No

山行形態

山 域

山

名

出発

帰着

671 ハイキング

上信越

志賀山

10/30

11/1

672 ハイキング

南アルプス

日向山

10/31

10/31

673 ハイキング

九州

宮之浦岳

10/31

11/3

674 ハイキング

九州

祖母山

10/31

11/3

675 ハイキング

東北

鞍掛山

11/1

11/1

コースタイム
10/30町田15:00高尾=圏央道=長野道=信州中野=夜間瀬
ロッジ薪(泊)10/31ﾛｯｼﾞ=木戸池8:20…ひょうたん池…渋
池9:30…志賀山登山口…志賀山山頂10:30…裏志賀山…
四十八池12:00…大沼14:00…池尻…逆池…清水口16:10
＝ロッジ(泊) 11/1カヤノの高原巡り=帰京
JR相原駅5:15=高尾山IC=須玉IC=尾白川渓谷P7:30…旭滝
8:10…神蛇滝8:40…不動大橋9:15…錦滝10:00…日向山
11:00…矢立石登山口12:20…渓谷P13:00=須玉IC=高尾山
IC=JR相原駅(解散)
10/31羽田6:35=鹿児島本港 13:20=15:05宮之浦民宿 ペ
ンション・シーフォレスト(泊) 11/1宮之浦5:00=5:40白
谷雲水峡登山口…ウィルソン株…12:50縄文杉…14:50新
高塚小屋(泊) 11/2新高塚小屋6:05…9:00宮之浦岳9:15
…15:30淀川登山口=宮之浦(泊) 11/3宮之浦=安房=鹿児
10/31自宅4:40=羽田空港=大分空港=大分駅=15:30竹田市
ホテル泊 11/1ホテル5:00=北谷登山口Ｐ7:00…風穴
9:30…祖母山10:00…風穴11:40…北谷登山口Ｐ
12:30=16:00大分市 (泊) 11/2大分観光 11/3大分市内
10:00=大分空港=羽田空港=自宅16:30
盛岡市青山7:00=7:30相の沢登山口7:45…分岐…8:50鞍
掛山9:10…9:50相の沢登山口

676 ハイキング

身延

七面山・八紘嶺

11/1

11/2

11/1JR八王子駅6:54=甲府8:43=下部温泉駅9:23（タク
シー）=羽衣=七面山登山口10:15…安住坊…明浄坊…奥
の院…敬慎院14:30（泊）11/2敬慎院7:30…七面山山頂
10:00…希望峰…四ノ池…八紘嶺11:30…富士見台…
14:20梅ヶ島温泉（バス）=JR静岡駅18:10 =ＪR小田原駅
（解散）

677 ハイキング

奥多摩

棒ノ折山

11/1

11/1

町田6:29=八王子=拝島7:11=8:08川井駅 ﾊﾞｽ8:24=上日
向9:30…棒ﾉ峰…権次入峠11:35…岩茸石…13:40さわら
びの湯 ﾊﾞｽ16: 25=7:00 町田

678 ハイキング

上州

妙義山・赤城山

11/1

11/2

679 ハイキング

東名

篠井山、思親山

11/2

11/3

680 ハイキング

北アルプス

上高地

11/2

11/4

681 ハイキング

南アルプス

篠井山・高ドッキョ
ウ

11/2

11/3

682 ハイキング

上州

妙義山

11/2

11/2

683 ハイキング

奥秩父

西沢渓谷

11/2

11/2

684

沢

丹沢

雷木沢

11/2

11/2

685

岩トレ

丹沢

広沢寺

11/3

11/3

686 ハイキング

南アルプス

入笠山

11/4

11/4

687 ハイキング

奥多摩

御前山

11/4

11/4

688 ハイキング

南アルプス

尾白渓谷

11/5

11/5

689 ハイキング

昇仙峡

弥三郎岳

11/5

11/5

690 ハイキング

丹沢

大山三峰

11/6

11/6

691 ハイキング

上州

妙義山

11/7

11/7

692 ハイキング

上信越

四阿山～根子岳、浅
間山

11/7

11/9

693 ハイキング

丹沢

早戸大滝

11/8

11/8

694 ハイキング

丹沢

小楢山

11/8

11/8

695 ハイキング

東北

蔵王山（熊野岳）

11/8

11/9

11/1町田5:30=赤城IC=黒檜山北登山口9:45…11:15黒檜
山…12:00赤城駒ケ岳…12:50登山口P=松井田妙義IC=道
の駅妙義 11/2妙義神社入口6:50…白雲山登山口…7:50
大の字…辻…第一見晴…第二見晴…タルワキ沢のコル…
11:20相馬岳…13:30茨尾根ピーク…ホッキリ…15:00金
鶏橋…道の駅=石門入り口P…第一石門…第二石門…P=町
田
11/2山路宅5:00=新清水IC=篠井山奥山登山口P9:15…
11:20篠井山12:00…13:30篠井山奥山登山口P＝奥山温泉
（入浴）=福士川オートキャンプ場（幕） 11/3キャンプ
場７:30=国道52号=(内船駅付近)=佐野峠8:45…9:35思親
山10:25…佐野峠11:00=町田
11/2新宿 バス7:20=15:00上高地Ｂ．Ｓ．…小梨平(幕
営) 11/3小梨平…河童橋…梓川右岸…嘉門次小屋…明神
館…小梨平…梓川左岸…穂高橋…上高地温泉ホテル（入
浴）…小梨平（幕営） 11/4小梨平…上高地Ｂ．Ｓ．=松
本（昼食）=八王子=町田
11/2町田6:00=新清水ＩＣ=篠井山奥山登山口9:30…篠井
山11:45…篠井山奥山登山口14:30=奥山温泉(泊） 11/3
①班 奥山温泉7:10=徳間峠登山口8:40…高ドッキョウ
13:00…樽峠登山口16:00=道の駅富沢=町田 ②班 奥山
温泉7:10=樽峠登山口9:00…高ドッキョウ11:40…往路下
山14:25=道の駅富沢＝町田
町田5:30=9:00松井田=石門登山口9:40…第4石門10:40…
あずまや…第2見晴らし12:40…13:30もみじの湯=松井田
=町田
町田6:03=八王子6:35=7:49塩山7:55=8:25西沢渓谷入口
8:30…ネトリ橋…不動小屋跡…10:30遊歩道10:50…ネト
リ橋…12:10西沢渓谷入り口13:10=塩山14:13=八王子
6:50愛甲石田駅=西丹沢自然教室=8:10用木沢出合駐車場
…雷木沢入渓8:25…12:00雷木沢右岸尾根…12:10雷木沢
右岸尾根下降…13:20用木沢出合駐車場=西丹沢自然教室
=愛甲石田駅(解散)
先発 6:40愛甲石田駅 集合 増田車にて広沢寺温泉駐
車場7:00集合 駐車場…7:20弁天岩右側の岩場にTR設置
岩トレ アイゼントレ・登山靴による岩トレ トレーニ
ング内容 アイゼントレ、登山靴による岩トレ、ダブル
ロープによる岩トレ、クライミングシューズによる岩ト
レの中で各自が必要とするものを実施。 16:00終了

