バス停
歩程：４時間 35 分＋１時間 35 分･････６時間 10 分

15：00 バス停に着く。

15：40 発のバスで橋本駅へ。
地図：2.5 万図“青野原”

昭文社“丹沢”

費用：約 3,000 円
申し込み：12 月 12 日（金）までに電話、ＦＡＸ，携帯ＳＮＳでリーダーへ。
備考：京王線利用の場合：６：50 新宿発八王子行＝７：10 調布７：11＝７：37
橋本。

No.3,117

芹ヶ谷公園から“かしの木山自然公園”

Ｌ

中神琳枝

清流が流れる里山、緑豊かな公園の散策を楽しみます。
12 月 14 日（日）９：11 新宿発小田急急行小田原行＝９：46 町田

９：55 歩き

出し－20 分芹ヶ谷公園入口－園内散策 40 分－20 分高瀬橋－20 分かしの木山自然
公園－園内散策 35 分－40 分玉川学園前
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歩程：２時間 55 分＋１時間 35 分･････４時間 30 分

14：25 玉川学園前駅に着

く。
地図：2.5 万図“原町田”
費用：約 900 円
申し込み：12 月 12 日（金）までに電話又は葉書でリーダーへ。

No.3,118

破風山

＜Ｂ＞

Ｌ

12 月 20 日（土）７：05 池袋発長瀞行＝９：15 皆野

見目定雄

９：20 歩き出し－25 分

登山口－ゆず園－１時間 25 分破風山－50 分風戸
歩程：２時間 40 分＋１時間 1５分･････３時間 55 分

13：15 風戸バス停に着く。

解散。（皆野行バス 14：02 頃）
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”
交通費：約 2,500 円
申し込み:12 月 18 日（木）まで

No.3,119

間野富士山－大仁田山

奥武蔵の静かな低山を歩きます。

＜Ｂ＞

Ｌ

阪本弘二

帰りに飯能でミニ忘年会を！

12 月 21 日（日）７：20 池袋発準急飯能行＝８：14 飯能８：35 間野黒指行バス
＝９：00 弁天前バス停

９：10 歩き出し―30 分間野富士山―１時間新飯能変電所

小広場―１時間愛宕山―40 分大仁田山―40 分上赤沢バス停
歩程：３時間 50 分＋40 分･････４時間 30 分

13：40 上赤沢バス停に着く。

地図：2.5 万図“原市場、飯能”
費用：約 2,000 円
申し込み：12 月 19 日（金）までにハガキ・ＴＥＬ・ＦＡＸでリーダーへ。
備考：

新ハイ No.687 参照

No.3,120

六義園から旧古河庭園（東京のウォーキング） Ｌ 飯田隆一

枝垂桜で有名な六義園もこの時期は閑散としています。
12 月 22 日（月）10：00 山手線駒込駅巣鴨側出口集合

10：10 歩き出し－六義

園－徳川慶喜巣鴨屋敷跡－高岩寺（とげぬき地蔵）－慈眼寺－染井霊園－旧古河
庭園－駒込駅
歩程：約３時間＋２時間･････５時間
地図：参加者に当日配布します。
費用：約 1,000 円（六義園入園料 300 円、65 歳以上 150 円、旧古河庭園入園料
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150 円、65 歳以上 70 円、年令証明書を持参の事）、
申し込み：前日までに電話、ＦＡＸ、ＳＮＳでリーダーへ。当日参加も可。

