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165 ハイキング 町田 成瀬丘陵 4/2 4/2
成瀬駅9:00…9:20成瀬城址…10:00成瀬丘陵…11:40子供
の国駅

166 ハイキング 丹沢 弘法山 4/2 4/2
秦野駅10:00…クリーンセンター…弘法山公園…11:30権
現山14:10…弘法山…末広幼稚園…15:10秦野

弘法山公園は花見客で賑わっていました。ヒトリシズカの花な
ども咲いていました。

167 山スキー 上越 守門岳 4/3 4/4

4/3 町田午後8時=あきる野IC＝湯沢IC　4/4　湯沢5:00
＝小出＝守門登山口（二分）7:30･･･保久礼小屋9:20･･･
キビタキ小屋10:40･･･大岳12:30･･･ピストン･･･二分
14:00＝小出IC＝あきる野IC＝町田19:30

天候にも恵まれ、春の山スキーを堪能しました。山スキーヤー
やツボ足で登る人の多さに驚きました。

168 ハイキング 道志 今倉山～二十六夜山 4/4 4/4

鶴川5：44＝町田＝八王子＝7：19：大月＝7：37都留市
8：10＝8：40道坂隧道ＢＳ8：50…9：10今倉山…赤岩…
12：00二十六夜山12：30…14：00「芭蕉月待ちの湯」
14：07＝都留市駅

予報通りの天気で道坂隧道の登りから霧雨が降ったりやんだ
り、二十六夜山山頂まで雨具を脱ぐことは出来なかった。この
天気の為、土曜に関わらず１人も登山者に会うことはなかっ
た。

169 ハイキング 丹沢 ミツバ岳～権現山 4/4 4/4
町田７：１８=8:01新松田駅着 バス８：１０=9：30浅瀬
入口…10：00・滝壺橋…11：30ミツバ岳…12：30権現山
…13：50二本杉峠…14：45細川橋

170 山スキー 北アルプス 白馬岳・栂池 4/4
上諏訪05：00＝栂池ゴンドラ乗り場…天狗原…(ユート
ピアを滑走）･･･栂池ゴンドラ＝上諏訪着

あいにくのガスで何も見えない。天狗原上部から予定していた
山の神に続く尾根が見えず、安全をとってユートピアを経由し
て栂池ゴンドラまで戻り、講習終了となった。

171 雪山 上越 マチガ沢出合 4/4 4/5

4/4淵野辺=水上IC=2200土合駅(泊) 4/5土合駅0630…新
道…0730マチガ沢出合　雪上訓練 1230…一ノ倉沢出合
…1400土合駅=入浴=淵野辺　解散　*新道のマチガ沢出
合と旧道の出合との間で雪上訓練を実施。訓練メニュー
予定　ピッケルワーク、つぼ足・アイゼン歩行、初期制
動、滑落停止、固定ロープ通過

今年はマチガ沢出合の雪が多く、新道から旧道までの間で一通
りのトレーニングをすることができた。アイゼンの練習には雪
が軟らかかったが、怪我もなく終えられて有意義な一日だっ
た。

172 雪山 尾瀬 燧ヶ岳 4/4 4/5
4/4町田（日生ビル前6時）＝東北道＝那須塩原ＩＣ＝桧
枝岐＝尾瀬ミニ公園11：00…御池15：00（泊） 4/5御池
5：30…燧ヶ岳9：45…御池12：00＝帰京

途中の雪崩れによって桧枝岐近くの尾瀬ミニ公園から通行止
め。ただ、除雪は御池までされていた。登山者のいない燧の山
頂は独り占めだった。

173 ハイキング 伊豆・箱根 金時山 4/6 4/7
4/6町田　電車、バス=金時山登山口…山頂…仙石原湿原
…宿 4/7宿10:00=小田原古城めぐり【八幡山】小田原=

雨の合間のお天気に行けてよかったです。最初の分岐にあるう
ぐいす茶屋が開いていておもてなしを受け長居をしてしまっ

174 ハイキング 陣馬・高尾 石老山～石砂山 4/9 4/9
石老山登山口8:50…石老山10:45…中村橋…石砂山13:30
…伏馬田入口＝菅井下バス15:20＝藤野駅

175 ハイキング 津久井
津久井観音霊場めぐ

り
4/10 4/10

町田駅＝八王子7:18＝7:48藤野駅8:05…第20番増珠寺
8:22…第23番福王寺9:06…第２２番藤野観音堂9:15…第
26番青蓮寺10:19…第21番観福寺10:54…第20番慈眼寺
11:45…第19番長福寺13:09…第18番善福時13:51…第17
番大通寺14:28…第16番宝福寺14:58…バス停若柳15:51
＝三ヶ木16:10＝橋本駅16:45

昨年本開帳のにぎわいはどこに行ったのか！ひっそりとした津
久居観音霊場を巡るウォーキングでした。

176 山スキー 北アルプス 雪倉岳 4/10 4/12

4/10上諏訪5時＝岩岳スキースクール＝栂池ゴンドラ…
栂池自然園…天狗原…振子沢…蓮華温泉 泊 4/11蓮華温
泉…兵馬ノ平…滝見尾根…瀬戸川…雪倉ノ滝直下…（滑
走2回）…瀬戸川へ…滝見尾根…兵馬ノ平…蓮華温泉
4/12蓮華温泉…振子沢…天狗原…栂池自然園…栂池ゴン
ドラ下…岩岳スキースクール解散＝上諏訪

2度目の雪倉岳への挑戦だが、朝から雨とガスで上部は視界が
ない。滝への上り口の雪渓の両側が大きく割れており、雪倉ノ
滝直下までで断念。ここは沢地形のためデブリがある。滝直下
の左右の大斜面を2回登り返して滑降。木地屋方面は混雑して
おり、最終日は栂池に登り返して帰宅。蓮華温泉で退会したO
嬢に遭遇。