感
想
大沼のエメラルドグリーンの湖面は静かな山中にマッチして印
象的でした。ブナの原生林は季節を変えて尋ねると思いがけな
い発見があり、自然界の素晴らしさを感じました。そして新そ
ばの味はまた格別の美味しさでした。
尾白川渓谷道の紅葉と滝をゆっくりと眺めながら歩くことがで
きた。時間の関係で雁ケ原分岐から鞍掛山への往復は省略し、
日向山のみに変更した。

祖母山最短ルート五ヶ所コースは樹林帯の沢沿より稜線迄は風
穴に梯子二ヶ所、さらにその上に一ヶ所有。途中にロープ設置
２ヶ所有。山頂は開けている。他の登山者無。一等三角点があ
るが、霧に為視界0。百名山にしては静かな山。
整備された登山道を快適に歩き、山頂から雪帽子をかぶった岩
手山と、イーハトーブの盛岡市内と周辺の山の展望を楽しん
初日は雨の中、多数の信者とともに表参道を敬慎院に登った。
敬慎院は質素だが、水も食事もおいしく清潔な宿坊で、勤行に
参加し宝物殿を見学させていただき、運動マットのような長い
一枚布団で、全員が横並びに寝た。翌朝は快晴で傘雲の富士山
とご来光は噂どおり圧巻だった。七面山を越えて美しい紅葉を
踏みしめながら梅ヶ島温泉まで縦走し、最後は温泉を楽しん
だ。雨予報にもかかわらず、最後まで一緒に歩いてくれた仲間
に心から感謝したい。
天気予報は雨でしたが決行しました。前半は曇りでしたが昼か
らは雨、どろどろベチャベチャになりながら、神経をすり減ら
し、ただただ温泉をめざして下山しました。入浴後はほのぼの
ホットしまして、そのまま帰りたくなかったなあ～。。。
黒檜山から駒ケ岳の登山道はとても良く整備されています。道
の駅から見上げた｢大の字｣は妙義神社から歩けます。文字の直
ぐ下へは数㍍の鎖で登ります。表妙義最高地点の相馬岳へはワ
ルタキ沢の急登でピーク踏めます。相馬岳からは裏妙義、浅間
山、荒船山が目立ちます。茨尾根は滑る岩には鎖で、又突起物
がある岩質の違いで手がかりがあるので登降下できます。表妙
義の一部の歩行でしたが、十分楽しめたコースでした。石門の
観光も立ち寄りお薦めします。
篠井山へは谷筋の滝や紅葉を楽しみながら登る。福士川オート
キャンプ場は、車1台で4500円。清潔で快適なテントサイト
だった。思親山の登山口、佐野峠までの道は狭く車1台通るの
がやっと。対向車が来ないことを祈った。
高速バスが、笹子トンネル手前で故障。そのためタクシーに分
乗して現地に向かう。天候不安定のため登山は中止。最終日は
天気が回復して、新雪に輝く穂高連峰を眺めることが出来た。
高ドッキョウの徳間登山口までの林道は荒れていて、車は途中
までしか入れませんでした。登山道も崩壊しているところもあ
り、危険でした。よって②班は高ドッキョウ頂上より往路下山
致しました。奥山温泉は素泊3500円で、温泉はもとより部屋も
寝具も清潔でした。部屋に電子レンジと冷蔵庫があります。厨
房はないので、室内でガスは使えませんが、外に椅子とテーブ
ルがあり、ガスが使えます。
天気は良かったが前夜の雨で足元は滑りやすかった。松井田駅
のタクシーは燕ﾀｸｼｰ027-393-1181 駅～石門登山口4060円、も
みじの湯～駅2350円。事前に予約しておくとよい。もみじの湯
日に照らされ色鮮やかな紅葉を一日中見ることが出来満足しま
した。タクシー代塩山～西沢渓谷入り口￥6500
沢全般にヌメリがあり滑りやすかったので慎重に遡行したF1は
左から。F2は左から高巻き、クライムダウン。F3は左。F4は
右。F5は右。F6は直登。詰めで雷木沢右岸尾根に上がったので
そのまま下降した。紅葉も進み、自然林の美渓と美尾根下降
早起きは三文の得。でも、先行パーティがいました。午前中、
右側でアイゼントレをして、午後は中央フェースで岩トレ。朝
から夕方までぴっちりマジメに広沢寺で岩トレしました。

