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≪ 9 月 の 山 行 計 画 ≫
ほうきょうさん
宝篋山

＜Ｂ＞
L 河野良子
関東平野の実りの秋を楽しみましょう。
９月３日（日）８：30 秋葉原発つくばエクスプレス（快速）＝８：41 北千住＝
９：15 つくば＝９：30（小田シャトルバス３番）＝小田休憩所 10：30 歩き出し
－12：35 宝篋山 13：00－14：30 小田休憩所 15：04 発つくば行シャトルバスに
乗車、つくば駅で解散
歩程：４時間 05 分＋１時間 30 分･････５時間 35 分
地図：Ｌが用意し当日参加者に渡します。
費用：約 3,000 円（秋葉原起点）
申し込み：９月１日（金）までにＦＡＸ、メール、電話でリーダーへ。
備考：登りは小田城コース、下山は極楽寺コースです。
No.3,358

＜Ｂ＞ Ｌ 森戸ふみ
９月 10 日（日）７：30 秋葉原発つくばエクスプレス（快速）＝８：16 つくば
８：30 つくばバスセンター発＝筑波神社９：30＝９：40 発ケーブルカーで御幸ケ
原 紫峰杉（樹齢 800 年）見学。10：00 歩き出し－20 分男の川分岐－１時間鬼ケ
作林道－20 分女の川－１時間 30 分女体山－20 分御幸ケ原
歩程：３時間 30 分＋１時間･････４時間 30 分
地図：昭文社“赤城・皇海・筑波”
費用：筑波山キップ 4,300 円がおトクです。（つくばエクスプレス各駅で発売）
申し込み：９月８日（金）までに電話・ＦＡＸ・Ｃメールでリーダーまで
備考：バスは 30 分毎に出ます。ケーブルは１時間に３本（毎時 00,20,40 分（16：
No.3,359 裏筑波男の川を下り女の川を登る
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40 終了）
＜Ｃ＞ Ｌ 佐藤ツヤ子
残暑の残るこの時期、標高 1,000ｍを越え芦ノ湖からの涼風を期待し、富士山や
駒ヶ岳の景色を眺めながら、のんびりと夏の暑さから逃れて静かなハイキングを
楽しみましょう。
９月 16 日（土）新宿（小田急線）６：51（急行４番線）＝８：32 箱根湯本＝
８：50（３番線発アウトレット行き箱根登山バス）＝９：30 乙女口 ９：40 歩き
出し－40 分乙女峠－35 分丸山－30 分長尾峠－１時間 05 分芦ノ湖展望公園－35 分
桃源台バス停（解散）（箱根湯本駅迄バス約 45 分）
歩程：３時間 25 分＋１時間 15 分･････４時間 40 分
地図：昭文社“箱根”
費用：約 5,000 円（新宿起点）
申し込み：９月 14 日（木）までにリーダーへ。
備考：雨天中止の場合は前日連絡します。行きは７：05 バスタ新宿発小田急箱
根高速バス箱根園行き＝９：02 乙女口でも可
No.3,360
No.3,360 箱根外輪山（丸岳・芦ノ湖西岸）

＜Ａ＞
Ｌ 神戸千賀子
岩木山神社奥宮（岩木山頂 1,625ｍ）のお山参詣神事に同行するカモシカ山行で
す。
９月 19 日（火）弘前駅集合 22：00＝バスで 40 分神社登山口－４時間 30 分岩
木山山頂－神事の隊列と共に御来光参詣、のち一緒に下山。
歩程：４時間 30 分＋１時間 30 分･････６時間
９月 20 日（水）隊列と共に正午頃下山。のちバス・JR 奥羽本線・東北新幹線
で東京へ。
地図：昭文社“十和田・八甲田・岩木山” 2.5 万図“岩木山”
費用：35,000 円位（ジパング利用の場合）
申し込み：
申し込み：９月 15 日（金）までにリーダーへ。
備考：リーダーの都合とお山参詣神事の日程とで、カモシカ山行となり＜Ａ＞
になってしまいました。
JR チケットは各自購入して下さい。（東北新幹線は新青森まで。新青森から弘
前までは奥羽本線）弘前から岩木神社登山口までは、夜でも臨時バスが運行する
そうです。（時刻は現時点で未定）
リーダーは９月 19 日（火）仕事を終えてから東北へ向かいます。時間・日程（前
日まで３連休）に余裕のある方は、自由行動でもいいでしょう。
No.3,361
No.3,361 岩木山
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Ｌ 飯田隆一
９月 22 日（金）10：00 京王線柴崎駅集合（新宿＝約 20 分つつじケ丘＝２分柴
崎）歩き出し－衹園寺－深大寺自然広場（野草園）－青渭神社－深大寺－神代植
物公園－深大寺バス停（バスで京王線つつじケ丘駅）
地図：当日参加者にお渡しします。
費用：約 1,000 円
申し込み：前日までに電話、ＦＡＸ メールでリーダーへ。
備考：昼食は深大寺そば（雀のお宿、門前そば、嶋田や、一休庵、玉乃屋など）
No.3,362 深大寺・神代植物園ウォ
深大寺・神代植物園ウォーク

