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673 個人山行 沢登り 奥秩父 日川水系・曲り沢 8/26 8/26
甲斐大和駅9:50=景徳院10:00…10:45入渓点11:00…
15:20尾根15:35…16:10曲り沢峠…17:30景徳院=甲斐大
和駅

ナメ滝の多い楽しい沢。大きな滝はなく、ロープなしで遡行
できる。曲り沢峠で「甲斐大和駅」の道標があるが、道は不
明瞭とのこと。

674 個人山行 沢登り 奥多摩 倉沢谷本谷 8/31 8/31
奥多摩駅10:15=10:35倉沢バス停…11:00倉沢林道入渓…
魚留滝手前で遡行切上14:30林道下山…15:30倉沢バス停
…16:30奥多摩駅

夏休み最終日？だからか、平日だというのにバスは混み合っ
ていて臨時便がでた。ウエットスーツを着用して積極的に
じゃぶじゃぶした。キャニオニングのツアー団体もいて楽し
そうだった。魚留滝の手前の倒木がすごかったので遡行を切
上げ下山した。気温が高く、とても楽しい沢登りでした。

675 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 9/1 9/1
町田＝八王子＝高尾山口7:10…(6号路)…8:30高尾山…
9:20稲荷山…10:00高尾山口

稲荷山付近で久しぶりに山のさわやかな風に出合った(わずか
な時間だったけど)。下山後「高尾599ミュージアム」に立
寄った。
裏から入るといきなりの猿やイノシシなどのうんち標本が出
迎えてくれる。広いきれいなスペースでしばしまったりとし
た。

676 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 9/1 9/1
町田6:29＝八王子＝7:05高尾…蛇滝口…展望台…浄心
門、薬王院…高尾山10:00～10:40…(3号路)…琵琶滝…
ケーブル駅…12:00高尾山口＝高尾＝町田

静かな高尾山散策でした。初めて高尾山八十八大師霊場をお
参り。3号路を下山してると｢六根清浄」と唱える声と法螺貝
が聞こえ四国八十八巡礼登山のご一行に遭遇しました。琵琶
滝でも滝行を待つ光景にも出会い、清々しい山行となりまし
た。

677 個人山行 ハイキング 八ヶ岳 西岳・編笠山 9/1 9/1

町田5:24＝八王子＝高尾＝8:32信濃堺＝富士見高原ゴル
フコース登山口9:00…12:10西岳…13:30青年小屋…編笠
山14:00～14:20…富士見高原ゴルフコース登山口16:50
＝小淵沢17:16＝高尾＝八王子＝20:30町田

2日前に計画書提出時天候がとても不順なため、現地にての判
断にしました。しかし現地でタクシー運転手さんから回復傾
向にあるとの情報で決行いたしました。その結果計画通りに
催行でき、編笠山山頂ではすばらしい眺望でした。しかし北
アルプス方面は雲の中にありました。今回ココヘリのIDを任
意ですが共同装備に記載しました、山行計画書がより安心に
なると思いました。

678 個人山行 ハイキング 八ヶ岳 入笠山・ニュウ 9/1 9/2

9/11富士見駅10:00＝10:10ロープウェイ10:20…入笠山
散策13:00…ロープウェイ14:00＝15:00蓼科　9/12蓼科
7:30＝白駒池P8:20…青苔荘8:35…ニュウ10:40…白駒荘
12:00…白駒池P12:15＝石遊の湯＝茅野

天候の関係でコースを変更した結果「にゅう」繋がりの二日
間となる。入笠山は天候に恵まれ、湿原とお花畑と頂から360
度のパノラマを。二日目は白駒池からニュウへ。白駒湿原と
シルクスクリーンの頂に軌跡を残す。夜は真澄と高原野菜＋
カレーライスを作る。白駒荘は建替中。石遊の湯は地元に人
気のほったらかし野天風呂。隣にせせらぎの傍で十割そばを
堪能できるお休み処あり。

679 個人山行 ハイキング 頸城 高妻山(戸隠富士) 9/1 9/2

9/1相模原17:30＝あきる野IC＝信濃町IC＝24:00戸隠牧
場登山口P(仮眠)　9/2登山口7:45…一杯清水…一不動避
難小屋10:00…五地蔵岳11:10…高妻山13:30…弥勒尾根
分岐15:10…弥勒尾根入口16:40…高妻山登山口17:20＝
戸隠神告げ温泉＝長野IC＝あきる野IC＝各宅

一不動避難小屋へ向かう沢沿いの登山道は、2017年7月の大雨
の影響で多数崩壊箇所があった。下山路とした弥勒新道は、
急斜面で滑りやすい箇所もあるが、比較的短時間で降りられ
る。

680 個人山行 ハイキング 御嶽 御嶽山 9/1 9/2

9/1町田11:00＝16：00中の湯P(泊)　9/2中の湯5:30…
6:20七合目…7:30女人堂…9:00九合目…10:30摩利支天
乗越…10：30摩利支天10:30～11:00…13:30女人堂…
14:30中の湯P

