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≪ 3 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,396

蔵王坊平スノーシュー

Ｌ河野良子

真白な銀世界、スノーシューを付けて１歩１歩、歩きながら楽しんで見ません
か？ 樹氷も楽しみです。
３月１日（木）８：08 東京発山形新幹線「つばさ 127 号」＝８：14 上野＝８：
34 大宮＝10：55 かみのやま温泉＝タクシーでペンション村「野口ペンション（山
形県上山市蔵王坊平高原

TEL023－679－2773」へ。昼食後スノーシューを付けて

クロカンコースをウォーミングアップ
３月２日（金）オーナーのガイドで刈田岳へ。
３月３日（土）オーナーのガイドで巨木見学、宿に戻って昼食。16：00 ペンシ
ョン村発シャトルバス（無料）＝16：40 かみのやま温泉 17：14「つばさ 154 号」
＝19：48 東京
費用：約 35,000 円

ガイド料は別料金となります。スノーシューはレンタルも

あります。
申し込み：２月 24 日（土）までに電話、ＦＡＸ、Ｃメールでリーダーへ。
備考：

No.3,397

石老山

＜Ｃ＞

Ｌ

五十嵐知也

３月４日（日）高尾８：10＝８：18 相模湖＝（バス）８：35＝８：45 石老山入
口 歩き出し－35 分顕鏡寺－１時間 10 分石老山－40 分高塚山－40 分石老山－45
分大明神展望台－30 分箕石橋－20 分フォレスト前バス停＝相模湖駅
歩程：４時間 40 分＋１時間 20 分･････６時間
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地図：昭文社“高尾・陣馬”
費用：約 1,500 円
申し込み：前日までにＳＭＳ又は電話でリーダーへ。
備考：見物しながらのんびり歩きます。

No.3,398

蕎麦粒山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

３月 17 日（土）新宿６：46 発ホリデー快速おくたま１号＝立川７：15＝８：
21 奥多摩（東日原行バス）８：35＝８：48 川乗橋－２時間笙ノ岩山－１時間 45
分蕎麦粒山－１時間 40 分一杯水－１時間 20 分東日原バス停
歩程：６時間 45 分＋１時間 45 分･････８時間 30 分
地図：2.5 万図“武蔵日原、奥多摩湖”

昭文社“奥多摩”

費用：約 3,000 円
申し込み：３月 15 日（木）までに電話、ＦＡＸ，ショートメールでリーダーへ
備考：アイゼン（６本爪以上）,スパッツを持参。

No.3,399

梅の木尾根～イタツミ尾根

＜Ａ＞

Ｌ

佐藤正信

３月 24 日（土）小田急線新宿 7：00＝７：48 伊勢原・北口（改札右へ）バス７：
55（日向薬師行）＝８：16 日向薬師（集合） ８：25 歩き出し－40 分日向山分岐
－30 分 537ｍ－40 分ニノ沢の頭 674ｍ－（大沢分岐）－1 時間 20 分唐沢峠 778ｍ
－893ｍ－989ｍ－２時間 30 分阿夫利神社 1252m－50 分ヤビツ峠バス停

16：16

発バスで秦野駅へ、
歩程：６時間 30 分＋１時間 30 分･････８時間
地図：2.5 万図“大山、厚木”

（点線路あり時間は約で）

昭文社“丹沢”

費用：3,000 円
申し込み：３月 22 日迄、メール又は電話でお願いします。
備考：天気予報 50％で中止かを決めます。

No.3,400

秩父の谷でフクジュソウを見る

＜Ｂ＞

Ｌ

瀬川仁子

1 日目はセツブンソウを見て、２日目はフクジュソウを見ます。２日目は沢の源
頭部をつめますので、足場も悪く地図読みも必要で＜Ｂ＞といってもやや大変な
山行です。セツブンソウはちょっと遅いかも・・・
３月 25 日（日）６：35 池袋発西武秩父行き特急「ちちぶ３号」＝８：15 西武
秩父駅８:20 薬師の湯行き小鹿野町営バス＝９:08 薬師堂

９:20 歩き出し－30 分

薬師堂コース分岐－30 分車道－25 分福寿草園地展望休憩舎－10 分両神神社奥社
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－25 分四阿屋山－1 時間 20 分つつじ新道入口（大堤バス停）－15 分堂上節分草園
見学

