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コロナ対策としてほとんどの方がワクチン接種を終えていると思います。非常
事態宣言が解除されましたが、ワクチン接種だけでコロナの害を完全に防ぐこと
はできないと言われています。これまでと同じように３密を避け、マスクの着用、
手洗いの徹底に気を配り、お酒の入った会食は避け、往復の交通機関での会話は
控えめにしましょう。

≪ 11 月 の 山 行 計 画 （追 加）
No.3,672

富士を見ながら東海自然歩道を歩く

＜Ｂ＞

Ｌ

≫
瀬川仁子

初冬の富士がきれいな時期に東海自然歩道を歩きます。宿泊は休暇村「富士」。
11 月 25 日（木）河口湖駅９：00 集合（６：45 新宿バスタ＝８：30 河口湖駅）
９：05 河口湖駅＝９：55 道の駅「朝霧高原」10：00－２時間麓のつり橋－１時間
10 分陣馬の滝－1 時間５分長者ケ岳登山口－45 分休暇村「富士」
歩程：５時間＋1 時間 30 分･････６時間 30 分
TEL0544-54-5200

１泊２食

16：30 に休暇村「富士」に着く。

￥17,000 円

11 月 26 日（金）８：00 休暇村「富士」－50 分長者ケ岳登山口－１時間 10 分
長者ケ岳－50 分天子ケ岳－１時間 50 分立石バス停－20 分白糸の滝バス停
歩程：５時間＋１時間 20 分･････６時間 20 分 15：00 河口湖行きバスに乗る。
下山時は富士急白糸の滝 15：00＝16：20 河口湖（本数が少ない）。また、乗り遅
れた場合は白糸の滝 15：10、15：40、16：40＝富士宮 15：40、16：10、17：10
のバスに乗り東海道線経由で帰れます。16：22 富士宮＝16：42 富士 17：04＝17：
43 熱海 17：51＝18：14 小田原。
備考：宿はキャンセル料金がかかります。よって雨天でもコースを変えて実施
します。行きのバスタから河口湖までのバスのチケットは各自で購入してくださ
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い。富士急コールセンター0555-73-8181、0570-022956 かウェブで。
費用：24,000 円（新宿起点・高速バス利用の場合）
申し込み：11 月 21 日までにメールでお願いします。メールが無理な方はＳＭで
も可。締め切り期日が早いのでご注意下さい。

No.3,673

真名井北陵

＜Ａ＞

Ｌ

堀江公

11 月 28 日（日）川井駅７：25 集合（立川駅６：21＝川井駅７：25）バス７：
29 発清東橋行＝上日向７：40－60 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－40 分古里駅
歩程：６時間 10 分＋１時間 30 分･････７時間 40 分
地図：2.5 万図“武蔵日原”
費用：約 1,500 円
申し込み：11 月 26 日（金) 迄に電話又はメールへ。
備考：28 日が中止の場合は 29 日に変更とします。29 日のバスは７時 20 分発で
す。

≪ １2 月 の 山 行 計 画 ≫

No.3,674

柏木山～龍崖山

＜Ｃ＞

Ｌ

檜垣康夫

12 月４日（土）飯能駅北口バス停３番付近８：50 集合（西武池袋線池袋駅発
７：50 準急飯能行＝飯能駅８：46 着）＝バス（国際興業バス湯の沢行９：04 発）
＝９：15 永田大杉バス停下車９：20－５分ドレミファ橋－10 分茜台自然公園－（シ
ダの道経由）－１時間 10 分柏木山（昼食予定）－45 分赤根ヶ峠－35 分龍崖山登
山口（龍崖山公園）－35 分龍崖山－25 分金蔵寺－10 分ドレミファ橋－５分永田大
杉バス停
歩程：４時間 00 分＋１時間 30 分･････５時間 30 分
地図：2.5 万図”飯能”

昭文社”奥武蔵、秩父”

費用：約 1,400 円(池袋駅起点での電車、バス）
申し込み：12 月２日（木）までにメール、ショートメール又は電話でリーダー
へ。
備考：飯能三山のうちの二座を結んで、初冬の黄葉の里山を歩きます。低山で
すが展望がよく、手作りのオブジェなど地域から親しまれている様子が感じられ
る里山です。コースの関係から、少し早めの昼食になる予定です。
2