≪

No.3,091

山 行 報 告

≫

物見山～日和田山（巾着田のヒガン花観賞） ＜Ｃ＞

パーティ：北原、河野、持田、堅田、佐近／佐藤(正）、大塚、田中、山本,
Ｌ佐藤(ツ）

計 10 名

９月 10 日（水）曇。天候の都合で２日延ばしての実地となりました。今日もは
っきりしない中歩き出す。途中“五常の滝”に寄るが、かなりの水流があり一見
の価値がある。
“北向地蔵”にお参りし、やっと山道に入る。物見山は東南方向が
僅かに開けているが今日は遠望がきかない。少し離れた木立の中に在る一等三角
点を見に行き、暫らく樹林の中を下ると急に開けた車道に出、茶店の少し先にあ
るあずま舎で昼食にする。日和田山の先で男坂と女坂に別れて下り、大きな石の
鳥居で合流し、巾着田への道路曲角で解散する。お目当ての巾着田のヒガン花が
情報によると殆んど咲いていないとのことなので自由参加とした。然し駅に向か
う途中土手や民家の庭先でヒガン花を見ることが出来ました。参加者の皆さん暑
い中お疲れ様でした。
歩程：８：45 歩き出し－９：18 五常の滝９：25－９：55 北向地蔵 10：05－10：
35 物見山 10：50－昼食 11：05～11：40－12：05 日和田山 12：10－12：50 巾着田
入口（解散）

No.3,092

（佐藤(ツ）記）

仙丈ヶ岳（丹渓新道～地蔵尾根） ＜Ｂ＞

パーティ：瀬川、大村、山田(広)／大村、阪本、五十嵐、Ｌ新井田

計7名

９月 12 日（金）夜行バスで戸台へ。
９月 13 日（土）快晴。早朝夜明け前に着くがすでにマイカー利用の登山者が長
蛇の列、幸い早めの林道バスに乗り新道入口で降りる（バス停で無いので乗車時
に伝えた）。正面に鋸岳の稜線が良く見える。歩き出しは山側の法面の手すりが付
いた階段を登り、すぐにコメツガの樹林帯を行き途中シャクナゲが現われる。独
標(2639ｍ)付近は尾根の右側が切れ落ちた岩稜で視界が開け仙丈ヶ岳のカール状
の山容が見える、途中鹿よけのネットを二度抜け三角点を過ぎ馬の背に仙丈小屋
が見える。ハイマツに覆われた広い道に、中央アルプス、乗鞍岳、北アルプス等
が眺められ少し歩き藪沢分岐に、此処まで一人しか会わない静かな道だった。計
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画より早い到着だが夜行の疲れあり各自自由に過す。小屋の話では今年最多の宿
泊者との事。
丹渓新道入口歩き出し 5：45－9：50 2639ｍ点－10：30△2716ｍ点－10：50 藪
沢分岐－12：00 仙丈小屋
９月 14 日（日）快晴。深夜満天の星空、早朝４時頃より縦走組、仙丈ヶ岳で日
の出を見る組が動き出す、朝食は５時半からなのでゆっくり起き準備し空いた食
堂で朝食をとる。
今日も快晴、小屋の正面にアサヨ峰、甲斐駒、鋸岳の稜線良く見える、小屋の
話では今朝は初霜で０℃とのこと。
歩き出し 10 分程で尾根の上に出

地蔵尾根分岐にザック置き仙丈ヶ岳に、頂上

は 360 度の眺め、記念撮影し分岐に戻る。下る尾根は長い。初めはハイマツと砂
礫の道だが抜けると岩稜から樹林帯に、忠実に尾根では無くピークは巻く事もあ
る。地蔵岳分岐は道標なく推定で、先はコブをいくつか越え松峰を巻く道はほぼ
平坦でカラマツ林の中を行く。途中きのこ狩りをし、延伸工事中の林道に出、道
標に導かれ林道、山道と行き孝行猿の墓跡 20 分で柏木部落の登山口。以後は舗装
道を道なりに行き三峰川を渡ると伊那里の宿。
（地蔵尾根は山岳マラソンのコース
か赤付が目立つ）
歩き出し 5：50－仙丈ヶ岳⇔6：50 地蔵尾根分岐－9：35 地蔵岳分岐－10：35 松
峰小屋分岐－13：00 林道田城原線－14：25 孝行猿の墓－15：45 入野谷(宿)
９月 15 日（月・祝）バス乗り継ぎ伊那市駅に。解散

