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≪ 8 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,354

黒姫山と戸隠キャンプ

＜Ａ＞

Ｌ

神戸千賀子

今年の山の日は黒姫山登山です。戸隠キャンプ場にテントで２泊します。山の
日は山で過ごしませんか。
８月 11 日（金・祝）新宿場バスタ発７：55＝11：38 長野駅 13：33 発バス＝15：
00 戸隠キャンプ場。（テント泊）
８月 12 日（土）歩き出し６：00－４時間大橋林道、新道経由黒姫山頂（2,053.4
ｍ）－３時間ピストン又は東登山道経由で黒姫駅＝バスでキャンプ場へ。（テン
ト泊）
歩程：７時間＋２時間･････９時間

15：00 戸隠キャンプ場バス停着

８月 13 日（日）ゆっくりテント場出発、近辺散策後帰路へ。
16：00 長野発＝19：47 新宿着
地図：2.5 万図“信濃柏原”

昭文社“妙高・戸隠”

費用：戸隠高原フリー切符 8,700 円（５日間有効）、テント設営費 1,500 円＊
２＝3,000 円
申し込み：７月 20 日（木）までにリーダーへ。バスチケットは各自で（京王バ
ス予約センター03－5376－2222）「戸隠高原フリー切符」を購入して下さい。
備考：持ち物は各自テント泊用具一式。食事（テント場）は共同でしたいと思
います。コインシャワーあります。売店もあります。

No.3,355

箱根 明星ヶ岳から塔ノ峰

＜Ｃ＞

Ｌ

高橋輝男

８月 20 日（日）JR 小田原駅改札口前８：30 集合 ９:05 湖尻、桃源台行バス＝
９:40 宮城野橋 10:00 歩き出し－25 分登山口－1 時間大文字焼火床－15 分明星ヶ
岳－1 時間 40 分塔ノ峰－50 分塔の沢駅
1

歩程：４時間 10 分＋２時間･････６時間 10 分

16:10 塔の沢駅に着く。

地図：2.5 万図 “箱根 関本”
費用：約 3,000 円（新宿起算）
申し込み：８月 18 日（金）までにリーダーへ。
備考：＜Ｃ＞ですが明星ヶ岳の登りがちょっとキツイ？かも。
小田急新宿６：51 小田原行き＝８：25 小田原
JR 品川７:10 熱海行＝８：26 小田原

No.3,356

半月山

＜Ｃ＞

Ｌ

佐藤正信

上を見上げれば男体山・見下ろせば中禅寺湖・風が有れば赤トンボの季節かな？
８月 26 日（土）
☆ 浅草６：44 発（1 番）東武スカイツリー区間急行（南栗橋行）＝春日部７：
36＝７:53 南栗橋８：00＝９：16 東武日光 （参考 1,358 円）
☆ JR 大宮７：13（快速ラビット）＝８：18 宇都宮８：23＝９：11JR 日光（参
考 2,268 円）
バス JR 日光駅前９：32 分発＝東武日光駅前９：35 分発＝10：20 着中禅寺溫泉
バス停集合（1,150 円）10：30 分中禅寺溫泉（1280m）歩き出し－1 時間 25 分茶の
木、明智平分岐

1,617.8ｍ－1 時間 10 分狸山～半月山

月峠－40 分狸窪－1 時間中禅寺溫泉バス停

1,753.1ｍ－1 時間半

(解散)

歩程：５時間 15 分＋１時間 35 分･････６時間 50 分
地図：昭文社“日光”
費用：約 5,000 円
申し込み：８月 24 日（木）迄電話・ショートメールで（佐藤）天気予報：山の
天気 50％で中止か、翌日かを決めます。

No.3,357

穂高岳周辺

＜Ａ＞

Ｌ

五十嵐知也

昨年２回計画して、いずれも天候不良のため中止したプランです。メチャコミの
時期を避けてリベンジします。
８月31日（木）７：00新宿発スーパーあずさ１号＝立川７：21＝９：39松本バス
10：15発＝12：00上高地－16：00頃横尾着（テント泊）
歩程：３時間＋１時間･････約４時間
９月１日（金）横尾９：00－涸沢13：00頃着（テント泊）
歩程：３時間＋１時間･････約４時間
９月２日（土）涸沢７：00－３時間30分北穂高岳－２時間30分奥穂高岳山荘15：
00頃着（小屋泊）
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歩程：６時間＋２時間･････約８時間
９月３日（日）奥穂高岳山荘７：00－50分奥穂高岳－３時間20分前穂高岳往復－
30分奥穂高岳山荘－２時間涸沢