No.3,675

市道山～臼杵山

＜Ｂ＞

Ｌ

五十嵐知也

12 月 12 日（日）藤野発８：06 和田行バス乗車集合。和田バス停－１時間 10 分
醍醐峠－10 分醍醐丸－1 時間市道山－1 時間 20 分臼杵山－1 時間 15 分荷田子峠－
15 分荷田子バス停＝武蔵五日市
歩程：５時間 10 分＋1 時間 30 分･････６時間 40 分
地図：昭文社“高尾・陣馬”“奥多摩”
費用：約 2,500 円
申し込み：12 月 10 日（金）までにＣメールでリーダーへ。

No.3,676

小野子山から十二が岳

＜Ｂ＞

Ｌ

飯田隆一

12 月 12 日（日）６：26 上野発高崎行＝８：16 高崎８：23＝８：50 渋川＝タク
シー約 30 分赤芝登山口９：30－50 分ゴヨウツツジ分岐－30 分小野子山－40 分中
ノ岳－35 分十二が岳－1 時間 40 分小野上駅
歩程：４時間 15 分＋1 時間 30 分･････５時間 45 分
小野上 16：31＝17：16 高崎 17：33＝19：11 上野
地図：昭文社“赤城・皇海・筑波”、 2.5 万図“上野中山、金井”
費用：約 5,700 円（上野－小野上 2310＊２＝4620 円、タクシー1000 円）
申し込み：12 月 10 日（金）までにメール又はショートメールで。
備考：前回（2012 年 12 月 12 日）は 12：12 までに十二が岳頂上に着く事ができ
なかったが、今回は着けるでしょうか。

No.3,677

石割山

＜Ｂ＞

Ｌ

飯島正子

富士山を見ながら快適な尾根歩き
12 月 18 日（土）（新宿６：17 発中央特快高尾行※立川で乗り換えが便利です
＝立川６：53 発大月行＝７：48 大月着７：55 発富士急行河口湖行＝８：41 富士
山（旧富士吉田）着＝８：53 発富士急山梨バス＝９：43 平野着）平野 10：00 集
合－30 分登山口－１時間石割山－50 分平尾山－30 分大平山－50 分大出山入口－
15 分ホテルマウント富士入口バス停バスで富士山駅へ
歩程：４時間+１時間･････５時間
地図：昭文社“富士山”
費用

新宿から約 6,400 円

申し込み：12 月 16 日（木）までにメールまたはショートメールでリーダーへ。
備考：天気によっては日曜日にしたいと思います。

3

No.3,678

大仁田山

＜Ｃ＞

Ｌ

堅田秀子

12 月 18 日（土）飯能駅バス停（３）集合（池袋７：50＝８：46 飯能）バス９：
からたけ
04 発湯ノ沢行＝40 分唐竹10：00－10 分登山口－40 分 408ｍからの分岐－30 分愛
宕山－10 分いぼとり地蔵（四十八曲峠）－30 分大仁田山－40 分上赤沢バス停＝飯
能へ。
歩程：２時間 40 分＋1 時間 30 分･････４時間 10 分
地図：2.5 万図“原市場”、昭文社“奥武蔵・秩父”
費用：約 2,000 円
申し込み：12 月 17 日（金）までにメール、電話で。
備考：静かな里山歩きです。雨具（防寒用にも）、ヘッドランプ等をお持ちく
ださい。今回は会員限定です。

