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＜＜5 月の山行計画（追加）＞＞
No.3,496

御前山（鶴島・栃穴・四方津・西御前） ＜Ｂ＞

５月 10 日（金）高尾８：01＝８：25 上野原

Ｌ 堀江

公

歩き出し－30 分登山口－50 分

鶴島御前山－30 分栃穴御前山－１時間 30 分四方津御前山－20 分西御前－40 分四
方津駅
歩程： ４時間 30 分＋１時間 30 分･････６時間
地図： 2.5 万図“ 上野原”
費用： 約 2,300 円
申し込み： ５月８日（水）までに伝言メモ、ＳＭＳでリーダーへ
備考： 上野原駅南口展望所集合。急登、急下降、プチ岩場 あります。

≪ ６ 月 の 山 行 計 画 ≫
No.3,497

大菩薩嶺から大菩薩峠へ

６月１日(土)
ス

＜Ｃ＞

Ｌ

飯島正子

８：02 高尾発甲府行＝９：04 甲斐大和駅９：20（上日川峠行バ

1000 円現金で）＝10：05 上日川峠（ロッヂ長兵衛）トイレ有

10：20 歩き出

し－25 分福ちゃん荘－60 分唐松尾根から雷岩－10 分大菩薩嶺（2,056ｍ)－60 分
介山荘（大菩薩峠）－40 分福ちゃん荘－20 分上日川峠 バス時間 15：00，15：45
歩程：３時間 30 分+１時間･････４時間 30 分
費用：新宿から約 6,000 円弱
地図：昭文社“大菩薩嶺”
申し込み:５月 30 日(木)までにショートメールでリーダーへ
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天候により６月２日(日)変更もあります
備考：中央線の“特急あずさ”は全指定席になりました。指定券を購入くださ
い。

No.3,498

入笠山

＜Ｃ＞

Ｌ

菊地玉記

六月上旬に咲くズミの花に会いに行きたいと思います。
６月３日（月）７：30 新宿発あずさ３号＝立川７：52＝９：43 富士見
富士見駅からゴンドラまで無料バスが 10 時に出ておりますのでそれに乗ってゴン
ドラ山麓駅集合にします。
ゴンドラ山頂 10：30 歩き出し－入笠湿原散策－1 時間御所平峠－40 分入笠山
（1,955ｍ）－１時間 20 分ゴンドラ駅

15：00 の無料送迎バスに乗る予定です。

入笠湿原散策だけの方もよろしいです。
歩程：３時間＋１時間 30 分･････４時間 30 分
地図：昭文社“北岳・甲斐駒”
費用：新宿から特急利用で 6,700 円、ゴンドラ往復 1,650 円
申し込み：５月 27 日（月）又は５月 31 日（金）にメールで。
備考：

No.3,499

庚申山

＜Ｂ＞

Ｌ

瀬川仁子

庚申山荘に泊まり庚申山の天然記念物のコウシンソウとユキワリコザクラを見
に行きます。
６月９日（日）７：26 浅草発とうきょうスカイツリー区間急行館林行き＝８：
47 館林８：59 伊勢崎行き＝９：27 太田９：38 赤城行き＝10：04 相老 10：15 わた
らせ渓谷線＝11：29 原向＝タクシー20 分銀山平－２時間 50 分庚申山荘（泊）
歩程：２時間 50 分＋１時間 10 分･････４時間
６月 10 日（月）６：00 庚申山荘－２時間 30 分お山めぐりコース（コウシンソ
ウ・ユキワリソウ観察）－50 分庚申山－１時間 30 分庚申山荘－２時間 10 分銀山
平＝タクシーにて原向駅へ。15：22、16：42 発の電車に乗車予定
歩程：７時間＋２時間･････９時間
地図：昭文社“赤城・皇海・筑波”
費用：5,000 円＋タクシー代（北千住起点）＋山荘宿泊料 2,500 円
申し込み：６月 7 日（金）までにメールでお願いします。
備考：庚申山荘には寝具があります。食事は各自用意して下さい。６月 10 日は
サブザックあるいは不要の荷物を山荘に置いて歩きます。
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No.3,500

智光山公園～城山砦跡

Ｌ

中神琳枝

里山の谷戸に広がる花菖蒲と植物園を楽しむ一日散策
６月９日（日）９：01 所沢発西武新宿線本川越行＝９：13 狭山市９：31（西口
智光山公園行バス）＝９：56 公園入口 10：10 歩き出し－園内周遊２時間－30
分常楽寺－10 分城山砦跡－８分水季野集会所－10 分柏原東バス停
歩程：３時間＋２時間･････５時間

