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≪ １ 月 の 山 行 計 画（追加と変更） ≫
No.3,387

堂所山～景信山～高尾山薬王院

＜Ｂ＞

Ｌ 五十嵐知也

新年の安全登山祈願、初詣山行です。
１月７日（日）８：10 高尾駅北口発陣馬高原下行バス＝８：50 陣馬高原下－40
分堂所山－１時間景信山－35 分小仏峠－30 分城山－１時間高尾山－30 分薬王院
－30 分高尾山口駅
歩程：４時間 45 分＋１時間 15 分･････６時間 15：00 頃高尾山口駅に着く。
地図：昭文社“高尾・陣馬”

2.5 万図“与瀬”

費用：約 2,000 円
申し込み：前日までにＣメール又は電話でリーダーへ。

No.3,388 津森山～人骨山

＜Ｃ＞

Ｌ 河野良子

すいせんの花、香りを楽しみながら歩きましょう。
１月８日（月・祝）８：04 東京発君津行＝８：13 錦糸町＝８：28 船橋＝８：
44 千葉＝９：29 君津９：31（館山行乗り換え）＝10：09 保田＝タクシー20 分津
森山登山口 歩き出し－40 分津森山－30 分人骨山登山口－30 分人骨山－45 分津
森山登山口 タクシーで保田駅へ。
歩程：２時間 25 分＋１時間 30 分･････３時間 55 分
地図：当日Ｌが渡します。
費用：約 5,000 円
申し込み：１月５日（金）までにＣメール、電話、ＦＡＸでリーダーへ。
備考：

No.3,384

印旛日本医大駅から白鳥の郷
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Ｌ 中神琳枝

穏やかな起伏の続く北総台地を訪れ、古い史跡をめぐり白鳥の郷へ。
１月 14 日（日）８：53 京成高砂発印旛日本医大駅行＝９：33 印旛日本医大駅
９：45 歩き出し－25 分慶昌寺－20 分東漸寺－15 分中根城跡－20 分八幡神社－15
分市杵島神社－15 分笠神城跡－20 分観音堂－15 分押付の水塚―15 分白鳥の郷－
40 分小林駅
歩程：３時間 20 分＋２時間･････５時間 20 分 15：05 小林駅に着く。
地図：2.5 万図“小林”
費用：約 2,000 円
申し込み：１月 12 日（金）までにリーダーへ。
備考：１月号では「No.3,384 埼玉で白鳥ウオッチング」とお知らせしましたが
上記の様に変更します。

No.3,389

シダンゴ山と寄のロウバイ園

＜Ｃ＞ Ｌ

瀬川仁子

展望の良いシダンゴ山から冬の富士や相模湾を眺め、帰りは寄のロウバイ園で
花の香りを楽しみます。
１月 27 日（土）９：05 新松田＝９：35 寄 ９：45 歩き出し－1 時間 30 分シダ
ンゴ山－1 時間宮地山－50 分寄－15 分ロウバイ園散策 1 時間－15 分寄＝バスで新
松田駅へ
歩程：３時間 50 分＋２時間･････５時間 50 分
地図：昭文社“丹沢”
費用：1040 円（新松田起点）
申し込み：１月 25 日（木）までにＣメールか電話で
備考：天候によっては１月 28 日（日）に順延するかもしれません。

≪ 2 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,390

矢平山～鶴島御前山

＜Ｂ＞

Ｌ 飯田隆一

２月 10 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝８：03 梁川駅 ８：10 歩き出し－30
分寺下峠登山口－１時間 30 分寺下峠－45 分矢平山－１時間 20 分高柄山－55 分新
矢ノ根峠－１時間鶴島御前山－50 分上野原駅
歩程：６時間 50 分＋１時間 30 分･････８時間 20 分 16：30 上野原駅に着く。
地図：2.5 万図“上野原、大室山”
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費用：約 3,000 円
申し込み：２月８日（木）までに携帯メール、電話、ＦＡＸでリーダーへ。
備考：軽アイゼン持参。