14：42 堂上＝14：52 薬師の湯 14：59＝15：17 三峰口駅 15：25＝15：35 武

州中川駅－10 分民宿「すぎの子」（泊）TEL0494-54-0963 7,500 円
歩程：３時間 35 分＋1 時間 30 分･････５時間５分
３月 26 日（月）7:30 タクシーで渓流荘まで入る。８:00 川俣橋－１時間 50 分
カラ沢出合－１時間 40 分フクジュソウ群生地－40 分稜線－40 分大ドッケ－1 時間
61 号鉄塔－40 分川俣橋
歩程：６時間 30 分＋1 時間 30 分･････８時間

16：00 発の秩父市営バスで西武

秩父駅か秩父鉄道秩父駅へ。
地図：昭文社“奥武蔵・秩父”

2.5 万図“武蔵日原”

費用：15,000 円＋タクシー代
申し込み：３月 20 日（火）までに携帯のＣメールにて連絡下さい。
備考：西武秩父では電車到着後バスがすぐ出ますので、車内でお手洗いは済ま
せておいて下さい。雪がありますので、アイゼン・スパッツを持参して下さい。
民宿「すぎの子」は茅葺屋根の食事が美味しい宿です。

No.3,401

秋ヶ瀬橋から新河岸川・柳瀬川

Ｌ

中神琳枝

春の野草と寺社仏閣の史跡に触れ、サクラの花堤を散策します。富士塚は一見
の価値。
３月 25 日（日）10：00ＪＲ浦和駅西口集合
瀬橋

10：10 志木行バス＝10：30 秋ヶ

10：35 歩き出し－下ノ氷川神社－宮戸橋－いろは親水公園－栄橋－敷島神

社－宝幢寺－高橋－柳瀬川桜堤－柳瀬川駅
歩程：２時間 40 分＋１時間 30 分･････４時間 10 分

14：45 東武東上線柳瀬川

駅に着く。
地図：2.5 万図“志木”
費用：250 円（バス代）
申し込み：３月 23 日（金）までにリーダーへ。

No.3,402

とん

鳥ノ胸山から畦ヶ丸

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

３月 31 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝７：46 相模湖＝（タクシー40 分）道
の駅道志－45 分林道出合－50 分鳥ノ胸山－30 分雑木の頭－30 分林道－30 分木界
木山－40 分モロクボ沢の頭－30 分畦ヶ丸－45 分大滝峠上－１時間大滝橋バス停
歩程：６時間 40 分＋１時間 30 分・・・・・８時間 10 分
地図：2.5 万図“大室山、中川”

昭文社“丹沢”
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費用：約 4,000 円
申し込み：３月 29 日（木）までに電話、ＦＡＸ、ショートメールでリーダーへ。
備考：軽アイゼン持参、

≪
No.3,377

12 月 の 山 行 報 告

辺室山から宮ケ瀬湖南尾根

パーティ：女性２名／男性３名

≫

＜Ｂ＞

計５名

12 月２日（土）晴。土山峠でバスを降りたのは我々５名と女性２名組のみであ
った。身支度をしていきなりの急登を歩き出す。一般コースであるが登る人が少
ないらしく落ち葉が道を覆っている。辺室山に着くと先に歩き出した女性２人組
がいて鍋嵐山に行くとの事。この辺の山を良く知っている人で、今日のコースを
説明すると下りは大変と言われた。物見峠分岐までは一般コース。「登山者の皆
さん、この先は登山コースではありません」の看板が立っていた。その通りで途
端にやせ尾根の岩場となった。それでも 740ｍｐまでは難しくない。北に進路を変
え、右側に鹿柵が現れたがこれがしっかりした鹿柵であったり壊れかけたもので
あったりした。鹿柵をハシゴで乗り越えたり、潰してまたいだりしながら鹿柵に
添って進む。やたらに猪の糞や掘った穴がある。597ｍｐで右に曲がるが、ここで
昼食。このコースは支尾根が次々と出てきて下りは難しい。間違えそうになる度
に参加の皆さんに助けていただいた。小さなピークをいくつも超えてやっと 617.2
ｍｐの三角点に着いた。もう少し北北西に下り 525ｍｐに着いたら土山峠の道標が
建っていた。北東に向きを換え 430ｍｐは右に一巡して越えた。湖が見えているが
湖までは落ちそうな急斜面である。右の方に曲がりながら薄い踏み跡を辿って少
しずつ高度を下げて行く。湖面の直ぐ上に出たがこの先は斜面が崩れて道が無く
なっていた。高巻きをして一つ尾根を乗り越す。最後も苦労してやっと湖岸道路
に出た。後はバス停までの歩き。今日は参加の宮島さんのおかげが無かったら歩
けなかった山であった。有難うございました。
土山峠歩き出し８：40－辺室山９：55～10：10－下降点（740ｍ圏）11：00－579
ｍｐ（昼食）11：15～40－617ｍｐ13：20－525ｍ点 14：05－湖岸道路 15：15－土
山峠バス停 15：30

