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≪ ５月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,247

滝子山

＜Ｂ＞

Ｌ飯田隆一

５月 12 日（木）７：26 高尾発小淵沢行＝８：28 笹子 ８：40 歩き出し－20 分吉久
保入口－25 分寂ショウ苑の建物－20 分送電鉄塔（笛駒線 83 号）－15 分 932ｍ点－
１時間 35 分稜線－15 分滝子山－40 分浜立山－（1,246ｍ、961ｍを通り）1 時間 20
分林道－40 分笹子駅
歩程：5 時間 50 分＋1 時間 30 分・・・・7 時間 20 分

16：00 笹子駅に着く。

地図：2.5 万図“大菩薩峠、笹子”
費用：約 4,000 円
申し込み：５月 10 日（火）までに電話、ＦＡＸ，携帯メールでリーダーまで。

No.3.248

愛宕神社から金比羅山 ＜C＞

L 高橋輝男

金比羅山のツツジと、樽沢のシャガの群落を見に行きます。
5 月 15 日（日）8:19 新宿発ホリデー快速あきかわ５号武蔵五日市行＝8:47 立川＝8:57 拝島
9:01＝9:21 武蔵五日市

9:40 歩き出し－35 分愛宕神社－25 分 335m 点－１時間金比羅

山－20 分琴平神社－40 分樽沢林道を下ってシャガの群落－40 分樽沢集落を経て武蔵五日
市駅へ。
歩程：３時間 40 分＋1 時間 40 分・・・・ ５時間 20 分
地図：2,5 万図“五日市”

15:00 武蔵五日市駅に着く。

昭文社“奥多摩”

費用：約 1,600 円（新宿起算）
申し込み：5 月 13 日（金）までにリーダーへ。
備考：新ハイ 715 号参照

No.3,249

リーダーは立川から乗車します。

入山尾根から舟山尾根

＜Ｂ＞

Ｌ五十嵐知也

５月 15 日（日）８：12 高尾駅北口１番バス乗り場から美山町行バス＝御屋敷入口
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９：00 歩き出し－琴平神社－一ツ石山（536ｍ）－648ｍ点－今熊山分岐－86 号鉄塔－
509ｍ点－金剛の滝付近－武蔵五日市駅
歩程：約６時間＋１時間・・・・約７時間
地図：2.5 万図“五日市、拝島”
費用：約 2,000 円
申し込み：５月 13 日（金）までにＣメール又は電話でリーダーへ。

No.3.250 鎮守の杜から比良の丘ウオーク
次々と変わる里山の景色を楽しむ

Ｌ中神琳枝

中味の濃い散策を。

５月 22 日（日）西武池袋線小手指駅南口９：00 集合

９：17 発宮寺西行バス＝９：40 糀

谷 ９：50 歩き出し－30 分山乃神神社－15 分比良の丘－25 分砂川源流－35 分狭山観音
31 番－35 分ふれあい湿地－40 分常楽院
歩程：３時間＋２時間・・・・５時間

14：50 常楽院前バス停に着く。

地図：2.5 万図“所沢”
費用：約 500 円（バス代）
申し込み：５月 20 日（金）までにリーダーへ。

No.3,251

筑波山

＜Ｂ＞

Ｌ河野良子

５月 22 日（日）秋葉原８：00 発エクスプレス快速＝８：45 筑波９：00（シャトルバス）
＝９：36 神社入口

９：50 歩き出し－２時間 10 分男体山－35 分女体山－１時間 20 分つ

つじヶ丘バス停

バスで筑波駅へ。

歩程：４時間 05 分＋１時間 30 分・・・・５時間 05 分
地図：昭文社“赤城・皇海山・筑波”
費用：約 3,000 円
申し込み：５月 20 日（金）までに電話、ＦＡＸ，Ｃメールでリーダーへ。

No.3,252

女峰山～大真名子山 ＜Ａ＞

Ｌ飯田隆一

５月 23 日（月）６：20 浅草発東武日光・会津田島行東武快急＝８：26 東武日光
＝タクシー15 分東照宮 ９：00 歩き出し－40 分行者堂－１時間 30 分稚児ケ墓－２
時間 20 分遥拝石－１時間 30 分唐沢小屋（泊）
歩程：６時間＋１時間 30 分・・・・７時間 30 分