15：10 バス停に着く。狭山市駅へ。

地図：2.5 万図“川越南部”
費用：約 700 円（所沢起点）
申し込み：６月７日（金）までにリーダーへ。

No.3,501

牛奥ノ雁ケ腹摺山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

６月 15 日（土）７：26 高尾発小淵沢行＝８：34 甲斐大和＝９：00（タクシー）
すずらん昆虫館前

９：10 歩き出し－40 分日川林道－１時間 10 分牛奥ノ雁ケ腹

摺山－１時間黒岳－40 分湯ノ沢峠－１時間ハマイバ丸－40 分鹿鳴ノ滝－50 分桑
西テニスコートー40 分ハマイバ前バス停

バス又はタクシーで大月駅へ。

歩程：６時間 40 分＋１時間 30 分･････８時間 10 分
地図：昭文社“大菩薩嶺”

2.5 万図“大菩薩峠、笹子”

費用：約 5,000 円（新宿－甲斐大和 1660 円、大月－新宿 1320 円、タクシー約
6000 円/台、バス 500 円）
申し込み：６月 12 日（水）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーへ。
備考：ハマイバ丸からの下りはバリエーションルートです。

No.3,502

西平山～蕨山

＜Ｂ＞

Ｌ 五十嵐知也

６月 20 日（木）７：37 池袋発飯能行急行＝８：20 飯能８：30（名郷行バス）
＝９：10 小殿 歩き出し－1 時間 40 分西平山－1 時間藤棚山－40 分蕨山－1 時間
30 分名郷バス停
歩程：４時間 50 分＋１時間 30 分･････６時間 20 分
地図：2.5 万図“原市場”
費用：約 2,500 円
申し込み：６月 18 日（火）までにＣメール（090－3809－3629）でリーダーへ
備考：３月に計画し、天候不良で中止したプランのリベンジです。

No.3,503

鈴ケ尾山北西尾根から大桑山北尾根

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

６月 30 日（日）高尾発７：43 河口湖行＝８：16 猿橋 ８：30 歩き出し－30 分
3

田幡橋－55 分幡野山－40 分 730ｍ圏のコブ－40 分鈴ケ尾山（大秋日山）－15 分鈴
懸林道－25 分大桑山－15 分鈴懸林道からの下降点－25 分 563ｍ点－１時間５分津
成集落－35 分鳥沢駅
歩程：５時間 45 分＋１時間 30 分･････７時間 15 分 15：45 鳥沢駅に着く。
地図：2.5 万図“大月、都留、大室山、上野原”
費用：約 3,000 円
申し込み：６月 29 日（土）までに電話、ＦＡＸ，メールでリーダーまで。
備考：“静かなる尾根歩き”Ｐ139 参照

≪

No.3,474

３ 月 の 山 行 報 告

三浦アルプス

≫

＜Ｂ＞

パーティ：女性 13 名／男性 1 名

計 14 名

３月２日（土）森戸川は前日、前々日の降雨で水かさが増し、気をつけて飛び
石伝いの歩きとなりました。二子山への上り口のすぐ先にツバキ尾根の取り付き
がありました。初めは踏み跡の両側の木々につかまりながらの急登です。楽しみ
にしていたツバキの花は思いのほか少なくちょっとがっかりさせられましたが、
ハルリンドウ、シュンランの花に出会え、またキブシの蕾のふくらみに春はすぐ
そこの感じ。乳頭山から見える東京湾もやや春霞の中。
乳頭山から急坂をロープ伝いに下り、横須賀・横浜道路を高架橋で渡って田浦
梅林へ。入るとすぐの梅は丁度良いころあいですばらしい香りにつつまれて幸せ
気分になりました。
小さいながらも流れの中を歩いたり、急坂の上り下り、そして最後は花と変化
ある山行でした。
９:05 長柄交差点バス停歩き始め－10：10 森戸川林道終点 10：20－10：40 ツバ
キ尾根取り付き－11：25 馬頭観音 11：30－12：05 乳頭山 12：35－13：20 田浦梅
林 13：40－14：40ＪＲ田浦駅