No.3,378

西丹沢

（飯田

谷ヶ山・大久保山・生土山

リーダーの都合で中止しました。
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＜Ｃ＞

記）

No.3,379

子ノ権現～久久戸山～大高山

パーティ：女性３名／男性３名

＜Ｂ＞

計６名

12 月 10 日（日）晴。寒いのでバスを降りてすぐ歩き始めた。子ノ権現手前に
日当りの良いベンチがあり、ここで気持ちよく陽光を浴びた。権現様に来年の安
全登山を祈願して、縦走路に入った。このとりつきが分かりづらい。時折支尾根
があり迷いやすいので、これはやはり破線ルートである。大高山の手前でまき道
と思い下山のバリエーションルートに入ったが、すぐ気付いて引き返した。
大高山から天覚山へは実線の一般登山道でたまに登山客とも出会った。道は良
いがやっと天覚山に辿り着いた。東吾野駅へは気の抜けない急な下りだ。約７時
間。プラン通りには歩いたが、病み上りの身には厳しい山行でした。
名栗車庫バス停８：50－豆口峠９：30－子ノ権現 10：20～30－540ｍｐ12：00
～15－前坂 13：50－大高山 14：30－天覚山 15：25－東吾野駅 15：55（五十嵐

No.3,380

能岳～八重山

記）

＜Ｃ＞

パーティ：女性 13 名／男性６名

計 19 名

12 月 23 日（土・祭）晴。好天の中、新井バス停から車道を歩き、虎丸山経由
の登山口を見送って西沢橋を渡って直ぐの登山口で全員点呼し、ゆるやかな杉林
の中を登る。尾根に出ると見張所が有るが見送りゴルフ場を左眼下に見て、最後
のひと登りで能岳の頂上に着いた。三等三角点があり、正面には雪を被った富士
山がくっきりと美しい！！

ひと息入れて八重山に有る「あずま屋」の付近で早

目の昼食タイムをとる。今日はのんびりと時間調整をしながら登ったので大した
汗もかかず皆さん元気一杯の様子。ここからは富士山が良く見え、他のグループ
も忘年会なのか美味しそうな鍋を囲んでいた。八重山の碑（この山は昔八重さん
と言う方が寄付されたそうな）を通り、展望台で山座同定をして階段を下り、杉
林の中を下れば間も無く立派なトイレのある登山口（下山口？）に着いた。大堀
バス停で予定通りに乗車し、14 時過ぎから、１名を除いた 18 名で、ミニ忘年会を
して懇親を深め、解散しました。皆様最後迄のお付合い頂いて有難度うございま
した。来年も今年同様怪我をせず健康で登山を続けられる様願っています。
歩き出し 10：10－11：08 能岳 11：15－11：28 八重山（昼食）12：05－13：00
下山口