15：40頃着（テント泊）

歩程：６時間40分＋２時間･････約８時間40分
９月４日（月）涸沢７：00－１時間40分屏風の頭－２時間40分新村橋－２時間20
分上高地

15：00頃着＝松本

歩程：６時間40分＋１時間20分･････約８時間
費用：約30,000円
申し込み：８月10日（木）までにリーダーへ。

≪
No.3,337

5 月 の 山 行 報 告

鶏鳴山と笹目倉山

≫

＜Ｂ＞

リーダーの都合で中止しました

No.3,338

一葉記念館～子規庵～谷中霊園ウォーク

パーティ：女性７名、男性４名
５月 10 日（水）曇り時々小雨

計 11 名
三ノ輪駅の近くの目黄不動尊（永久寺）へバラ

が咲いていると思い都電三ノ輪橋駅（東京さくらトラムと改称）から淨閑寺（投
げ込み寺・永井荷風の墓）を後に一葉記念館へ（見学時間 30 分）航空関係者がお
参りに来る飛不動へ鷲神社を通り池波正太郎記念文庫を見学し小野照崎神社の富
士塚（国指定有形民俗文化財）を見て豆腐料理の笹乃雪へ。ゆっくりとランチ食
後、子規庵（正岡子規旧居）へ。上野の杜を通り旧吉田屋酒店から谷中霊園へ徳
川慶喜公や時間の余裕が無いものの有名人数名の墓、天王寺五重塔跡を通り日暮
里駅にて解散。天候が心配でしたが霧雨程度ですみゆっくりと歩けました。今回
は地元の峯原さんにガイドをお願いし助かりました。
歩き出し 10：00－10：30 一葉記念館着（30 分見学）－11：30 池波正太郎記念
文庫－12：00 小野照崎神社－12：15 笹乃雪（昼食）13：35－13：45 子規庵－14：
40 旧吉田屋酒店－14：55 谷中霊園 15：25－15：35 日暮里駅解散
（集合写真入用の方は一報を）

No.3,339

（大塚

おのくぼ ご ぜんやま

大田峠から斧窪御前山

＜Ｃ＞
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記）

パーティ：女性７名、男性２名

計９名

５月 14 日（日）曇り。センダイムシクイの鳴き声を聞きながら大田峠まで登る。
何の目印もない平らな所だった。これから向かう北西には笹が茂っていて、その
先が思いやられる。昨日の雨で濡れている笹を払いながら、落ち葉で隠れている
踏み跡を探しつつ緩やかな登りを続ける。巡視路が現れるとわずかで 39 号鉄塔だ
った。少し北に下ると「銃猟禁止区域」の看板が有り、左に曲がって下り切ると
巡視路用標識「左 40 号、後方 38・39 号」が有った。再び左に曲がりひと登りで
40 号鉄塔に着く。ヨソ木山から南南東の尾根に取り付いたが、広い急斜面で尾根
だという実感が持てず不安だったが、尾根らしくなって道路公団の２級基準点や
小さなテレビアンテナを見てコースを外さなかったと安心する。下り切った鞍部
に「４号鉄塔」の標識が有り、前に進む。尾根上で４号鉄塔（右、西）へは行か
ず左（東）に尾根を下り目の前の御前山に最後の急登で登り着く。山頂から急降
下し、フカフカの落ち葉の中を歩けば斧窪集落で今日の山行の終了です。
梁川歩き出し８：50－碩大田峠９：40～50－39 鉄塔 10：50～11：00－40 号鉄塔
11：10～40－ヨソ木山 11：50－鉄塔４号分岐尾根上 12：35－斧窪御前山 13：00
～25－登り口 13：50－14：20 梁川駅