No.3,391

ゲレンデスキー志賀高原

Ｌ 佐藤ツヤ子

今年も又雪質が良く広大なゲレンデを持つ志賀高原で思いっきり滑りませんか。
宿はゲレンデの直ぐ前です。
２月 13 日（火）８：36 発東京発北陸新幹線「かがやき 505 号（全車指定席）」
＝８：42 上野＝９：02 大宮＝９：59 長野 10：15 発（急行バス）＝11：53 一の瀬
昼食後午後から滑降。
宿「ホテルむつみ」TEL0269－34－2706 （１泊２食 7700 円）
２月 14 日（水）～15 日（木）の午前中まで滑降。
費用：約 35,000 円（交通費＋宿代）＋リフト代
申し込み：２月４日（日）までに葉書、電話、メール等でリーダーへ。
備考：Ｌは大宮から乗車します。
スキー用具を事前に送付する人は次の宛先へ。〒381－0401 長野県下高井郡山ノ
内町志賀高原一の瀬 高原リゾートホテル「むつみ」

No.3,392

丸山

＜Ｂ＞

Ｌ 五十嵐知也

２月 18 日（日）８：05 池袋発快急三峰口・長瀞行＝所沢８：31＝飯能８：54
＝９：37 芦ヶ久保 歩き出し－２時間大野峠－40 分丸山－20 分森林館－40 分日
向山分岐－30 分芦ヶ久保駅
歩程：４時間 10 分＋１時間 20 分･････５時間 30 分

15：00 頃芦ヶ久保駅に着

く。
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”
費用：約 3,000 円
申し込み：前日までにＣメールでリーダーへ。
備考：例年なら 30～50ｃｍ程度の雪があるがトレースはある。軽アイゼン必要

No.3,393

戸倉三山（市道山から臼杵山）

＜Ｂ＞

Ｌ 飯田隆一

２月 21 日（水）立川発８：04＝８：34 武蔵五日市９：00 発数馬行バス＝９：
34 笹平 ９：40 歩き出し－１時間 20 分市道山－１時間 30 分臼杵山－（荷田子峠
経由）－１時間 10 分荷田子バス停
歩程：４時間＋１時間 30 分･････５時間 30 分 15：10 バス停に着く。
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地図：2.5 万図“五日市”

昭文社“奥多摩”

費用：約 3,000 円
申し込み：２月 20 日（火）までにリーダーへ。
備考：軽アイゼン持参。

No.3,394

矢倉岳

２月 24（土）小田急線

＜Ｃ＞

Ｌ 佐藤正信

新宿７：30＝８：33 新松田駅（箱根登山バス、地蔵堂

線）９：10 発＝９：40 矢倉沢バス停（集合） ９：50 分歩き出し－1 時間 40 分
矢倉岳 870ｍ－20 分清水越え－45 分足柄万葉公園－50 分地蔵堂
歩程：３時間 35 分＋1 時間 30 分･････５時間 05 分 16：25 地蔵堂発バスに乗
車予定
地図：昭文社“箱根”
費用：約 3,000 円
申し込み：２月 22 日（木）までにメール、電話等でお願いします。
備考：天気予報 50％で中止とします。晴天なら目の前に真っ白な富士山が見え
ます。軽アイゼン等持参。

No.3,395

新井薬師から哲学堂公園へ

Ｌ 中神琳枝

ウメの香漂う散策路を楽しみます。
２月 25 日（日）10：00 西武新宿線・沼袋駅集合

10：10 歩き出し－15 分平和

の森公園－20 分北野神社－45 分哲学堂公園（園内散策 50 分）－５分蓮華寺－15
分江古田公園－30 分氷川神社－５分沼袋
歩程：３時間５分＋２時間･････５時間５分
地図：2.5 万図“東京西部”
費用：約 500 円（西武新宿起点）
申し込み：２月 23 日（金）までにリーダーへ。
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≪
No.3,371