No.3,093

信越トレイル２

桂池－仏ｹ峰登山口

（新井田

記）

天水山－牧峠＜Ｂ＞

パーティ：吉原、瀬川、石井、阪本、河野、持田、佐近、村田／石川、松井、
Ｌ阪本

計 11 名

９月 19 日（金）晴。予定を変更して 21 日のコースを歩く。飯山駅から宿の車
で牧峠へ。峠には渡り鳥の観察をしていたクループがカメラを構えていた。峠か
ら樹林の中を歩き花立山で昼食にする。木の根の歩きにくい道を進み時々木々の
間から見える日本海方向の景色をみながら峠らしくない宇津ノ俣峠を越え登った
りくだったりぬかるんだ山道を歩き伏野峠に着く。待っていた宿の車で「ロッヂ
たるもと」へ。
牧峠 12：00－12：30 花立山（12:30-13:00 昼食タイム）－14：45 宇津ノ俣峠－
16：00 伏野峠
９月 20 日（土）晴。宿にお願いして朝食を早めてもらい６：00 出発。松ﾉ山登
山口に７時過ぎに着き身支度をしてきれいなブナ林を登り天水山に着いた。展望
はないがすばらしいブナ林に囲まれて休憩。登ったりくだったりの樹林の中を歩
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き三方山から深坂峠に来ると日本海側のすばらしい展望が現れしばらく休憩して
景色を楽しんだ。相変わらず木の根の歩きにくい道が続き野々海峠で昼食にする。
ここの峠は舗装道路が横切っており展望はなく早々に出発。しばらく歩くと右側
に菱ケ岳が見えスキー場のリフト小屋も見え箱庭のようだ。菱ｹ岳の分岐を右に見
て須川峠にきたがここも峠らしくない所であった。峠の少し先で休憩をして伏野
峠に早めに着き宿の車を待った。
松ノ山登山口７：20－８：10 天水山－９：20 三方山－10：00 深坂峠－11：10
野々海峠（11：10－11：40 昼食タイム）－13：30 須川峠－14：30 伏野峠
９月 21 日（日）晴。桂池８：40 歩き出し。昨日までの木の根道と違って歩き
やすい。標高 720ｍ位の所で歩行時間も短く今日は楽できるかと思ったが仏ケ峰登
山口へは急登の連続で楽はさせてもらえなかった。仏ケ峰登山口は戸狩スキー場
のゲレンデですばらしい景色が待っていた。ここで大休止をして荒れた砂利道を
くだりとん平で宿の車で飯山駅近くのそば屋へ直行。解散
桂池８：40－10：30 仏ケ峰登山口－11：30 とん平
３日共天気に恵まれ楽しい山行でしたが樹林の中の歩きが多く単調になりがちで
あった。今回も宿で便宜をはかってもらい又大変親切に対応していただきました。
（阪本

No.3,094

足柄古道

記）

＜Ｃ＞

パーティ：成田、古屋、島田、Ｌ中神 計４名
９月 21 日（日）快晴。足柄駅に降りると澄んだ青空が気持ちよい。標識に従い
足柄新道に入る。地蔵堂川に沿う緑濃い道は美しい渓流が続く道で何度か橋を渡
って登ります。山からは湧き水が流れ出ています。後から女の人が追い越して行
く、早い。滑滝がある銚子ケ淵で休憩し、さらに進み、やがて林道の県道に出て
標識に従い赤坂古道の石畳の道になりホッとする。緩い登りで小平地に着き昼食
休憩をしていると先程の女性が足早に山道を降りてくるので声をかけると矢倉岳
に登ったと言う。脱帽。やがて県道に出て六地蔵・笛吹き石などを見て足柄古道
に入り空堀の登り下りで足柄峠に出ます。草地の広場に家族連れがランチを楽し
んでいます。富士山の大展望は雲に包まれているが、愛鷹連峰と金時山の展望を
楽しみます。峠から足柄関所跡に下り着き標識に従い地蔵堂に下ります。落ち葉
の下に転石がごろついて歩きにくい道は段差も多く注意して進みます。何か所か
車道も横断して相の川のバス停から地蔵堂のバス停へと車道を歩く。
足柄駅９：40－銚子ケ淵 10：30～40－赤坂古道入口 11：50－昼食休憩 12：00
～45－足柄古道入口 13：22－足柄峠 13：45－足柄関所跡 14：25－地蔵堂バス停
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15：55