百名山狙いの女性４名　念願の御嶽山登山です。頂上までは
入山禁止なので九合目そして御嶽山２番目の高峰摩利支天に
登ることにしました。当初摩利支天登頂のあと五ノ池三ノ池
を周る予定でいましたが　三ノ池から女人堂まで立入禁止と
のことで　摩利支天ピストンになりました。歩きはじめは小
雨が降っていましたが　まずまずのお天気でした。お付き合
いいただけた男性２名に感謝です。御嶽山は警戒レベル１に
なり来月辺りから頂上まで登山可能になるとのことです。

681 個人山行 ハイキング 上信越 鳥甲山 9/1 9/2

9/1高座渋谷16:00＝石打IC＝22:00貉平登山口(泊)　9/2
貉平登山口5:00…万仏岩…白嵓8:20…鳥甲山10:30…赤
嵓ノ頭11:10…屋敷山分岐…屋敷登山口14:40…貉平登山
口16:30＝小赤沢温泉＝石打IC＝高座渋谷

秋雨前線の影響で天候不良が心配だったが、ガスも晴れクサ
リ場やヤセ尾根のアップダウンも気持ちよくクリアしてピー
クを踏んだ。下山路も途中までは東側の苗場山や本日の歩い
てきた稜線の景色を楽しんだ。しかし屋敷山手前より樹林の
中の悪路の急下降が延々と続き、ペースダウン＆テンション
ダウン、そして疲れた。小赤沢温泉（500円）。

682 個人山行 沢登り 丹沢 神ノ川矢駄沢 9/2 9/2

相模大野7:00=9:30日蔭沢橋手前右の駐車スペース…
10:40矢駄沢橋入渓…12:20F 1… 12:40F 3…13:00F 3上
…13:40大笄沢出合い二俣…14:00登山道…15:00日蔭沢
橋手前右の駐車スペース=小田急相模原

降水の為、水量が多く感じた。初めての遡行体験と

683 個人山行 ハイキング 東北 帝釈山・田代山 9/6 9/6

成瀬2:50(車)＝小田急相模原＝愛甲石田＝厚木IC＝西那
須野IC＝檜枝岐温泉＝馬坂P9:25…帝釈山10:25…田代山
湿原分岐11:25～11:45…田代山…湿原分岐12:40…13:45
帝釈山…14:35馬坂P＝檜枝岐温泉＝西那須野IC＝厚木IC
＝愛甲石田＝小田急相模原＝成瀬

馬坂登山口と田代山山頂にはきれいな水洗トイレあり。ま
た、田代山の避難小屋も手入れが行き届いていて快適そう
だった。田代山湿原は広々としてすがすがしく、美しかっ
た。早くも草紅葉が始まろうとしており、秋の気配を感じ
た。

684
ハイキング
企画部山行

ハイキング
⑥縦走を
目指した

山行
奥多摩 棒ノ嶺 9/8 9/8

町田6:05＝八王子＝立川＝青梅＝7:56御嶽駅8:20…惣岳
山10:12～10：25…岩茸石山11:05～11:45…黒山13:45…
棒ノ嶺14:24～14:40…17:00さわらびの湯＝東飯能＝八
王子＝町田

焼肉パーティーでお腹もいっぱいになり満足してしまい「も
う下山でいいか？」と言う、甘い誘惑を断ち切りロングコー
スを歩いた。岩茸石山から先は、足場の悪いところが多く慎
重に歩いたため時間が長く感じられた。

685 個人山行 ハイキング 中央沿線 黒富士(夕もや富士) 9/8 9/8

町田6:05＝八王子＝8:15甲府8:20(タクシー)＝観音峠
9:20…めまい岩9:40…曲岳10:40…八丁峠11:30…黒富士
12:30～12:50…八丁峠13:20…平見城入口14:50(タク
シー)＝15:30甲府15:59＝町田18:30

変わりやすい秋の天気の下、午前中は霧雨にあい残念ながら
目的の「黒富士と富士山」のコラボは霧の中、幻影を想像し
て…。登山口から急俊な登りと狭い岩場があり、少しスリル
を体感した、その後は樹林帯の中を、台風であちこち生木の
倒木あり、枝葉で登山道は荒れていた。下山道は、整備され
てなく踏み跡を頼りに
何とか平見城まで辿り着いたが、逆コースは道標も明確でな
く道迷をしそうな所である。道中、様々なキノコ達が色彩と
いい形といい目を楽しませてくれた。残念ながら食べられる
キノコ??
はないようであった。もう秋の気配を感じる山歩きが出来
た。

686 個人山行 ハイキング 道志 御正体山 9/8 9/8
町田6:10＝相模原IC＝都留IC＝道坂峠8:30…岩下ノ丸…
牧ノ沢山…10:10白井平分岐…御正体山12:15～12:55…
15:40道坂峠＝道志道＝淵野辺