八ヶ岳の全貌や素晴らしい唐松の紅葉、カラフルな山肌の紅葉
を愛でながらゆったりとスケッチに没頭出来た。入笠山は絵に
町 田 6:00= 高尾 山Ｉ Ｃ= 諏訪 南Ｉ Ｃ9:00= マナ スル 山荘
なる景色が色々あり、登山者も少なく静かに陽だまりでのス
9:30…入笠湿原（スケッチ）…マナスル山荘15:30=諏訪
ケッチを楽しむ事が出来た。有意義なスケッチ日和の一日を堪
南ＩＣ=高尾山ＩＣ=町田 19:00
能した。矢張り山でのスケッチは空気、空の雲、樹木、色合い
等を肌で感じられ格別である。
湯久保尾根は長い尾根だが、なだらかでリンドウの花がまだ咲
高座渋谷5:20=相模大野=登戸=立川6:4１=7:14武蔵五日
き誇り、杉林の間からっ富士山を眺め、対岸の山の紅葉をめで
市 バス7:40=小沢8:45…仏岩の頭10:19…12:20御前山
ながら歩いた。御前山頂上や避難小屋からの下りには金色の唐
13:00…栃寄ノ大滝14:35…15:40境橋 バス16:19=奥多摩
松がきれいだった。栃寄り沢は倒木のため入れなかったが、紅
16:28=八王子=町田=高座渋谷
葉を眺め、静かな林道を歩いた。
町田6:00=高尾山ＩＣ=須玉ＩＣ=尾白川 渓谷 駐車 場Ｐ 最高の紅葉時期に会い、山と滝の紅葉のコントラストが“今が
9:00…尾白川渓谷散策…龍神平…不動滝…尾白川渓谷駐 旬”とばかりに素晴らしい景観を愛でた。渓谷は、人出も多く
車場Ｐ14:00=須玉ＩＣ=高尾山ＩＣ=町田20:00
賑やかだった。
優しい山行であるが、弥三郎岳からの眺望、紅葉・黄葉は素晴
らしかった。弥三郎岳付近はロープウエイ客が多数だった、帰
町田6:24=8:38甲府駅9:00タクシー=夫婦木神社9:45…パ
りのバス停では満員だからと乗車拒否されたが、次のバスは９
ノラマ台…弥三郎岳…１11:30パノラマ台12:00…14:05
０分後なので強引に乗り込んだ。満員はロープウエイ乗り場か
長澤橋14:55=甲府駅15:38=町田
らの客が多かった為と思われるので、週末や紅葉時期は逆コー
スの方が間違いなく乗車出来ると思われる。
本厚木駅 バス7:40=8:20煤ケ谷…谷太郎林道…8:40惣 お誕生日山行・下見としてゆっくりと確実に歩いた。バスの便
久径路…三峰登山道…12:40三峰頂上13:10…七沢山… を考慮すると歩程が少し長く掛るので自家用車利用もあるか。
15:20不動尻15:40…谷太郎林道…16:50煤ケ谷バス停=本 小雨で時折濡れたが大したことも無く下山。しかし煤ケ谷集落
厚木駅（解散）
まで来たら山ビルによる流血被害1件発生。
町田7:00=高尾山IC=松井田妙義IC=10:10妙義神社…第一
お天気に恵まれ、素晴らしい紅葉を楽しみました。また、はし
見晴…大黒の滝…第二見晴…15:00桜の里=松井田妙義
ご、岩登りも楽しめました。（天狗の掟）
IC=高尾山IC=19:30町田駅
11/7町田15:00=上田（泊） 11/8上田駅8:30=菅平牧場登
8日は晴天に恵まれ四阿山、根子岳山頂から360度の雄大な晩秋
山口9:30…四阿山12:30/13:00…根子岳14:30/15:00…菅
の眺望を楽しむことが出来た。9日の浅間山はあいにくの天気
平牧場登山口16:00＝小諸ホテル18:00(泊) 11/9小諸
で、雨交じりの濃いガスと強風の中の登頂（前掛山）となっ
5:00=浅間山荘登山口6:00…湯の平分岐…前掛山9:50…
た。
浅間山荘登山口12:30/14:00（解散）=町田18:30
早戸川の木橋は全て流されてしまっていた。1名は沢靴に履き
6:45 愛 甲 石 田 駅 =7:45 本 間 橋 P8:00 … 魚 止 橋 … 伝 道 … 替え、2名は最初の2回は素足で渡渉、その後は登山靴で渡渉。
10:00雷平…早戸大滝11:30…瀬戸沢の頭12:50…13：30 雷平～早戸大滝は渡渉の繰り返し。岩場のへつり・ヤセ尾根・
円山木ノ頭…本間の頭14:15…北西尾根下降…16:00本間 急登で早戸大滝を見物後、瀬戸沢ノ頭北側鞍部に出る。本間の
橋P=愛甲石田駅（解散）
頭北西尾根の上部は自然林の紅葉を楽しみながら下降。下部は
スベリ台状の悪路・急下降で本間橋に戻った。
淵野辺駅6:00=高尾山ＩＣ=勝沼ＩＣ=焼山峠8:30…小楢
山10:00…焼山峠12:00…勝沼ＩＣ=高尾山ＩＣ=淵野辺駅
17:00（解散）
11/8 自 宅 4:30= 蔵 王 温 泉 10:30= 鳥 兜 山 10:50 … 熊 野 岳 全体に見晴の良いコース。樹氷となる木に蛾の幼虫が寄生し、
12:50…鳥兜山14:40=蔵王温泉14:50=（蔵王四季のホテ 葉っぱを食い荒らす被害が出ていると日テレ取材インタビュウ
ル泊 ）15:00 11/9 8:30ホテル=自宅15:00
を受ける。

