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≪ 12 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,457

岩山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

12 月１日（土）浅草７：43 南栗橋行＝８：42 南栗橋８：46＝９：24 新栃木９：
45＝10：02 新鹿沼

10：10 歩き出し－30 分日吉幼稚園－30 分三番岩－45 分一

番岩 10 分猿岩－45 分日吉幼稚園－30 分新鹿沼
歩程：３時間 10 分＋１時間 30 分･････４時間 40 分

14：50 新鹿沼駅に着く。

地図：2.5 万図“鹿沼“
費用：2,400 円（浅草起点）（浅草－新鹿沼 1,200 円）
申し込み：11 月 28 日（水）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。
備考：この山は初心者向け岩登りのゲレンデです。最後に数十メートルの垂直
な壁がありますがここは巻道を下ります。天気の良い日に行きたいので山行日は
２～３日前後します。従って申込日を少し早めにしました。

No.3,458

箱根

明星ケ岳～明神ケ岳

＜Ｂ＞

Ｌ

飯島正子

12 月８日（土）小田急新宿７：02＝８：32 小田原８：55（４番バス停から箱根
登山バス）＝９：30 宮城野橋

９：40 歩き出し－15 分登山口－１時間 20 分明星

ケ岳－40 分鞍部－45 分明神ケ岳－50 分神明水－20 分明神ケ岳見晴小屋－35 分道
了尊最乗寺－10 分バス停＝大雄山駅
歩程：４時間 50 分＋１時間 30 分･････６時間 20 分

16：00 バス停に着く。

地図：昭文社“箱根”
費用：約 4,000 円（新宿－小田原 880 円、箱根登山バス 790 円）
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申し込み：12 月 6 日（木）日までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。

No.3,459

横浜水道みちを歩く

Ｌ

中神琳枝

グリーンタワー相模原からの展望を楽しみます。
12 月９日（日）８：43 新宿発小田急線快速急行＝９：19 相模大野９：25＝９：
27 東林間

９：40 歩き出し－20 分林間第四公園－25 分小田急線踏切－50 分相模

台小入口交差点－35 分グリーンタワー相模原－20 分見学－25 分フィシングパー
ク前バス停
歩程：２時間 55 分＋１時間 50 分･････４時間 45 分

14：25 バス停に着く。バ

スで相模大野駅へ。
地図：2.5 万図“原町田”
費用：約 1,000 円
申し込み：12 月７日（金）までにリーダーへ
備考：相模大野からは小田急江ノ島線です。

No.3,460

保田駅から裏鋸山

＜Ｂ＞

Ｌ

安藤

尚

12 月 12 日（水）ＪＲ京葉線・蘇我行 東京６：58＝７：46 蘇我乗換。内房
線（館山行） 蘇我７：55＝９：13 保田

９：30 歩き始め－40 分鋸山ダム湖－50

分林道完成記念碑－40 分三角点（329ｍ）－30 分東京湾展望台－15 分石切り場跡
－30 分日本寺北口と百尺観音－20 分地獄のぞき－20 分日本寺北口に戻り－50 分
観月台－20 分ＪＲ浜金谷駅
歩程：５時間 15 分＋２時間･････７時間 15 分
地図：2.5 万図“保田”
費用：4,488 円 (東京起算, 拝観料 600 円含む)
申し込み：12 月 10 日までにメールまたは電話で。
備考：鋸山は房州低名山（ぼうしゅうひくめいざん）の一つ。
浜金谷発の JR 千葉行は

No.3,461

16：46 17：44

鷹取山～小渕山～岩戸山

18：43。

＜Ｃ＞

Ｌ

佐藤ツヤ子

今年も残り僅かとなりました。猛暑が続き豪雨、台風、地震･････と被害の多い
年でした。登山計画も中止となる事が多かったですが、そんな事を話し合いなが
ら楽な山歩きをして下山後ミニ忘年会をしましょう。
12 月 15 日（土）高尾発８：44（各停小淵沢行き）＝９：06 上野原９：20（バ
ス・井戸行き・約 15 分）＝沢井入口

歩き出し９：50－50 分鷹取山－60 分小渕
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山－45 分岩戸山－25 分藤野駅
歩程：３時間＋１時間･････４時間
地図：昭文社“高尾・陣馬”
費用：2,300 円＋ミニ忘年会代（1,000～1,500 円位）（新宿起点）
申し込み：12 月 10 日（月）まで
備考：上野原駅は改装され、バス乗場は北口から南口に変わりましたので御注
意下さい。ミニ忘年会のみの参加も歓迎です。14 時ころから 1 時間 30 分～2 時
間を予定しています。