Ｌ 中神琳枝
９月 24 日（日）10：00 相鉄線鶴ヶ峰駅北口集合 10：10 歩き出し－５分緑道
入口－25 分出口－５分国道 16 号－20 分白根不動堂・白根公園周遊１時間 20 分－
15 分国道 16 号－40 分鶴ヶ峰駅
歩程：３時間 10 分＋１時間 50 分･････５時間 15：00 鶴ケ峰駅に着く。
地図：2.5 万図“横浜西部”
費用：約 1,000 円（品川記算）
申し込み：９月 22 日（金）までにリーダーへ。
No.3,363 白根不動の滝

＜Ｃ＞ Ｌ 高橋輝男
９月 30 日（土）７：45 東武東上線池袋発急行小川町行＝8８：54 小川町９：12
白石車庫行バス＝９：20 切通 ９：40 歩き出し－25 分石船様（内出の北北西の郡
界尾根上 230ｍ点）－20 分、308ｍ点－30 分タカハタ（407ｍ点）－25 分、330ｍ
点－15 分萩帯林道－20 分三差路－30 分リュウゴッパナ（493.3ｍ）－15 分物見山
（460ｍ）－1 時間 20 分和紙の里(学校入口バス停）
歩程：４時間 20 分＋２時間…６時間 20 分 16：00 学校入口バス停に着く。
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”2.5 万図“安戸”
費用：約 2,500 円（池袋起算）
申し込み：９月 28 日（木）20：00 までにリーダーへ。
備考：新ハイ No.668 号「比企と秩父の郡界尾根」参考
No.3,364 タカハタからリュウゴッパナ

≪

６ 月 の 山 行 報 告
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≫

No.3,343 せせらぎ菖蒲園から水子貝塚ウォ
せせらぎ菖蒲園から水子貝塚ウォーク

：女性５名、男性１名 計６名
晴。線路沿いに坂を下り西側の台地にある八ケ上遺跡の水路の
公園を一周して江川親水公園に入る。池・せせらぎ・湧水・あずま屋があり休憩。
県道に上がり信号を渡って江川の左岸をたどる。豊かな田園風景が広がり透きと
おる流れの江川に小魚が群れ足音に素早く反応する。草の生えた野道を進むが分
岐の橋を行過ぎ寿橋からせせらぎ菖蒲園に入る。緑に覆われ芝生広場・菖蒲田・
花壇やアジサイもあり花に目が和む。寿橋まで戻り橋を渡り江川の堤上を進み、
うずら橋に着く。小広い林の下にベンチがあり、水田地帯の眺望と西に多摩の山々
を望み昼食。さわやかな風の中・新河岸川右岸をたどり第一新河岸橋を渡り祭り
ののぼりがはためく道を進み難波田城公園に着く。園内は出店が並び大賑わいで
す。園内は古民家・水堀・土塁・水塚・資料館などがあり歴史と自然が息づく。
この先はバス通りを歩き道標で道なりに歩き新河岸川を渡り台地上を登り、国指
定史跡水子貝塚公園の向かいにある大應寺に入り三角点を。貝塚公園に入り縄文
前期の貝塚約 50 が分布し竪穴住居も発見されている広場で休憩後・竪穴住居の内
部に入り復元された縄文時代の人々の暮らしの様子に当時をしのびます。この先
はバスで志木駅へ。バス停で解散。
みずほ台駅 10：10－江川親水公園 10：30～45－せせらぎ菖蒲園 11：15～35－鶉
橋 11：55～12：25（昼食）－難波田城公園 12：55～13：40－大應寺 14：25～35
－水子貝塚公園14:37－バス停15:00
（中神 記）
パーティ
パーティ
６月４日（日）