≪ ９ 月 の 山 行 報 告
No.3,650

白谷沢～棒ノ折山

≫

＜Ｃ＞

雨予報のため中止しました。

No.3,651

燕岳から常念岳

＜Ａ＞

雨天予報のため中止しました。

No.3,652

小金沢連嶺南部（大蔵高丸～ハマイバ丸～

パ－ティ－：女性８名／男性５名

）

＜Ｂ＞

計 13 名

９月 11 日（土）曇り一時小雨のち晴れ。予報では不安定さは残るものの、回復
傾向にあることから山行を実施。８時 50 分に甲斐大和駅（632m）に集合、コロナ
感染防止の再確認をしたのち、手配のジャンボタクシー２台に分乗、40 分ほどで
湯の沢峠（1656m）へ。峠に到着した時には小雨がぱらついていた。
雨具を着るほどではなかったが雨支度して、大蔵高丸に向かう。秋の気配が満
ちる静かな草原上の道から、鹿の防御柵をくぐり、お花畑を歩くこと間もなく、
秀麗富嶽十二景の大蔵高山（1781m）。雨は止んでいたものの、残念ながら雲が多
く展望は望めなかったが、ハマイバ丸へ向かう途中のお花畑で日差しが出てきた。
お花畑にはマツムシソウ、コウリンカ、ウメバチソウ、タムラソウ等々数々の秋
の花々が所狭しに咲き、皆足を止めながら歩き、写真を撮るなどして堪能した。
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鹿の防御柵の外には花はなく、鹿の食害の大きさを改めて実感した。他の登山者
とは出会うこともなく、苔むした広葉樹林の尾根道を歩き、ハマイバ丸（1752m
ここも富嶽 12 景の一つだが展望できず）
へ到着、昼食をすませたのち、天下石（1592
ｍ）へ向かう。小さなアップダウンを繰り返すが、尾根を吹き抜ける秋風が心地
よい。途中にある、滑りやすく両側がバラの木で掴るところがない長く急な下り
坂は、声をかけあいながら慎重に下った。天下石から米背負峠（1544m）へ歩き、
一休み。ここからは大谷ヶ丸へは今回唯一の登りらしい登りで、ひと汗かいた頃
大谷ヶ丸（1643m）に到着。水分補給ののち、広い尾根の薄い踏み跡をたどり、４
座目のコンドウ丸（1388m）に到着。こから曲り沢峠（1261m）、景徳院分岐（1203m）
を経て、標高を下げるに従い蒸し暑さを感じ、長い尾根歩きの疲れを感じたころ
景徳院バス停（711m）に到着、談笑間もなく 16 時 22 分発甲斐大和駅行のバスが
到着し、帰途へ。
湯の沢峠歩き出し９：50－10：25 大蔵高丸－11：10 ハマイバ丸（昼食）－
12：20 天下石－12：40 米背負峠－13：10 大谷ヶ丸－14：15 コンドウ丸－14：30
曲り沢峠－14：45 1203m 分岐地点－16：10 景徳院バス停

No.3,653

九鬼山

（檜垣

記）

＜Ｂ＞

パーティ－：女性１名／男性２名

計３名

９月 12 日（日）曇り。緊急事態宣言中の上、天気もイマイチで電車に登山客も
少なめ。小川を渡って登り始めるとジメジメした感じで、思わず丹沢でのヒル攻
撃を思い出す。池ノ山を過ぎ、禾生からの登山道が現れると急坂の登高となる。
展望もない急登を辛抱していると天狗岩の標識が出てきて 200ｍほど登山道から
外れる天狗岩へ向かう。天狗岩からは頭に雲を被った富士山が見えた。戻って一
登りすると山頂です。
山頂の少し手前から雲の中に入って、山頂着。以前に来た時は大勢の人だった
ので拍子抜けしながら急坂を下りる。道が平坦になると札金峠着。昔の峠道の面
影はあるが、今は使われていない。ここから 200ｍ近い登り返しがきつかった。馬
立山で昼食。アップダウンしながら御前山へ。九鬼山は北面のみ、馬立山は展望
なしのため、山頂が岩場で空が頭上に広がる気持ちの良いところの印象だ。淡々
と下って道路に出て、電車の時間を確認したところギリギリ間に合いそう。ホー
ムの階段を降りるのと電車がホームに入るのと同時でした。
８：35 田野倉駅－池ノ山９：20－九鬼山 10：25～50－札金峠 11：25－馬立山
12：40～13：00－御前山 13：35－猿橋駅 14：50
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（村田

記）

No.3,654

白毛門

＜B＞

パーティー：女性２名／男性１名

計３名

９月 25 日（土）曇後雨。上毛高原からのバスを降りたのは我々3 人と単独の男
性だけであった。天気は今にも降り出しそうな状態であった。今日は標高差 1040
ｍの往復なのでかなりキツイ。広い駐車場を通り抜け登山道に入る。東黒沢に架
かる橋を渡り林の中を 100ｍくらい行くと登山口の標識があり急登が始まった。最
初は山道であったがすぐに木の根を頼りに露岩を登るコースになった。ただひた
すら体を引きあがるようにぐんぐん上る。30 分ごとに小休止をしながら登る。時々
小雨がパラパラとくる。滑るし手袋も泥だらけになってきた。周りはガスってい
て何も見えない。車で来て早く登った人が下りてくる。聞くと頂上は雨が降って
いるとのことで気勢をそがれる。ちょっと大きい荷物を持っている人は昨晩蓬峠
に泊まったとのこと。大変な長丁場でふらふらになっていた。
雨が降ってきたので 1380ｍ点で引き返すことにした。せめて 1484ｍの松ノ木沢
ノ頭まで行きたかったが無理であった。下りも登りと同じ位キツイ。大きな一枚
岩が沢山ある。やっと土合橋バス停について 13：22 のバスで上毛高原駅に向かっ
た。
土合橋９：00－1,380ｍ地点 11：10－土合橋 13：20