177 ハイキング 丹沢 弘法山 4/11 4/11
秦野駅10:05…クリーンセンター…弘法山公園…12:00権
現山展望台12:50…弘法山…吾妻山…15:10鶴巻温泉駅

ソメイヨシノは盛りを過ぎていましたが、オオシマザクラは満
開。クサイチゴやヒトリシズカなどの花にも会えました。

178 ハイキング 茨城
八溝山、奥久慈男体

山、高鈴山
4/11 4/12

4/11町田6:30＝三郷JCT常磐道＝那珂IC＝国118＝11:00
八溝嶺神社P…八溝山…神社P11:30＝男体山神社P13:30
…14:40奥久慈男体山14:50…16:00神社P＝みさと野外活
動センター泊　4/12センター＝御岩神社P9:20…10:30御
岩山…11:00高鈴山11:30…御岩山…12:50神社P＝町田

高萩市の横根山を計画して事前チェックで　今年の2/15～｢入
山禁止｣の立て札が有ると分かっててはいましたが現地で確認
し取り止めました。バス一台で来た山岳会は入山しました。別
提案の御岩山～高鈴山で春を感じて歩きました。みさと野外活
動センターは一泊寝具付　@\910、　厨房使用料（調理器具有
り）\1000で古い施設ですが　活用できます。

179 ハイキング 関西 愛宕山 4/11 4/13

4/11新横浜6:46＝京都＝法隆寺駅10:35…矢田丘陵・斑
鳩の里…松尾山13:10…矢田峠14:15…萩ノ台駅16:00＝
新大阪泊　4/12新大阪7：50＝京都＝清滝10：10…茶屋
跡11：15…水尾分岐11：15…愛宕山13：00…月輪寺…空
也滝14：45…清滝15：30＝大覚寺…宇多野泊　4/13宇多
野9：00＝京都市内観光＝藤森駅…深草高速バス停11：

新緑の大和路を楽しみました。

180 山スキー 尾瀬 大戸沢岳 4/11 4/12

4/11　相模原11:00＝各宅＝横浜青葉IC（東名、首都
高、東北道）＝西那須野IC＝日帰り温泉・塩原あかつき
の湯17:00＝道の駅番屋22:00（仮眠）　4/12道の駅5:30
＝下大戸沢スノーシェッド檜枝岐側出口860ｍ付近6:40
…1553mピーク10:00･･･大戸沢岳12:00～12:30･･･車デポ
地点14:15＝日帰り温泉・塩原16:00～16:40＝西那須野
IC＝横浜青葉IC＝各宅＝相模原21:30

登りの取付きの尾根を1本誤り、スキーをザックにつけて急斜
面の枝尾根を220m登り主尾根に合流。ここから、シール＋ク
トーで1000mを登り大戸沢岳山頂へ。三岩岳、会津駒、燧ヶ岳
等雪をまとった山々の360°の大展望を楽しんだ後、山頂直下
のザラメ大斜
面を自由なコースで一気に滑り降りる。登りに5時間30分を要
した尾根も、下りは1時間45分程度で快適に楽しみながら下降

181 山スキー 東北 月山 4/11 4/14

4/11町田12：00（車）＝東北道・山形道＝寒河江SA
4/12寒河江＝志津＝姥沢＝リフト9:00･･･鍛冶小屋･･･月
山･･･姥ケ岳･･･石跳沢＝ネイチャーセンター＝志津
4/13志津＝姥沢＝リフト9:00･･･姥ケ岳･･･石跳沢･･･湯
殿山＝志津　4/14志津＝姥沢･･･姥ヶ岳･･･石跳沢･･･ネ
イチャーセンター＝志津＝月山IC＝山形道・東北道＝町

182 雪山 北アルプス 焼岳 4/11 4/12

4/11町田集合（109付近）10:00＝松本ＩＣ＝中の湯温泉
旅館15:00（泊） 4/12中の湯温泉6:00・・・焼岳
9:30/10:00・・・中の湯温泉12:30/14:00＝松本ＩＣ＝
八王子21:00解散

好天に恵まれ山頂（北峰）から３６０度の絶景を楽しむことが
出来た。雪は適度に締まっていてアイゼンで山頂直下まで快調
に登ることが出来た。

183 ハイキング 丹沢 大山三峰山 4/12 4/12

鶴川7：03＝7：09町田発7：18＝7：33本厚木7：50＝8：
22煤ヶ谷BS煤ヶ谷8：35…9：40物見峠分岐…11：30三峰
山11：50…13：20不動尻…14：45七沢温泉入口ＢＳ＝本
厚木＝町田

晴天に恵まれてのんびりした山行が出来ました。久しぶりに
登った三峰山でしたが斜面の崩落が進んでいるようでした。不
動尻で一休みしたら、蛭が1匹手にたかっているのに気が付き
ました。

184 ハイキング 諏訪 守屋山 4/12 4/12
町田マツキヨ前6：00＝愛川ＩＣ＝諏訪ＩＣ＝杖突峠Ｐ
9：10…9：45分杭平…東峰…11：00守屋山11：50…（往
路下山）…13：25杖突峠Ｐ＝町田

花は満開の桜と分杭平の柵内に水芭蕉とひと株だけの坐禅草。
景色は浅間山、北から南までの八ヶ岳、甲斐駒、仙丈をはじめ
とする南アルプス、中央アルプス、煙はく御嶽山、穂高、槍か
ら白馬までの北アルプスと360度の絶景。