11 月 の 山 行 報 告

大菩薩峠から牛ノ寝通り

≫

＜Ｂ＞

パーティ：女性６名／男性４名 計 10 名
11 月４日（土）晴後曇後雨。久しぶりの好天の休日なのでタクシーが混んでい
たこともあり降車駅を甲斐大和駅に変更した。タクシーも石丸峠下で降り直接石
丸峠に向い登り始めた。沢山の登山者が来るがほとんどの人は大菩薩嶺から大菩
薩峠、石丸峠を回り戻るようだ。石丸峠からは雪が融けて黒くなった富士山が見
えた。その左に小金沢山、更にその左に雁ガ腹摺山から楢ノ木尾根がきれいに見
えている。小金沢山への尾根と別れをつげ牛ノ寝通りに入った。少し下って長峰
の分岐（米代）に達した。長峰は見るからに藪がひどそうであった。榧ノ尾山で
昼食。曇ってきて少し寒くなってきた。ここからは余り高度が下がらないが紅葉
がきれいになってきた。陽が当たればもっと映えるのだが一寸惜しい。牛ノ寝の
看板、狩場の看板をすぎる。松姫峠の分岐で小菅の湯方面に行く。大マテイ山を
ぐるりと回りこんで下りモロクボ平で田元への道を左に見送り林道に降り立つ。
雨がポツポツと来たと思ったら小菅の湯に着く頃には本降りになってしまった。
石丸峠下９：15－石丸峠 10：25－米代 10：35－榧ノ尾山 11：50～12：20－牛ノ
寝 12：55－狩場 13：15－松姫峠分岐 13：45－モロクボ平 14：45－小菅の湯 15：
50

（飯田

No.3,372

鉄砲木の頭から富士を眺める

記）

＜Ｂ＞

パーティ：女性７名／男性２名 計９名
11 月 12 日（日）晴のち曇り。天候の関係で 11 月 12 日（日）の実施になりま
した。朝方は雲ひとつない晴天で白い雪帽子の富士山がまぶしく期待がふくらみ
ましたが、三国山に着くころには富士山も雲に隠れてしまいました。でも三国山
のブナ林、時折見かけるカエデの真っ赤な紅葉、落葉松の黄葉、マユミやツルウ
メモドキの実が美しく、広大なススキ原から富士山を眺めながめて歩く事は出来
なかったものの有終の秋の美を堪能できました。でも下った山中湖畔は行楽の車
で大渋滞。やはり富士山まわりは観光地という事を思い知らされました。
９:15 明神峠－10:40 三国山 10:50－11:30 鉄砲木の頭 12:00－12:50 切通峠
13:00－13:35 高指山 14:00－15:00 平野バスで富士山駅へ。
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（瀬川 記）

No.3,373 神塚山から惣岳山

＜Ｃ＞

パーティ：女性５名／男性１名 計６名
11 月 19 日（日）晴。吉備人出版地図のルート線、植手氏の案内文を参考に歩
きました。
惣岳山直下の急斜面を登り切って青渭神社奥宮の裏に出ました。関東ふれあい
の道で御嶽駅に下りました。紅葉がきれいでした。
川井駅歩き出し 9：00－33 号鉄塔 10：10－神塚山 10：35－惣岳山 11：20～50
－十字路 13：00－御嶽駅 13：55

