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≪ 9 月 の 山 行 計 画
No. 3,650

白谷沢～棒ノ折山

＜Ｃ＞

≫
Ｌ

五十嵐智也

９月５日（日）さわらびの湯バス停集合（飯能（バス）８：00＝８：48 さわら
びの湯）－30 分白谷橋－1 時間 30 分岩茸石－25 分権次入峠－20 分棒ノ折山－50
分奥茶屋－10 分清東橋バス停＝川井駅
歩程：３時間 45 分＋1 時間 30 分･････５時間 15 分
地図：昭文社“奥多摩”
費用：約 2,500 円
申し込み：９月３日（金）までにメールでリーダーへ。
備考：涼しい沢筋のコースを計画しました。

No.3,651

燕岳から常念岳へ

＜Ａ＞

Ｌ

飯島正子

槍、穂高を望み、大天井の稜線を歩くコースです。
９月５日（日）JR 穂高駅に 10：22 集合（新宿７：00 発あずさ１号松本行－９：
38 松本９：55 大糸線信濃大町行き－穂高 10：22 着）タクシー＝11：00 中房温泉
－１時間 30 分第二ベンチ－１時間 20 分合戦小屋－１時間 10 分燕山荘（泊）
歩程：４時間+１時間･････５時間
９月６日（月）５：00 燕山荘－30 分燕岳－25 分燕山荘－１時間大下りの頭－２時
間 40 分大天荘－１時間 30 分東大天井の道標－１時間 30 分常念小屋（泊）
歩程：７時間 35 分＋１時間 30 分･････９時間５分
９月７日（火）７：00 常念小屋－１時間常念岳－45 分常念小屋－１時間笠原－１
時間 20 分大滝ベンチ－50 分ヒエ平・一の沢登山口＝タクシーで穂高駅へ。あずさ
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46 号穂高発 16：00（新宿着 19：06）
歩程：５時間 55 分＋１時間 30 分･････７時間 25 分
地図：昭文社“槍ヶ岳・穂高岳”
費用：約 43,000 円（あずさ新宿―穂高 7060×２＝14120 円、タクシー代 1500×
２＝3000 円、宿泊費 13000×２泊＝26000 円）
申し込み：８月 10 日（火）までにショートメールでリーダーへ

No. 3,652

小金沢連嶺南部（大蔵高丸～ハマイバ丸～）
＜Ｂ＞
Ｌ 檜垣康夫

タクシーで湯の沢峠（1650m）まで行き、小金沢連嶺南部の湯の沢峠お花畑～大
蔵高丸山、ハマイバ丸等気持ちの良い稜線を縦走します。
９月 11 日（土）甲斐大和駅改札出口付近８：50 集合（中央本線高尾駅７：39 甲
府行＝甲斐大和駅８ ：42 着）＝（タクシー約 40 分）湯の沢峠

９：40 湯の沢峠

－35 分大蔵高丸－30 分ハマイバ丸－30 分天下石－15 分米背負峠－20 分大谷ヶ丸
－40 分コンドウ丸

－15 分曲り沢峠―10 分 1203m 地点－70 分景徳院 713m 地点－

（バス 8 分又徒歩 30 分）甲斐大和駅
歩程：４時間 25 分（又は４時間 55 分）＋１時間 20 分･････５時間 45 分 （又
は６時間 15 分）
地図：昭文社“大菩薩嶺” 2.5 万図”大菩薩峠” 笹子”
費用：約 3,500 円（高尾駅起点電車、タクシー）
申し込み：９月８日（水）までにショートメール又は電話でリーダーへ。
（注）状況によりタクシーの配車可能台数が限られるため、参加申し込みの期
限を少し早めました。
備考：※行きは甲斐大和駅からタクシーを利用します。下山の景徳院から甲斐
大和駅までは時間帯によりバス又は徒歩（30 分）になります。
※天候不良等により中止の場合は、前日午前中に申込みのあった各人宛に連絡し
ます。