近郊でトレーニングをしました。登山者も少なく山頂を独占
しゆっくり食事する事ができました。

687 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 9/8 9/8
町田6:33＝八王子＝高尾＝7:20高尾山口7:30…(稲荷山
コース)…もみじ台9:30…高尾山10:00…薬王院…茶屋横
11:00…高尾保養院…高尾山口12:00(入浴)＝町田

風があり気持ちよく歩けた。稲荷山ｺｰｽではたくさんのヤマホ
トトギスが見られた。

688 個人山行 岩登り 奥秩父 小川山廻り目平 9/8 9/9

9/8 須玉イオンP=野辺山=小川山廻り目平P10:00…クラ
イミング（ダンボ5.10a、5.10bひょっとこ岩5.10a）…
15:00キャンプ場（泊）  9/9 テント場6:30…クライミ
ング（烏帽子岩左稜線・Ⅴ級15P 8:45～16:00)…P=帰宅

全国的に天候不順で心配されたが、好天に恵まれて充実した
山行になった。9/9は小川山では長いルートの烏帽子岩左稜線
を１５ピッチかかった。小川山は他の岩場に比べても厳しい
ルートが多く、長いルートでは忍耐と慎重さが要求される。

689 個人山行 岩登り 奥秩父 小川山 9/8 9/9
9/8 廻り目平集合…小川山クライミグ後泊  9/9 小川山
クライミング…解散

9/9は無名な未開拓の岩峯をナチュラルプロテクションで１０
ピッチ楽しみました。

690
アルパイン
企画部山行

沢登り 奥秩父
ヌク沢左俣右沢、ナメ

ラ沢
9/8 9/9

9/8 橋本17:00=20:00道の駅みとみ(仮眠)  9/9 道の駅
5:10=西沢渓谷P5:30…ヌク沢出合6:00…近丸新道横断地
点8:00…西沢渓谷P8:55=雁坂トンネル料金所入口P9:00
…沓切沢橋9:40…ナメラ沢9:56…1960m遡行終了点12:40
…2040m青笹尾根13:10…沓切沢橋15:20…P15:55=日帰り
温泉=橋本

悪天候予報につき、土曜夜発に変更してヌク沢に入渓。水量
多く近丸新道横断地点まで時間を要したため、そこで遡行を
終了して駐車場に戻り、ナメラ沢に向かう。ナメラ沢も平水
より水量多く、水流に足元をすくわれないよう気をつかっ
た。青笹尾根は1735mピーク付近まではわずかに赤布があった
が、それ以降はなく地図読みで入渓地点に戻る。

691 個人山行 ハイキング 奥秩父 金峰山 9/9 9/9
町田＝八王子＝塩山＝柳平＝大弛峠10:00…朝日岳…
12:50金峰山…朝日岳…15:45大弛峠＝柳平＝塩山＝町田

大弛峠では車を降りた途端久々の｢寒さ｣に遭遇、皆、上着を1
枚羽織った。朝日岳では瞬間ではあるが白いものが落ちてき
た。山は幼稚園児をはじめ老若男女でにぎわっていた。

692 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳(表尾根縦走) 9/9 9/9
秦野7:25＝ヤビツ峠8:15…三ノ塔…木ノ又小屋12:00～
12:40…13:00塔ケ岳…16:00大倉＝渋沢

木ノ又小屋でコーヒーブレイクをしながらのんびりとトレー
ニング山行を行った。
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693
ハイキング
企画部山行

ハイキング
③誕生月

山行
富士・御坂 越前岳 9/9 9/9

町田6:30(車)＝横浜町田IC＝裾野IC=8:00十里木高原
8:30…展望台…1099P…越前岳10:50～11:45…富士見峠
…14:10山神社(須山愛鷹登山口P)14:40＝御殿場IC＝町
田横浜IC＝18:10町田

山行中は曇りで富士山を眺望できなかった。雨後のこともあ
り登山道は裸地、根、石等で少し歩きにくかった。

694
アルパイン
企画部山行

沢登り 丹沢 セドノ沢左俣 9/9 9/9
秦野7:00=戸沢P8:00…水無川本谷F1…セドの沢…左俣…
カイサク新道…11:10カイサク小屋跡11:45…表尾根…政
次郎尾根…13:10戸沢P=秦野

前夜の雨もあり水は多めだった。サガミジョウロウホトトギ
スを愛で、カイサク新道上部から表尾根に出た。

695
自然保護部

山行
ハイキング

自然観察
会

富士・御坂 三つ峠 9/12 9/12

町田6:50(バス)＝9:00河口湖9:40＝10:05三ツ峠登山口
…四季楽園… 12:00三ツ峠山荘…開運山…三ツ峠山荘
14:00…母の白滝…河口浅間神社…16:30河口局前16:48
＝河口湖17:30＝19:30町田

三つ峠山頂では、ガスで富士山は見えなかったが、下山途中
で河口湖に浮いているように姿を見せてくれた。トリカブ
ト、レイジンソウ、サラシナショウマ、マツムシソウ、ウメ
バチソウ等、秋の花が見られ、ススキ、ヤマハギもきれい
だった。開運山近くの傾斜地はかなり崩壊したようで、登山
者用迂回路があり、重機による工事をしていた。母の白滝へ
の下山路は台風の影響か倒木、落枝で歩きづらかった。

