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≪ 10 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,365

雷電山～辛垣城址～三方山

＜Ｃ＞

Ｌ 飯田隆一

10 月１日（日）７：57 立川発奥多摩行＝８：40 軍畑駅 ８：50 歩き出し－30
分榎峠－20 分雷電山－20 分辛垣城址－40 分三方山－１時間矢倉台－30 分第３休
憩舎－20 分梅岩寺－10 分青梅駅
歩程：３時間 50 分＋１時間 30 分･････５時間 20 分 14：00 青梅駅に着く。
地図：昭文社“奥多摩”
費用：約 2,000 円
申し込み：前日までに電話、FAX,

携帯メールでリーダーへ。

備考：

No.3,366

か づまやま

吾妻線・吾嬬山

＜Ｂ＞

Ｌ 神戸千賀子

知名度があまりないですが真田ゆかりの山です。その分、静かな山歩きが出来
ますよ。ヒノキ、カラマツの自然林が素晴らしいです。秋を満喫して来ましょう。
10 月 14 日（土）高崎駅から吾妻線直通長野原草津口行８：53 発に乗車＝岩島
駅 10：04 着 歩き出し 10：10－２時間 30 分吾嬬山（1,182ｍ）－40 分東鉄塔コ
ース登山口－50 分吾嬬山登山口－１時間岩島駅
歩程：５時間＋１時間 30 分･････６時間 30 分
地図：2.5 万図“群馬原町”
費用：3,600 円（ジパング往復 200ｋｍ以上の普通乗車券の場合）
申し込み：10 月 12 日（木）までにリーダーへ。
備考：アプローチが長いこと、急登があるので＜Ｂ＞にしました。帰りの電車
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は岩島発 16：51 を予定しています。（その次は 18：02 です。）

No.3,367

雁ヶ腹摺山～吹切ノ峰～鳥屋ノ丸

＜Ｂ＞

Ｌ 佐藤正信

10 月 21 日（土）新宿６：57＝立川発７：13＝高尾７：47＝８：28 大月 集合
大月駅８：35 タクシーで大峠へ。 歩き出し９：30 分発－１時間雁ヶ腹摺山 1,674
ｍ－１時間 20 分吹切ノ峰－１時間野分ノ頭 1,499ｍ－１時間 30 分鳥屋ノ丸 1,206
ｍ－１時間桑西バス停 700ｍ（17 時着予定）バス 17：17 発＝17：41 大月駅 （桑
西バス停からタクシー大月駅まで約 4,500 円）
歩程：５時間 50 分＋１時間 40 分･････７時間 30 分（ＴＴＣ山行 No.2,123 を参
考にいたしました。）
地図：昭文社“大菩薩嶺”

2.5 万図“七保、大月”

費用：約 4,000 円
申し込み：10 月 20 日 PM5：00 までにメール、ライン、電話でお願いします。
備考：タクシー（1 台約 6,730 円）、（バス 470 円）、日没 5：10（ライト持参）
降水確率 50％で中止かを決めます。

No.3,368

ハケの道

Ｌ 中神琳枝

湧水せせらぎ散歩を楽しみます。
10 月 22 日（日）10：00 国分寺駅南口集合 10：10 歩き出し－５分殿ケ谷戸庭
園－40 分新次郎池－10 分貫井神社－25 分滄浪泉園－30 分金蔵院－20 分はけの森
美術館－５分武蔵野公園－１時間新小金井駅
歩程：３時間 15 分＋１時間 45 分･････５時間 15：10 新小金井駅に着く。
地図：2.5 万図“立川、吉祥寺”
費用：約 1,000 円（新宿記算）
申し込み：10 月 20 日（金）までにリーダーへ。

No.3,369

乾徳山

＜Ｂ＞

Ｌ 飯田隆一

10 月 28 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝８：44 塩山＝タクシー約 30 分大平
牧場

