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＜総会開催のお知らせ＞
コロナウイルス禍が継続している状況なので今年の総会は練馬区役所で行
うこととします。
日時：2021 年６月２日（水）17：00 から 19：00
会場：練馬区役所 20 階交流会室 （この部屋は広いので密を避け間隔を避
けて座りましょう）
申し込み：５月 30 日（日）までに飯田、瀬川、飯島のいずれかに電話かＳ
Ｍでお申し込みください。多くの方の参加をお願いします。
議題：１）2020 年度会計報告および 2021 年度の予算について（資料は当
日配布します）
２）2020 年度会計監査報告
３）2021 年度役員人事
長いこと活躍された中神琳枝、大塚康彦さんが役員を退任し、新任
役員として村田秀也、檜垣康夫さんが就任します
４）その他として会に対しての希望、要望、意見等をお聞きします。
行きたい山の希望も聞かせてください。
５）このような時期ですから総会後の会食は行いません。

＜コロナ禍の山行について＞
コロナ禍が依然として猛威を振るっています。３密を避けるための注意事
項を５月号でも書きましたが中々守られていません。皆さんの健康を守る
ため、又、近くの方の安全を守るためにご協力をお願いします。久しぶり
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に会ったので喜びのあまり会話が弾みすぎる傾向があります。大声の会話
はせず、控えめに会話してください。
１） 往復の交通機関ではマスクを着用して会話は控えめにしましょう
２） 山行中のマスクの着用は各自で判断する
３） 山行中の会話は控えめにする。食事の際もなるべく間隔を開けて密
を避けるようにしてください
４） 山行中、他の登山者と行き会う場合の挨拶は控えめに行う
５） 山行後の飲食は原則としてやめましょう。行う場合も４人以下短時
間で

≪ ５ 月 の 山 行 計 画 （ 追 加・変 更 ）≫
No.3,628

檜洞丸

＜Ａ＞

Ｌ

村田秀也

５月 23 日（日）の山行は＜Ｂ＞から＜Ａ＞に変更しました。
詳細は５月号を参照してください。

No.3,629

雁ケ腹摺山から鳥屋ノ丸

＜Ａ＞

Ｌ

飯田隆一

＜Ｂ＞から＜Ａ＞に変更しました。実施日程は５月 15 日(土)です。
申し込み：５月 13 日（木）までに電話、FAX,メールでリーダーへ。
詳細は５月号を参照してください。

No.3,630

三頭山

＜Ｃ＞

Ｌ

菊地玉記

５月 11 日
（火）武蔵五日市駅からバスで標高 990ｍの都民の森登山口まで登り、
新緑の三頭山を楽しみたいと思います。
武蔵五日市駅８：22 発都民の森行バス（特急）乗場集合（立川 7：26＝７：40 拝
島＝７：59 武蔵五日市）＝９：30 都民の森９:45－60 分大滝休憩小屋（トイレ）
－60 分ムシカリ峠－20 分三頭山（1,531ｍ）－20 分見晴小屋－20 分鞘口峠－20
分都民の森登山口
歩程：３時間 20 分＋1 時間 30 分･････４時間 50 分
地図：昭文社“奥多摩”
費用：立川－武蔵五日市 310 円、五日市－数馬 1,820 円
申し込み：５月９日（日）迄、電話又はメールでリーダーへ。
備考：
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≪
No.3,631

入笠山

6 月 の 山 行 計 画

≫

＜Ｃ＞

Ｌ

菊地玉記

６月５日（土）入笠山ゴンドラ山麓駅集合（７：30 新宿発あずさ３号＝７：53
立川＝９：43 富士見駅からゴンドラ乗場山麓駅へ 10 時発無料バスが出ておりま
す。）10：30 ゴンドラ山頂駅－入笠湿原散策－1 時間御所平峠－40 分入笠山（1955
ｍ）－1 時間 20 分ゴンドラ駅
歩程：３時間＋１時間 30 分･････４時間 30 分（15：00 発無料バスで富士見駅へ）
地図：昭文社“北岳、甲斐駒”
費用：新宿特急利用で 6,700 円、ゴンドラ往復 1,700 円
申し込み：６月３日（木）迄ＴＥＬ又はメールで
備考：

No.3,632

景信山東尾根

＜Ｂ＞

Ｌ

五十嵐智也

６月６日（日）高尾発京王バス８：12 小仏行乗車、大下バス停８：30 下車集合。
大下－40 分 478ｍ点－30 分 581ｍ点－50 分景信山－50 分堂所山－30 分明王峠－30
分矢ノ音－20 分大平小屋跡－1 時間 10 分相模湖駅
歩程：５時間 20 分＋１時間 30 分･････６時間 50 分
地図：2.5 万図“与瀬”
費用：約 2,000 円
申し込み：６月４日（金）までにメールでリーダーへ。