696 個人山行 岩登り 丹沢 広沢寺 9/12 9/12
伊勢原9:30=10:00広沢寺P…弁天岩…15:50広沢寺P=伊勢
原

平日のため4グループでゆっくりとロープワーク（ユマールの
使い方）が出来た。

697 個人山行 ハイキング 丹沢 鍋割山 9/13 9/13
渋沢7:16(バス)＝大倉バス停7:40…二俣…鍋割山11:40
～12:30…金冷シ…14:40堀山の家…16:40大倉バス停＝
渋沢

揃ってなべ焼きうどんを食す（1,000円）。

698 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 9/13 9/13
大山ケーブルバス停7:25…大山10:10～10:35…(見晴台
経由)…12:50大山ケーブルバス停

699 個人山行 ハイキング 関西 鈴鹿 御在所岳 9/13 9/14

9/13バスタ新宿22:45＝　9/14＝5:48名鉄バスセンター
8:15(高速バス)＝10:15湯ノ山温泉10:30…(中登山道)…
おばれ石…御在所岳13:20…国見峠…(裏登山道)…藤内
小屋…15:30湯の山温泉16:15＝近鉄湯の山温泉＝四日市
＝17:50名古屋

北緯35度01分02秒003の御在所岳は、標高はあまり高くないが
花崗岩質の巨岩、奇岩が多く登りがいのある山だった。あい
にくの天候で展望が望めなかったのは残念。7月に新型のロー
プウェイがお見えした記念としてお土産(タオル・菓子…)が
配られた。高速バスは事故渋滞で1時間近く遅延。

700 個人山行 ハイキング 東北 和賀岳・栗駒山 9/13 9/16

9/13下和田20:00＝福島松川PA(仮眠)　9/14福島松川PA
＝須川登山口10:00…天狗平11:57…栗駒山周遊12:20～
12:40…須川温泉入浴15:25＝道の駅「さんない」(仮眠)　
9/15道の駅＝高下登山口7:20…高下分岐8:22…和賀川渡
渉点9:20…こけ平11:134…和賀岳11:50～12:15…(往路
を戻る)…登山口16:05＝道の駅「さんない」(仮眠)　
9/16道の駅7:00＝東北自動車道＝久喜白岡＝海老名IC＝
下和田

出発が遅かったため一日目は栗駒山とした。紅葉には少し早
く、平日でもあるので入山者は少なくとても静かだった。和
賀川を素足での渡渉は水量膝下・幅10ｍくらいで滑りもあっ
てとても冷たかった。標高1000ｍ～1300ｍくらいは登山道荒
廃著しく悪路。こけ平以上は林相も変わりハイマツや高山植
物となって眺望も素晴らしい。

701 個人山行 沢登り 上越
会津駒ケ岳 

袖沢御神楽沢
9/13 9/16

9/13 自宅21:00=3:00桧枝岐道の駅（車中仮眠)  9/14 
登山口7:00…三ツ岩避難小屋…ミチギノ沢下降…16:00
ミチギノ沢二股  9/15 二股7:00…御神楽沢出合…16:00
ミジナクボ沢出合  9/16 出合6:30…会津駒ケ岳…会津
駒ケ岳登山口15:00=小豆温泉=帰宅

二～三日目は雨の中の遡行でしたが、滝登り、ゴルジュ、巻
きと、詰まった内容で楽しめました。

702 個人山行 ハイキング 東北 鳥海山(出羽富士) 9/15 9/19

9/15鶴川12:00＝19:00寒河江SA(車中泊)　9/16寒河江SA
＝湯殿山観光＝羽黒山観光＝道の駅象潟(車中泊)　9/17
雨天のため象潟観光に切り替え　9/18道の駅象潟3:50＝
4:30鉾立5:15…新山11:10…七高山11:45～12:05…13:40
七五三…16:00鉾立＝18:00道の駅庄内みかわ(車中泊)　
9/19道の駅庄内みかわ＝鶴川

お昼までは天気が良かったが午後からガスが出てきたうえ風
も強くなってきた。紅葉は一部始まってきていた。季節外れ
のハクサンイチゲに出会た。月山は天気が良くなく中止とし
た。

703 個人山行 ハイキング 大菩薩 大菩薩嶺 9/16 9/16
町田＝八王子＝甲斐大和＝小屋平(石丸峠入口)8:40…石
丸峠10:05…大菩薩峠…12:00大菩薩嶺…雷岩…(唐松尾
根)…福ちゃん荘…13:35上日川峠＝甲斐大和＝町田

甲斐大和からは座席が埋まり次第臨時バスを出してくれた。
小屋平では青空が拡がっていた。石丸峠ルートは人影も少な
く雲海を見ながらの静かな山行だったが大菩薩峠からはさす
が人気の山、急に登山者が多くなった。雲海にそびえる富士
山や南アルプスの山も垣間見え、久々の好天の山行だったが
下山時にはガスが上がってきて眺望は無くなってしまった。

