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≪ 3 月 の 山 行 計 画 ≫
コロナ禍が依然として猛威を振るっています。３月の山行計画については、
以下のごとくに致しますが、状況により変更がありえます。申し込み時に
リーダーに相談してください。
No.3,613

稲荷山～景信山

＜Ｂ＞

Ｌ

菊地玉記

３月６日（土）京王線高尾山口駅８:20 集合。高尾山口―50 分稲荷山―50 分高
尾山分岐－１時間 10 分城山（小仏城山）－20 分小仏峠―40 分景信山（727.3ｍ）
－50 分登山口―10 分小仏バス停
歩程：４時間 50 分＋１時間 30 分･････６時間 20 分
地図：昭文社“高尾・陣馬”
費用：約 2,000 円
申し込み：３月４日までにメール又は電話でリーダーへ。
備考：

No.3,614

沼沢尾根～岩茸石山～雷電山

＜Ｂ＞

Ｌ

堀江

公

３月７日（日）川井駅８:40 集合。（立川 7:30 発青梅行＝８:05 青梅８:10 奥
多摩行＝８:33 川井）川井駅－1 時間 30 分馬仏山－30 分岩茸石山－30 分高水山－
1 時間榎峠－40 分雷電山－1 時間ノスザワ峠－40 分石神前駅
歩程：５時間 50 分＋1 時間 30 分･････７時間 20 分
地図：2.5 万図“武蔵御岳”
費用：約 2,500 円
申し込み：３月５日（金）までにメール又は伝言メモ
備考：軍畑駅に下る場合もあります。
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No.3,615

箒沢権現山から畦ケ丸

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

３月 21 日（日）小田急線新松田駅８:15 集合（新宿 6:50 発小田原行急行＝8:12
新松田）８:25 新松田発西丹沢自然教室行バス＝９:31 箒杉バス停－1 時間峰山
（735ｍ

）－55 分箒沢権現山－１時間 20 分畦ケ丸－45 分大滝峠上－40 分一軒屋

避難小屋―１時間大滝橋バス停
歩程：５時間 40 分＋１時間 30 分･････７時間 10 分
地図：2.5 万図“中川”、昭文社“丹沢”
費用：約 4,000 円
申し込み：３月 19 日（金）までに SMS、FAX でリーダーへ。
備考：アイゼン持参、エスケープルートとしては、雪の状態によっては箒沢権
現山から直接西丹沢自然教室バス停に下山します。（箒沢権現山－1 時間 20 分西
丹沢自然教室）

No.3,616

楢抜山～ノポット

＜Ｂ＞

Ｌ

五十嵐智也

３月 28 日（日）西武線飯能駅集合。８：00 名郷行バス乗車＝８:30 赤沢－30
分 348ｍ点－1 時間 505ｍ点－30 分楢抜山（553.5ｍ）－1 時間 548ｍ点－２時間ノ
ポット（

435.8ｍ）－30 分原市場中学校バス停＝飯能駅

歩程：５時間 30 分＋１時間 30 分･････７時間
地図：2.5 万図“原市場”
費用：約 3,000 円
申し込み：３月 26 日（金）までに SMS でリーダーへ。
備考：低山のバリエーション

≪ 12 月 の 山 行 報告 ≫
No.3,597

権現山～雨降山

パーティ：女性 7 名／男性 5 名

＜Ｂ＞
計 12 名

12 月５日（土）曇。不安定な天気予報だが決行した。浅川バス停から歩き易い
登山道をゆっくり歩き、程なく浅川峠に至る。右扇山、左権現山の標識がある。
権現山への尾根道は落葉した自然林の中を進む。あまりにも素敵な道なので時々
休み楽しみながら歩いた。ゆるい登りの後、最後の急登で麻生山との分岐に着き、
一息入れて権現山山頂に着いた。見えていた扇山と百蔵山も雲が広がり見えなく
なった。
昼食休憩をとったが、寒いので早々に山頂を後にして尾根を東に巡り雨降山に
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着いた。しばらくすると山名通り雨が降り始め雨具を着たが、雨はまもなく止ん
だ。ピークはほとんどまいて進み、おだやかに下り続けた。いくつかの分岐を分
け、用竹バス停に至った。この尾根もほとんど自然林なので新緑や紅葉の季節も
気持良いだろう。
浅川 9:00－浅川峠 9:50－権現山 11:20～50－雨降山 12:30－一本杉 13:30－用竹
バス停 14:45

