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≪ 11 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,371 大菩薩峠から牛ノ寝通り

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

11 月４日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝９：00 塩山＝（タクシー約 40 分）富
士見山荘

９:50 歩き出し－40 分大菩薩峠－30 分石丸峠－１時間榧ノ尾山－１時

間 20 分棚倉小屋跡－１時間 30 分小菅村役場
歩程：５時間＋１時間 30 分･････６時間 30 分

16：20 小菅村役場に着く。

小菅の湯 16：30＝17：50 上野原、
地図：2.5 万図“七保、丹波”

昭文社“大菩薩嶺”

費用:約 5,500 円（新宿－塩山 1940 上野原－新宿 970 小菅の湯－上野原 1150）
申し込み：11 月２日（木）までに電話、FAX,メールでリーダーへ。
備考：

No.3,372

鉄砲木の頭から富士を眺める

＜Ｂ＞

L 瀬川仁子

広大なススキ原から富士山を眺めながめて歩きます。
11 月 11 日（土）６：23 東京＝７:37 国府津７:47＝８:26 駿河小山富士急行バ
ス明神峠行き８:45＝９:10 明神峠－１時間三国山－１時間鉄砲木の頭－50 分切通
峠－50 分高指山－50 分平野＝富士山駅。あるいは行きは６:31 新宿発小田急急行
小田原行き＝７:49 新松田－８:04 松田＝８:26 駿河小山でも可。
歩程：５時間 30 分＋２時間･････７時間 30 分
スに乗車予定
地図：昭文社“富士、丹沢”
費用：5,000 円（新宿起点）
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16：57 平野発富士山駅行きのバ

申し込み：11 月９日（木）まで携帯電話かＣメールまでお願い致します。
備考：ＬはＪＲ経由で行きます。雨天の場合は 11 月 12 日（日）に順延します。

No.3,373

神塚山から惣岳山

＜Ｃ＞

Ｌ

高橋輝男

11 月 19 日（日）7：57 立川発奥多摩行＝8：52 川井 9：10 歩き出し－1 時間 20
分・鉄塔 33 号（468ｍの北の尾根上）－20 分神塚山（624ｍ）－40 分惣岳山－1
時間 15 分・関東ふれあいの道を下って御岳駅
歩程：３時間 35 分＋２時間･････５時間 35 分
地図：吉備人出版“奥多摩東部登山詳細図”

2.5 万図“武蔵御岳”

費用：約 2,200 円（新宿起算）
申し込み：11 月 17 日（金）20：00 までにリーダーへ。
備考：「静かなる尾根歩き」参考。惣岳山直下の登り、キツイかも？

No.3,374

箱根芦ノ湖外輪山

その２

＜Ｃ＞

Ｌ

佐藤ツヤ子

９月に続き芦ノ湖外輪山の続きを歩きたいと思います。身近に感じていた箱根
ですが、地図を広げてみると歩いていない所が沢山有ります。今後も何回かに分
けて、箱根の良い所を探して歩きたいと思ってます。
11 月 23 日（木・祝）新宿（小田急線）６：51（急行・４番線）＝８：25 小田
原８：45（小田原、東口４番桃源台行バス）＝（約１時間）桃源台

10：00 歩き

出し－60 分湖尻峠－60 分三国山－50 分山伏茶屋－40 分海ノ平－60 分箱根町バス
停（16：00 ころを予定）
歩程：４時間 30 分＋１時間 20 分･････５時間 50 分
地図：昭文社“箱根”
費用：約 4,000 円
申し込み：11 月 21 日（火）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。

No.3,375

小下沢から景信山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

11 月 26 日（日） ８：32 高尾駅北口発小仏行バス＝８：45 大下

８：50 歩き

出し－40 分ザリクボ沢－25 分逆沢－40 分北西尾根－30 分 655ｍ点－10 分一般登
山道－10 分景信山－25 分巡視路下降点－30 分小下沢林道－30 分ザリクボ沢－40
分日影バス停
歩程：４時間 40 分＋１時間 30 分･････６時間 10 分
地図：2.5 万図“与瀬”

昭文社“高尾・陣馬”
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15：00 バス停に着く。

費用：約 2,000 円
申し込み：11 月 22 日（水）までにリーダーへ。
備考：

No.3,376

円乗院から豊鹿島神社へ

Ｌ

中神琳枝

紅葉の公園と古社寺巡り
11 月 26 日（日）10：00 西武多摩湖線・武蔵大和駅集合

10：10 歩き出し－５

分清水観音堂－25 分塩釜神社－20 分円乗院－40 分二ツ池公園－20 分雲性院－10
分八幡神社－20 分西口広場－15 分高札場－15 分貯水池下バス停
歩程：２時間 50 分＋１時間 40 分･････４時間 30 分