９：40 歩き出し－１時間 20 分扇平－１時間乾徳山－10 分水ノタル－１時

間 20 分国師ケ原－１時間 30 分登山口（徳和） タクシーで塩山駅へ
歩程：５時間 20 分＋１時間 30 分･････６時間 50 分
地図：2.5 万図“川浦”

昭文社“金峰山・甲武信”

費用：約 6,000 円
申し込み：10 月 26 日（木）までに電話、FAX、携帯メールでリーダーへ。
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No.3,370

秩父入川渓谷

＜Ｃ＞

Ｌ

瀬川仁子

紅葉を訪ねてカエデの種類が多い入川渓谷を訪ねます。ほぼ平らな林道歩きで
す。また、２日目は三峰神社の表参道を歩きます。
10 月 30 日（月）６：50 池袋特急ちちぶ３号＝８：13 西武秩父駅－８：26 お花
畑＝８：29 影森８：53＝９：09 三峰口９：20 中津川行き西武バス＝９：55 川又
－５時間入川渓谷散策－16:23 川又＝16:45 岡本－５分民宿「神庭」
（泊）
〒369-1901
秩父市神庭 828

TEL:0494-55-0642

１泊 8,000 円（税抜き）

歩程：５時間＋１時間 20 分･････６時間 20 分
10 月 31 日（火）９：00 民宿「神庭」－20 分三峰神社表参道－２時間 30 分三
峰神社 14：30 三峯神社バス停＝15：45 西武秩父駅
歩程：２時間 50 分＋１時間 30 分･････４時間 20 分
地図：昭文社“奥秩父 1”
費用：15,000 円（池袋起点）
申し込み：10 月 20 日（金）までに 090-4010-2752 まで電話かＣメールで。宿の
関係で締め切りが早いです。
備考：泊まる民宿「神庭」は秩父料理で人気の民宿ですが、日曜日は営業しま
せん。なお、民宿の予約の関係で人数に達したら申し込み受付を終了します。ま
た、入川渓谷がバスの便が悪いので、平日山行になります。往路は特急を利用し
ますので、予め特急券を購入して下さい。

≪
No.3,348

７ 月 の 山 行 報 告

徳和渓谷トレッキング

リーダーの都合で中止しました。

No.3,349

新島の山・式根島の山

＜Ｂ＞

船の便の関係で中止しました。

No.3,350

白岩沢（w. w.）～鳥首峠
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＜Ｂ＞

≫

リーダーの都合で中止しました。

No.3,351

金峰山と瑞牆山

＜Ａ＞

リーダーの都合で中止しました。

No.3,352

霧降高原歩道

＜Ｃ＞

パーティ：女性 11 名／男性３名

計 14 名

7 月 23 日（日）小雨降ったり止んだり。乗車前に雨具(下）をはき、下車後す
ぐに傘を開いて歩き出す。
鳴沢を渡るために置かれている踏み板の一つ目は平板で問題なかったが、くの
字に曲がっている二つ目は丸太が平行に並んでいるだけで濡れていて滑りやすか
った。（川底が見えるのでドボン？でも安心？？）。ゆるやかな登りが続き、笹
原に白いポール（鹿除用）が多数見受けられるとその先が見晴台。眺望ゼロ。
下山予定の日光への道標の先は膝丈のニッコウザサが踏み跡を隠している。天気
の事を考え予定変更、引き返す事にしてゆっくり食事をとる。心配していた鳴沢
にかかる板橋も二度目なので上手に渡る事が出来た。バスの待ち時間の関係で霧
降の滝に寄ってバスで日光駅に向かった。
歩き出し 11：15－見晴台 12：40～13：20－高原歩道入口 14：20－霧降の滝 15：
15～55＝16：10 東武日光