704
ハイキング
企画部山行

ハイキング
⑤東京近
郊の山

丹沢 塔ノ岳(表尾根縦走) 9/16 9/16
秦野7:44＝8:20ヤビツ峠8:40…8:57富士見山荘跡9:10…
…三ノ塔10:44…書策小屋跡12:27～12:48…塔ノ岳13:45
～14:05……17:15大倉バス停＝渋沢＝町田

ヤビツ峠から歩き始めるときには霧雨が降っていた。富士見
山荘跡から登り始める際にもガスがかかっており、尾根に出
てからもほとんど眺望がなかった。しかし、塔ノ岳に着くと
ガス空から抜けて青空となり、雲海も見えた。塔ノ岳から雲
海を見るのは初めてでラッキーだった。雲海の中をずっと歩
いて登ってきたことになる。下山路(大倉)もずっとガスの中
だった。

705 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳(表尾根縦走) 9/16 9/16
町田6:37＝7:11秦野7:40＝ヤビツ峠8:30…塔ノ岳12:30
～13:05…15:30大倉

一日ガスの掛かった山行でしたが、サガミジョウロホトトギ
スに出会うことが出来ました。

706 その他 ハイキング 東北 福島県 常葉鎌倉岳 9/16 9/16
宿舎夕鶴8:30＝新地IC＝常磐富岡IC＝10:50鰍登山口…
常葉鎌倉岳12:20～13:00…14:20小塚登山口14:50＝南相
馬鹿島SA＝宿舎

天気にも恵まれ、7年前の同じの放射線量観測地点をを測定推
移を比較する事が出来た。

707 個人山行 ハイキング 八ヶ岳 北八ヶ岳 9/16 9/17

9/16相模大野6:00＝諏訪南IC＝コケモモの庭11:20…青
苔荘テン場12:17～13:30…ニュウ15:00～15:15…16:30
青苔荘テン場(幕営)　9/17白駒池8:00…麦草峠P(テント
を車にデポ)8:20～8:50…茶臼山9:30…縞枯山10:40～
10:55…五辻11:45…出逢いの辻12:11…13:05麦草峠P

連休中日の圏央道→中央道の道路が激混み。お陰で、到着時
間が大幅に遅れ、予定していた駐車場にも入れない状況。そ
の為、初日はテン場からニュウへのピストンのみとする。2日
目は、滑りやすい下りを避けるために、予定コースを変更
し、縞枯山から西に転じ、五辻→出逢いの辻→麦草峠へと歩
いた。心配していた雨にも会わず、ゆっくりと北八ヶ岳の苔
むす樹林の中を散策できた。

708 個人山行 沢登り 丹沢 中川川 手沢左俣 9/16 9/17

9/16 藤が丘駅=用木沢ゲート8:30…10:00co860ｍ左俣
10:20…co950ｍ11:35…枝沢から右岸尾根co1055ｍ　
12:20…手沢右岸尾根…用木沢ゲート13:25　9/17 泊場
7:50…用木沢ゲート8:15

手沢は用木沢Ｐのすぐ先にある、大室山が源流の超マイナー
な沢。今回co870ｍの分岐から左俣へ。出合の斜瀑を進むと渓
は一転。25ｍ滝、3ｍ、6ｍ、3段10ｍの連瀑に。左もしっかり
とした水量で3段10ｍは激シャワーでした。右岸尾根はキノコ
街道。なめこもどきやタマゴダケ他キノコ三昧。沢尾根とも
変化ある中級のルート。近隣のキャンプ場跡地で泊。薪の炎
をつまみにアルコール注入。恒例の沈で朝を向かえました。

709 個人山行 岩登り 富士・御坂 三ツ峠山 9/16 9/17
9/16 中山4:45=三つ峠登山口9:00…岩場11:00～16:00　
9/17 岩場8:00～14:30…15:30三つ峠登山口

1日目は前日までの雨で湿った面が多く、乾いている右フェイ
スは大混雑。誰もいない左フェイスでシステムの確認と練習
をした。2日目は一般ルートから天狗の踊り場まで登れたが、
中央カンテは大行列で次回に持ち越しとなった。

710 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾
高尾山北尾根
～城山城址

9/17 9/17
高尾812(バス)＝駒木野…登山口8:50…富士見台10:30～
11:00…城山城址分岐…城山城址登山口12:50…霊園前バ
ス停＝高尾

蒸し暑かったが時々涼風があり、木陰の中、良い歩きが出来
た。土、休日のみ霊園前からバスが出ている。

711 個人山行 ハイキング 奥多摩 川苔山 9/17 9/17
八王子6:58＝立川＝8:21奥多摩(バス)＝川乗橋8:40…川
苔山13:00…舟井戸…鳩ノ巣16:00＝八王子