185 ハイキング 丹沢 丹沢三峰 4/12 4/12
大倉7：20…塔ノ岳10：20…丹沢山11：20＝昼食(1ｈ)…
本間の頭13：30…高畑山15：00…宮ケ瀬湖16：40

出発時刻が計画書より約1時間早くなり、その分だけ各ポイン
トの通過時刻は計画書より早めの時刻になった。丹沢山を過ぎ
ると、登山者もめっきり少なくなり、静かな山を楽しめた。

186 沢 丹沢 弥七沢 4/12 4/12
6:40中井SA＝7:30弥七沢出合付近(駐車)･･･8:00弥七沢
入渓･･･12:30左股出合･･･13:15中股出合･･･往路を戻
る･･･16:50弥七沢出合＝山北道の駅解散

シーズン沢始めの沢としては難しかった。殆どの滝にロープを
出すか巻くかした為に時間を要した。中俣出合から往路を懸垂
しながら戻った。沢は倒木や流木が多く、景観を損ねていた
が、登り甲斐のある良い沢だった。

187 ハイキング 丹沢 弘法山 4/15 4/15 町田　7:51＝秦野…権現山…弘法山…吾妻山…鶴巻温泉

天気がいいほうに変わり、穏やかなてんぷら日和となった。さ
わやかな新緑の下でふきのとう、タラの芽、タケノコをはじめ
10種類以上の山菜のてんぷらを味わえた。下山の途中ではほた
るかずらの群生がコバルト色でとてもきれいだった。

188 ハイキング 奥武蔵
大持山～小持山～武

甲山
4/16 4/16

町田6:05＝八王子6:34＝7:18東飯能…駅前広場7:48＝
8:39名郷…10:30鳥首峠…天神山…ウノタワ…12:00大持
山12:30…13:10小持山…シラシクボ…14:20武甲山…大
杉の広場…16:00一の鳥居＝横瀬16:43＝町田

急登のロングコースでしたが順調に歩けました。鳥首峠からは
カタクリの花が多く見られ、小持山にはアカヤシオの木が有り
ました.見頃は一週間後位でしょうか･･･一の鳥居からはどの携
帯も圏外で20分位歩いた所から通話可能になりました。三菱マ
テリアルの工場付近から横瀬駅まで\2170でした。

189 沢 丹沢 勘七沢 4/16 4/16

愛甲石田駅6：30＝表丹沢県民の森駐車場…小草平ノ
沢・勘七ノ沢出合（入渓）9：00…15:00花立山荘…大倉
尾根…堀山の家…16：20表丹沢県民の森駐車場＝愛甲石
田駅

全ての滝が登攀出来て、天候にも恵まれ気持ちよく遡行出来
た。ゴルジュ帯のへつり・つっぱり・季節外れのシャワーも楽
しめた。ツメの急登は長く、厳しく、ルートを間違えた方思っ
たが、花立山荘のベンチ横に登りあげた。下山路の堀山の家～
二俣は径路荒廃が激しかった。

190 山スキー 尾瀬 大戸沢岳 4/17 4/19

4/17　町田＝那須塩原＝檜枝岐（アルザ尾瀬駐車場）テ
ント泊　4/18　9:00小豆温泉入口…1386m…1738m…
13:00大戸沢岳…往路を滑降…13:00下大戸沢入口　4/19
檜枝岐＝町田

積雪の状況を判断して、大戸沢岳にルートを変更した。会津駒
ケ岳、大戸沢岳、三岩岳はつながった連峰で、どこでも滑れる
素晴らしいルートだった。積雪も例年より多くザラメ状で柔ら
かくすべりやすかった。これから病みつきになりそうです。

191 ハイキング 奥武蔵 美の山・羊山 4/18 4/18
町田6:29＝八王子＝東飯能7:54＝9:14親鼻9:30…萬福寺
…11:00美の山12:00…和銅黒谷12:55＝お花畑…羊山公
園…横瀬＝町田

美の山公園は10000本の桜の山。まだまだ桜が楽しめました。
一人静、イカリソウ、チゴユリも咲いていました。　羊山公園
の柴桜は5部咲き位でしたが　鮮やかな景色を楽しめました。

192 ハイキング 奥武蔵 武甲山 4/18 4/18
横瀬駅8：47＝一の鳥居（タクシー）9：15…武甲山11：
05…秩父鉄道浦山口駅14：05＝秩父鉄道三峰駅…民宿さ
とじ15：00（宿泊）

武甲山迄の登り途中、ピーク無、下りも同様一辺倒。浦山口駅
14：20頃ＳＬ通過のサプライズ。

193 ハイキング 愛鷹連峰 越前岳 4/18 4/18
町田＝御殿場＝山神社駐車場7：30…富士見峠…越前岳
10：00…石割峠…大沢橋…駐車場13：00＝町田
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194 ハイキング 陣馬・高尾 生藤山・陣馬山 4/18 4/18

町田6：39=八王子=7:54上野原  バス8:10=8:40発石盾尾
神社…10:30三国峠…10:40生藤山…11:02茅ノ丸…12:30
醍醐峠…14:30陣馬山…15:23陣馬高原下　バス
16:25=17:00高尾駅

町田から２時間で登山口まで行け、生藤山から陣馬山までのい
くつもの山頂を乗り越え、数々の花に出会え、東京近郊の山、
縦走を目指した登山、お花見山行　と三つのシリーズ山行を楽
しめました！！

195 ハイキング 道志
菜畑山～ブドウ岩ノ

頭～赤鞍ヶ岳
4/18 4/18

鶴川6:00＝6：15町田＝橋本＝（道志道）7：35道志村役
場7：50…和出村登山口8：30…電波塔9：40…10：15菜
畑山10：30…11：20ブドウ岩頭…13：05赤鞍ヶ岳（朝日
山）13：20…14：40道志村役場＝町田