No.3,353

白山（石川県）

（高橋(輝）記）

＜Ｂ＞

パーティ：女性７名／男性３名 計 10 名
７月 30 日（日）曇後霧雨。台風が３個発生しており、不安定な天気ながら、ノ
ロノロ台風で裏日本には余り影響しない様なので思い切って山行を実地すること
にしました。登山口の別当出合で昼食をとり、長い吊り橋を渡って登り出して直
ぐから急登が続き、蒸し暑い樹林の中をひたすら汗をかいて登りました。中飯場
には冷たい水とトイレがありホッとひと息つきました。この先甚ノ助小屋迄は急
登が続きましたが、ここにも冷たい水が有り、大勢の人が休んでいました。この
頃からガスがかかり、展望は無く霧雨が降って来た。傾斜がゆるくなって来たの
で先を急ぐ。雨具を付ける程ではなく、兎に角大汗をかいて今日の宿にやっと着
いた。部屋は我々だけの個室で狭いながらものんびり出来ました。山小屋なのに
水洗トイレで感激！！今日は朝が早く、登り一方で、天気も今いちでゆっくり花
を楽しむ余裕も無く乞う明日！！です。
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12：40 別当出合－13：30 中飯場 13：40－15：55 甚之助小屋 16：05－17：00 南
竜山荘（泊）
７月 31 日（月）晴。昨夜充分に睡眠をとったので全員元気に頂上目指して登り
出す。エコーラインを登り高度を上げるに従い高山植物が咲き乱れ、写真を撮る
人、花を観賞する人で仲々足が前に進まず、お蔭様で疲れを感じる事も無く室堂
に着いた。多勢の人がビジターセンタの前に有るテーブル付ベンチで休んでいる。
我々はここでお花観賞する人と別れ、御前峰に向う。この途中も黒ユリ、車ユリ、
ハクサンフウロなど沢山の花が咲いている。一等三角点の有る御前峰は流石展望
抜群。我々はこの先、池巡りコースを歩いて室堂に戻ったが、未だ雪渓を抱いた
大小幾つもの池を巡る道端はお花が咲き乱れていました。黒ユリは勿論、ハクサ
ンコザクラ、コイワカガミ、アオノツガザクラ等々何種類のもの高山植物が咲い
ており、さすが花の名山“白山”と感心しました。室堂に戻ってゆっくり昼食を
し、展望歩道を宿に向って下山しました。このコースも結構お花が有り、途中の
展望台からは北アルプスの山波は勿論、下方には青い水をたたえた大白川ダムも
見えました。
南竜山荘７：00－観光・砂防新道との分岐８：45－室堂（ビジターセンター）
９：10～35－御前峰 10：45～11：00－（池巡りコース）－12：45 室堂（昼食）13：
30～14：35－アルプス展望台 14：40－15：30 南竜山荘（泊）
８月１日(火)晴。皆さんと話し合いの上２日間大汗をかき、花も堪能したので、
今日は予定より１本早いバスに乗り途中下車して温泉に入ろうと言う事になり、
余裕をもって早目に下山開始。これが正解で、登って来る大勢の団体や、グルー
プに道をゆずる時間が長く、予定していたより１時間もオーバーして別当出合に
着いた。ここで解散。直に帰る２名を除いた８名で「白山温泉」で途中下車、温
泉で汗を流し、サッパリして帰京しました。参加者の皆様お疲れ様でした。そし
て有難度うございました。
南竜山荘７：30－８：25 甚之助小屋８：40――10：15 中飯場 10：25－11：05
別当出合

（佐藤(ツ）記）
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≪

お 知 ら せ

≫

☆ 11 月の山行予告
11 月４日（土）

大菩薩峠から牛ノ寝通り

11 月 11 日（土）

鉄砲木の頭から富士を眺める

11 月 23 日（木・祝）小下沢～景信山

＜Ｃ＞

＜Ｂ＞
＜Ｂ＞

Ｌ飯田隆一
Ｌ瀬川仁子
Ｌ飯田隆一

☆ 次の方が入会しました。
No.580 江原直子
☆ 10 月の役員会は 10 月４日（水）練馬区役所 1906 室、18：00～20：00 です。
☆ 11 月の山行計画及び山行報告を８月 31 日（木）までに飯田まで提出して下さ
い。
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