14：40 貯水池下バス停に

着く。
地図：2.5 万図“所沢、立川”
費用：約 1,000 円
申し込み：11 月 24 日（金）までにリーダーへ。

≪
No.3,354

８ 月 の 山 行 報 告

黒姫山と戸隠キャンプ

≫

＜Ａ＞

パーティ：女性８名
キャンプ初体験の私は

会員の方にテントをお借りして

張り方も教えていた

だきました。準備は万全でしたが前日の天気予報は雨の確率が高くどうなること
かと心配でしたが催行決定！！
1 日目

申し込みした人全員参加です。

当日はお盆に続く連休初日で高速は渋滞。バスは３時間遅れでキャンプ

場に着いたのは夕方でした。受付を済ませ歩いていたら急に大粒の雨が降ってき
ました。テントを張る前なので私は茫然としてしまいました。ベテランの方達は
屋根のあるスペースでどんどん組み立てていきます。私も張り方を思い出しなが
ら組み立てましたが雨の中でのテント泊に不安でした。回りはオートキャンプの
車と大きななテントばかりでうらやましかったです。
テントを設置してから夕食。明日も雨なので登山は中止して何をしようかと皆
さんとおしゃべり、そして早目に休みました。雨は激しくテントをたたき私はな
かなか寝付けませんでした。
3

２日目

「テントがつぶれてる」という声で目が覚めました。びっくりしてテ

ントを出ると隣のテントが傾いていました。雨が強くてテントを押しつぶしたの
です。雨が浸みてきて大変だったとのこと。過酷な体験でしたね。雨は降ったり
止んだりなので戸隠神社の一つである宝光社へバスで行き拝観（彫刻が見事）し
て、お昼はお蕎麦を食べました。その後宝光社から中社まで歩き参拝しバスでキ
ャンプ場に戻りました。夕食までシャワーを浴びたり、お茶をしたりそして夕食
はＳさんの家庭菜園で採れたナスやピーマンなどを調理して皆さんでいただきま
した。他の方も自家製のお漬物などを振る舞ってくださりありがとうございまし
た。（ご馳走様でした）
３日目

曇りから徐々に晴れてきましたが、バスの時刻を調べると近くの山に

登る時間もないので午前のバスで善光寺まで行き参拝。お昼を食べて夕方のバス
で東京に帰りました。
（渋滞２時間半）初めてのテント泊で皆さんには大変お世話になりました。あ
りがとうございました。

（村田

No.3,355 箱根 明星ヶ岳から塔ノ峰

記）

＜Ｃ＞

パーティ：女性９名／男性３名 計 12 名
８月 20 日（日）曇。「明星ヶ岳 65 分」の案内標識から木の板で土止めされて
いる急斜面をゆっくり登る。突然展望が開け、大文字焼きの火床に到着する。そ
の先傾斜が緩くなって外輪山の縦走路に突き当たり（右塔ノ峰 95 分、左明神が岳
95 分の案内板有り）右に３分程で鳥居と「御嶽大神」の碑のある場所に着く。こ
こが山頂？

三角点標石を探してみたが見当たらない。案内板の所で昼食休憩に

しようと戻ったが、奇跡が起こった。ハコネダケの密集の一部で僅かに隙間の有
る地点、1.3ｍほど奥に、ひっそりと三角点標石を目にした。大島さん、お見事。
案内標識から 200ｍ程の北側でした。
身の丈を越すハコネダケの密集を切り開いた縦走路を下る。昨夜の雷雨で湿っ
た土は滑りやすく、尻もちをついたらアウト。林道から最後の登りで塔ノ峰の山
頂に着いたが、ハチの飛来で休む事なく下山に移る。阿弥陀寺で冷たい水で汗を
拭き取りサッパリ。女坂を下って「フォレストアドベンチャー」に出て無料バス
で箱根湯本へ。
宮城野橋歩き出し９：25－登山口９：45～55－大文字焼き火床 11：00～10－明
星ヶ岳 11：30～12：10－林道 13：55－塔ノ峰登山口 14：05～20－塔ノ峰 14：35
－阿弥陀寺 15：25－15：45 フォレストアドベンチャー
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（高橋(輝）記）

NO.3,356

半月山

＜Ｃ＞

パーティ：女性９名、男性３名 計 12 名
８月 27 日（日）：曇り一時薄日：土曜日の天気予報が昼頃に小雨と言うことで、
日曜日に変更しました。（土曜日の申し込み者、欠席３人にはご迷惑お掛け致し
ました。）
朝から晴れで暑くなると思われましたが、日光は気温が 18℃～23℃で歩くも少
し汗ばむ程度半袖では少し涼しすぎる。15 分遅れの 10：40 分にスタート、笹山に
岳樺、橅、そこに赤トンボの山で他に花もなく、夏から秋への風だけが涼しく感
じられた程の山行でした。
登りは 30 分オーバー、下りは 20 分縮めてバス停発４：50 分に２分遅れ、見か
ねた待機中のバスが臨時便を出してくれました。（東武バス有難う）バスの中で
解散を。
（此の夏雨が多く歩きに飢えていた皆さん、限度いっぱいの歩きお疲れ様でし
た。）
中禅寺溫泉 10：40―11：50 明智平分岐（12：15～12：40 昼第一展望）－13：07
狸山－14：20 半月山－15：05 半月峠－狸窪－16：52 中禅寺溫泉バス停（解散）
（佐藤(正）記）

No.3,357

穂高岳周辺

＜Ａ＞

リーダーの都合で中止しました。

≪

お 知 ら せ ≫

☆ 12 月の山行予告
12 月２日（土）

辺室山から宮ケ瀬湖南尾根

12 月 23 日（日）

官ノ倉山から臼入山

＜Ｃ＞

＜Ｂ＞

Ｌ飯田隆一
Ｌ飯田隆一

☆ 11 月の役員会は 11 月１日（水）練馬区役所 1905 室 18：00～20：00 です。
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☆ 12 月の山行計画及び山行報告を９月 30 日（金）までに飯田迄提出して下さい。
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