NO.3344 川乗橋～
川乗橋～川苔山～
川苔山～赤杭山

＜Ｂ＞

：女性５名、男性４名 計９名
晴れ。気温が 31℃以上になる予報の中で奥多摩駅はごった返

パーティ
６月 10 日（土）

していた。
５月の連休は臨時バスが五日市から３台まわして来たが、土、日は１台で、駅前
は乗り遅れた人が長蛇の列、男性３人は運良く１台のタクシーを捕まえて 10 分遅
れて川乗橋で全員集合、９：00 スタートに間に合った。百尋の滝、昼食、その間
２度の休憩で風と花と数々の滝を見て頂上に着く、頂上・ 1363.3ｍは５才児の居
るパーティから花に興味の無い若年層までがごった返していた。頂上は 10 分程度
で赤杭尾根に向かう。赤杭山・の標識を確認して尾根を下りモミジイチゴの林道
に着くがイチゴは一週間早かった。宝石色のモミジイチゴを食べ飽きた。686ｍス
マド山川井方面からの点線を歩いて古里駅に向かう予定が廃道で断念、直接川井
駅に変更 17：00 駅解散。（曲ヶ谷北峰からは会う人も無く、山あじさいの白を基
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とした花々、アサガラの花の香りが風に乗って全身に浴び、暑さを忘れたひと
時が思い出される）
川乗橋 9：00－10：40 百尋の滝－12：00 昼食 12：30－川苔山頂上 13：05－15：
00 赤杭山－17：00 川井駅
（佐藤(正）記）

調

No.3,345 雲取山～三峰神社

＜Ａ＞

：男性４名 計４名
晴、夜は雨。夕方から雷雨の気象予報がありテントをやめ小屋
泊りに変更した。雷雨を気にしてかなり早いピッチで歩き奥多摩小屋のテン場に
着いた。つかれたが、黒い雲が出てきたので、息を切らせて小雲取山を登り、ま
き道に入ったら遠雷が聞こえた。
雲取山荘に着き、小屋前のベンチでビールと夕食を終えたところで雨が降り始
めた。小屋に入りコタツのある個室で快適に眠りについた。
６月 17 日（土）晴。濡れたベンチで簡単な食事とコーヒーを済ませて出発した。
廃屋となった雲取ヒュッテの前を過ぎ、やはり廃屋の白岩小屋に至った。小屋裏
から今日一番の展望を楽しんだ。遠くに白い南アルプス、黒い甲武信岳、そして
眼前には大きな和名倉山だ。
この辺りから若い登山客が続々と歩いてくる。さすが百名山人気、土曜の夜は
小屋もテン場も満杯だ。今日は雨の心配もなくゆっくり歩き、休憩もたっぷりと
った。それでも 11 時には三峰神社に着き、安全登山の祈願をしてゆっくり神域を
散策してから西武秩父行のバスに乗った。
６月 16 日（金）鴨沢バス停９：30－奥多摩小屋 13：30－雲鳥山荘 15：10
６月 17 日（土）雲取山荘６：00－白岩小屋８：00－三峰神社 11：10－バス停
12：30＝西武秩父駅 13：45
（五十嵐 記）
パーティ
パーティ
６月 16 日（金）