16：30 小屋に着く。

５月 24 日（火）６：00 歩き出し－40 分女峰山－40 分帝釈山－50 分富士見峠－50
分小真名子山－25 分鷹ノ巣－１時間大真名子山－１時間 20 分志津乗越－２時間三本
松バス停
歩程：７時間 30 分＋１時間 30 分・・・・９時間
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15：00 バス停に着く。

地図：2.5 万図“日光北部、男体山” 昭文社“日光”
費用：約 7,000 円（日光フリーパス利用）
申し込み：５月 19 日（木）までに電話、ＦＡＸ，ＳＭＳでリーダーへ。
備考：避難小屋装備一式、

≪
No.3,220

２月

の

山

かぶと山・棚山

パーテイ：女性４名、男性１名

行

報

告

≫

＜Ｂ＞
計５名

２月６日（土）今回もタクシー１台に５人。つめこんでこっそり、静かに乗りこむ。
文句も言わずに乗せてくれたので、おつり（30 円）はいらないよと気前よく言って下
車。降りてからＭ氏いわく「大型だから５人まで大丈夫なんだよ」と。ずっとハラ・
ドキだったのに・・・・。いつもの様にサブをＭ氏にお願いし、トップを歩いてもら
う。いつも頼りにしてゴメン！！助かってますよ！！リーダーの私はうしろから。薄
日差す絶好の登山日和。風なし・寒さなし・２月の雪のある山なのに汗をかいて登る。
雪はやや腐り気味で登りは歩きずらく、雪が・・・と嘆いている人もいた。バンド状
に取り巻く岩場では、注意すべき４連のクサリ場はスルリと通過。その後の岩場の方
がいやらしく注意して歩く。下山後は入浴ということに意見がまとまり、棚山からほ
ったらかし温泉へのルートを下山。温泉はＰに車がズラリ。おまけに観光バスも２台
到着している。混んでいそうと入浴はＰass。下山口に、クマ出没注意！！の真新しい
看板を発見。えっ？クマ、まだ冬眠中じゃないの？いやいや近頃は冬眠しない生意気
なクマがいるらしいですよ。雪の甲斐駒・北岳・赤石・聖がきれい。そして白い風船
の様に浮かぶ富士も素晴らしい。＜日常のどこまでも繰り返しの家事＞とか＜社会人
らしき生活の細切れの時間の使い方＞とは違った日。たった一日のことであったとし
ても、終日山を歩く。そのことだけに費やされる時間の経過のあたたかみを、愛おし
い程に大切にしたい、と、いつも山を歩き乍ら想う。
―――いい山歩きでした―――。―――いい一日でした―――。
歩き出し 10：00－かぶと山 11：45－955ｍピーク 12：20－神峰 13：45－棚山 14：
10－ほったらかし温泉ゴール 16：00

No.3,221 ゲレンデスキー
パーテイ：女性３、男性３名

（神戸 記）

妙高杉の原・池の平
計６名

２月８日（月）晴。予定通り宿の迎車でチェックインし、身支度をしてシャトルバス
で池の平スキー場に行き昼食後 16 時のシャトルバス迄ゲレンデスキーを楽しんだ。
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平日なのでゲレンデは空いているが、ほとんどが若者でボードばかり、スキー客は少
ない。天気が良かったので初日としては皆さんかなり滑ったと思います。
２月９日（火）曇後雪。担当のミスでシャトルバス乗り場で 40 分も待ち（土・日運
行と間違えました）、９時半ころ杉の原スキー場に着いて、ゴンドラで国際スキー場の
方へ移動し、昼食の場所を決めて、それぞれの体力・技術に合わせ、３人ずつ分かれ
て滑降しました。昼頃から天気が悪くなり、バス乗り場に戻る時はホワイトアウト状
態になり、かなりビビり乍ら移動しました。今日は展望もなくただひたすら滑った・・・
と云う所でしょうか。
２月 10 日（水）昨夜から降り続いた雪が朝食後もまだ止まないので、このまま帰京
する組と池の平に滑りに行く組と意見が分かれたのでＬの判断で
「解散」
としました。
後に連絡を受けたのでは池の平に行った２人は天気も回復し、午前中滑降を楽しんだ
そうです。良かった！！
今年からシャトルバスは片道 500 円かかるようになり（路線バスは 310 円）、来年か
らは利用し難くなりました。
例年に比べ今年は何れのゲレンデも雪が少ないのですが、
今回は降雪も有り、それなりに滑る事が出来ました。お疲れ様でした。 （佐藤（ツ）
記）