駐車場は村役場の駐車場を使用。和出村の登山口までは分かり
辛い。標識、赤布が少なく、途中送電線点検の作業道に入って
しまいロスした。　電波塔まで車で入れる。菜畑山から赤鞍山
（朝日山）までは急坂の登下降を何度も強いられてかなりハー
ド。　赤倉岳から道志道までの下りは強烈な急坂。

196
講習/岩ト

レ
陣馬・高尾 高尾山 4/18 4/18

高尾山口9：00…稲荷山コース…山頂(昼休憩、山座同定
等)…城山…日陰バス停…高尾駅16：00

予め地図上でチェックポイントを決めて、そのポイントに来る
とコンパスと地形図で次のポイントの方位を確認するという演
習を行う。下山後は、有志による反省会を高尾で行い、大いに
他の会のメンバーとの交流を図る。

197 山スキー その他
欧州アルプス・オー

トルート
4/18 5/2

4/18出国＝シャモニー（泊）4/19エギーユ・デユ・ミ
ディ… バレーブランシュ氷河(滑降) …　シャモニ
（泊）4/20シャモニ発　4/21アルジェンチエール小屋…
4/22トリエン小屋…　エキャンディのコル…シャンペ
== ル・シャーブル ==　モンフォー小屋(泊)　4/23モン
フォー小屋…ショーのコル…モミンのコル … プラフ
ルーリ小屋(泊)　4/2(プラフルーリ小屋　44/25ディス
小屋　4/26ヴィニエット小屋…エベックのコル…モンコ
ロン氷河/アローラ氷河…4/27ベルトール小屋…テート
ブランシュ下…ツェルマット＝タッシュ＝シャモニ

全国からの公募で山岳会所属の山スキー仲間が集結し、モンブ
ラン（フランス）からマッターホルン（スイス）までをスキー
縦走。グラウスからは他に共鳴者はなく、ひとりでの参加と
なった。３３１１ｍのベルトール小屋で吹雪のため停滞し3泊
した以外は、全員が、無事、最後のマッターホルン北壁直下ま
でを踏破した。体力、キックターンでの氷河登攀、岩と雪の
ミックスのアイゼン登攀、あらゆる斜面の滑降技術、など雪山
登攀と滑走の総合力が試された貴重な体験だった。念入りな事
前のトレーニングが役立った。

198 雪山 北アルプス 唐松岳 4/18 4/19

4/18相原待ち合わせ6:30＝高尾ＩＣ＝（中央道、長野
道）＝梓川ＩＣ＝八方尾根スキー場駐車場＝八方池山荘
12:30（泊）、午後八方山ケルン近辺でスケッチ 4/19八
方池山荘5:30・・・唐松岳9:00/9:30・・・八方池山荘
12:00＝スキー場駐車場15:00＝梓川ＩＣ＝相模湖IC＝相

１日目は好天に恵まれ午後から後立山のスケッチができた。2
日目は10時頃から天気が崩れ始めたが、幸い本降りになる前に
登頂下山することが出来た。早朝の後立山の絶景が印象的で
あった。

199 ハイキング 丹沢 三ノ塔尾根 4/19 4/19
小田急線渋沢駅7:30＝大倉(8:30開山式)…秦野戸川公園
9:40…三ノ塔尾根…牛首12:40…萩山林道…秦野戸川公
園…13:30大倉＝渋沢

丹沢開山式に参加。尾根のスミレ類の個体数の減少を感じる。
イノシシによる掘り返しが原因か？

200 ハイキング 中央沿線 岩殿山 4/19 4/19
町田　集合6：29＝八王子＝高尾＝7：48大月駅着8：05
…鏡岩…9：00岩殿山…天神山…10：50大岩壁…吊橋…
12：25大月＝八王子＝町田

久振りに歩く。参加メンバーは全員初めての岩殿山で鎖場も難
なく通過し予定通リ大月駅に到着しました。

201 ハイキング 陣馬・高尾 高塚山・石老山 4/19 4/19
橋本駅7:00＝寸沢嵐…尾根取りつき8:40…高塚山10:30
…石老山11:00…鼠坂13:00=相模湖駅

高塚山までは短いですが変化に富んだ尾根でした。450m付近以
降は薄い踏み跡あり。

202 ハイキング 中央沿線 日連アルプス 4/19 4/19

町田6:47＝八王子＝8:05藤野…日連大橋…金剛山神社登
山口8:40…金剛山…日連峰山…八坂山…杉峠…鉢岡山…
杉峠…11:20日連山12：20…宝山…下山口…13：30日連
大橋＝東尾垂の湯＝藤野

３代のぴょんとにょろちゃん、もーちゃん、ひつじさん、おさ
るさん、こっこちゃん、いのししさんがそろった賑やかな山行
でした。

203 岩トレ インドア ノーズ相模原店 4/19 4/19
ノーズ相模原店　10:00集合 講師　渋谷正利　氏　イン
ドアでの確保・クライミングについて講習 講師　渋谷
正利　氏　15:00終了

渋谷講師の指導の下、ロープの結び方の確認から始めて、トッ
プロープの確保、リードの確保、墜落の確保と基本を練習し
た。細かく指摘をいただき、有意義な一日だった。今シーズン
も事故なく、クライミングを楽しみたい。

204 岩トレ 奥武蔵 平戸の岩場 4/19 4/19
町田7：08＝7：34八王子7：45＝8：43東吾野9：30…現
地16：15…16：30東吾野＝八王子＝町田

205 ハイキング 岐阜白川郷 猿ケ馬場山 4/22 4/23

4/22新宿高速バス7：00＝12：30高山12：50＝13：40白
川郷14：30…16：30宮谷林道合流地（幕営） 4/23テン
バ5：00…7：30帰雲山…9：00猿ケ馬場山9：40…帰雲山
…12：20テンバ…14：30白川郷15：15＝16：05高山
（泊）