712 個人山行 岩登り 南アルプス 北岳バットレス4尾根 9/18 9/20

9/18 芦安Ｐ10:00=広河原11:00…13:30白根御池小屋(テ
ント泊)  9/19 テント場3:00…5:20五尾根支援尾根…
7:45Cガリ4尾根取り付き…12:20登攀終了点…13:10北岳
山頂…16:15テント場  9/20 白根御池小屋(テント
場)6:30…8:30広河原9:45…10:30芦安

天候は申し分ない中、高度感と素晴らしい展望を眺めながら
クライミングを堪能しました。

713 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 陣馬山～景信山 9/19 9/19
高尾7:35(バス)＝陣馬高原下8:42…10:39陣馬山…11:47
明王峠…13:50景信山…14:47小仏バス停15:10＝高尾

高尾駅からのバスは登山客と通学の小学生で激コミの満員
だった。陣馬からの縦走路は田んぼ状態の泥濘でロードメ
ジャーも泥ダンゴをくっつけての踏査になってしまった。陣
馬山からは丹沢山塊の眺望が、景信山からは東京方面の遠望
が素晴らしかった。

714 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 9/19 9/19
渋沢9:12＝9:27大倉9:30…花立12:00…塔ノ岳13:10～
13:40…花立14:10…16:20大倉16:22＝16:40渋沢

2名の山行で集合時間遅めです。登りはコースタイムより若干
早めでした。

715 個人山行 岩登り 南アルプス 北岳バットレス 9/19 9/20

9/19 広河原インフォメーションセンター…白根御池小
屋(泊)  9/20 白根御池小屋4:00…6:10第五尾根支稜…
7:40 Cガリ第4尾根取り付き…9:30登攀終了点…10:20北
岳山頂…12:05白根御池小屋…13:50広河原=14:40芦安

山頂付近は一面鬱金色に染まり、絶景の高度感たっぷりのク
ライミングを楽しみました。



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

716 個人山行 沢登り 尾瀬 中岐ノ又沢　北岐沢 9/21 9/23

9/21 藤が丘駅21:30=24:15道の駅白沢　9/22 道の駅
6:00=大清水7:30…9:05入渓9:30…co1580m大滝上11:00
…12:00co1780m　9/23 テン場6:45…7:40小松湿原7:50
…9:45黒岩山10:20…鬼怒沼湿原13:50…17:20大清水

co2162m秘峰黒岩山の西面を源に沼田街道片品川に注ぐ北岐沢
は流域一の秀渓。赤茶の岩床と苔の森が美しく、始めての泊
まりに丁度良い沢。燧ケ岳、帝釈山、日光白根山、男体山、
会津駒ケ岳に囲まれた黒岩山は大展望の頂。難点はどの登山
口からも遠いこと。帰路は日本一の高層湿原鬼怒沼を経由7時
間かけ大清水まで下山。天候に恵まれ尾瀬奥鬼怒界隈の山と
沢を堪能できました。

717 個人山行 ハイキング 丹沢 鍋割山 9/22 9/22
町田6:16＝渋沢＝大倉7:300…二股9:00…後澤乗越10:10
…鍋割山11:30…金冷の頭13:00…16:30大倉

朝のうち雨があり心配したが、青空も見えし気持ち良い汗を
かきながら、静かな山歩きができた。山ホトトギス、アズマ
ヤアザミ、フジアザミなどが見られた。またヤマボウシが赤
い実をつけており登山道にもたくさん落ちていた。

718 個人山行 ハイキング 東北 蔵王山 9/22 9/22

白石蔵王9:38＝蔵王刈田山(刈田峠)11:15…馬の背…
11:40熊野峠分岐…熊野岳12:00…12:10熊野峠分岐…馬
の背…蔵王刈田山(刈田峠)12:45～13:00＝14:37白石蔵
王

小雨・濃霧・強風。白石蔵王から4/28～11/3迄土日・祝日の
み運行の路線バスを利用(1日2便片道1,920円)。白石蔵王―蔵
王刈田山頂9:38 10:30　蔵王刈田山頂―白石蔵王12:00 13:00 
※紅葉の時期、蔵王ハイラインは渋滞でバス時刻表通りにな
らない時もあるとの事。

719 個人山行 ハイキング 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 9/22 9/23

9/22町田9:12＝八王子＝11:15甲府12:05(バス)＝13:58
広河原15:00＝15:25北沢峠…15:35こもれび山荘(泊)　
9/23山荘4:50…7:50駒津峰…9:50甲斐駒ヶ岳…11:30駒
津峰…12:45仙水峠…14:40山荘…14:45北沢峠＝15:10広
河原16:00＝17:35竜王駐車場…17:40竜王17:53＝甲府＝
高尾＝八王子＝20:31町田

帰りは、北沢峠から臨時バスがあり16時のバスに乗ることが
できました。「甲府駅周辺はお祭りで渋滞しているので甲府
駅到着が遅れます。」と言われたので竜王駐車場で下車す
る。