出発

帰着

696 ハイキング

No

奥多摩

天祖山

11/8

11/9

697 ハイキング

伊豆・箱根

石垣山

11/8

11/8

丹沢

広沢寺

11/8

11/8

699 ハイキング

上州

榛名山

11/10

11/10

700 ハイキング

中央沿線

要害山・兜山

11/12

11/12

701 ハイキング

中央沿線

雁ガ腹摺山

11/13

11/13

702 ハイキング

上信越

碓氷峠

11/13

11/13

703

湯河原

幕岩

11/13

11/13

704 ハイキング

奥多摩

海沢三滝・御岳山

11/14

11/14

705 ハイキング

丹沢

弘法山

11/15

11/15

706

丹沢

広沢寺

11/15

11/15

707 ハイキング

陣馬・高尾

景信山（北高尾山稜
コース）

11/16

11/16

708 ハイキング

陣馬・高尾

景信山～高尾山

11/16

11/16

709 ハイキング

陣馬・高尾

陣馬山～景信山

11/16

11/16

710 ハイキング

陣馬・高尾

景信山（小仏コー
ス）

11/16

11/16

711 ハイキング

陣馬・高尾

景信山

11/16

11/16

712 ハイキング

陣馬・高尾

景信山

11/16

11/16

713 ハイキング

陣馬・高尾

景信山・相模湖コー
ス

11/16

11/16

714 ハイキング

陣馬・高尾

景信山(北高尾富士見
台コース)

11/16

11/16

715 ハイキング

陣馬・高尾

高尾山・景信山

11/16

11/16

716 ハイキング

陣馬・高尾

景信山

11/16

11/16

湯河原

幕岩

11/17

11/17

718 ハイキング

丹沢

大山

11/18

11/18

719 ハイキング

丹沢

鷹巣山・浅間山

11/19

11/19

720 ハイキング

丹沢

鍋割山稜

11/20

11/20

721 ハイキング

中国・四国

石鎚山・剣山

11/20

11/24

722 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

11/21

11/21

723 ハイキング

丹沢

七沢山

11/21

11/21

724 ハイキング

関西

京都一周トレイル
京北

11/21

11/24

北アルプス

立山

11/21

11/24

奥秩父

甲武信ヶ岳

11/22

11/23

698

717

725

山行形態

岩トレ

岩トレ

岩トレ

岩トレ

山スキー

726 ハイキング

山 域

山

名

コースタイム
11/8登戸駅=立川=奥多摩=東日原…ねねんぼう(泊) 11/9
ねねんぼう8:45…9:40八丁橋…11:00天祖山山頂手前
（標高1000ｍ）…12:00八丁橋…ねねんぼう=奥多摩=町
小田急町田駅7:06=7:59小田原8:06=8:15入生田…9:45石
垣山…歴史公園…11:00早川駅=小田原駅=町田駅
広沢寺駐車場集合8:00 フリークライミング 14:00撤
収、駐車場解散
相模大野=渋川伊香保IC=榛名山ビジターセンター12:30
… 榛 名 富 士 13:30 ～ 14:00 … 榛 名 山 ビ ジ タ ー セ ン タ ー
14:40=伊香保温泉（泊）
JR町田5:46=JR八王子6:30=8:10甲府 タクシー8:20=積翠
寺温泉要害8:50…要害山山頂9:30…深草観音11:10…岩
堂峠…兜山山頂13:15…兜山展望台13:25…兜山入り口
15:50…岩下温泉16:10…JR春日居町駅=JR八王子=町田
鶴川5:30=栗谷5:40=森野5:50=中央高速道=大月Ｉ.Ｃ=大
峠7:30…8:35雁ガ腹摺山8:50…9:45姥子山10:20…雁ガ
腹摺山11:50…12:45大峠=大月=森野=鶴川
成瀬6:00=横川10:10…丸山変電所10:45…1号～5号トン
ネル…11:50めがね橋…6号～10号トンネル…12:40熊の
平…（往路を帰る）…14:20横川=成瀬

感

想

労山自然講座に参加。石灰岩採掘現場と山の様子を知るための
視察を行う。
低山でしかも舗装道路でしたが、歴史を感じて歩ける道でし
た。
弁天岩の右スラブ（5.9）、右スラブ右壁（10a?）登攀後対岸
の岩場に移動し小ハングルート（5.7）、クラックルート
（10a）、中央ルート（10a）を実施。曇空でやや湿り気味で
あったが対岸の岩場は人も少なく練習できた。
きらきら輝く榛名湖を眺めながらのんびり登る。
甲府から積翠寺までのバスは、良い時間帯の運行はなくなり、
タクシーを利用。紅葉は少し遅いところもあったが、まだ見ご
たえがあった。地図読みをし、地図の未記入部分を確認しなが
ら歩いた。岩下温泉は、400円、月曜休み 春日居町駅の無料
の足湯は5時まで。
大峠からは霜柱を踏んでの登り。快晴であるが風は冷たく強
い。今までに観たなかでは最高の富士山。ついでの姥子山で
も、再度感激の富士山であった。紅葉は、既に麓まで来てい
レンガ造りのトンネルや橋を歩くハイキングコース。我々は往
復したが熊の平までタクシーで行き片道だけを歩くのもあり。

