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No.3,120

月 の 山 行 計 画 ≫

浮間公園から荒川へ

Ｌ

中神琳枝

浮間公園から旧岩淵水門を目指し悠然たる荒川へ。解散後に恒例の鍋山行を。
１月４日（日）ＪＲ埼京線浮間舟渡駅北口９：00 集合

９：10 歩き出し－20

分浮間公園東出口－30 分北向地蔵・傘屋地蔵・水塚の蔵－10 分土手上－１時間赤
水門－10 分青水門（旧岩淵水門）－30 分鹿浜橋－35 分東十条駅
歩程：３時間 1５分＋２時間 45 分･････６時間

15：10 東十条駅に着く。

地図：2.5 万図“赤羽”
費用：鉄道運賃
申し込み：１月２日（金）までに葉書又は電話でリーダーへ。

No.3,121

寺久保山－塩坂峠

＜Ｂ＞

Ｌ

阪本弘二

日暮れの早いこの時期に人の少ない里山歩きは如何ですか。
１月 11 日（日）７：06 浅草発太田行区間急行＝８：45 館林８：50＝９：00 佐
野 タクシー20 分寺久保公民館

９：30 歩き出し－20 分登山口－20 分尾根取付

き－40 分寺久保山－50 分三差路－50 分 301.3ｍ三角点－30 分塩坂峠－40 分寺久
保公民館
歩程：４時間 10 分＋１時間･････５時間 10 分

14：40 寺久保公民館に着く。タ

クシーで佐野駅へ。
地図：2.5 万図“田沼”
費用：約 4,000 円
申し込み：１月９日（金）までにハガキ・ＴＥＬ・FAX でリーダーへ。
備考：新ハイ No699 参照

No.3,122

ゲレンデスキー

嬬恋

Ｌ
1

飯田隆一

１月 14 日（水）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 パルコール嬬恋

チェックイ

ン後、更衣室で着替えてゲレンデへ。一日滑降。宿泊は「パルコール嬬恋リゾー
トホテル」〒377－1611

群馬県吾妻郡嬬恋村干俣バラキ高原

TEL0279－96－

1166、Fax0279－96－1139 一泊二食付約 13,400 円（リフト券２日分付き、食事
はバイキング）
１月 15 日（木）一日滑降し、16：30 ホテル発のバスで軽井沢駅へ。
費用：約 33,000 円
申し込み：12 月 31 日（水）までに電話、FAX でリーダーへ。
備考：部屋はツイン／メゾネットです。

No.3,123

真名井北稜から川苔山

＜Ｂ＞

Ｌ

高橋輝男

１月 18 日（日）7:05 立川発青梅行＝7:40 青梅 7:44 奥多摩行＝8:08 川井駅 8:24
上日向行バス＝8:36 上日向

8:50 歩き出し－40 分 550m 点－30 分 710m 点－１時

間 1002m 点－１時間 1168m 点から真名井沢の頭－35 分川苔山－１時間 40 分大根ノ
山ノ神－35 分鳩ノ巣駅
歩程：６時間＋１時間 30 分･････７時間 30 分

16:20 鳩ノ巣駅に着く。

地図：2.5 万図“武蔵御岳、原市場、武蔵日原”
費用：約 1,300 円（立川起算）
申し込み：１月 16 日（金）17:00～21:00 までにリーダーへ。
備考：アイゼン、ライト 必携。

No.3,124

ムギチロから入道丸

＜Ｃ＞

Ｌ

飯田隆一

１月 24 日（土）高尾７：46 発河口湖行＝８：09 上野原＝タクシー約 30 分巌道
峠 ８：50 歩き出し－30 分ムギチロ－40 分平野峠－25 分入道丸－35 分綱子峠－
１時間 15 分奥牧野バス停
歩程：３時間 25 分＋１時間 35 分･････５時間

14：50 バス停に着く 15：39 発

のバスで藤野駅へ。
地図：2.5 万図“大室山、青野原”

昭文社“高尾・陣馬”

費用：3,500 円
申し込み：１月 22 日（木）までに電話、FAX、携帯 SMS でリーダーへ。

No.3,125

ゲレンデスキー

八方尾根

Ｌ

五十嵐知也

１月 28 日（水）７：24 東京発長野新幹線「あさま 505 号」＝大宮７：48＝８：
2

49 長野９：10 発白馬方面行バス＝10：10 八方バスターミナル
ホテル「対岳館」〒399－9301 長野県北安曇郡白馬村八方

半日滑降。宿舎は

ＴＥＬ0261－72－2075

１泊２食 11,000 円
１月 29 日（木）1 日滑降
１月 30 日（金）1 日滑降し、バスで長野駅に出て新幹線で帰京。
費用：約 45,000 円
申し込み：１月 16 日（金）までにＣメール又は電話でリーダーへ。