No.3,475

（瀬川

本牧山頂公園から三溪園

雨の為中止しました。

No.3,476

蔵王坊平スノーシュー
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記）

パーティ：女性３名
３月８日（金）晴。かみのやま温泉駅より宿が予約してくれたタクシーで宿へ。
昼食を済ませ、スノーシューを付けクロカンコースへ。昨夜 10ｃｍ程積もったフ
アフアの雪で歩きやすく気持ちよい。13：30 宿を出て 15：15 戻る。
３月９日（土）快晴。宿の車でリフト乗場へ。リフトを乗り継ぎ、スノーシュ
ーを付けて刈田岳へ向かう。オーナーは夕食の準備が忙しいとの事で今日は奥様
のガイド。９時宿出発、９時 30 分スノーシューを付けて歩き出す。時々後を振り
返り景色を眺めながら 1 歩 1 歩。快晴で刈田岳からは今年も月山、朝日連峰、飯
豊連峰の眺める事ができ最高でした。刈田岳頂上付近は風が強いので避難小屋ま
で行って昼食をすることにした。この先はルートもはっきりしているので３人で
帰れますと伝え、食事の準備もある奥様はスキーで下山。初参加のＭさんは冬山
を歩いている気分でとてもよかったと喜んでいました。
９時宿出発、９時 30 分スノーシューを付けて歩き出す－刈田岳 11：25－避難小
屋 12：10～30（昼食）－15：10 宿
３月 10 日（日）晴。９時宿の車でリフト乗場まで送って貰う。リフトを降り巨
木のある所へ向かう。今日はオーナーのガイド、10 時半巨木に着く。オーナーの
話をゆっくり聞くのも楽しい。オーナーはＬが尻セイドウを好きなのを覚えてい
てくれて２回も３回も尻セイドウをして楽しかったです。宿で着替えてから用意
してもらった昼食の牛丼を頂く。1 名が早く帰りたいとの事なので、一緒に帰るこ
とにして 1 本早いシャトルバスに乗る事にした。12：40 頃オーナーが送ってくれ
バス停に向う。今回は 12 名の新ハイの人達も一緒でとても賑やかでした。今年は
雪が少ないとの事でしたが御田ノ神付近はモンスターがあり充分に楽しめました。
かみのやま温泉 14：13 発東京行に乗車。
９時宿発（車）－10：30～11：00 巨木－11：30 宿着

No.3,477

セイメイバンから岩殿山

（河野 記）

＜Ｂ＞

パーティ：女性３名／男性３名 計６名

３月９日（土）晴。松浦隆康氏の「バリエーションルートを楽しむ」を参考に
して計画した。バス停から歩きだしたが登山口が分からず大分探した。松浦氏は
十王堂の石碑から入山したがこのコースには小さな砂防ダムがあり、そこを梯子
で登ってもみたがその先には全く踏み跡がない。従ってもう少し先の民家の横か
ら登って東尾根に取り付いた。700ｍまでは急登の連続で大変であった。大汗をか
くが休むと風が冷たくすぐに寒くなる。やっとセイメイバンについて昼食にした。
ここからは道が良くなり、ほぼ送電線に沿って歩いた。所々で真白な富士山を眺
め、休憩をした。葛籠（トズラ）峠に着くとここは舗装路の林道になっていて広
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場があった。笹平を過ぎ稚児落しは 1 名だけ見に行った。このころから疲れが溜
まってきて歩きが遅くなる。岩殿山へは岩場コースと岩場のないコースがあるが
岩場コースを選択した。長い岩場はどろどろの北斜面であり急斜面なので苦労し
て通過。時間が掛かったので岩殿山の頂上は省略し、長い階段を降り大月駅に着
いて解散。考えていたよりずっと長いコースであった。皆さんお疲れ様。
奈良子入口歩き出し８：40－登山口９：10～40－700ｍ点 10：20－867ｍ点 11：
15－セイメイバン 11：40～12：15－桜沢峠 13：00－高ノ丸 13：15－葛籠峠 13：
30－富士山景勝地 14:05－笹平 14：30－岩殿山直下 16：50－大月駅 17：20
（飯田 記）