No.3,374

箱根芦ノ湖外輪山

（ 高橋(輝）記）

その２

＜Ｃ＞

雨の天気予報の為中止しました。

No.3,375

小下沢から景信山

パーティ：女性６名／五男性２名

＜Ｂ＞
計８名

11 月 26 日（日）晴。高尾駅前のバス乗場は大勢の登山客で混雑していてバスは
何台も増発されていた。小仏行のバスも２台出たが、大下で降りたのは我々と他
１名であった。小下沢林道に入り剪定中の梅林の横を通り奥へ進む。小下沢沿い
の林道は陽が当たらないので寒い。ザリクボ沢に達したが以前来た時と様子が一
変していて一般道になっていた。もう少し奥へ行き逆沢から登ろうとしたが悪路
なのでやめ又ザリクボ沢に戻り、登り始めた。この間１時間位のロスであった。
一般道になって間もないのか人は少ない。数人の人が下りてきた。景信山頂上は
大賑わい。沢山の登山者が休んでいた。下りに予定していたコースはまた小下沢
林道になるので、同じところを何回も行くのは芸が無いと思い、東尾根を下る事
にした。この尾根もバリエーションではあるがしっかりした道なので心配なく歩
けた。下りは誰にも会わなかった。早めに日影バス停に着いて解散した。バスに
乗る人と高尾駅まで歩く人に別れた。高尾までの道は有名な豆腐屋を過ぎたあた
りから小仏川の右岸を歩いたがここはなかなか良い。
大下バス停９：00－逆沢 10：20－ザリクボ沢 10：50－景信山 12：00～40－日影
バス停 14：10 （解散）

（飯田
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記）

No.3,376

円乗院から豊鹿島神社へ

パーティ：女性５名 計５名
11 月 26 日（日）晴。駅から歩き出し都道 228 号をほぼ西に進み狭山観音の 15
番札所を右手に見て参拝。なおも西に進み、やがて左手に塩釜神社への案内を見
て塩釜神社の境内に入る。紅葉に彩られ広い境内には高木神社と塩釜神社があり
ます。休憩し元の道を戻り、円乗院への分岐を見て坂を登り鐘桜門をくぐり本堂
に出る。東大和公園に隣接し、紅葉に染まった庭園に感嘆の声が。この先は都立
東大和公園に入る。小春日和の青空を枯葉が舞う風景は紅葉に彩りを添える。人
の気配がなく静かな雑木林の道をたどり二ツ池公園につく。昼食タイムを取り公
園内を通り抜け住宅街を道なりに行き雲性院につく。狭山観音の十八番札所・雲
性院の本堂には「阿字庚申」と呼ばれる珍しい庚申塔もあります。狭山緑地の東
側にある八幡神社への標識を見て坂を登り石段の急坂のある八幡神社に着く。
（約
5,000 年前）の谷戸遺跡も発掘されている。狭山緑地の林間の道も日に透かされた
紅葉を楽しみ広場に出る。休憩中に地元の人に「山の花ワラビ」のホウシを教わ
りホウシを飛ばす。案内図を見て西口広場まで散策する。後半木道で整備された
道を歩き青梅街道に出る。街道を西へ進み貯水池下バス停があり、右に豊鹿島神
社の参道があります。都の有形文化財に指定されている神社に最後の参拝をする。
バス停に戻りバスで東大和駅へ。
歩きだし武蔵大和 10：05－塩釜神社 10：40～11：00－円乗院 11：40－二ツ池公
園（昼食）12：25～13：05－貯水池下バス停 15：00 （解散）
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（中神 記）

≪

お 知 ら せ

≫

☆ ３月の山行予告
３月 18 日（日） 梅の木尾根～イタツミ尾根

＜Ａ＞

３月 25 日（日）～26 日（月）秩父の谷で福寿草を見る
山行日未定

笙ノ岩山から蕎麦粒山 ＜Ｂ＞

☆ １月 28 日（日）の「No.3,386

Ｌ佐藤正信
＜Ｂ＞ Ｌ瀬川仁子

Ｌ飯田隆一

久ノ本尾根から顔振峠 ＜Ｃ＞」は都合に

より中止します。
☆ 次の方が入会しました。

No.582 櫻井路子

〒116－0011 東京都荒川区西尾久４－25－２－705

TEL 03－3810－2708

No.583 矢島正枝

〒176－0012 東京都練馬区豊玉北１－10－５

TEL 090－8036－8230
☆ ２月の役員会は２月７日（水）練馬区役所 1905 室 18：00～20：00 です。
☆ ３月の山行計画及び山行報告を 12 月 31 日（日）までに飯田まで提出して下さ
い。
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