No.3,340

（高橋(輝）記）

大平山から嵐山渓谷

パーティ：女性３名

計３名

５月 23 日（火）晴。駅西口から住宅街を抜け国道 254 号に出る。暑い日が照り
つけ一汗かきながら農産物直売所に着き休憩。Ｌの地図読みと暑さで、オーバー
タイム。ゆるい上りの遠山道を西に進み道路沿いの日陰で昼食。右手に嵐山渓谷
への下りを分けて、わずかな上りで大平山登山口に着く。山道は良く整備され桜・
ツツジが植栽されていて、展望のよい場所にベンチもある。山頂からわずかで展
望台に出る。あずま屋があり休憩。下山は嵐山渓谷遊歩道に下る。往路を下り遊
歩道入口に着くと新しい清潔なトイレがある。谷川橋から歩道を進むと、槻川の
河原に出てしまい、谷川橋に戻り案内板を見て、大平山麓の嵐山渓谷遊歩道を進
むと、白い花が散り敷く道で花はエゴノキ。六月は白い花の季節・緑濃い山道で
は花が目につく。大平山登山路の登り口を過ぎると、林の中に休憩舎があり、そ
の先に与謝野晶子の歌碑がある。岩の間を流れる清流を眺めながら、遊歩道をの
んびりと歩き千住堂の集落についた。この先で槻川は都幾川に合流し、この先は
都幾川に沿った歩道を歩き、ふる里歩道の菅谷館跡につく。菅谷館跡は畠山重忠
の居城の跡で土塁や外堀が残っている。公園風の中を散策し塚の上にある重忠公
の前に。オオムラサキの絵がはめこまれた歩道を通り武蔵嵐山駅に。
武蔵嵐山駅歩き出し 10：10－昼食 11：50～12：15－大平山展望台 13：00～20
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－武蔵嵐山駅 16：30

No.3,341

（中神

日光高山

記）

＜Ｃ＞

パーティ：女性 12 名、男性３名

計 15 名

５月 27 日（土）晴。会報作成後に予定の浅草発７：10 の快速が運航中止とな
り、連絡等で参加者の２名と連絡が取れず御迷惑をお掛けしましたが、何んとか
全員揃い、滝上バス停を予定通り歩き出すことが出来ました。天気も良く、爽や
かな空気と新緑に包まれのんびりペースで登り出しました。緩やかな登りで唐松
の林を抜け尾根の鞍部に出ると大きなブナの木が多く更に登るとアズマシャクナ
ゲの群生があり、美しいピンクの花が今を盛りに咲いており歓声が上がります。
山頂は樹林に阻害されて男体山や中禅寺湖が少し見える程度でしたが小広くゆっ
くりと昼食タイムを取りました。頂上からの下りはシロヤシオの群生地でシャク
ナゲ同様満開の花の下を歓声を上げる人、写真を撮る人それぞれに楽しみました。
葉の緑とシロヤシオの白、それに混じってトウゴクミツバツツジのピンク・・・
素晴らしいグラデーションを堪能しました。熊窪を過ぎ右に中禅寺湖を見ながら
赤岩への道もシロヤシオ、トウゴクミツバツツジが満開で今回の花観賞の山行目
的はバッチリと果せ、担当としては大満足でした。竜頭の滝バス停に予定より早
く着き解散しました。
滝上バス停歩き出し 11：00－12：30 高山（昼食）13：05－14：15 熊窪 14：25
－16：38 竜頭ノ滝バス停（解散）

No.3,342

五郎山と小川山

（佐藤(ツ）記）
＜Ａ＞

リーダーの都合で中止しました。

≪

お 知 ら せ
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≫

☆ 変更のお知らせ
東武鉄道の時刻表の変更で 7 月の霧降高原歩道の時刻の変更をいたしました。よ
ろしくお願いいたします。
No.3,352

霧降高原歩道

＜Ｃ＞

Ｌ

高橋輝男

7 月 23 日（日）７：15 浅草発（スカイツリーライン・区間急行南栗橋行）＝７：
33 北千住＝８：05 春日部＝８：22 南栗橋８：46（新栃木行）＝９：24 新栃木９：
45（日光行）＝10：38 東武日光 10：50（霧降高原行バス）＝11：10 霧降高原歩道
入口
ＪＲ利用の場合は８：00 上野快速ラビット＝９：29 宇都宮９: 32＝10：21ＪＲ
日光 10：47（霧降高原行バス）でも可能。
11：30 歩き出しで、歩程５時間 30 分とした場合、17：00 頃日光駅に到着の予
定となります。日光からの浅草までの所要時間は約３時間です。
☆ ９月の山行予告
９月 16 日（土）～20 日（水）

姫神山、七時雨山、かぶと明神岳、岩木山
Ｌ神戸千賀子

☆ 次の方が入会しました。
No.579 中島

孝

☆ ８月の役員会は８月２日（水）練馬区役所 1906 室 18：00～20：00 です。
☆ ９月の山行計画及び山行報告を６月 30 日（金）までに飯田まで提出して下さ
い。

6