No.3､222 土俵岳

＜Ｃ＞

雨天の為中止しました。

No.3,223 大山

＜Ｂ＞

パーテイ：女性４、男性２名

計６名

２月「21 日（日）霧。昨年大雪の為に中止した計画です。今年は頂上近くの北側には
雪がありましたが、ルート上にはありませんでした。少し雪があった方が楽しいので
すが思う様にはいかないものです。
霧の中、木々がシルエットで浮かび上り、木と対話しつつ登る。山頂で北風をよけつ
つお昼にする。ヤビツ峠の少し手前でやっと視界が開け、伊豆半島、江の島、三浦半
島も見えました。大山は初めての方もいたので、少しでも海が見えて良かった。蓑毛
までは、落石や崩れが以前より多くなっていました。
大山ケーブル下バス停歩き出し８：40－見晴台 10：25～30－大山 12：00～30－ヤビ
ツ峠 13：30～45－蓑毛バス停 14：50

No.3,224

（山田（広） 記）

武藏水路からさきたま古墳公園・忍城址

パーテイ：女性７、男性１名 計８名
２月 21 日（日）晴。駅北口を出て案内板に従い武蔵水路に出る。水路沿いに北に進
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み国道 17 号を越えると、さきたま緑道の遊歩道になります。強い向かい風にピッチ
を落して歩き、正面に男体山の勇姿を望みます。右手に田園風景が広がり、気が付く
と道の傍らにさまざまなメッセージを携えた彫刻が次々に現れ全部で 56 点を数える。
案内に従い右へさきたま古墳公園に向かう。入るとすぐ右手に古墳があるが、先に進
んで大きな墳丘がせり上がる芝生広場で風をよけて昼食。ウメ香る園内を道なりに進
みさきたま史跡・博物館に入り数々の出土品に古代への思いを馳せ、又、展示室の中
央に据えられたガラスのショーケースの中には「国宝金錯銘鉄剣」が封印されていて
見る人達の心を熱くする。この先は行田市方向に館内を出て古墳通りを歩き水城公園
から忍城へ。きれいに整備された城内から郷土博物館に入り貴重な出土品、日本で唯
一の旗を立てた馬の埴輪などを見てから「御三階櫓」に上がり行田市を一望し、赤城・
秩父連山と眺めを楽しみます。館内を出てバスで秩父鉄道行田駅へ。
北鴻巣駅９：45－古墳公園 12：00～45（昼食）－博物館 13：00～50－水城公園 14：
45～15：00－忍城 15：10～16：00－バス停 16：10

No.3,225

（中神 記）

斑尾高原ゲレンデスキー・スノーシュー

パーティ：女性７、男性３名

計 10 名

２月 23 日（火）晴。飯山駅から宿の車で「ロッヂたるもと」へ。今日は天気が
良いので予定を変更して全員で斑尾山にスノーシューをはいて登ることにする。早
めの昼食を済ませ 11：30 出発。二本のリフトを乗り継ぎ前山を越え斑尾山へ。小
休止をして展望台へ進み野尻湖を見おろし妙高山を正面に黒姫、赤倉のスキー場等
大パノラマ楽しみ来た道を戻りタングラムスキー場と斑尾スキー場の境界尾根から
の冬景色に足を止め、急な樹林の中をくだりゲレンデの端を歩き駐車場に着き 16：
00 に宿に戻った。
11：30 出発－12：30 斑尾山－13：30 境界尾根－15：30 ゲレンデ－16：00 宿
２月 24 日（水）雪後晴。９：30 ゲレンデへ。一日スキーを楽しむ。午前中雪が
ちらついていたが午後からは太陽が顔を出していた。雪景色を眺めながら 15：00
宿に戻る
「スノーシュー組」 深夜から雪が 15 ㎝程つもり朝のうちまだ雪が降っていた
ので２時間も歩いたら終わりにしてもとオーナーに伝えるがスノーシューをはいて
歩き出したら楽しくなった。のぞみ湖の上も少し歩く。休憩時、オーナーが短いリ
スコースにするか、ながい熊コースにするかと聞かれる。雪も止み欲が出て来て少
しでも雪の上を歩きたい人が多く熊コースをお願いする。新雪の上をフワフワ、う
さぎになった気分で最高でした。キツネの足跡も教わり充分満足し、宿に戻って昼
食。

（河野 記）

２月 25 日（木）雪後晴。「スノーシュー組」のぞみ湖のうさぎコースを２時間程
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歩きスキー場のレストラン白樺で昼食を済ませて宿に戻った。