正面壁のポニーテール（5.9） アーガス・ヨマ（5.10b）
No.7ルート（5.10b）アジア（5.10b） No.3ルート（5.9）を前
回に続き練習した。天候は良かったが、西風が強い一日であっ
滝は海沢園地より沢沿いの山際を比較的楽な歩きで行ける。但
し最後の大滝は高さ２０メートル位の急斜面を下る。大楢峠か
ら御岳山へは落葉が積もった道もある、紅葉、黄葉を眺めなが
らの穏やかな歩きでした。
天気に恵まれてスケッチ日和となりました。弘法山からは富士
山、大島もみえて夫々楽しく描くことができました。トン汁を
食べながらの交流会も良かった。
6:40愛甲石田駅 集合 増田車にて広沢寺温泉駐車場
三人でのツルベのロープワークを練習してから、最後に右
愛甲石田=駐車場…7:20岩トレ アイゼントレ・登山靴 フェースを登った。朝は寒いくらいだったが、太陽が出たら暑
による岩トレ 12:50終了=愛甲石田 解散
かった。その後、講演会に参加したが、充実した一日だった。
町田5:55=6:21八王子6:26=高尾駅6:33=夕焼小焼けふれ 夕焼け小焼けの里～小下沢～景信山迄は静かな山道。城山を過
あいの里7:20…狐塚峠9:30…小下沢10:05…景信山11:25 ぎ、高尾山～高尾山口駅迄は遅い時間でも登る人の多さに驚
…城山14:30…高尾山口16:30
く。
町田8:07=八王子=8:46高尾8:52（バス）=9:20…10:00小
下沢登山口…11:30景信山13:30…小仏峠、城山…高尾
山・⑥稲荷山コース…16:30高尾山駅=町田
藤野駅から和田峠までは路肩崩壊のため通行止め。高尾側から
町田6:18=八王子=高尾高尾（タクシー）=和田峠8:10… 入った。朝の陣馬山は富士山も見え、人も少なかったが景信山
8:30陣馬山…9:20明王峠…10:50景信山…（ヤゴ沢コー に近付くにつれ追い抜く人、すれ違う人とハイカーやランナー
ス）…14:40小仏バス停=高尾
が増えてきた。帰路はヤゴ沢コースで小仏バス停へ下りたがこ
ちらは人影もまばらであった。
町田8:07=八王子=8:46高尾駅 バス9:12=9:33小仏バス
天気にも恵まれ、頂上では恒例のおいしいお餅をいただきまし
停9:48…10:40小仏峠10:50…11:22景信山13:40…14:17
た。スタッフの皆さんありがとうございました。
小仏登山口
往路のみ飛び入りで参加者がありボッカ隊は助かりました。高
町田７:10=八王子=7:45高尾駅8:12（バス）=8:30小仏口
尾駅北口のバス停、帰路の小仏バス停の混雑が今年は特にひど
…景信山10:30 下山 景信山14:00…小仏口15:15=高尾
く感じられた。景信山も大賑わいでしたが天候に恵まれ、紅葉
駅=16:30町田
の季節が重なり楽しい餅つきができました。
申込者が多数だったので３班に分け、高尾山に住む動物より
町田6:18=八王子=7:11相模湖駅 バス7:46=千木良8:00
「ムササビ」、「リス」、「タヌキ」と班名つけ、楽しく登っ
…9:30城山…10:00小仏峠…10:50景信山13:30…14:20小
た。子供たちも元気よく先頭をきって登った。餅つき山行に８
仏バス停 バス=高尾=16:45町田
回も連続参加した子供もいて、餅つき楽しみにしているよう
町田駅＝八王子＝相模湖駅7:25…弁天橋…千木良…城山 弁天橋からは見えなかった富士山を城山からは望むことが出来
…10:40景信山13:30…高尾山山頂…16:55高尾山口＝八 た。高尾山山頂は非常な混雑で、ケーブルカー乗車待ち時間
王子＝町田
は、８０分との放送が流れていた。
思いのほか登り下りがあって歩き応えのあるコースでした。城
町田駅5:55=八王子駅=6:33高尾駅 バス6:55=7:00霊園 跡など史跡にも触れることができ、所々でスカイツリーも眺め
前…8:10城山…9:00富士見台…杉沢の頭…高ドッケ… られ、全体に静かな山道を楽しむことができました。高尾駅で
10:00狐塚峠…11:30景信山…14:30小仏バス停=高尾駅= 予定したバスは混雑で乗ることができず、１５分のロスタイ
町田駅
ム。城山登山口までタクシーを利用すると、ゆとりをもって景
信山に行くことができると思います。
蛇滝バス停7:25=蛇滝登山口7:45…蛇滝1号路冨士道…高
尾山 9:30…巻き道一丁平10:10…小仏城山10:50…12:00
景信山13:30…小仏バス停15:00 (解散）
５才の希空くんの豊富な言葉、元気な動きがみんなの笑いをさ
町田7:31=高尾駅 バス8:32=小仏バス停…小仏峠…
そい笑い笑いの楽しいもちつきでした。久し振り（１４年）の
11:00景信山…小仏峠…15:30高尾駅
伊藤さんも旧知の方々と楽しそうでした。ボッカ、もちつき係
の方々毎年お世話下さりありがとうございました。
湯河原幕山公園駐車場集合8:30 フリークライミング
シルクロード、Washing、サンセット、クリスマスロー 日中は暖かだが、午後２時半をまわると冷えてくる。これから