No.3,462

高川山

＜Ｂ＞

Ｌ

12 月 20 日（木）７：27 高尾＝８：22 初狩

五十嵐知也

歩き出し－1 時間 736.4ｍ（屏風

岩三角点）―30 分 753ｍ点（大岩）－1 時間羽根子山（896ｍ）－40 分高川山－45
分分岐－50 分富士急田野倉駅
歩程：４時間 45 分＋１時間 30 分･････６時間 15 分

15：00 頃駅に着く。

地図：2.5 万図“大月、都留”
費用：約 3,000 円
申し込み：12 月 18 日（火）までにＣメールでリーダーへ。

No.3,463

古賀志山

＜Ｃ＞

Ｌ

飯田隆一

12 月 23 日（日）浅草７：43（南栗橋行）＝８：42 南栗橋８：46（新栃木行）
＝９：24 新栃木９：45＝10：05 新鹿沼＝（タクシ－）古賀志山入口バス停

歩き

出し－20 分男滝明神入口－10 分不動の滝－30 分御岳山－10 分古賀志山（583ｍ）
－10 分東稜見晴台－10 分富士見峠－40 分細野ダム－15 分森林公園管理センタ－
－45 分森林公園入口バス停
歩程：３時間 10 分＋１時間 30 分･････４時間 40 分

15：00 頃バス停に着く。

バス又はタクシーで新鹿沼駅へ。
地図：2.5 万図“大谷”
費用：約 5,000 円（浅草－新鹿沼 1200＊２＝2400 円、タクシー１人 2000 円）
申し込み：12 月 20 日（木）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。
備考：「栃木県の山Ｐ72」参照。
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≪
No.3,435

９ 月 の 山 行 報 告

≫

茅ケ岳

パーティ：女性６名／男性１名

計７名

９月９日（日）曇時々晴。天気の都合で次の日に変更しました。
深田記念公園の駐車場から林道に入り、ゆっくりと歩きだす。ゆるいのぼり坂
がつづく女岩までのコース、風がなく汗が次から次へと。水、休憩をはさんで身
体を整えていく。大きな岩が山の斜面にいくつも現れて女岩はあれか？これか？
と言いながら女たちは元気に歩く。その後左斜面のトラバースの登りとなり茅ケ
岳へ続く尾根上のコルにつく。「日本百名山」を書いた深田久弥氏が登山中に急
逝した終焉の地を通り岩っぽくなった道をひたすら登って頂上へ。ミズヒキ、マ
マコナ、萩、ハクサンフウロ、ワレモコウなど秋の花が迎えてくれる。そして富
士山。昼食を終え、さらに高い金ケ岳へ向かって急降下と登り返しをしながら南
峰から北峰につく。茅ケ岳より 60 メートル高い。下山は尾根を行く。岩が多く気
が抜けない。遠くに目をやると歩いてきた茅ケ岳の縦走路がはっきりとわかる。
一歩一歩の成し得た技。すごいね私たち！とみんなでほめあいながら冷たい極上
の秋風が吹く中、緑の自然林帯を下ってふれあいの里へ着きました。緊張と緩和
の味がある山でした。みなさんのご協力ありがとうございました。
深田記念公園９：20－女岩 11：00－茅ケ岳（昼食）12：06～40－石門 13：00－
金ケ岳 13:50～14：10－扇平休憩舎 16:00－ふれあいの里 16: 20

No.3,436

早川尾根から夜叉神峠

（飯島

記）

＜Ａ＞

リーダーの都合で中止しました。

No.3,437

多摩川台・等々力渓谷

パーティ：女性５名

計５名

９月 23 日（日）晴。駅前東側にあるせせらぎ公園へ。湧水・せせらぎ・斜面林
を落下する滝が造成されている園内は起伏ある公園で散歩を楽しむ人も多い。駅
前に戻り西側に出て多摩川台公園へ。スロープを上がればアジサイ園・水生植物
園・園芸種の広場です。水辺の広場をぬけると亀甲山古墳で都内の代表的古墳で
す。雑木林の自然林から多摩川を見おろせる道を進み古墳展示室へ。古墳を模し
た室内には多くの出土品が展示されている。古代に思いをよせ見学したら、雑木
林の尾根の古墳群をたどる。1 号墳から 7 号墳へと続き紅い橋を渡り 8 号墳から宝
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来公園へ。家族連れの多い公園出口から住宅街に出て西に坂を曲折しながら下り
丸子川に出ます。六郷用水に沿う桜並木の遊歩道を上流へ向かい宝歴年間造立の
照善寺におまいりと休憩、川に遊ぶ鯉を見ながら先に進み目黒通りを横切って
等々力渓谷公園へ。深い緑に包まれて谷沢川のせせらぎが続く道をたどり石段を
上がり日本庭園で昼食。両側の斜面から生い茂る緑の中、人通りの絶えない道を
歩き不動滝・不動尊・横穴古墳・湧水と見て遊歩道をたどり階段を上がり、ゴル
フ橋に出て等々力駅に向かう。
多摩川駅９：30 歩き出し－せせらぎ公園一周 10：00－多摩川台公園 10：05－古
墳展示室 10：25～50－宝来公園 11：10－照善寺 11：35～50－等々力日本庭園 12：
30～13：30－等々力駅 14：25