（菊地 記）

９：00 ゲレンデへ。昨日と同じような天気。昨夜降った雪を蹴散らしながら滑る。
気持ちいい！12：00 まで滑り宿へ。帰り支度をして宿の車で飯山駅へ、解散。14：
49 の新幹線に乗る。にぎやかな三日間でした。

No.3,226

（阪本 記）

蕨山

パーテイ：女性３、男性３名

計６名

２月 27 日（土）晴。今日は暖かいとの予報だが陽のあたらない所は寒かった。林道
からの登りはきつく尾根に乗ってひと段落。段々と岩っぽくなってきて急登が続くが
木の根やザイルに掴まり登る。地形図で蕨山と呼ばれている所に着き、最高点に行く
とケルンだけがあった。東に進み大きく蕨山と書いてあるところで昼食にした。下り
は暖かい尾根なのでのんびり行く。大ヨケの頭から金毘羅山までは時間が掛かった。
神社からさわらびの湯に下り丁度来たバスに乗り飯能駅に向かった。蕨山付近だけ少
し雪があった。
名郷バス停歩き出し９：30－林道終点９：50－尾根 10：20－蕨山 11：40－（昼食 11：
45～12：20）－藤棚山 12：40－大ヨケの頭 13：20－中登坂 13：45－金比羅山 14：
05－金比羅神社 14：20－さわらびの湯 15：00

No.3,227

とびおさん

は すげやま

鳶尾山から八菅山

パーティ：女性 10、男性５名

（飯田 記）

＜Ｂ＞

計 15 名

2 月 28 日（日）晴。ハイキングコースの入口で、地元の方から野猿に注意してと声を
掛けられ、215 段の階段を登り切って金比羅山の展望台に着く。鳶尾山までは開放された
気分の良い道が続き、山頂で歴史の有る三角点に触れる。いこいの森広場まで下り、登り
返して八菅展望台。七尾山の三角点を探してから上荻野バス停に向かつた。
鳶尾山バス停歩き出し 9:45－展望台（213m）10:20～35－鳶尾山 11:10～40－いこいの森広
場 12:15－八菅展望台 12:35～13:00－ゴルフ場入口 13:30－上荻野バス停 14:00
（高橋（輝）記）

≪

お

知

ら

せ

≫

☆ 総会の議題 議題２）に次を追加します。新役員の提案：佐藤正信、森戸ふみ
☆ ６月の山行予告
６月７日（火）～10 日（金） 北海道礼文岳
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＜Ｃ＞

Ｌ佐藤ツヤ子

４泊５日 ６月７日 18：30 稚内の宿集合
６月 10 日午前中稚内観光後解散
（参考）往路（７日）札幌 12：30（特急サロベツ）＝旭川 14：08＝18：10 稚内
復路（10 日）稚内 13：45（特急サロベツ）旭川 17：35＝19：08 札幌
稚内迄の飛行機が購入出来ればベストですが難しいとおもいます。飛行機は２か
月前に予約すると易いので４月６日迄に予約して下さい。島内では礼文岳盗聴・
レブンアツモリ草群生地・岬めぐり、桃岩コースなどをよていしています。Ｌは
旭川から列車利用を予定しています。
６月 28 日（火）～30 日（木）苗場山から佐武流山 ＜Ａ＞ 飯田隆一
☆Ｎｏ．3,244 若見山と富士山と温泉 は都合により中止します。
☆ 次の方々が入会しました。
Ｎｏ．571 岩松正昭 、Ｎｏ．572 徳永智恵
☆ 個人山行のお誘い （飯盛山）
５月７日（土）12：38 高尾発小淵沢行＝14：36 長坂－25 飯島さんのコテージ（コ
テージでディナーパーテイ）（泊）
５月８日（日）全員で用意して朝食、掃除 ９：30 タクシーで清里駅へ。

10：

00 歩き出し－40 分平沢－１時間 20 分飯盛山－45 分獅子岩－１時間野辺山駅
歩程：４時間
費用：約 9,000 円（交通費＋コテージ利用台 1,000 円＋食材費）、５月７日よりジ
パング利用可
申し込み：４月９日（土）までに電話、ＦＡＸで山田（広）まで
備考：８日の行動食は各自ご用意ください。雨天の場合は泊りのみ。

☆ ５月の役員会は５月４日（水）練馬区役所 19 階 1905 室 18：00～20：00 です。
☆ ６月の山行計画及び山行報告を３月 31 日（木）までに飯田まで提出して下さい。
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