No.3,653

九鬼山

秀麗富嶽 12 景

＜Ｂ＞

Ｌ

村田秀也

９ 月 12 日（日）富士急行線田野倉駅８：25 集合（高尾駅発 7：24 発河口湖
行き）田野倉８：25－池ノ山・天狗岩経由九鬼山 95 分－札金峠 50 分－馬立山 50
分－神楽山 65 分－猿橋駅 45 分
歩程：６時間 5 分+１時間 30 分･････７時間 35 分
地図：昭文社“高尾・陣馬”
費用：高尾から 1390 円
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申し込み：９月９日までに、電話、メールで村田まで
備考：

No.3,654

白毛門

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

９月 25 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＝谷川岳ロープウェー行バス）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、谷川岳ロープウェー行バス 1200
円＊２、ジパングの方は 5490＊２＝10980 円が 7680 円）
申し込み：９月 23 日（木）にメール、又はショートメール、電話でリーダーへ。
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。集合は土合駅改札口ではなく階段を上った駅前です。

No.3,655

妙法ヶ岳

９月 27 日(月)

＜Ｂ＞

Ｌ

堀江公

西武秩父駅９時集合。（池袋特急７時 30 分発＝西武秩父８時

50 分着）西武秩父駅発バス９：00 三峰神社行＝大輪バス停９：50 －２時間三峯
神社－１時間 30 分妙法ヶ岳－１時間 10 分三峯神社＝バス西武秩父駅行
歩程：４時間 40 分＋１時間 30 分･････６時間 10 分
地図：昭文社“雲取山・両神山”
費用：約 4,500 円
申し込み：９月 24 日(金)迄に SMS 又はメール
備考：三峯神社発 15 時 30 分 16 時 3 0 分

3

≪ 5 月 の 山 行 報 告

≫

５月の山行はコロナの非常事態宣言中であるので中止しました。
No.3,625

小金沢山～牛奥雁ヶ腹摺山 L 檜垣康夫

No.3,626

子ノ権現～竹寺

L 五十嵐智也

No.3,627

江戸小屋尾根～中尾根

L 堀江

No.3,628

檜洞丸

L 村田秀也

No.3,629

雁ヶ腹摺山から鳥屋ノ丸

L 飯田隆一

No.3,630

三頭山

L 菊地玉記

公

≪ 6 月 の 山 行 報 告
No.3，631

入笠山

≫

＜Ｃ＞

パーティー：女性８名
６月５日（土）晴。前日は強風と雨で心配していた。天気予報通り朝は雲が低
く重々しい天気だったが入笠山へ近づくに従って空が明るくなっていった。人出
は例年の半分位でバスもゴンドラもスムーズに乗れた。湿原の入り口近くで見ら
れる釜無ホテイアツモリソウは既に散っていてがっかりした。湿原で出会った主
な花はシロバナノヘビイチゴ、ズミの花、クリン草が満開だった。途中休憩をし
た山彦荘でアツモリ草の種類の違う花が咲いていた。又、美味しい牛乳を飲んだ
人もいた。そこからまもなくゆるやかな入笠山の登山道を登り 360 度の眺望であ
った。八ヶ岳、乗鞍岳、甲斐駒ヶ岳等々、富士山だけ雲に隠れて見えなかったが
頂上ではゆっくり昼休みをした。花は少なかったけどカラ松の新緑に心が癒され
た。帰りにゴンドラ駅近くですずらんのお花畑が見頃で風に乗ってかおりもよか
った。ゴンドラ、バスに乗り富士見駅で解散。
歩き出し 10：15－入笠湿原散策－11：30 入笠山登山口－入笠山 12：00～40（昼
食）－山彦荘 13：00～15－ゴンドラ駅＝バス停 14：40＝富士見駅 15：00（菊地
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記）