No.3.346 六国見山から散在ヶ池森林公園

＜Ｃ＞

：女性６名、男性３名 計９名
。住宅地の外れ六国見山森林公園から左の山道に入り、斜面
を登り切ると展望台で浅間大神の石碑が有った。これ以上の高みはなく、ここが
六国見山の山頂か？尾根道を 80ｍほど東へ行くと稚児塚が有り、その先 200ｍ程
で道の真中に三等三角点標石が有り傍らに「六国見山」の標識（何でここに？）。
尾根を下り切ると住宅地で、Ｙさんの住宅地詳細図を頼りに散在ヶ池森林公園南
口に向かう。Ｓさんと合流、パノラマの小径、のんびり小径を散策して北口に下
った。午後 1 時からの激しい雨の予報が有ったので予定変更、せせらぎの小径か
ら北口に出てバスで大船駅へ。時間どうり雨が降ってきた。
パーティ
６月 18 日（日）曇
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北鎌倉駅９：45－六国見山 10：20～35－三角点標石 10：40－散在ヶ池森林公園
南口入口 11：10－管理事務所（散在ヶ池）11：45～12：25－今泉バス停 12：35－
13：00 大船駅
（高橋(輝）記）
＜Ａ＞
パーティ：女性６名 計６名
６月 24 日（土）晴。盛岡駅にて集合し、大更駅からタクシーで焼走り国際交流
村へ。大きなお風呂そして設備完備の自炊施設、夜には天体望遠鏡で縞模様の木
星や輪のある土星の観察まででき、すこぶる気持ち良い宿泊施設でした。木星や
土星が大気の固まりであることを初めて知りました。
６月 25 日（日）曇りのち晴のち雨。樹林の中の暑さを感じない道を徐々に登っ
ていきます。樹林の中にも花がけっこう咲いていて楽しみながら、いよいよ火山
礫の斜面に。まだ３分咲きのコマクサやミヤマスミレが疲れた体を癒してくれま
す。さらに樹林に入るとそこかしこにシラネアオイが咲き、平笠不動避難小屋ま
で感激感激の時間でした。ここからはいよいよ岩手山の急斜面登り。岩手山山頂
を踏み、右回りで火口を廻り９合目の不動平避難小屋へ。花を観賞してゆっくり
歩きますと計画した本音はＬはゆっくりしか歩けなかったのですが、誰一人ばて
ることなく小屋に到着。きれいな小屋は私達だけの貸切でした。荷物を置き８合
目小屋に水をとりに行く頃から雨がちょっと降り出しました。
６：50 焼走り登山口－10：55～11：05 ツルハシ（上坊登山道分岐）－12：35～
13：10 平笠不動避難小屋－14：20 岩手山－15：00 不動平避難小屋
６月 26 日（月）小雨のち晴れ。夜半にひどい雨が降り、朝になると一面の霧。
時折風も吹くので鬼ケ城コースをカルデラの中を行くお花畑コースへ変更し網張
温泉へ下山することにしました。お花畑コースは時々雪が残る道でしたが大した
苦労もなく、ここもまた花々々で皆感激。途中でＮＨＫの百名山の番組でガイド
をするという若者に会い楽しい会話を楽しみました。鬼ケ城コースと切り通しで
合流。ここからは草原状の気持ちよい尾根道が松川温泉への分岐まで続きます。
花が少なくなると網張スキー場上部で、リフトは休みなので徒歩でスキー場を下
ります。膝も痛くなってきた頃「花より団子」の山菜が私達を迎えてくれました。
皆花と山菜で大満足で無事下山。網張温泉で昼食そして温泉で楽しい山行は終了
しました。
６：35 不動平避難小屋－７：55 お花畑－８：40 県民の森コース分岐－９：00
～10 切り通し－９：50～10：00 松川温泉への分岐－11：10～20 犬目分岐－13：10
網張温泉＝バスにて盛岡駅へ。
（瀬川 記）
No.3,347 岩手山

6

≪

お 知 ら せ ≫

10 月の山行予告
かづまやま
10 月 14 日（土）
吾嬬山（群馬吾妻線沿線）
10 月 30 日（月）～31 日（火） 秩父入川渓谷
☆

Ｌ神戸千賀子
Ｌ瀬川仁子

の山行はリーダーの都合により中止します。

☆ No.3,357 穂高岳周辺

群馬県みなかみ町猿ヶ京温泉から会宛にメールが来ているの連絡します。
猿ヶ京温泉の「旅館一楽」です。スタッフも主人も登山をしています。2017 年
６月 14 日にみなかみ町がユネスコエコパーク認定の決定をしました。私共の旅館
は 20 人程度が宿泊可能で、登山者限定、楽天トラベル、貸切プラン、お弁当付き
朝５時出発対応プランなどがあります。平標山まで車で 25～30 分です。ご利用下
さい。
群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 1228－２ 旅館一楽（0278－66－0547）
☆

９月の役員会は９月６日（水）練馬区役所 1906 室 18：00～20：00 です。

☆

10 月の山行計画及び山行報告を７月 31 日（月）までに飯田迄提出して下さい。

☆
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