No.3,381

官ノ倉山から臼入山

パーティ：女性８名／男性４名

＜Ｃ＞

計 12 名

12 月 16 日（土）晴。天気が心配であったが幸いにも太陽が出ている。小川町
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では白石車庫方面のバス乗り場は大勢の人が待っていた。我々はすぐに歩き出す
が街中の道は難しい。そのうち道標が出てきたのでそれに従った。飯田神社の尾
根を一つ乗り越し漸く登山口に辿り着いた。小沢を渡り少しの急登で官ノ倉山の
東尾根に乗った。僅かで石尊山、谷川岳方面が白く見えていた。日光白根も白く
一寸頭を出していた。官ノ倉山に着いて暖かい日ざしを浴びて昼食。沢山の人が
食事最中だった。西方向に下り竹沢駅への道を右に見送り直進する。登山者が居
なくなった。こちらにはあまり来ないらしい。小さいピークを３つ越えて臼入山
に着いた。最後の休憩をし、バスの時間を調べると此れから下れば間に合いそう
であるので出発。下って行くと神社に出てその先はもうバス停であった。小川町
駅でミニ忘年会をして電車に乗った。来年も元気で山に登りましょう。
小川町駅歩き出し９：15－登山口 10：20－石尊山 11：10－官ノ倉山 11:20～12：
00－烏森山（366ｍｐ、不動沢の頭）12：30－天ノ峰 12：45－臼入山（細窪山）13：
15－村役場入口バス停 14：10 14：18 のバスで小川町駅へ。

No.3,382

（飯田

記）

小机城址市民の森

パーティ：女性５名

計５名

12 月 24 日（日）曇後晴。駅前の県道を渡り雲松院へ。本堂および山門は市有
形文化財に指定されています。街並の中に点在する寺院・神社・公園は小机城の
山裾にあり坂道が多い。寺を出て裏山の尾根上にある稲荷から北へ下って住宅地
の中を進み日蓮宗本法寺に。谷戸の寺で風格ある鐘楼門があり、市指定有形文化
財の石造龍吐手水鉢は一見の価値がある。寺を出て道なりに北に進み谷戸の急坂
を上り武南十二薬師第七番札所医王山金剛寺へ。山の東斜面は墓石が多く急坂。
しかし広い展望があり、あずまやもあったので昼食にする。この先は道標を見て
小机城址市民の森根古谷へ。市民の憩いの場として標高 35ｍの台地ですが、樹林・
竹林に囲まれ展望はない。空堀・土塁・井楼跡・（やぐらだい）・矢倉跡・本丸
広場・案内図があり周遊する道は歩きやすい道ですが、上り下りの多い道です。
広場は木漏れ日が降りそそぐ緑いっぱいの竹林で気持がよく休憩。静かな公園を
後に往路を下り住宅地の中をたどり新矢之根に出て鶴見川流域センターへ。館内
に入り地形・生態系・水槽などの展示があり、学芸員の対応に楽しめました。セ
ンターから右へ坂を下り小机駅へ。
小机駅 10：05－雲松院 10：12～20－本法寺 10：55～11：15－金剛寺 12：00～
40－小机城址市民の森 13：05～14：00－鶴見川流域センター14：30～15：15－小
机駅 15:23（解散）

（中神
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記）

≪

お 知 ら せ ≫

☆ ４月の山行予告
４月１日（日）

野火止から平林寺へ

４月８日（日）総会

Ｌ中神琳枝

会場は丹沢大山下の青木館（小田急線伊勢原駅からバス

で大山ケーブルバス停、徒歩３分）
山行コース
Ａ：小田急線新宿＝秦野＝蓑毛－大山ケーブル上－ケーブル下
Ｂ：小田急線新宿＝伊勢原＝日向薬師－大山ケーブル上－ケーブル下
Ｃ：会場直行
総会議題：１）細則の変更
２）2017 年度会計報告及び会計監査報告
３）2018 年度予算
４）役員の移動
５）その他
註）2017 年度会計報告及び 2018 年度予算の資料は当日配布します。
４月 14 日（土）若見山

＜Ｃ＞

Ｌ飯田隆一

☆ 次の方が入会しました。
No.584 奥村千秋
☆ 矢島正枝さん、奥村千秋さんの安全スポーツ保険手続きを完了しました。
☆ 会長、山行のリーダーとして活躍された高橋輝男さんが退会しました。
退会

No.247 高橋輝男

（高橋さんの言葉）今まで大変お世話になり誠にありがとうございました。
これかも、東京トレッキングクラブ（ＴＴＣ）の発展をお
祈り申し上げます。
☆ 次の方の住所が変更されました。
No.568 谷中信一
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☆ ３月の役員会は３月７日（水）練馬区役所 1906 室 17：00～19：00 です。例月
と時間が変更になっています。注意して下さい。
☆ ４月の山行計画及び山行報告を１月 31 日（水）までに飯田迄提出して下さい。
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