No.3,478

梅がいい幕山

＜Ｃ＞

雨の予報のため中止しました。

No.3,479

西平山から蕨山

＜Ｂ＞

雨天の予報のため中止しました。

No.3,480

大山三峰山

＜Ｂ＞

パーティ：女性７名／男性３名 計 10 名
３月 24 日（日）晴。今日は寒の戻りで寒い。満員のバスを煤ケ谷で下りて歩き
出す。登山届を出すところに山ビル用の塩水が置いてあるがほとんど空なので、
まだその季節ではないと安心した。ゆっくりと登り、物見峠分岐迄行く。最初は
寒かったがだんだんと身体が暖まってきた。尾根筋に出ると東側からの風が強く
寒いくらいである。北峰の手前の日当たりの良い所で昼食したが、寒いので早め
に切り上げ歩くことにした。北峰への最後の登りは木の階段で急登となった。こ
の辺には昨日降った雪がうっすらと残っていた。中峰までは鎖や梯子があり急登
と急下降の連続で緊張を強いられる。やっと三峰山（中峰）に着きホッと一息つ
いた。三等三角点は大きく欠けていた。西側には表丹沢の峰々が見えている。い
よいよ下りになるがここも鎖が多くあり緊張が続く。下りの鎖場の方が危ないの
で皆さん注意して一歩一歩下って行く。不動尻まで下るとミツマタの花が満開で
あった。今までこの時期にこの山に登ったことが無かったのでこれほどミツマタ
が多くある事に気が付かなかった。舗装道路を歩き広沢寺温泉入口バス停に着き
解散した。然し崩落が一段と進んで山が急峻になっていた。95 年前の関東大地震
の震源地が丹沢である事を思うと地震との関連があるのではないかと考えてしま
う。
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煤ケ谷歩き出し９：15－物見峠分岐 10：35－尾根筋 11：00－北峰 12：30－三峰
山 13：15－不動尻 15：25－広沢寺温泉入口バス停 16：45

No.3,481

秩父花街道から観音院へ

（飯田

記）

＜Ｃ＞

パーティ：女性 11 名
３月 31 日（日）天候の関係で１日遅らせての山行になりました。満開の花桃の
道を歩いてのはずが花桃にはまだ 1 週間から 10 日ほど早く、蕾桃街道から秩父札
所 31 番観音院を往復になってしまいました。しだれの桃は桃の中では最も遅く咲
く桃のようです。花の時期をあてる難しさを実感した山旅でした。
観音院から観音山は思いのほか急登の階段が続き、けっこう大変でした。でも
山頂からは両神山そして眼下には秩父桃湖も見え桃に出会えなかったしぼんだ心
を和ませてくれました。道中の里は水仙、桜の真っ盛り。のびてしまったふきの
とうを横目にみながらの気持ちよい道でした。
10：15 栗尾バス停－10：50 観音院仁王門 11：00－11：10 観音院本堂 11：40－
12：20 観音山 12：40－13：15 観音院本堂 13：20－14：00 栗尾バス停 （瀬川

≪

お 知 ら せ

記）

≫

☆ 山行予告
７月 23 日(火)～26 日（金）飯豊連峰
７月 30 日（火）～８月１日（木）

＜Ａ＞

Ｌ飯田隆一

秋田駒ヶ岳～乳頭温泉

（国見温泉から～コマクサの群落を見ます）

＜Ｃ＞

Ｌ佐藤ツヤ子

７月 31 日（水）～８月３日（土）雷鳥沢にテント３泊。付近の山を散策しま
す。下山は出来れば一ノ越～黒部湖を歩きます。＜Ａ＞ Ｌ五十嵐知也
☆ No.3,489 四国・剣山と石鎚山の山行はレンタカーを使用するので、会山行
ではなく、個人山行になりました。
☆ 次回名簿を配布します。住所、緊急連絡先等に変更があった方はＦＡＸかメー
ルにて飯田までご連絡下さい。
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☆ メールにて配信を希望する方は瀬川仁子宛 segajin-ma@catv296.ne.jp に件名
を「メールにて配信希望」とし会員番号、氏名を記入して送信して下さい。
☆ 次の方が入会しました。

No.597 森野綾子
☆ 次の方が退会しました。
No.155 柴田しづ子、No.427 新井田晴義、No.457 松井

豊、

No.498 田中丈喜
☆

退会される方は会長まで退会届（ＦＡＸ,葉書でも可）を提出してください。

☆ ６月の役員会は６月５日（水）練馬区役所 1907 室 17：00～19：00 です。
☆ ７月の山行計画及び山行報告を４月 30 日（火）までに飯田迄提出して下さい。
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