No.3,655

妙法ケ岳

（飯田

記）

＜Ｂ＞

パーティー：女性４名／男性２名

計６名

９月 27 日(月）曇。西武秩父駅にて全員集合。バス停には平日なのに長蛇の列
三峯神社の人気に驚く。そういえば数年前雲取山に登るのに、渋滞の為バスが動
かず車道を三峯神社まで 30 分程歩かされた事があった。
大輪バス停で下車し歩きだす。神社への参道という雰囲気が漂う道を、杉や檜
の巨木の迫力に思わず立ち止まり見上げてしまう。徐々に勾配がきつくなって汗
ばむが登山道には栃の実、山栗、クルミと秋の気配を感じながら歩く。廃屋をみ
て登り奥宮遥拝殿(見晴台）にと着いたが曇天。展望無し残念。雲取山登山道の鳥
居手前のベンチで昼食としたが気温が低く肌寒い。妙法ケ岳へと歩き出し、奥宮
まで四つの鳥居をくぐり急な石段と岩を慎重に登り山頂に着く。奥宮が山頂いっ
ぱいに建立されていて狭い。相変わらずの曇天で全く展望が無いので 20 分ほどの
休憩で神社へと下ることにした。最終のバスまで時間があるので全員で三峯神社
に参拝しバス停で解散とした。
西武秩父駅９：10－大輪バス停９：55－三峯神社 12：10－昼食－妙法ケ岳(奥宮）
14：00－三峯神社 15：40－バス停 16：30 発（解散）
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（堀江

記）

No.3,656

日光・戦場ヶ原

＜Ｃ＞

コロナの非常事態宣言が延長されたので中止しました。

≪

ちょっとひとこと

≫

登山の持ち物について

飯田

隆一

会員の皆さんは山の経験が豊富なので、登山の際の持ち物は充分に理解してい
るとは思いますが、もう一度初心に戻って点検をしてみては如何ですか。
2014 年 9 月に御嶽山が噴火して 63 人の死者・行方不明者の出る事故が起きました
が、この時に五の池小屋に避難した 20 数人の登山者の中で、ヘッドランプを持っ
ていた人は１、２人しかいませんでした。そのため、救援に駆け付けた警察官が、
登山者を夜間に下山させることができなかったそうです。たまたま夜間に大噴火
がなかったので、避難した人たちは翌日、無事下山することができましたが、夜
間の再噴火などを考えれば一刻も早く危険地帯から脱出するためにヘッドランプ
は必要でした。また、この登山者たちのほとんどが雨具を持っていなかったと警
察官が報告しています。翌日の下山時に雨が降らなかったのは運がよかったので
す。会山行時のみならず個人山行時でも登山の持ち物はチェックし、どんな時も
ヘッドランプや雨具は必携ということを肝に銘じましょう。

≪

役 員 会 だ よ り ≫

１）９月の役員会はコロナの非常事態宣言中なので中止しました。
２） 10 月６日に役員会を２ケ月ぶりに開催。
３） コロナの非常事態宣言が解除され、泊りの山行も計画されています。く
れぐれもコロナの感染には気を付けていただきたい。
４） 登山の際に軽量化の目的で必要なものまでカットしないようにしましょ
う。
５） ＴＴＣの 50 周年が過ぎ、式典はしていないが何か記念品を配ったらどう
か、との意見があり、検討することにした。
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≪

お 知 ら せ ≫

☆ 変更
集合時間と列車時間を次のように変更します。

No.3,667

刈場坂山（ツツジ山）

＜Ｂ＞

Ｌ

五十嵐知也

11 月７日（日）正丸駅９：15 集合（所沢８：08＝９：13 正丸）
（変更前：正丸駅９：00 集合、所沢７：55＝８：56 正丸）
☆ 変更

No.3,669

200 名山秩父

武甲山

＜Ｂ＞

登山ランクを＜Ａ＞から＜Ｂ＞に変更します。
☆ 1 月の山行予告
1 月 14 日（金）～15 日（土）ゲレンデスキー嬬恋

L 飯田

☆ 12 月の役員会は 12 月１日（水）練馬区役所 1907 室 17：00～19：00 です。
☆ 2022 年１月の山行計画及び山行報告を 10 月 31 日（日）までに飯田まで提出し
てください。
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