ズ、シャワーコロン、コンマクラック、シンデレラ、ゲ の時期は早めの集合解散がよさそうです。
イシャワルツ 湯河原幕山公園駐車場解散16:00
相模大野=秦野=ヤビツ峠9:15…大山10:30～10:50…見晴 平日にも関わらずヤビツ行きバス増便。大山～見晴台にピカピ
台11:50～12:20…大山ケーブルBS13:30=伊勢原=相模大 カの鎖２ケ所。見晴台～阿夫利神社には鎖と３列のワイヤー
野
ロープ。１４年度崩落箇所は鉄板橋が新設されていた。
町田6:50=7:02海老名=7:48小田原8:30…11:20塔の峰…
11:50阿弥陀寺12:05…12:35箱根湯本13:00=湯坂路入口 水曜日は箱根湯本裏通りの飲み屋は定休日の店がほとんどです
…鷹巣山…浅間山…宮ノ下=16:30箱根湯本(解散)
渋沢=大倉バス停7:10…二股…後沢乗越…10:10鍋割山…
金冷シ…大倉尾根…13:40大倉バス停
11/20 22:15横浜駅=11/21 8:30高知駅=12:00石鎚土小屋
Ｐ…14:30石鎚山（天狗岳）…16:00石鎚土小屋Ｐ=18:00
土小屋から山頂直下まで歩きやすい登山道。石鎚山山頂の見晴
高知駅 11/22国道438号線夏季多雨により見ノ越付近崩
良し。
落、剣山登山口に行けず断念。11/23桂浜等見学 高知
駅20:10=11/24横浜駅6:15
相原（車）=大倉9:35…大倉尾根…13:15塔ノ岳13:30…
16:00大倉=相原
時として緊張しながらも晩秋の静かな山行を楽しんだ。P３５
本厚木6:50=煤ヶ谷7:25…（谷太郎林道）…林道終点
０で北の尾根を下ってしまい間違いに気が付いたが、そのまま
8:20…（境界尾根）…七沢山10:40…P777…P512…権現
鳥屋待沢を渡り権現橋に至る。その道はしっかりした登山道と
橋…（谷太郎林道）…煤ケ谷13:50=本厚木（解散）
なっていた。
11/21町田 バス22:53=11/22京都烏丸口着6:23、JRバス
京都一周トレイル最終回。無事3日間、天気に恵まれ、仲間に
6:50=8:00細野口 NO.1細野口8:30…NO.34山国御陵前
恵まれて終了することができました。 一回目2011/05西山コー
15:50 ワゴン車＝ゼミナールハウス（泊） 11/23ゼミ
ス、二回目2011/10東山コース、三回目2012/10北山西部、東部
ナールハウス=NO.K19おーらい黒田屋7:50発…NO.34山国
コース、四回目（最終回）2014/11京北コース宿泊所の京都府
御陵前10:00…常照皇寺…NO.68三叉路16:00着=ゼミナー
立ゼミナールハウスの送迎車（無料）は、交通便の悪い京北
ルハウス（泊） 11/24ゼミナールハウス=NO.68三叉路
コース地区では大変嬉しく助かりました。
7:50発… NO.1細野口11:40着JRバス12:49発=高野山観光
11/21八王子駅22:30＝ 八王子IC＝ 豊科IC ＝扇沢13:30
（仮眠） 11/22扇沢8:30＝室堂10:00･･･雷鳥荘10:3011:45…雷鳥平11:50…劔御前13:50…劔沢滑降14:30…劔
御前15:05…雷鳥平16:15…雷鳥荘16:40（泊） 11/23雷 天候の関係で、初日に雷鳥沢・劔沢、2日目に山崎カールを滑
鳥荘8:15･･･雷鳥平8:30…一ノ越10:40-12:10･･･雄山山 降し、最終日にミドリガ池周辺で雪崩講習を実施した。今年は
頂13:30-14:15･･･山崎カール滑降･･雷鳥平15:15･･･雷鳥 積雪は少なめで、ところどころ雪下に岩が隠れていて滑降に注
意が必要。
荘15:50（泊） 11/24雷鳥荘7:45･･･ミドリガ池8:3011:50雪崩講習（ピットチェック、CTテスト、ビーコン
探索・救助シミュレーション）…12:05室堂12:30＝扇沢
14:00＝ J R八王子駅20:00（解散）
甲武信小屋 テント一張り\500+1人\500，お水1㍑\50（そのま
11/22町田=勝沼ＩC=西沢渓谷入口8:30…西沢山荘…木賊
ま飲料可），トイレも清潔です。小屋閉め一週間前でしたが
山…15:20甲武信小屋（テント泊） 11/23小屋6:00…山
テントは30数張り、小屋泊者は30人程でした。破風山～雁坂峠
頂…小屋7:20…破風山…雁坂嶺…雁坂峠…沓切沢橋…
は素晴らしい富士山の展望コースです。最後林道歩きが疲れま
15:15西沢渓谷入口
すが，この季節にはぴったりの2500m級の充実感のあるコース
湯河原幕山公園駐車場集合8:30 フリークライミング
15:00撤収、湯河原幕山公園駐車場解散
町田6:05乗車=八王子=拝島=7:57鳩ノ巣…9:35大楢峠…
10:15海沢園地…三ッ釜の滝…ネジレノ滝…10:55大滝…
12:05大楢峠…14:00御岳山…大15:20塚山…16:50古里=
青梅=立川=八王子
9:00秦野…登山口…権現山…弘法山スケッチ…善波峠…
吾妻山…鶴巻温泉=解散