No.3,632

景信山東尾根

＜Ｂ＞

パーティー：女性３名／男性５名

計８名

６月７日（月）曇後晴。雨予報のため 1 日延期して実地した。そのため月曜日
から仕事が始まる人とワクチン接種の予定の人が来れなくなってしまった。大下
でバスを下り、尾根末端のとりつき付近に行くと、高速道路の補強工事のため広
い範囲で立入り禁止となっていた。やむをえず小下沢林道をキャンプ場跡まで歩
き、一般登山道を登ることにした。
林道に並行する小下沢は沢歩きの最も簡単な沢である。初めて沢に入る人はこ
の沢から入門することが多い。キャンプ場跡からかなり先に４～５ｍの滝が２本
ありザイル確保で登る。今日は沢から別れて、一般道を登ったが２年前の台風で
かなり荒れていた。ほどなく東尾根の分岐に着き、一到足で景信山頂に着いた。
眼下に先月歩いた北高尾山稜が長く東西に横たわりやはり歩きでのある山稜と実
感した。今日は参加者に４時間までに帰宅しないといけない事情のある人がいた
ので、これから先は少し急いで歩いた。いくつかのピークをまいて明王峠、屋の
音、大平小屋跡と順調に歩き展望台に着いた。ここで帰宅を急ぐ人は先に下りて
もらうことにした。かなりとばしてきたので、少し長く休憩した後、ゆっくりと
与瀬神社へ向けて下山した。国道に出てコンビニでビールを買い喉をうるおして
帰路についた。
大下バス停９：25－小下沢キャンプ場跡９：45－東尾根分岐 10：40－景信山頂
11：30 から 12：20－明王峠 13：00－矢ノ音 13：30－展望台 14：10－与瀬神社 14：
40－相模湖駅 15：00

No.3,633

白毛門

（五十嵐

記）

＜Ａ＞

雨天の予報の為に中止しました。

No.3,634

真名井北陵～赤抗尾根～サス尾根

＜Ｂ＞

雨天の予報のため中止しました。

No.3,635

高柄山

＜Ｂ＞

パーティー：女性６名／男性４名

Ｌ飯島

計 11 名

６月 12 日（土）曇りのち晴。集合場所の四方津駅で挨拶のあと２班に分かれて
後方は檜垣さんに気を使っていただきました。きれいな桂川を下に見て川合橋を
渡り、集落を見下ろすように車道を登っていく。まずは一休みで水分補給が大事。
熱中症に気をつけようと飴をいただく。昔の人が歩いた古い峠道、なんだか当時
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の人の暖かさが感じられ、足取りも軽やかになる。
ヒノキや杉林、アカマツの林の中を大丸に向かって登っていく。今日は新緑も
濃く葉も大きくなって緑一面私たちを包み込んでちょうど木陰を歩いている。と
ころどころ雪のように白い花びらで目を楽しませてくれるのはヤマボウシの花。
大丸で高柄山への方向を確認して大休止。これからは稜線の縦走を登ったり下り
たりしながら千足峠から高柄山山頂へ。赤いお社が祀られ手を合わせて昼食タイ
ム。離れて休憩しながらもホッとしたみんなの笑顔が素晴らしい。でもこれから
が本日のハイライト。急な登り、急な下りの連続。新矢の根の峠道を沢まで下り、
そして御前山へ続く尾根を登る登る…「あちこちの脚の筋肉が使われていいね」
と楽しい感想は北原さん。夏山に向けての訓練だと思って「一歩一歩を確実に」
を合言葉に進みました。
御前山の南斜面を下り、鶴鉱泉の登山口に出る。「いやーすごかったね、この
山は…手ごわい。仲間がいるからできたね」とみんなで感謝。そして自分にも自
信をもらって次の山へゴー。ありがとうございました。
四方津駅歩き出し８：10－川合峠８：40－大丸 10：00～10－高柄山（昼食）11：
00～40－矢の根峠 12：30－御前山 13：45－鶴鉱泉登山口 14：45－上野原駅 15：
30