No.3,126

シダンゴ山とロウバイの花

＜Ｃ＞

Ｌ

山田広子

1,200 本のロウバイの甘い香りに浸りましょう。
１月 31 日（土）６：51 新宿発小田急急行小田原行＝８：01 新松田８：25 発寄
行バス＝８：43 田代向バス停

９：00 歩き出し－30 分分岐－20 分宮地山－１時

間ダルマ沢の頭分岐－10 分シダンゴ山－１時間寄バス停
歩程：３時間＋１時間･････４時間

13：00 寄バス停に着く。解散。解散後ロウバ

イ園へ徒歩 15 分。帰りはバスで新松田駅へ。歩き足りない方は車道２時間で渋沢
駅へ。
地図：昭文社“丹沢”
費用：約 2,500 円
申し込み：１月 29 日（木）までに電話、FAX でリーダーへ。

＜＜

No.3,097

山 行 報 告 ＞＞

新高湯温泉～西吾妻山

＜Ｂ＞

パーティ：佐藤(ツ）、吉原、中神、北原、阪本／石川、見目、Ｌ阪本

計８名

10 月 3 日（金）曇。予定通り 13：45 バスで天元台湯本へ。ここから送迎車で
新高湯温泉「吾妻屋旅館」に着き、早速温泉にドボン！
10 月４日（土）曇。予定変更して８：20 のロープウェイ・リフトを乗り継いで
北望台へ。今朝は冷え込んでいてリフトに乗っている間寒さに震えた。９：30 歩
き出し。天気が悪く展望もないので人形石はやめ、石のゴロゴロした歩きにくい
登山道で大巓を越え天狗岩から樹林のなか西吾妻山に着く。頂上は 100 名山だけ
あって登山者が多かった。ここから西吾妻避難小屋へ下り小屋でゆっくり昼食タ
イムにする。今日は展望もないので西大巓はやめて天狗岩から来た道を戻り北望
台からリフト・ロープウェイで天元台湯本へ、送迎車で宿にもどる。
3

北望台９：30 歩き出し－11：40 西吾妻山－12：00 西吾妻避難小屋（12:00～12:40
昼食タイム）－14：20 北望台
10 月５日（月）曇。天元台湯本からバスで、途中上杉神社に寄り市内を散策し
お昼にソバ屋に入り米沢駅へ。三日共曇り空で天気には恵まれなかった。一人だ
け一泊で温泉を楽しんだようでした。

No.3,098

角落山

（阪本

記）

＜Ｂ＞

パーティ：佐藤(ツ）、飯島、村田、南出／宮島、飯田、Ｌ山田(広）

計７名

10 月 11 日（土）晴。横川駅よりタクシー30 分できりずみ館跡へ、昨年廃業と
の事。Ｖ字にえぐられた道を歩き鼻曲山・剣の峰の道標を右へ進む。剣の峰の手
前左が展望良く、浅間隠山、草津白根山、西に鼻曲山、浅間山、本日は噴煙なし。
東の峰を過ぎ、いよいよ 200ｍ程の急な下りとなる。要所にはロープ、鎖があるが、
古そうで心もとない。鞍部より急登をがんばり角落山着。男坂は通行止のロープ
が張られていました。登り始めに一人に会っただけで、静かで、変化あり、展望
ありの楽しい山でした。
９：20 歩き出し－鼻曲山分岐 10：10～20－剣の峰 11：20～45－女坂分岐 12：
30－角落山 13：05～20－剣の峰 14：40～50－きりずみ館跡 16：15 （山田(広）記）

No.3,099

男体山～太郎山～山王帽子山

＜Ａ＞

リーダーの都合で中止しました。紅葉の良い季節の為、道路が混むと予想し日
を変更しようと検討しましたが、都合が合わず中止にしました。

No.3,100

目黒の古社寺巡り（都内のウオ―キング）

パーティ：佐藤(ツ）、吉原、中神、阪本、荒、山田(広）、佐近、村田、南出／
峯原、Ｌ飯田

計 11 名

10 月 15 日（水）曇後雨。10：10 歩き出し。最初に訪れた林試の森公園は高木
が 6,100 本もあり見事であった。木の種類も多く見ごたえがあった。公園を出る
頃から雨になり目黒不動尊にお参りした頃からは本降りとなった。目黒不動尊は
大きく立派であった。雨が強くなったので足を速め五百羅漢寺、海福寺とまわり
最後に大鳥神社に参拝して目黒駅で解散した。
歩き出し 10：10－歩き終り 12：10