No

山行形態

727 ハイキング

山 域

中央沿線

728 ハイキング 中央アルプス

山

名

出発

帰着

鶴ヶ鳥屋山

11/22

11/22

恵那山

11/22

11/23

729

アイスクラ
イミング

八ヶ岳

裏同心ルンゼ・広河
原沢右俣

11/22

11/24

730

山スキー

北アルプス

立山

11/22

11/24

731 ハイキング

丹沢

大山

11/23

11/23

732 ハイキング

伊豆・箱根

矢倉岳～金時山

11/23

11/23

733 ハイキング

富士・御坂

大栃山・釈迦ヶ岳

11/23

11/23

734 ハイキング

陣馬・高尾

陣馬山

11/24

11/24

735 ハイキング

富士・御坂

石割山

11/24

11/24

736 ハイキング

丹沢

大山

11/26

11/26

737 ハイキング

丹沢

丹沢山

11/27

11/27

738 ハイキング

丹沢

三ノ塔

11/27

11/27

739 ハイキング

中央沿線

九鬼山～倉岳山

11/27

11/27

740 ハイキング

丹沢

大山

11/28

11/28

741 ハイキング

関西

伊吹山

11/28

11/30

742 ハイキング

丹沢

鍋嵐

11/29

11/29

743 ハイキング

大菩薩

雁ガ腹摺山～楢ノ木
尾根

11/29

11/29

744 ハイキング

丹沢

丹沢山

11/29

11/30

745

岩トレ

奥武蔵

日和田山

11/29

11/29

746

雪山

東北

三本槍岳

11/29

11/30

747 ハイキング

丹沢

魚止めの森

11/30

11/30

748 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

11/30

11/30

749 ハイキング

伊豆・箱根

金時山

11/30

11/30

750 ハイキング

安倍東山稜

十枚山

11/30

11/30

751 ハイキング

伊豆・箱根

矢倉岳

11/30

11/30

752 ハイキング

中央沿線

源次郎岳

11/30

11/30

コースタイム
町田駅6:05=6:31八王子6:35=7:33笹子駅8:00…船橋沢林
道終点8:30…林道横断10:20…11:30鶴ヶ鳥屋山山頂
12:00…近が坂橋14:00…14:40初狩駅=八王子=町田
11/22町田=相原ＩＣ=中津川IC=木曽観光=宿 11/23宿=
中津川ＩＣ=園原ＩＣ=広河原登山口7:00…恵那山11:15
…広河原登山口14:45=飯田山本ＩＣ=相原ＩＣ=町田
11/22海老名駅東口駅前広場21:00 増田車使用=小淵沢=
美濃戸口 仮眠 11/23美濃戸口6:30…美濃戸…8:25赤岳
鉱泉 …裏同心ルンゼ…15:30大同心稜…16:00赤岳鉱泉
16:30…18:00美濃戸口=船山十字路=道の駅こぶちざわ
(幕営) 11/23道の駅6:30=船山十字路07:00…広河原沢
偵察9:30…11:00船山十字路=小淵沢(入浴)=海老名
11/22上諏訪（車）5:15＝扇沢7:15＝室堂10:00…室堂山
荘11:30…一の越(滑走)…山崎カール下…山荘17:00
（泊）11/23山荘発11:00…国見山周回（滑走）…室堂山
荘16:00 (泊） 11/24山荘発8:30 … 室堂山下斜面…
山崎カール下…山荘12:00（昼食）＝扇沢（車）＝上諏
訪
町田=秦野=蓑毛8:30…ヤビツ峠…12:00大山山頂12:30…
ヤビツ峠…14:30蓑毛=秦野=町田
町田7:06=新松田 バス8:10=矢倉沢Ｂ8:45…公民館9:00
…矢倉岳10:35～10:55…足柄万葉公園12:00～12:30…分
岐13:30…金時山14:30…下山口15:30…仙石Ｂ16:50乗車
=湯本=町田
町田6:10=圏央道、中央道一宮御坂IC=国道137号=檜峯神
社8:45…トビス峠…9:45大栃山…トビス峠…11:05神座
山…12:35釈迦ヶ岳13:20…第2登山道分岐…15:00檜峯神
社=中央道一宮御坂IC・圏央道=町田
八王子7:42=7:50高尾8:15=陣馬高原下9:00…11:00陣馬
山13:00…和田14:45=藤野=八王子

感
想
天候に恵まれ、中腹の紅葉、稜線はすべて落葉の登山道を楽し
めた。船橋沢の登山道が昭文社と2万5000分の一地形図が違
う、昭文社が現在の登山道になっている事を皆で確認してある
いた。山頂からの富士山はクッキリしていたが山頂付近西側に
雲があり、山頂に行くと消える状態でした。高気圧から低気圧
に向かって風が吹くという猪熊氏の講座を思い出しましたが、
結論は出ませんでした。
お天気に恵まれました！！！南アルプス・中央アルプスの大展
望がまっていました。登山道はところどころ凍っていてアイゼ
ンをつけました。
裏同心ルンゼは結氷が良く、雪もなくて快適なアイスが楽しめ
た。ただ、温かくてF5は溶け出していて緊張した。また、大同
心稜の下りは少しだけ雪がついて歩きにく緊張した。広河原沢
はまだ早かった様で、武藤返しの滝沢入口で結氷がいまいちな
ので引き返してきた。
同時刻に到着したにもかかわらず、市民駐車場は既に満車状態
で、始発のトロリーバスは大混雑だった。初日午後は一の越ま
で登ったが、雪が少なく雄山谷には降りられなかったので山崎
カールのしたから尾根沿いに谷底へ。2日目は国見山を周回、
最終日は残り少ないパウダー斜面を享受し、ボール状の沢をく
だるための小回りを練習。
天気は日本晴れで紅葉は見頃でした。昼食の場所取りが大変な
くらい人が多かったです。
矢倉岳の富士山は遮るものもなく期待通りの展望であった。金
時山直下は梯子がかけられ良く整備されていた。ただ仙石バス
停で満員バスを3台見送ったあげく渋滞となり、宮ノ下から電
車にての帰路となったのは想定外であった
行き交う人もほとんどいなく、静かな晩秋を堪能しました。釈
迦ヶ岳の山頂では360度のパノラマにしばし時間を忘れ眺めて
しまいました。