720 個人山行 ハイキング 北アルプス 有明山(有明富士) 9/22 9/23

9/22町田5:55＝八王子＝松本＝11:46穂高12:45＝13:40
中房温泉　9/23中房温泉…有明山登山口4:10…有明山北
岳7:30～8:20…有明山南岳…北岳9:00…11:40登山口…
12:00中房温泉12:35＝穂高15:22＝18:01八王子＝町田

中房温泉には入りきれない程の外湯、内湯があります。美容
液のような泉質！燕岳の登山客をよそに静かな有明山でし
た。次の計画の餓鬼岳を目の前に望み　意欲が増しました。

721
ハイキング
企画部山行

ハイキング
⑤東京近
郊の山

中央沿線 高柄山 9/23 9/23

町田6:39＝八王子＝7:35四方津7:57…大丸(新大地
峠)10:10…高柄山11:13～11:51…新矢ノ根峠12:50…御
前山14:14…
…15:15上野原＝八王子＝町田

高柄山登山道は全体的に台風や雨の影響と思われる倒木など
が多く荒れていた。午前中は曇りがちで湿度も高く蒸し暑
かったが  午後は晴れ間が出てきて気持ち良かった。高柄山
自身は733ｍとそれほど高くはないが、アップダウンが多く、
最後の御前山の登りは急傾斜の岩場もあり結構変化に富んだ
山だった。また、いろいろなキノコが鑑賞できて面白かっ
た。

722 個人山行 ハイキング 奥秩父 茅ヶ岳 9/23 9/23

相模大野駅＝韮崎IC＝8:30深田公園P9:00…女岩9:50…
茅ヶ岳11:05…金ヶ岳12:00～12:30…茅ヶ岳13:30～
13:45…千本桜分岐13:45…14:50林道分岐…15:10深田公
園P

登りの女岩ルートは道がぬかるんでおり、下山は千本桜経由
のルートで下山。こちらのルートはぬかるみはなく、歩きや
すいルート。

723 個人山行 ハイキング 中央沿線 岩殿山 9/23 9/23
成瀬7:15＝八王子＝高尾8:10＝大月8:55…岩殿山10:05
…稚児落し11:55…12:25浅利…大月13:13＝八王子＝
14:42成瀬

富士山を見たく計画したが雲に隠れて見れず残念であったが
山は風も涼しく秋を感じてきました。

724 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 9/23 9/23
鶴巻温泉駅7:05…善波峠…高取山…NTT中継所11:10～
11:30…大山15:15～15:40…見晴台…阿夫利神社下社…
16:10大山ケーブルバス停＝伊勢原

このコースは初めてというメンバーが多く計画した甲斐が
あった。一般登山者は少なくトレランの方が多かった。高取
山あたりから蛭が出没。この時期は避けた方がいい？表参道
からは家族連れが多かった。

725 個人山行 ハイキング 富士・御坂 長者ヶ岳 9/23 9/23
富士宮9:20(バス)＝休暇村10:05～10:20…長者ヶ岳
12:20～13:00…14:30田貫湖登山口＝14:50白糸の滝バス
停15:40＝富士宮

天気予報ほどの青空は望めず、目の前の富士山は終始上部だ
けの姿でした。山頂は次々と訪れる登山者で賑わう。労山
マーク入りカードをぶら下げていた地元山岳会の方たちとの
触れ合いもできました。バス時間まで小一時間あり、白糸の
滝見学。こちらも人で賑わっていました。

726 個人山行 ハイキング 大菩薩 大菩薩嶺 9/23 9/23
町田6:05＝八王子＝甲斐大和＝上日川峠9：00…大菩薩
嶺11:00…丸川峠13:00～14:00…16:30大菩薩峠登山口＝
塩山＝町田

甲斐大和駅は大菩薩への登山者で大賑わいだった。

727 個人山行 ハイキング 大菩薩 大菩薩嶺 9/23 9/23
町田6:05＝甲斐大和＝上日川峠9:00…大菩薩嶺11:00…
丸川峠13:00～14:00…16:30大菩薩峠登山口＝塩山＝町
田

集中の残念山行でしたが、都合で集中に参加できなかった
方々もお誘いし、山を楽しみました。

728 個人山行 ハイキング 奥武蔵 日和田山 9/23 9/23
十日市場6:08＝町田＝八王子＝東飯能＝武蔵横手8:10…
北向地蔵…物見山10:00…日和田山10:50…男坂…鹿台橋
12:50…巾着田…高麗＝町田＝十日市場

五常の滝は施錠され自由に見学できなくなりました。一般登
山道でも連続し苔むした濡れた滑りやすい岩を歩くので注意
が必要。期間限定の登山道でみられる彼岸花の群生と巾着田
は圧巻でした。ピークばっちりで全員満足の巾着田の彼岸花
は真っ赤な絨毯ですごかったです。

729 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原・幕岩 9/23 9/23
湯河原駅(バス)9:00=幕山公園9:30～15:00クライミング
練習…幕山公園(バス)16:10=16:30湯河原駅