昔読んだ雑誌に「藪山で残雪期しか登ることができない」とあ
り、心が動かされた念願の山でした。生態系の保護が優先され
登山道の整備はなされていない。ブナ林になると根明けの深さ
は優に身の丈を超えるようなものが多く春を実感する。山頂か
らは白山連山がずらりと見渡せ、ブナも展望も想像に余り有る
素晴らしい山でした。絶好の日和だけに去りがたい思いでし
た。下山時、単独、二人連れなど10人ほどに出会いました。ほ
とんどは日帰りです。

206 ハイキング 東名 篠井山・富士見山 4/23 4/24

4/23海老名駅＝海老名IC＝新清水IC＝身延道＝奥山温泉
…篠井山登山口10:00…明源ノ滝…渡り場の頭…12:00篠
井山12:45…ピストン…14:30奥山温泉　4/24奥山温泉＝
富士見山平須登山口8:40…11:15富士見山展望台12:00…
13:50登山口＝甲府南IＣ＝八王子解散

篠井山は数箇所の滝を楽しみながら登ります。　富士見山は標
高50m毎に標記があり　位置確認もでき　三ヶ所のザレのトラ
バース箇所を除けば歩き易い登山道です。　富士見山展望台に
山梨百名山としての標柱が有るし富士山、南アルプスの展望が
素晴らしいので其処までで十分です。

207 雪山 上越 巻機山 4/23 4/24

4/23町田13:30＝相模原愛川IC＝六日町IC＝清水（仮
眠） 4/24清水…登山口6:00…ニセ巻機…巻機山10:４０
～１１:20…ニセ巻機…登山口14:00…清水＝六日町ＩＣ
＝相模原愛川ＩＣ＝町田

管理棟までは除雪されていたが駐車場まではたっぷりの雪。
会ったのはスキーヤ～３人だけ。天気良好。山座同定をしなが
ら360度の大パノラマを楽しんだ。

208 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 4/24 4/24
町田 6:06＝秦野6　ﾊﾞｽ6:55＝蓑毛７：20…ヤビツ峠
8:20…二の塔…三の塔10:00…行者岳･10:40…塔ノ岳
13:00…堀山14:00…大倉16:00

蓑毛からヤビツに向かう登山道は風なく蒸し風呂のような暑さ
であったがその後は心地よい風を受けながら足元のスミレに励
まされて快適に登った。表尾根に桜がこんなにもあったのかし
らと思うほどこめ桜が美しく咲誇っていた。

209 ハイキング 奥多摩 大岳山・御岳山 4/24 4/24

高座渋谷5：20＝J町田５：4６＝八王子6：34＝拝島6:55
＝武蔵五日市7：14＝西東京バス藤倉行き7：43＝8:08千
足8：30…つづら岩10：45…富士見台11：22…大岳小屋
12：15…鍋割山13；15…奥之院13：50…御岳山15：０0
…大塚山15：40…JR古里17：33＝JR町田

鍋割から奥之院にかけてカタクリが咲き乱れていた。奥の院の
下りは急で足にこたえた。奥の院のイワイチョウは、良く探せ
ばあるだろうとビジターセンターの職員さんが言っていた。大
塚山でおいしいコーヒーを飲んだので、丹三郎尾根をがんばれ
た。

210 ハイキング 丹沢 鍋割山 4/25 4/25
渋沢駅7:36発＝大倉8:00…12:10鍋割山12:45…17:05大
倉 =渋沢 解散

12時半頃、鍋割山荘でうどんを食べている最中に塔ノ岳方面で
雷の音がしたので往路を下山。触手話でのコミュニケーション
に時間がかかって下山にも登るのと同じ時間が必要でした。額
の擦り傷はバランスを崩した時に木に頭をぶつけたもの、水で
洗浄。　下山した時にはかさぶたが出来ていた。

211 ハイキング 奥武蔵 伊豆ヶ岳 4/25 4/25
正丸駅9：05…伊豆ヶ岳10：40…西武秩父線西吾野駅
12：40

なかなかキツイ登り。天気怪しく、食事取らず早々に下山。伊
豆ヶ岳から南川上名栗線林道に出る迄の登山道は、荒れた箇所
が有やや不明瞭感じ。

212 ハイキング 富士・御坂 石割山 4/25 4/25

町田6:47＝八王子＝7:18西八王子 タクシー＝高速道路
バス停７7:52京王バス＝9:50ホテルマウント富士…２時
間４０分…１４：００石割山…６０分…石割の湯 バス
15:50＝17:05富士急富士山駅17:36（臨時快速）＝19:40

スミレと豆桜は沢山あったが、他の花は殆ど無かった。４００
段以上の登り・下りが数箇所あり。西八王子～中央道バス停の
タクシー料金は千円だった。電車利用だと片道約３千円だが、
往きは高速バス利用で約２千円で済み、所要時間は１時間短

213 ハイキング 房総 杓子山 4/25 4/25
鶴川5：45＝町田＝愛川IC＝大月IC＝河口湖IC＝7：30鳥
居地峠…8：25高座山…9：15大権首峠…9：55杓子山…
11：45高座山…12：50鳥居地峠＝（道志道）＝町田

鳥居地峠には６台程度の駐車スペースがあり、林道の先にも
５,６台の駐車スペースがある。鳥居地峠からの登りと大権首
峠からの登りはすごい急登でいっぺんに体力を消耗する。杓子
山頂からの富士山は雲が掛かっていて残念でした。天気を心配
して鹿留山は省略し早目に下山したが正解であった。