紅葉を楽しみ、山頂でゆっくりごちそうをいただき、下山時は
下るのがもったいないね！と、大満足の1日。次の登山に備え
て、まず靴を買いたいという人が何人もいた。
町田6:00発=10:00二十曲峠…11:10石割山…14:00二十曲 道志道では、最後の紅葉が楽しめました。いつ降ったのか？登
峠=117:00町田
山道に雪が残っていて頂上付近は、初冬でした。
伊勢原=大山ケーブル駅11:00…女坂…阿夫利神社下社…
女坂の紅葉は見頃を迎えていました。
蓑毛越…11:40蓑毛=秦野
秦野8:18=やびつ峠9:0…二ノ塔…塔ヶ岳…13:30丹沢山 昨日とは違い好天に恵まれました。冠雪した富士山や南アルプ
…塔ヶ岳…鍋割山…後沢乗越…二股…17:40大倉=渋沢
スが望めました。スタンプラリーの秋バージョンの景品をゲッ
鶴川=秦野=蓑毛8:00…ヤビツ峠9:20…岳ノ台10:00…菩
当初の計画の塔ノ岳は、時間がオーバーする可能性があり、断
提峠10:40…二ノ塔12:00…三ノ塔12:50…烏尾山13:30…
念して途中のエスケープルートで降りました。
新茅山荘14:40…大倉16:00=渋沢=鶴川
空気の澄んだ晩秋の1日。裾野近くまで雪をまとった富士山や
八王子駅6:30=大月7:22=7:31禾生７:45…九鬼山9:20…
奥秩父の峰々を眺めながら、落ち葉の降り積もった尾根筋を気
高畑山13:30…14:40倉岳山14:40…1630梁川駅=八王子駅
持ちよく歩いた。大先輩の若かりし頃の山での武勇伝？！に感
解散
心したり、大笑いしたり、楽しい山行だった。
大山山頂付近は雨になりみぞれかと思われるほど寒かった。大
町田駅7:22=秦野 バス8:18=ヤビツ峠9:30…大山山頂
山寺付近の紅葉は最高でした。大谷さんは２３キロをせおって
11:00…阿夫利神社下社(女坂)…バス停14:00=伊勢原
のボッカでしたがまだ物足りない様子でした
11/28 23:15新宿駅 高速バス=11/29 6:00名古屋駅=伊吹
山ドライブウェイＰ8:30…伊吹山9:00…伊吹山ドライブ 雨風強く、山頂での景観無。伊吹山ドライブウェイ閉鎖２日前
ウェイＰ9:35=名古屋駅16:00（宿泊） 11/30 6:45名古 にしては車数台程度の駐車。天気の影響か？
屋駅高速バス=12:30新宿駅
本厚木6:55＝三叉路…ゲート…取り付き9:00…P677…鍋 歩きだしから霧雨。熊（能）の爪からの下降は細い尾根が続き
嵐10:50…熊（能）の爪11:50…P597……P617 13:50～
特に慎重に歩いた。P６１７からはすっかり雨も上がり紅葉の
14:10…P525…林道15:30…土山峠15:45=本厚木（解散） 美しさは格別だった
大峠出発時から風と雨はありましたが、８時頃からは収まりま
町田駅4:56=八王子=6:12大月（タクシー）=大峠7:15… した。１２時頃再び雨に遭いましたが、１時には収まり紅葉を
雁ガ腹摺山8:15…大樺ノ頭…泣坂ノ頭11:20…大峰…
楽しめました。タクシー運転手情報です、松姫トンネルが
13:45上和田 バス15:01=15:35猿橋15:51=八王子=町田
11/17開通との事で、大月～小菅の湯のバス便が１日４便が利
用できるとの事です。大菩薩方面で活用できそうです
11/29町田6:21=本厚木 バス6:55=三叉路8:00…高畑山
…本間ノ頭12:30…円山木ノ頭…太礼ノ頭…丹沢山14:30
大山三峰までの紅葉のすばらしさと蛾ヶ岳からの登山道の階段
みやま山荘(泊) 11/30山荘7:00…蛾ヶ岳8:50…姫次
の多さに丹沢の荒れを思いました。
10:30…黍殻避難小屋12:30…焼山…焼山登山口15:30…
バス16:38=三ケ木＝橋本
日和田山はアイゼントレをしている人がほとんどで、雨がふっ
町田6:28=八王子6:55 6:59川越行≂東飯能7:5西武池袋 てもみなさん頑張っていました。私たちは１２時ころ雨が強く
快速急行長瀞行=高麗…岩場にてフリークライミング
なってきたので引き上げてレストランで昼食をとりながら交流
しました。
11/29 自宅＝5:40堤宅=東名厚木=東北自動車=(黒磯SA
にて小林車と合流)=那須IC=9:00～9:50那須岳山麓駐車
初日は雨と強風で時々立ち止まって風をやり過ごしながら登っ
場(車デポ)…10:00山岳指導所…11:00峰ノ茶屋避難小屋
た。大黒屋は、この週末で今シーズンの営業を終了し、雪に閉
…11:30～12:15那須岳避難小屋…13:10三斗小屋温泉大
ざされる。翌日も小雨降る中の出発となったが、三本槍岳山頂
黒屋(泊) 11/30 8:00三斗小屋温泉大黒屋…9:00隠居倉
で一瞬晴れ間も広がった。清水平から先に１０cmほどの積雪が
…9:40能見曽根東端…11:00三本槍岳…12:00能見曽根東
有った。
端…12:15朝日岳…13:00峰ノ茶屋避難小屋…14:00駐車
場(小林車と解散)=那須IC=21:30堤宅解散
前日の雨も上がり、早戸川沿いの紅葉がすばらしかった。グラ
町田 日本生命ビル前8:00=鳥屋＝グラウスの森…作業 ウスの森は鹿よけネットがつぶれたり、支柱が倒れたりしてい
…=町田
るものも多かったが、みんなの協力で補修・施肥ができた。成
長を見にまた足を運びたい。
久しぶりのボッカ。意気込んで36Kgを担いだが、途中でダウン
町田駅6:54=渋沢駅=8:05大倉8:25…12:45塔の岳13:20…
して水を減らした。白川さんはコンスタントに21Kgを担いだ。
15:20大倉=渋沢解散(=町田)
冬に向けて少しはトレーニングになっただろうか。
町田 6:21=新松田7:03…松田７:23=御殿場8:15=乙女峠
稜線でリンドウ・マツムシソウなど秋の名残の花を楽しみ、麓
口8:50…乙女峠9:30…10:50金時山11:40…宮城野分岐…
では別荘地の素敵な建物と見頃の紅葉で目の保養をした。
別荘地…16:20勘太郎の湯…宮城野=箱根湯本=町田
海老名駅6:10=海老名IC=新静岡IC=県道29号線関の沢=中 お茶畑の手前の駐車スペースは道路工事用の車両専用になって
の段9:00…登山口…12:00十枚山…十枚峠…下十枚山
おり、止められませんでした。あとは登山口手前の路肩に数台
13:30…十枚峠…登山口…16:00中の段=新静岡IC=横浜町 のみのスペースがありました。
新松田駅8:10 =箱根登山バス地蔵堂行きバスで矢倉沢へ
松田合同タクシーは障害者割引適用の場合、初乗り料金の一割
=矢倉沢8:50…10:50矢倉岳11:05…12:30矢倉沢
引となります
13:05=13:20アサヒビール神奈川工場15:30=新松田(解
町田マツキヨ前7:00＝9:00嵯峨塩温泉…11:30源次郎岳
…14:00嵯峨塩温泉

