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≪ 12 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,377

辺室山から宮ケ瀬湖南尾根

＜Ｂ＞

Ｌ 飯田隆一

12 月２日（土）６：51 新宿発急行小田原行＝７：45 本厚木７：50 発宮ケ瀬行
バス＝８：31 土山峠 ８：40 歩き出し－１時間 10 分辺室山－50 分下降点（740
ｍ圏）－１時間 617.2ｍ峰－20 分 525ｍ点－25 分湖岸道路－25 分土山峠バス停
歩程：４時間 10 分＋１時間 30 分･････５時間 40 分 14：20 バス停に着く。
地図：2.5 万図“大山、厚木、青野原”

昭文社“丹沢”

費用：約 3,000 円
申し込み：10 月 26 日（木）までにリーダーへ
備考：バリエーションハイキング P136 参照。

No.3,378

西丹沢 谷ヶ山・大久保山・生土山

＜Ｃ＞

Ｌ 高橋輝男

12 月 10 日（日）７:11 小田急新宿発急行小田原行＝８:36 新松田 ８：47ＪＲ
いき ど

松田発御殿場行＝９：08 駿河小山 ９：30 歩き出し－20 分生土信号（駅前通りを
左に進み、踏切を渡って国道 246 号で左折、すぐの信号）－1 時間巡視路を利用、
生土からのメーンルートに合流して 484ｍ点－45 分谷ヶ山（525.9ｍ）－40 分大久
保山（614ｍ点）－10 分生土山入口－20 分生土山（520ｍ点）－40 分 491ｍを通つ
て国道－25 分駿河小山駅
歩程：４時間 20 分＋２時間･････６時間 20 分
地図：2.5 万図“山北・駿河小山”

昭文社“丹沢”

費用：約 2,100 円（新宿起算）
申し込み：12 月８日（金）20：00 までにリーダーへ。
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備考：Ｌは海老名から乗車。ＪＲ利用し松田駅で合流も可（要事前申告）。
新ハイ No．676 号参考

No.3,379

子ノ権現～久久戸山～大高山

＜Ｂ＞

Ｌ 五十嵐知也

12 月 10 日（日）７：05 池袋発快急長瀞・三峰口行＝７：30 所沢＝７：45 飯能
＝８：00（名郷行バス）＝８：47 名栗車庫前 歩き出し－40 分豆口峠－45 分子ノ
権現－20 分久久戸山－１時間 35 分前坂－45 分大高山－１時間 10 分天覚山－30
分東吾野駅
歩程：５時間 45 分＋１時間 15 分･････７時間 15:50 東吾野駅に着く。
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”
費用：約 2,000 円
申し込み：12 月８日（金）までにＣメール又は電話でリーダーへ。

No.3,380

能岳～八重山

＜Ｃ＞

Ｌ 佐藤ツヤ子

今年も元気に健康で登山出来た事に感謝し、軽登山の後に参加者の皆様と懇親
会を致したく会場を設けました。来年の抱負など語り合いましょう。
12 月 17 日（日）高尾駅８：44（小淵沢駅行）＝９：06 上野原駅９：20（バス
新井行）＝９：40 新井着

９：50 歩き出し－20 分向風登山口－１時間 10 分能岳

－20 分八重山展望台－１時間大堀バス停
歩程：２時間 50 分＋１時間 10 分･････４時間
地図：昭文社“高尾・陣馬”
費用：約 1,500 円（高尾起点）
申し込み：12 月 13 日（水）（会場申し込みの関係で締切日を早めました。）
電話、ショートメール、葉書でリーダーまで。
備考：雨天中止の場合は２日前に申し込み者に連絡します。ショートコースな
ので展望を眺めながらティータイムをとります。昼食は軽めにして下さい。

No.3,381

官ノ倉山から臼入山

＜Ｃ＞

Ｌ

飯田隆一

12 月 23 日（土）東武東上線７：45 池袋発小川町行＝８：54 小川町 歩き出し
－30 分飯田神社入口標識－１時間 30 分石尊山－10 分官ノ倉山－30 分烏森山－50
分臼入山（細窪山、 421ｍ）－30 分村役場入口バス停
歩程：４時間＋１時間 30 分･････５時間 30 分 14：30 バス停に着く。バスで小
川町駅へ。
地図：2.5 万図“安戸”
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費用：約 2,500 円
申し込み：12 月 21 日（木）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。
備考：下山後にミニ忘年会をどうですか。