214 ハイキング 富士・御坂 蛾ヶ岳・三方分山 4/25 4/26

4/25町田7:08=八王子=高尾=甲府=10:43市川本町10:55…
碑林公園…14:50四尾連湖（水明荘泊）　4/26四尾連湖
7:00…8:30蛾ヶ岳…折門峠…地蔵峠…林道…三ッ沢峠…
14:00三方分山…女坂峠…15:30精進=河口湖=八王子=町

四尾連湖畔に映る湖畔の木立ちは素晴らしく、また秋に訪れた
いと思いました。地蔵峠の分岐から一度林道に降りるところ
が、判りづらかったです。他のところは迷うことなく道がはっ
きりしていました。

215 ハイキング 奥多摩 御前山 4/25 4/25
町田6：06＝6:31八王子6:35＝立川 6:58＝7:34五日市
7:39 バス＝8:25宮ヶ谷戸…12：25御前山12:55…15:15
奥多摩湖＝15:37奥多摩駅＝町田駅

宮ヶ谷戸のバス停から藤倉方面に進み、右手の赤い橋を渡って
さらに進むと御前山登山口がある。湯久保尾根の登山道は緩や
かで歩き易い。ほとんど人に会わず、新緑の中、静かなハイキ
ングを楽しんだ。山頂付近のカタクリ群落はちょうど満開だっ

216 ハイキング 中央沿線 八重山 4/25 4/25
町田7：51=八王子＝高尾=上野原駅9：0　9：26バス=新
井バス停9：30…登山口10：20…能岳11：30…八重山
12：00…上野原中学校登山口13：40…大堀バス停13：

20名のパーティと鉢合わせしどうなる事かと思いましたが、
ゆっくり・のんびり歩きヤマツヅジと新緑の静かな八重山楽し
めました。

217 ハイキング 伊豆・箱根 天城山 4/25 4/25

町田5：33＝小田原6：38　JR乗換6：45＝7：08熱海
7：23＝7：45伊東着　バス7：55=8:50天城高原ゴルフ場
9:05…四辻9:17…万二次郎10:15…万三郎11:30…片瀬峠
11:50/12:16…八丁池14:20…わさび田15:35…天城峠
16:17…旧天城トンネル16：28…天城バス停16:35

天城しゃくなげや馬酔木の開花には早かったが全長17Ｋを完全
走破。万二郎・万三郎直下を除いては概ね穏やかな天城越えで
あった。植生が次から次と変化しブナ・ひめしゃら・雑木林の
新緑と飽きる事なく、八丁池も雰囲気があり、天城隧道と続く
道はさすが百名山と心に残る登山となった。

218 ハイキング 中国・四国
烏ヶ山、蒜山、三瓶

山、毛無山
4/25 4/28

4/25羽田9:55＝11:15米子空港＝鏡ケ成13:30…15:30烏
ケ山16:00…17:50鏡ケ成＝湯原温泉（泊） 4/26宿＝中
蒜山駐車場（TAXI)＝下蒜山登山口8:20…10:20下蒜山…
12:30中蒜山…14:30中蒜山登山口…中蒜山駐車場＝さん
べ荘（泊） 4/27さんべ荘8:20…9:20風越峠…9:50室ノ
内…11:50男三瓶山…13:00女三瓶山…14:00室ノ内…
15:00さんべ荘＝米子（泊） 4/28米子＝毛無山登山口
9:00…10:30毛無山…白馬山12:30…13:30毛無山登山口
＝米子空港17:30＝190:0羽田

烏ケ山は、低部腐れ雪を越え、笹の尾根部を藪漕ぎ、時間を要
す。岩稜部が多く登り応えあり。蒜山は、お花畑の連続で、
ショウジョウバカマ、キクサキイチゲ、カタクリ、タチツボス
ミレ、ダイセンキスミレ、トキワイカリソウ、イワカガミを堪
能した。三瓶山では、外輪山を越え火口原湖に下り、そこから
主峰の男三瓶、次峰の女三瓶に登り、雄大な火山形成の山域を
歩いた。毛無山は、谷筋のミヤマカタバミ、頂上尾根のカタク
リが満開、特にカタクリの群落は、登山道の両側に数十単位で
咲き誇り、全部で数千の花が豪華にオンパレード。新鮮なピン
ク色のカタクリ群に酔いしれた。

219 山スキー 北アルプス 白馬岳・金山沢 4/25 4/26

4/25栂池ゴンドラ＝ロープウェイ栂池自然園10:40…楠
木川源頭13:00…金山沢…15:00猿倉…二股＝栂池　4/26
大町＝帰京

【感想・報告】今年は積雪が多いので、沢の下部も割れていな
くて順調に滑降できた。また猿倉駐車場までの除雪も終わり車
をデ
ポすることができてよかった。晴れると暑いので疲れて稜線ま



No 山行形態  山　域 山       名 出発 帰着 コースタイム 感　　　　想

220 ハイキング 丹沢 弘法山 4/26 4/26
町田8:27＝9:03秦野…権現山11:00…弘法山…吾妻山…
鶴巻温泉16:00＝町田

221 ハイキング 大菩薩 滝子山～大谷丸 4/26 4/26
八王子6：35＝7：33笹子7:50…（寂ショウ尾根）…
11:00滝子山11:40…アモウ沢乗越…大谷丸13:00…米背
負峠分岐…大蔵沢…15:00大和天目温泉＝甲斐大和駅