No.3,101

牛飼尾根～三頭山

（飯田
＜Ｂ＞

リーダーの都合で中止しました。
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記）

No.3,102 琴平山と船坂山

＜Ｂ＞

パーティ：佐藤(ツ）、大島、神戸／阪本、松井、Ｌ高橋(輝） 計６名
琴平山
10 月 18 日（土）晴。西武秩父駅から野栗沢登山口まで宿の車で送ってもらう。
野栗沢登山口から送電線巡視路をたどって一つ目の鉄塔、二つ目、三つ目の鉄塔
で昼食。等高線で 1.080m の琴平山山頂に「日影山・高くつ山・金毘羅山・1,049
ｍ」の標識が有ったが？？斜面の北尾根を下ると四つ目の鉄塔で、その先も急斜
面が続いた。815ｍ地点かな？と思はれるあたりから傾斜が緩み、展望台の有る車
道に出る。車道を下り小学校前に出て山行終了。
野栗沢登山口 10:15－一つ目の鉄塔 11:05－二つ目の鉄塔 11:35－三つ目の鉄塔
12:00～30－琴平山 12:40－展望台 13:40－小学校前 14:20 宿の車で不二野家へ。
船坂山
10 月 19 日（日）晴。宿の車で仲野沢林道登山口へ（県道 124 号線がＵターン
する 980ｍ点付近）。ゲートから歩き出して一時、頭上送電線の先方に鉄塔が見え
た。仲野沢林道の終わり（白柱有り）から沢に入り、登れそうな右斜面に取り付
き、尾根上に出る。かすかに踏み跡が有り、僅かで 11 号鉄塔に着く。右からぶど
う峠林道が上がってきている。この先赤フが目につき、あっけなく船坂山の三角
点を確認する。紅葉がきれいだった。戻って 11 号鉄塔で時間調整、ぶどう峠林道
を下って県道に出る。
仲野沢林道登山口 8:00－尾根上 8:55－11 号鉄塔 9:10－船坂山 9:50～10:05－11
号鉄塔 10:30～11:10－県道 124 号線 11:25

※ 宿の送迎車 11:30－西武秩父駅

13:10 解散。

No.3,103

（高橋(輝）記）

牛形山・駒ケ岳（岩手県）

＜Ｂ＞

パーティ：吉原、石井、阪本、河野、持田、佐近、石田／阪本、佐藤(正）、見
目、Ｌ佐藤(ツ）

計 11 名

10 月 24 日（金）快晴。宿に不要の荷物を預け夜行バスの寝不足も感じさせず
皆さん元気に歩き出す。宿の周辺や山の下部では紅葉が盛りを過ぎたものの未だ
美しく色付いていた。途中足場の悪い急峻な草付のガレ場を慎重にトラバースし、
鷲ヶ森山から丸子峠に至る分岐に着く。ブナの木も細く低くなりロープのある滑
り易い急斜面を登りきると展望が開け、山頂の見える北尾根に出、露岩帯などを
少し進むと牛形山に着いた。山頂からは展望良く眼下には赤い屋根の我々の宿、
夏油温泉が見え、東南には経塚山、明日登る駒ケ岳、焼石岳などを望み北には岩
5

手山、東には早池峰山・・・と 360°の展望が開けている。下りも皆さん慎重なが
らも快調に予定よりも早く宿に着いた。思ったより緊張するハードな山でした。
早速冷えた躰を秘湯巡りで温める。
登山口８：15－11：05 縦走路との分岐 11：15－11：40 牛形山（昼食）12：40
－14：55 夏油温泉(泊）
10 月 25 日（土）快晴。今日も昨日同様朝から良い天気で元気に歩き出す。駒
ケ岳は牛形山の厳しさと異なり穏やかな山容で最初からモミジが多く赤や黄色の
すばらしい紅葉の中を歓声を上げ乍ら登る。途中下りが続き木道の傍や湿原には
水芭蕉の来春に備えてる小さな芽が沢山あった。沢を何度も渡り返し、高度を上
げ最後の急登で立派な神社の建つ駒ケ岳神社奥宮に着いた。予定より早かったの
でゆっくりと昼食タイムを取った。昨日同様 360°の展望で充分に景色を楽しんだ。
下りも中・下部の紅葉を楽しみ予定通り下山しました。後は昨日同様何ケ所もあ
る露天風呂を楽しみました。
登山口８：10－11：15 駒ケ岳（昼食）12：05－14：50 登山口
10 月 26 日（日）朝食後解散し、全員 10 時発の送迎車で北上駅に向かい市内観
光をして帰宅しました。参加者の皆さん遠い北国までお疲れ様でした。２日間天
候に恵まれ担当としましては内心ホッとしました。有難度うございました。
（佐藤(ツ）記）