No.3,633

白毛門

＜Ａ＞

Ｌ

飯田隆一

６月 19 日（土）土合駅前８：45 集合（６：36 東京発たにがわ 401 号越後湯沢
行＝７：02 大宮＝７：52 上毛高原８：05＝（谷川岳ロープウェィ行バス）８：45
土合駅前－３時間 30 分白毛門－２時間 25 分土合駅
歩程：５時間 55 分＋１時間 30 分･････７時間 25 分 16：10 土合駅に着く。帰
路：土合駅前 16：18＝（バス）17：05 上毛高原 17：28（Max とき 334 号）＝18：
17 大宮＝18：40 東京
地図：昭文社“谷川岳”
費用：13，380 円（東京－上毛高原 5490 円＊２、谷川岳ロープウェィ行バス 1,200
円＊２、ジパングの方は 5,490＊２＝10,980 円が 7,680 円）
申し込み：６月 17 日（木）までにメール、電話でリーダーへ。
3

備考：往路：東京６：36＝８：05 越後湯沢８：14＝８：39 土合の方法もあります。
費用は安くなりますが集合場所は土合駅前バス停です。

No.3,634

真名井北陵～赤杭尾根～サス尾根

＜Ｂ＞

Ｌ

堀江公

６月 27 日（日）川井駅７：25 分集合（立川６時 21 分発奥多摩行＝川井駅７時
25 分着）７時 29 分発清東橋行バス＝上日向 7 時 50 分－60 分 41 号鉄塔－１時間
30 分新蔵指ノ丸－40 分雁掛ノ峰－20 分真名井沢の峰－60 分赤杭山－60 分サス尾
根－30 分古里駅
歩程：６時間＋１時間 30 分･････７時間 30 分
地図：2,5 万図

“武蔵日原”

費用：約 1,300 円
申し込み：６月 25 日（金）までに伝言メモ。又はメールへ

＜＜
No.3,615

３ 月 の 山 行 報 告

箒沢権現山から畦ヶ丸

パーティー：女性４名／男性１名

＞＞

＜Ｂ＞
計5名

３月 27 日（土）晴。３月 20 日がコロナ禍の緊急事態宣言下であったので 1 週
間遅らせて実地しました。当日は小田急線で事故があり電車が暫く不通になって
いたので歩き出しが大幅に遅くなった。箒杉の横から茶畑を通り山道に入る。し
ばらくは薄暗いスギ林の中を行く。大滝沢林道で小休憩しここからは集中テレビ
アンテナ用の電線に沿って登る。低い電信柱があるので何回もくぐる。4 等三角点
の峰山についたが山名表示はない。ここから少しの間は右下に咲いている満開の
ミツマタを見ながら登るが、すぐに大岩と砂地の急斜面となった。大岩につかま
り木の根につかまりながらの 3 点確保登山となった。やっと身体を確保できると
ころに来たので岩の間に身体を確保し、荷物を落とさないように注意をしながら
昼食タイム。傾斜が緩んできて頂上直下の鹿柵に来た。右から回り込んで箒沢権
現山山頂。今日は時間的に畦ヶ丸に行くのは無理なので頂上の丸形の椅子に座り
ゆっくり休む。ここにも山名表示はない。一般道を下り西丹沢自然教室のバス停
についたが 15：40 のバスに間に合わず 17：05 のバスで帰路に就いた。
箒沢バス停歩き出し 10：50－大滝沢林道 11：15－峰山（735ｍ

）11：35－（昼

食 12：15～45）－箒沢権現山 13：30～14：00－本棚沢 15：00－西丹沢自然教室バ
ス停 15：50

（飯田
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記）

No.3,616

楢抜山～ノポット

＜Ｂ＞

雨天につき中止しました。

≪
１）

役 員 会 だ よ り ≫

会則等についての投書があったのでそれについて討議をし、会則討議委

員を決め、時間をかけて会則を検討することにした。
２）

総会の開催を６月役員会の時に行うことに決めた。

３）

2020 年度の決算報告書及び 2021 年度の予算書の説明と監査からの承認を

得た。

≪

お 知 ら せ ≫

☆ 次の方が退会しました。
No.546

虹

紅輝、No.584

奥村千秋

☆ スポーツ安全保険について下記の方々の保険加入手続きが完了しました。
石川博康、吉原幸子、飯島正子、堅田秀子、小林雄一、増子順子、冨永愛湖、
下山純子、阪本操子、荒サトコ、持田ヒデ子、松永道子、高橋淑子、久保田ゆ
かり、山田広子、石田里千代、檜垣康夫、菊地玉記、瀬川仁子、森野綾子、佐
藤ツヤ子、森田俊子、河野良子、矢島正枝、高田喜代美、飯田隆一
☆ 以前提出していただいた緊急連絡先に変更のある方は会長までご連絡下さい。
☆ ６月の役員会は総会を兼ねます。６月２日（水）練馬区役所 20 階交流会室 17：
00～19：00 です。
☆ ６月、７月の山行計画及び山行報告を４月 30 日（金）までに飯田まで提出下
さい。
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