新緑の中、静かな尾根歩きを楽しんだ。標高1200ｍぐらいでツ
ツジがきれいだった。

222 ハイキング 佐渡 金北山 4/26 4/28

4/26町田6：21＝新宿＝7：18東京7：48＝9：59新潟駅＝
新潟港11：00＝12：05両津港…レンタカーにて散策17：
15…両津泊　4/27両津宿8：00＝白雲台9：15…マツムシ
平…11：15金北山…石花越分岐点…15：30マトネ…17：
00ドンデン山荘（泊） 4/28ドンデン山荘周辺散策…バ
スにて10：00＝10：40両津港12：40＝15：10新潟港＝新
潟駅16：15＝18：20東京駅＝町田駅

開山したばかりのこの時期残雪が多く、アヤメ平直前の急傾斜
はトラロープ使用。待ち望んでいたオオミスミソウが開花して
いました。花の種類　量は情報誌では想像できないほどあふれ
ていた。

223 山スキー 北アルプス 立山 4/26 4/28

4/26　川手宅6：00---中央高速---扇沢無料パーキング
10：00---立山黒部アルペンルート室堂12：00---雷鳥荘
着12：30---雷鳥沢にてスキー滑降---雷鳥温泉泊　4/27
浄土山にてスキー滑降---雷鳥温泉泊　4/28逆経路で帰
宅、

３日間快晴、夏日で猛烈に雪解けが進んでいます。数日前に
降った大雨のため室堂から雷鳥温泉まで雪がないところが多々
ありました。また雷鳥沢も上部から100ｍ位は雪がなく、山肌
も雨水が流れて出来た縦溝（深さ5から20ｃｍ）がいたるとこ
ろに発生しています。転倒せず降りるのがやっとでした。幅広
スキー板が有効と思います？

224 沢 丹沢 マスキ嵐沢 4/26 4/26

小田急町田駅07：06＝07：49新松田駅　西丹沢自然教室
行きバス08：10＝大滝橋バス停09：18…09：30林道・登
山道分岐駐車場…10：10入渓点…13：50　880ｍ二俣…
15：00登山道…西丹沢自然教室16：28解散＝小田急新松
田駅＝小田急町田駅

今シーズン最初の沢登りでした。天候とメンバーに恵まれ、沢
登り講習を終了する事が出来ました。懸垂下降の練習ができな
かった事は、次回の宿題とさせて頂きます。確保を慎重に行っ
た分時間を要しましたが、事故・怪我なく講習出来た事を参加
メンバーの皆さんに感謝します。

225 雪山 北アルプス 西穂高岳 4/27 4/29

4/27町田10:00発＝（中央道／長野道）＝梓川IC＝大町
17:00（五十畑邸）泊 4/28大町5:30=新穂高温泉＝西穂
高口9:00・・・西穂山荘10:10・・・独標・・・西穂高
12:40/13:00・・・西穂高山荘15:15・・・西穂高口
16:15/16:40＝新保高温泉17:30＝大町（五十畑邸）泊
21:00 4/29大町10:00＝(松本)＝町田15:30

午前中晴れ、午後より雲が広がり、遅くには小雨もぱらつい
た。西穂山荘からの上の稜線にはほとんど雪は無くいささか拍
子抜けの春山となったが、連休中とは思えない静かな山旅を楽
しむことが出来た。行かれた方も多いと思うが、帰りに立ち
寄った平湯温泉の「ひらゆの森」温泉場は雰囲気、お湯ともに
素晴らしい温泉だった（＠500円）。

226 ハイキング 大菩薩
笹子駅～滝子山～大

菩薩～柳沢峠
4/28 4/30

4/28町田5:55＝7:33笹子7:45…道証地蔵…分岐…12:00
滝子山12:30…14:00大谷ヶ丸…15:15ハマイバ丸…16:00
大蔵高丸…16:40湯ノ沢峠避難小屋泊4/29避難小屋7:30
…黒岳…10:30牛奥ノ雁ヶ腹摺山…11:30小金沢山
12:00･･･13:00石丸峠…13:50大菩薩峠…14:00賽ノ河原･
避難小屋泊4/30避難小屋7:00…8:00大菩薩嶺…9:30丸川
荘…11:00六本木峠…12:00柳沢峠＝大菩薩の湯＝塩山＝

縦走装備の良いトレーニングになりました。　湯ノ沢峠避難小
屋は蛍光灯があり明るいです。

227 雪山 北アルプス 唐松岳 4/28 4/30

4/28新宿駅西口高速バスターミナル　22:30集合　23:00
乗車 4/29 0610白馬八方…ロープウェイ0730=第一ケル
ン0840…0910第二ケルン(幕営)0940…1250唐松岳1315…
1530テント場(幕) 4/30テント場0700…0720第一ケルン
…0800ゴンド=白馬八方=白馬駅1014=1410八王子(解散)

二日間共に晴天に恵まれたので展望は素晴らしかったが、気温
が高く暑くて参った。雪は平年の5月下旬程度と少なく、日の
出とともに雪が腐り、ズボズボと戻りながら歩いた。でも、雪
山の眺めは素晴らしくのんびりできる山行だった。

228 ハイキング 奥多摩 大岳山・御岳山 4/29 4/29

町田5:46=八王子=拝島=7：37青梅=8：04古里8：20…大
塚山9：57…ビジターセンタ10：20…御岳山11：00…
11:50奥の院12：20…大岳山14：20…つづら岩16：00…
千足17：00=JR武蔵五日市=町田

ビジターセンターでイワイチョウの状況を聞くことができ、奥
の院で見る事ができた。新緑の山々を眺め、御岳山、大岳山の
ピークを踏み、つづら岩の急斜面を下り、綾滝、天狗滝を経て
バス停、千足に出た。バスは1時間に1本なので事前に確認が必

229 ハイキング 丹沢 大山 4/29 4/29
秦野8:05＝蓑毛8:30…ヤビツ峠…11:50大山山頂…大山
見晴台…大山下社…女坂…14:50大山ケーブル駅＝伊勢