No.3,014

葛

老

山

＜Ｂ＞

パーティ：大島、森戸／高橋、飯田、五十嵐、Ｌ新井田

計６名

10 月 25 日(土)快晴。湯西川温泉、道の駅駐車場の警備員の方に熊に注意と言
われ案内板にしたがい木造で階段状の山道に入る。道は整備され時には倒木は有
るが苦にならず標高 810ｍの送電鉄塔で一休み、紅葉は六分程五十里湖が見下ろせ
る。以後道標もあり所々木彫像の河童七福神が見られあずま屋のある葛老山に。
下山は「山頂まで 400ｍ」の道標まで戻り藤原町、栗山村境界の東南尾根に入り
膝ほどの笹と疎林の尾根を外さぬよう薄い踏み跡、境界識、方向を見定めて行く
途中から熊笹は背丈ほどになり灌木も濃くなり 980ｍ峰に。(三角点確認できず)
先もコンパスで方向定め灌木が濃い目の尾根を行く２度方向誤り皆と相談し赤い
テープが見られる東電巡視路に、目安の東電標識杭「三依線５」で送電鉄塔下の
崩れかけた電光型の巡視路を下り擁護壁の鉄梯子で会津西街道に降り川治湯元駅
に。
（東南尾根に入り東電巡視路まで標識、赤付無く他のパーティに遇わず錆びた
飲料缶 1 個を目にしただけの静かな山でした）
歩き出し 10：15－12：00 葛老山－14：00
00 川治湯元駅

980ｍ点 －会津西街道 15：45－16：
（新井田
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記）

No.3,105

多摩丘陵・大栗川から“からきだの道”

パーティ：成田、古屋、島田、村田、南出／山本、Ｌ中神

計７名

10 月 26 日（日）晴。聖蹟桜ヶ丘駅から歩き出し大栗川に出て上流へ。右手は
住宅地で台地上の林は七生丘陵です。たどる右岸には公園・桜並木が点在し、小
学校では秋の運動会。澄んだ川面に鯉・鴨がさかのぼる。前方に多摩都市モノレ
ールが見えてくると川と別れ左折し住宅街の中を進み台地上に広がる大塚公園の
芝生広場に出て昼食。人がまだらな公園を後に車道に出て東中野公園へ。公園内
を通り抜け車道に出て住宅地から「からきだの道」の案内図を見て標高 160ｍの散
策路に入る。左下に住宅地、右手は府中カントリークラブです。階段の上り下り
の道ですが里山の面影を残す丘、南からの微風を受けながら石神の森・お花見広
場・ヤエザクラの原を通り車道に出ます。最後に別所公園の芝生広場のあずま屋
で休憩し京王堀之内駅に向かう。
聖蹟桜ヶ丘駅歩き出し９：50－宮田橋 11：20－大塚公園 11：45～12：20－東中
野公園 13：05－あずま屋 13：40～50－別所公園 14：50～15：05－京王堀之内駅
15：30

（中神

≪

お

知

ら

記）

せ ≫

☆ ２月の山行予告
２月 13 日（金）

ゲレンデスキー

志賀高原

２月 21 日（土）

矢沢～茅丸～市道山

＜Ｂ＞

Ｌ佐藤ツヤ子
Ｌ五十嵐知也

☆ 変更

No.3,110 鉱石山～朝倉山 ＜Ｂ＞はＬの都合により１週間延ばして 11 月 29
日（土）に変更します。
☆ ＴＴＣ記念切手（創立 35 年、40 年、3000 回）の原画の作者である北原淳子さ
んが「木彫＆木版画作品展」を開きます。
2014 年 11 月 25 日（火）～30 日（日）
場所：ギャラリー門（１Ｆ）（青梅市東青梅３－５－12 TEL 0428－23－2400
カルチャーセンター東青梅

ＪＲ青梅駅北口から徒歩３分
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☆ 次の方が入会しました。

佐藤春枝

☆ 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 11 月 30 日（日）までに飯田まで提出して下さ
い。
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