No.3,598

鍋嵐山

（五十嵐

記）

＜Ｂ＞

パーティ：女性 5 名／ 男性 2 名

計7名

12 月 12 日（土）晴。煤ヶ谷バス停で降りたのは我々の他には 1 名だけだった。
その人は大山方面に歩いて行ったので我々のいく方向には他の登山者はいなかっ
た。大山三峰山の分岐まではひたすら上りになる。歩き始めは寒かったが歩いて
いると暑くなってくる。物見峠までは崩落個所いくつもあり注意して歩く。水源
の森と記したポールが所々に立っている。鍋嵐山への分岐についた。ここからが
本番である。痩せ尾根で現在も崩落が続いているようである。尾根の真ん中に大
木が聳えていて進路を塞ぐので大木に抱きついたり、その木の根につかまったり
して進んだ。案外時間がかかる。ガイドブックには 719ｍ点で北方向に行かないよ
うにと書いてある。719ｍの進行方向は急峻な崖なので手前に少し戻り左に入ると
すぐに道形ははっきりする。ガスに巻かれた時は用心である。漸く鍋嵐山山頂に
つくと土山峠から来たという男性一人が無線交信をしていた。帰りは早い。元の
分岐についた。ここでも土山峠から来た男性 1 名に会った。今日会った人はこの
２名のみであった。土山峠への下りにかかったが途中の辺室山の登りがちょっと
つらいがその他は順調に下り土山峠について本厚木行きのバスに乗って帰路に就
いた。
煤ヶ谷バス停９:15－大山三峰分岐 10:35－物見峠 11:05－辺室山分岐 11:20－
719ｍｐ11:45～12:15（昼食）－鍋嵐山 12:45～13:00－熊の爪（740ｍ）13:35－辺
室山分岐 13:45－辺室山 14:30－土山峠 15:20

No.3,599

吉野山～弓ノ音

（飯田

記）

＜Ｃ＞

コロナ禍の影響で中止しました。
No.3,600

高川山

＜Ｂ＞

パーティ：女性 6 名／男性 5 名

計 11 名

12 月 29 日（火）晴。初狩駅に 11 人が集合し挨拶を交わす。思っていたより寒
さを感じない。前日は雪予報であったので、軽アイゼンを持参するようお願いし
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たが、その必要はまったく無かった。登山口が以前より分かりやすくなっていた。
その先の藪っぽい中を抜けて踏み跡を登り、屛風岩で富士山や他の山々の展望を
楽しんだ。大岩では方向を間違え登り返し修正する。とにかく今日は風も無く登
りは暑く汗ばむ。アップダウンを繰り返し、カンバ沢の頭で昼食とした。羽根子
山の先でまた方向を間違えコース修正する。このコースは大岩から踏み跡が多く、
周囲の景色に変化がないので単独で歩いている時と同じように、全集中の呼吸を
忘れないようにと反省する？
高川山直下の登りにひと汗かき、山頂で休憩とし写真を撮り、展望を楽しんだ。
風も無く心地良い時間を過ごす事ができた。
大月駅か禾生駅に下山する計画を、時間的にも乗り換え無しの初狩駅にと変更
し、女坂経由の一般道で下ることにし駅で解散とした。
初狩駅８:50－屛風岩９:40－大岩 10:10－カンバ沢の頭 11:40－羽根子山 12:15
－高川山 13:00－初狩駅 14:50

≪

（堀江

記）

役員会便り ≫

（１月６日の内容）
１）

コロナ禍の状況に鑑み１,２月の山行は全て中止する事、及び２月の役員

会を中止と決めました。３月３日の役員会で３月及び４月以降の山行計画に
ついては検討することにしました。
２）

住所、連絡先、緊急連絡先等に変更のある方は飯田又は瀬川まで連絡し

てください。
３）

会員の方の意見や考えが山行時に話すだけでは十分に内容が伝わりませ

ん。毎月役員第１水曜日には練馬区役所で役員会を開いています。誰でも
出席可能ですから出席して意見を述べてください。より良い会にする為に協
力をお願いします。
４）

ＴＴＣではバリーエーションルートの登山が多く、ルートが参加者に分

かりにくいことがあります。それについてどうしたら良いか話し合いました。
会員の皆さんで何か妙案がある方はご連絡下さい。

≪
☆ No.448

お 知 ら せ

≫

荒サトコさんの住所が変更になりました。

☆ ３月の役員会は３月３日（水）練馬区役所 1907 室 17 時～19 時です。
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