トウゴクミツバツツジが咲き始め、新緑も鮮やか。下山後、豆
腐料理を味わう。

230 ハイキング 日光 鳴虫山 4/29 4/29

鶴川5：45＝6：00町田＝町田IC＝（首都高・東北道）＝
日光IC＝8：50憾満ヶ淵P9：10…10：35独標…11：35合
峰…12：00鳴虫山12：35…13：50神ノ主山…15：20憾
満ヶ淵P＝日光ＩＣ＝町田

憾満ヶ淵の駐車場は２か所（40台・10台）ある。新緑とアカヤ
シオ、ミツバツツジ、シロヤシオ、カタクリの花を楽しめたが
花は少し盛りを過ぎていた。休日にもかかわらず高速道路は余
り渋滞せずに帰れた。

231 ハイキング 丹沢
弁天尾根～鐘ヶ岳北

尾根
4/29 4/29

本厚木駅　バス＝広沢寺温泉バス停9：10…ｐ515…ｐ
674（見晴広場Ｂ）11：40…鐘ヶ岳…鐘ヶ岳バス停14：
50＝本厚木駅（解散）

久しぶりの弁天尾根は急登の連続で緊張した。すがすがしい風
と新緑がその緊張をほぐしてくれた。時間の関係で北尾根を下
りず、登山道を下山した。

232 ハイキング 丹沢
大杉山（南山陵～北

山稜）
4/29 4/29

町田6:21=新松田7:20＝玄倉8:20…今日沢橋…P525…
P723…P880…大杉山10:50…P956…P926…P1210 14:50…
箒沢公園橋バス停16:15＝新松田

今日橋を渡り直ぐの取り付きからいきなりのザレの急登が続
く。続図をしながらアップダウンのザレ登山道を登る。目にま
ぶしい緑の中にピンクのミツバつつじが疲れを癒してくれた。
檜洞丸への登山道（P1210）に出てようやく2人の登山者に出会
う静かな歩きがいのある山行だった。

233 ハイキング 中央沿線 兜山・要害山 4/29 4/29
ＪＲ町田6:18=6:44八王子6:54=8:24山梨市(ﾀｸｼｰ)=兜山
登山口8:50…11:30兜山12:00…岩堂峠…15:00要害山…
15:30積翠寺温泉=甲府駅=八王子=町田

岩堂峠から深草観音周辺は二輪草の群生があり素晴らしかっ
た。また一輪草も咲いており違いがよくわかりました。

234 沢 奥多摩 軍刀利沢 4/29 4/29

JR高尾駅7:00＝矢沢林道（落合橋）8:00…入渓点 8:45
…（軍刀利沢遡行）…三国峠12:45…軍刀利沢左岸尾根
…落合橋15:00＝日帰り温泉・瀬音の湯15:30～16：15＝
高尾駅17:15（解散）

快晴、微風のもとゆっくりと遡行・滝登攀を楽しめたが、倒木
と小虫が予想以上に多かった。下山路とした軍刀利沢左岸尾根
は、踏み跡も適度にあり、地図読みを楽しみながら落合橋まで
下降できる。

235 沢 奥多摩 軍刀利沢 4/29 4/29

愛甲石田駅＝厚木IC＝（県央道）＝日の出IC＝南郷集落
¬＝矢沢林道＝東屋付近駐車(車デポ)･･･9:20軍刀利沢入
渓･･･12:50～13:20稜線･･･軍刀利沢左俣源頭付近より下
降･･･15:30東屋付近駐車場所･･･＝往路を戻る＝18:00愛
甲石田駅解散堤車利用

下山ルートの途中が分り辛い。尾根途中で懸垂下降の練習をし
ながら下降した。

236 ハイキング 富士・御坂 足和田山 4/30 4/30

相原駅西口6時発（平野車使用）相原6:00=7:15道の駅な
るさわ7:47=一本木バス停8:00…10:30足和田山11:00…
12:30三湖台13:30…紅葉台…紅葉台入口バス停14:29=道
の駅なるさわ15:30=相原16:45

新緑と野の花とおしゃべりで目も口も耳も忙しかったが、足に
はとてもやさしい山行だった。三湖台からの眺めも素晴らし
かった。

237 雪山 北アルプス 北穂高岳・蝶ヶ岳 4/25 4/28

4/25　長沼、安田車　沢渡第三駐車場（バスターミナ
ル）　22:30 4/26沢渡5:30=上高地6:00～横尾8:58～涸
沢（幕営）13:30 4/27テン場5:48～北穂高岳8:43～涸沢
10:27～11:45テント撤収～徳沢（幕営）15:26 4/28徳沢
テン場5:52～ 長堀尾根～蝶ヶ岳10:05～10:55～徳沢テ
ン場（幕営）13:50 4/29徳沢テン場6:35～上高地8:29～

今年のＧＷ積雪量は4月に雨が多かったので少なく、涸沢で４
ｍ位の事であった。開山祭の前日に入山したので、涸沢でもテ
ント10張程度。天候に恵まれ頂上からの展望は良かったが暑
かった。蝶ヶ岳の長塀尾根は雪の状態が良く、夏より歩きやす
かった。表銀座稜線上は雪がほとんど付いておらず夏道状態で
あった。

238 ハイキング
南アルプス前

衛
守屋山 4/30 4/30

相模原口6:30=相模湖IC=諏訪IC=杖突峠登山口10:10…守
屋山登山口11:08…守屋山東峰11:55…守屋山西峰12:15
…杖突峠登山口2:50

以前行った時よりも森の手入れがなされていて、すっきりして
いた感じがしました。頂上から３６０度の展望はいつ行っても
素晴らしいです。お昼もゆっくりと時間取れて楽しい山行でし