No.3,636

（飯島

裏口登山道から三つ峠山

パーティー：女性７名／男性２名

記）

＜Ｃ＞

計９名

６月 20 日（日）曇り時々晴。天気が悪く 1 日延期して催行しましたため、２名
の不参加が出て 9 名となり、河口湖駅前から予約のタクシー２台で登山口に向か
った。登山口のかなり手前から沢山の車（多分 30 台近く）が道端に駐車しており
驚かされた。標高 1294ｍの登山口から幅広のジープ道を進む。花の時期には少し
早く展望も得られない曇り空なので、木無山は割愛して開運山（三つ峠山）に向
う。頂上手前はかなり長い階段登りでひと汗かいた。この付近には山ツツジと沢
山のドウダンツツジの花が咲いていた。頂上には多勢の人がランチをしていた。
富士山は見えないが我々もここでランチタイムとする。御巣鷹山までは良く整備
された道だが、この先は昨日の雨の影響も有り、濡れた土と岩っぽい急下降が続
き皆さん慎重に下る。何ケ所かロープもあり、こちらに来る登山者は殆ど居ない
様ようで、下山する人、登ってくる人にそれぞれ 1 人ずつ会ったのみ。茶臼山、
大幡山を経て大幡八丁峠に着くと作業中の４～５人が車で来ていた。ここからは
清八林道を単調に下るのみで、登山口には約束の車が丁度来たところでした。朝
の電車と河口湖駅からは頂上付近に少しの白衣をまとった富士山が見えたし、緑
のオゾンを胸一杯吸ったので良しとしましょう。花もアヤメ、ニッコウキスゲな
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どが咲き始めたところでした。
登山口 10：00－三つ峠山 11：40（昼食）12：10―御巣鷹山 12：25－茶臼山 13：
30－大幡山 13：50－大幡八丁峠 14：20－登山口 15：05

No.3,637

上州武尊山

（佐藤ツ

記）

＜Ａ＞

雨天のため中止しました。

No.3，638

小金沢連峰南部（大蔵高丸～ハマイバ丸～）

＜Ｂ＞

天候不良のため中止しました。

No.3,639

両神山テント山行

＜Ａ＞

日向大谷登山口行バスが路肩崩落の為通行止めになっていたので中止しました。

≪
１）

役 員 会 だ よ り ≫

天候等で中止や変更がある場合の連絡方法についてホームページの掲示

板で知らせるのが良いのではないかとの提案があった。今まではショートメール
で連絡することが多かったがリーダーの負担を軽減するためにも必要との意見が
出た。次回にホームページ担当の瀬下さんに出席してもらい討議することとなっ
た。
２）

山行への参加申し込みについて。リーダーがメールアドレスを山行計画

に載せる方法が良いのではないかとの提案があった。
３）

会則の変更について瀬川、堀江、檜垣、飯田７月７日に打ち合わせを行

なった。役員会の 1 時間前に毎回行うこととした。
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≪

お 知 ら せ ≫

☆ 次の方が入会しました
No.612 橋本光博
☆ 山行計画の申し込み欄にメールアドレスの記載がされている時は出来るだけ
そのアドレスに氏名を記載して申し込んで下さい。無理ならショートメールでけ
っこうです。ＳＭにはメールでの連絡不可の場合はその旨を記入してください。
☆ ＴＴＣのＨＰに山行の天候不順で山行が実施できなくなった場合等の変更が
掲載されることになりました。左側の CONTENTS 欄の「山行計画変更の連絡」
をクリックして下さい。変更内容が確認できます。
☆ ９月の役員会は９月１日（水）練馬区役所 1906 室 17：00～19：00 です。
☆ 10 月の山行計画及び山行報告を８月 31 日（火）までに飯田まで提出して下さ
い。
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