No.3,438

（中神

勝沼ぶどう郷駅から甲州高尾山

記）

＜Ｂ＞

雨の為中止しました。

No.3,439

牛奥ノ雁ケ腹摺山

＜Ｂ＞

雨の予報により中止しました。

≪
☆

お 知 ら せ ≫

募集
7 月号で会員からの声（会の財務状況についての提案）を紹介し 9 月号で会と
しての考え方を記載しました。提案の中に会報をインターネットで配信したら
とのご提案がありました。今回この点についてもう少し検討を進めることにし
ました。会報をインターネットで受信しても良いという方を募集します。イン
ターネット配信を希望する方は会長または副会長にお申し出ください。

☆ １月の山行予告
１月 15 日（火）～16 日（水）ゲレンデスキー嬬恋

Ｌ飯田隆一

１月 23 日（水）

Ｌ安藤

長瀞

宝登山

＜Ｃ＞

尚

☆ 12 月の役員会は 12 月５日（水）練馬区役所 1905 室 17：00～19：00 です。
☆ １月の山行計画および山行報告を 10 月 31 日（水）までに飯田まで提出して下
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さい。

≪

ちょっと一言

≫

「国土地理院、登山者のビッグデータで修正した地形図を初公開」
国土地理院は、民間事業者から提供されたビッグデータを活用して「上高地」
及び「八ヶ岳」地域の主な登山道を修正した地形図を、３月７日にウェブ地図サ
ービス「地理院地図」で公開した。
スマートフォンの登山用アプリや、登山記録を共有するウェブサービスの普及
で、インターネットには多くの移動経路情報が公開されている。これに着目した
同院は昨年 10 月に、地形図の登山道をより正確にすることを目的として、登山者
の移動経路情報などのビッグデータを提供する企業や団体を公募。同年 12 月に株
式会社ヤマレコおよび株式会社ヤマップと協力協定を締結した。今回の修正は、
この２社から提供されたビッグデータを活用して行なれたもので、協定の締結後、
初めての修正となる。
国土地理院基本図情報部への取材によると、今回修正したのは、２万 5000 分の
１地形図の「上高地」「穂高岳」「蓼科」「松原湖」「八ヶ岳東部」「八ヶ岳西
部」の範囲の主要な一般登山道で、上高地周辺では岳沢と蝶ケ岳、八ヶ岳周辺で
は本沢温泉や白駒池周辺など。登山者が多く大量の移動経路情報が利用できた上
高地および八ヶ岳地域の主な登山道を対象として、登山者の移動経路と地形図の
登山道が大きく異なる箇所を修正している。
使用した経路情報の数は１エリアにつき数万件にも及ぶ。登山道１本あたりで
は、上高地エリアでは横尾～涸沢間で 3000、上高地～岳沢で 1000、蝶ケ岳～三股
で 350、八ヶ岳エリアでは白駒池～高見石で 200、しらびそ小屋～本沢温泉で 150、
赤岳鉱泉付近で 1700 となった。
なお、今回、ビッグデータを活用して修正するのは初めてのため、修正前に対
象エリアの一部で現地の状況を調べ、精度確認作業を行なった。また既存の登山
道とのズレが生じた理由については不明な箇所が多いが、たとえば岳沢では雪崩
による登山道の付け替えが行われためである事が判明したという。
今後は夏山シーズンまでに北アルプス、南アルプス、中央アルプスなど主要な
登山道を修正し、その後は順次、全国の主要な登山道へと拡大していく予定で、
ビッグデータを効率的に活用するためのノウハウを蓄積しながら、この取り組み
を進めて行く方針だ。
尚、事例として北アルプスの蝶ケ岳ヒュッテ東側の登山道（堀金村三俣に至る
ルート）、前穂高岳から上高地へ至る岳沢ルートが載っています。
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（山と渓谷誌 2018 年 5 月号より抜粋）
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