No.3,382

小机城址市民の森

Ｌ 中神琳枝

谷の古寺と古城址を巡る散歩です。
12 月 24 日（日）10：00ＪＲ横浜線小机駅集合 10：10 歩き出し－５分雲松院
－25 分第一公園－15 分本法寺－25 分小机城址市民の森（周遊１時間 10 分）－25
分鶴見川流域センター－15 分小机駅
歩程：３時間＋２時間･････５時間

15：00 小机駅に着く。

地図：2.5 万図“荏田”
費用：約 1,200 円（東京記算）
申し込み：12 月８日（金）までにリーダーへ。

≪
No.3,358

宝篋山

9 月 の 山 行 報 告

≫

＜Ｂ＞

パーティ：女性 10 名、男性５名

計 15 名

９月３日（日）晴。10：30 小田休憩所 ― ゆっくり歩きながら休憩所へ。見
晴台（12：00～20） 実りの秋の関東平野を見渡せ気持ち良い。頂上（12：25～
55）目の前にドーンと筑波山！ 下山途中でトイレ休憩し、常願寺コースへ。長
長（ちょうちょう）坂の名称通りしばらく急な下り坂が続く。林の中を抜け、田
園風景が見える。コンバインで稲刈してる光景を見学、稲穂が垂れてる中を、小
田休憩所に向う。14：30 解散。全員で 15：04 シャトルバスに乗り、つくば駅に向
う。
10:30 小田休憩所－ 12：25～55 宝篋山－14：30 小田休憩所

No.3,359

裏筑波男の川を下り女の川を登る

パーティ：女性５名、男性２名 計７名
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＜Ｂ＞

（河野

記）

９月 10 日（日）晴。９：40 宮脇ケーブル駅は気温 20℃。ガタゴトゆっくり登
って行くケーブルカーは初めてという人もいて和やか。８分で御幸ケ原へ。その
まま紫峰杉見学に行く。霧のかかった樹齢 800 年、樹囲７ｍ、高さ 40ｍの杉に驚
き男女川の源頭部の水に手をぬらし時の流にしばしうっとり！御幸ケ原に戻り身
支度し 10 時歩き出し。
ブナの多い自然研究路、今迄の筑波山とは思えない！の声。
男の川をゆっくり下り鬼ケ作林道へ（11：10）。オオルリに逢えなかったのは残
念でしたが裏側はやはり静かで良い。やわらかな風を受けながら真壁の街が見渡
せる場所で昼食（11：30～12：00）。女の川登山口は２分程の所です。巨岩、ブ
ナに囲まれた女の川をていねいに歩く。春はニリン草やカタクリの花でうまるの
よ！と説明するとその頃又来たいわ！とうれしい言葉。13：20 キャンプ場からの
尾根と合流。女体山は混雑しているので５分程の山頂はあきらめ 14：10 のロープ
ウエイに乗り 14：30 のバスでつくば駅へ。（15：00）解散。
静かな山歩きが出来ました。皆さんありがとうございます。
10:00 御幸ケ原－11：10 鬼ケ作林道－11：30～12：00 昼食－12:02 女の川登山
口－13：20 キャンプ場からの尾根と合流－14:10 ロープウエイ駅