（中神

記）

No.3,095

大菩薩嶺

パーティ：Ｌ見目

＜Ｂ＞

計１名

９月 21 日（日）晴。一人なので予定を変更して、甲斐大和駅からバスで上日川
峠へ行き富士見新道をめざす。バスは満員。上日川峠で水を補給する。富士見小
屋の前から登山道に入る。笹に覆われた道を行く。沢を越える所から道が判らな
くなる。探しながら前に進むが又判らなくなる。笹原に出たが急斜面である。目
標はもっと右の方なのだが、完全に道が判らなくなり諦めて突き上がることにし
た。急斜面の笹原は登りづらい。よって、もっと唐松尾根の方に寄って樹林帯を
登る。抜けると雷岩が見える所に出たので少し休憩をした。展望が素晴らしい。
乗鞍岳までハッキリ見渡せる。雷岩でコーヒータイム。山頂をパスして大菩薩峠
に向う。此処では家族連れが多い。先週ミロクボ尾根から登った三頭山が目の前
に見える。熊沢山を越えて石丸峠へ。誰もいない此処で昼食。暑くもなく、寒く
もなく、とても気持ちが良い。峠から下山開始。上日川峠で水をお土産に汲んで
大菩薩温泉を目指す。温泉で汗を流し、一人で反省会。16 時 06 分のバスで塩山駅
に向う。
上日川峠９：10－雷岩 10：35～55－大菩薩峠 11：25～30－石丸峠 11：50～12：
15－上日川峠 13：05～15－仙石茶屋 14：00～05－裂石バス停－大菩薩温泉 14：35
（見目

No.3,096

セイメイバン南東尾根から宮地山

記）

＜Ｂ＞

パーティ：神戸、木原、森戸／宮島、佐藤、虹、五十嵐、Ｌ飯田

計８名

９月 23 日（火・祝）晴。田無瀬バス停から南西に進み右に折れる。東光寺は建
て替えたようで屋根は赤色ではなく緑青を吹いた銅版になっていた。道標に従い
登り始めたが歩く人がほとんどいない様で踏み跡も薄い。４等三角点を過ぎ南東
尾根に乗った。あたりの木が大きくなっているので展望はきかない。金毘羅様の
ある高台に乗ったところで左に曲がる。小さなピークを巻きながら登りセイメイ
バンに到着して昼食とした。送電線に添って北に進む。途中で宮地山への道標が
ありこの先を進み大垈山（1,179.8ｍ）に着いた。北側から今日初めて出合った２
人の登山者が登ってきた。少し戻り道標に従い東に進む。小さいピークをいくつ
か越え宮地山に達する。すぐ東側の山の神からは急降下となった。足が痛くなり
時間がかかった。用沢と林地区の分岐でどちらに行くか迷ったが用沢への道を選
んだ。途中左への道を見落し急傾斜を下ってしまったがどうやら民家の上に出た。
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舗装路を歩き予定より一つ手前のバス停に出て解散した。宝鏡寺薬師堂は一部の
人だけが見ました。出会った登山者は２人だけの静かな山行であった。人が歩か
ないので雲の巣が多く常に巣を払いながら歩いた。
田無瀬バス停歩き出し８：45－東光寺９：00

535.7ｍ９：20－金毘羅様９：

35－628ｍ点 10：10－赤い祠 10：55－セイメイバン 11：40～12：15－大垈山 13：
00～15－宮地山 14：15－林沢戸入口バス停 16：20

≪

お

知

ら

（飯田

記）

せ ≫

☆ 御嶽山の噴火では多くの犠牲者が出ました。ご冥福をお祈りします。登山届を
出す習慣を付けましょう。
☆ １月の山行予告
１月 13 日（火）～14 日（水）ゲレンデスキー嬬恋
１月 19 日の週

ゲレンデスキー八方尾根

Ｌ飯田隆一
Ｌ五十嵐知也

☆ 訂正

No.3,106
（誤）

信越トレイル３

牧峠－関田峠－仏ヶ峰登山口－とん平

11 月２日（土）

（正）11 月２日（日）

11 月３日（日）

11 月３日（月）

11 月４日（月）

11 月４日（火）

「11 月４日（火）の歩程：３時間 20 分＋40 分･････４時間

13：00 牧峠に着

く。車で戸狩野沢温泉へ」を全て削除
☆ １月の役員会は１月７日（水）上原区民会館 18：00～20：00 です。
☆ ２月の山行計画及び山行報告を 10 月 31 日（金）までに飯田まで提出して下さ
い。
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