No.3,360

（森戸 記）

箱根外輪山（丸岳・芦ノ湖西岸） ＜Ｃ＞

パーティ：女性７名、男性２名 計９名
９月 24 日（日）晴。乙女峠バス停から約 200ｍの高度を急登に大汗をかいて稜
線に出て、ベンチでひと休みする。この後はそれ程の急登も無く、今日唯一の山
名のある丸岳に着いた。直ぐ近くに大きな無線中継所が建っている。眼下に芦ノ
湖を眺めながら、テーブル付きのベンチで昼食タイムをする。その先の富士見台
の展望台からは左右に芦ノ湖と富士山の見える唯一の場所とあるが、今日は富士
山は顔を見せない。この先ハコネ笹の茂る平坦で歩き易い路をのんびり歩き長尾
峠を過ぎて箱根スカイラインに添って小さなアップダウンを繰り返し、駐車場が
直ぐ近くに有る芦ノ湖展望公園で最後のティータイムをとり、分岐に戻って一気
に急降下で下山。湖尻水門の所で車道に出、桃源台バス停に出た。直ぐにバスに
乗車でき解散する。
天候の関係で１週間延長しての実施のため４名の方が都合悪く参加出来ず御迷
惑おかけしました。今日は天気が良かったけれど高曇りのため富士山は裾野だけ
しか見られず残念でした。
乙女峠バス停歩き出し９：55－10：50 乙女茶屋跡 11：00－11：45 丸岳（昼食）
12：20－12：45 富士見台 12：50－13：00 長尾峠 13：15－14：45 芦ノ湖展望公園
15：00－15：55 桃源台バス停

（佐藤(ツ） 記）
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No.3,361

岩木山

＜Ａ＞

参加者が無かったので中止にしました。

No.3,362

深大寺・神代植物園ウォーク

パーティ：柴女性７名、男性３名

計 10 名

９月 22 日（金）曇。京王線柴崎駅はなじみの人が少ないので集合に時間が掛か
り 10：25 歩き出す。馬橋から野川に沿って歩き途中祇園寺に寄る。下り線が渋滞
している中央自動車道を橋で渡り青渭神社へ。途中でカゴノキやケヤキの大木を
見る。だんだん人通りが多くなる。全員が入れる蕎麦屋で昼食。
次に水生植物園に入ったが今の時期は花が少ない。深大寺に詣でた後最後に神
代植物園に入りバラ園に行くがバラの時期には少し早く花は少なかった。熱帯植
物館を見てからウオーキングは終了。解散（14：30）してからお茶で喉を潤す。
バスに乗る頃雨が降り出した。
No.3,363

（飯田 記）

白根不動の滝

リーダーの都合で中止しました。

No.3,364

タカハタからリュウゴッパナ

＜Ｃ＞

パーティ：女性７名、男性３名 計 10 名
９月 30 日（土）晴。切通で下車、案内標識から山に向かう。広大な敷地のＭ氏
邸の石垣に沿って登って尾根上に出て、西に踏み跡を行く。南に廻り込んでひと
登りで石船様。祠の前に 50 センチ程の舟形石が鎮座していた。308ｍ点では地図
読みで方向を定める。頭上の送電線を見送って平担になってタカハタの山名板で
山頂。2.5 万図には記載されていない４等三角点は左に少し下がったところに有っ
た。タカハタから 330ｍ点へのコースの設定が本日の最も注意しなければならない
事だったが、皆さんの協力で無事コースに乗ることが出来た。萩帯林道から三差
路、リュウゴッパナに登ってから外秩父七峰縦走ハイキングコースを下り、和紙
の里へ。解散。
歩き出し 9：25－石船様 10：05－308ｍ点 10：30－タカハタ 11：10～40－330ｍ
点 12：10－萩帯林道 12：30－三叉路 12：50－リュウゴッパナ 13：25－物見山 13：
50－和紙の里 15：10 バスで小川町駅へ。
※ 地籍調査で境界点に棒に赤布を付けたのが多々見受けられ、コースの目印にな
った。萩帯林道で蝶々「アサギマダラ？」を見る。タカハタの直下、猛烈なヤブ、
有り。

（高橋(輝）記）
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≪

お 知 ら せ

≫

☆ 2018 年１月の山行予告
日時未定

ゲレンデスキー嬬恋

Ｌ飯田隆一

☆ 次の方が入会しました。
あきよし

No.581 市原晃毅

☆ 11 月会報の訂正

No.3,375

小下沢から景信山は 11 月 23 日（木・祝）なっていましたが 11

月 26 日（日）に訂正します。
☆ 12 月の役員会は 12 月６日（水）練馬区役所 1907 室 18：00～20：00 です。
なお、来年１月の役員会は１月 10 日（水）です。
☆ １月の山行計画及び山行報告を 10 月 31 日（火）までに飯田まで提出して下さ
い。
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