まだ時期が早いのか、曇り空なのに暑くてジメジメ、手も足
も滑って登りにくかった。アボリジニ、夕暮れ時、憧れのハ
ワイ航路、クリスマスローズ、勝手にしやがれ、アリババ、
をそれぞれがリード、トップロープで練習。すいていたので
ゆっくり何度も練習ができ有意義だった。電車・バス利用で
混み知らず。

730 個人山行 沢登り 奥多摩
多摩川水系蜂谷川

坊主谷
9/23 9/23

橋本5:15=奥多摩湖蜂谷橋=坊主谷出合の橋P7:20…中ノ
谷出合9:07…シダノ沢出合10:00…浅間尾根登山道10:50
…11:00鷹ノ巣避難小屋11:25…浅間神社12:15…出合の
橋P12:50=13:25日帰り温泉（もえぎの湯）14:25=16:25
橋本

核心部の5連瀑は迫力がある。下段は登れるが大滝を含む上段
の2瀑は右岸から大きく巻くが、足元が崩れやすくやや注意が
必要。上部の二俣はいずれを選んでヤブ漕ぎなしで浅間尾根
登山道に出ることができ、ひと登りで鷹ノ巣避難小屋に到
る。浅間尾根の下部は急斜面で踏み跡が薄い。

731 個人山行 岩登り 奥武蔵 日和田の岩場 9/23 9/23
高麗駅…9:30～14:00日和田の岩場にて岩トレ…14:30日
和田山登頂…(下山)…15:20巾着田見学…16:00高麗駅

岩場は大変空いていたものの、お手軽ルートは埋まってお
り、トップロープでも厳しいルートでのクライミングとな
り、我々にはハードルが高過ぎた。

732 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 9/24 9/24
自宅8:00…ヤビツ峠9:00…(いたつみ尾根)…大山11:30
～12:30…(往路を戻る)…ヤビツ峠14:00＝自宅

子どもは元気で羨ましい！

733 個人山行 ハイキング 上越
巻機山

（井戸尾根コース）
9/27 9/28

9/27町田12:00＝関越道＝塩沢石打IC＝16:40魚沼市清
水・山の宿雲天(泊)　9/28宿6:40＝桜坂P7:10…5合目
(焼松)…6合目(展望台)…前巻機山…12:10巻機山…(往
路を戻る)…16:40桜坂P＝町田

前日からの雨も上がり山行日和の一日でした。山頂の予報気
温は5度。6合目辺りから色づきがみられ上部の紅葉、草紅葉
は周辺の山や沢も取り込み見事でした。特に下山時に見る眼
下の紅葉は素晴らしい。山行の目的が歴史ある山の宿と紅葉
にあり、十分満足できた山行でした。

734 個人山行 ハイキング 上信越 鼻曲山 9/28 9/28

小田急相模原駅6:00＝愛川相模原IC＝高崎IC＝二度上峠
P9:25…氷妻山10:20…鼻曲山11:30～12:10…氷妻山…
13:40二度上峠P＝別所温泉＝上田＝東部湯の丸IC＝小田
急相模原

二度上峠からは浅間山が手に取るように望めます。木々によ
り紅葉が始まっていました。山頂からは南側　妙義の山々は
良く見えます。又、この季節、上田の松茸山での松茸料理は
お勧めです。

735 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 陣馬山 9/28 9/28
町田6:25＝八王子＝高尾駅＝小仏バス停7:35…小仏峠…
景信山…明王峠11:15～11:45…11:35陣馬山…14:10和田
バス停＝藤野

前日まで三日間降り続いた雨が上がり、秋晴れの日でした。
秋の装いに変わりつつある山を花や蝶とともに楽しみまし
た。

736 個人山行 ハイキング 奥武蔵 天覚山～大高山 9/28 9/28
東吾野10:40…天覚山11:35…大高山12:45～13:00＝
13:55吾野

連日雨の続く中、久しぶりに青空のもと奥武蔵の山でたっぷ
りと汗をかいてきました。

737 個人山行 ハイキング 八ヶ岳 蓼科山 9/28 9/28
蓼科七合目登山口9:40…天狗の路地…将軍平…11：25蓼
科山11:25～13:00…将軍平…14:05蓼科七合目登山口

好天に恵まれた蓼科山山頂から素晴らしい景色を見る事がで
きました。山頂ヒュッテで知り合いと一時の歓談。翌日近く
の岩場の予定も雨で中止。大河原峠からの夜景は綺麗でし
た。

738 個人山行 ハイキング 奥武蔵 日高市の富士山 9/28 9/28

八王子7:21＝8:15八高線高麗川8:25…10:10富士山…白
銀平展望台10:50～12:00…13:00高麗神社・高麗家住宅
……14:30巾着田(彼岸花)…15:40西武線高麗15:51＝
15:55東飯能

富士山山頂では何も見えなかったが、白銀平展望台からは、
眺望抜群。丹沢、スカイツリー、筑波山、日光、赤城まで見
えて、気持ちのいいランチを楽しんだ。巾着田の彼岸花は盛
りを過ぎていたが、日高市名産の大きな栗を手に入れて大満
足。

739 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 9/28 9/28
大倉バス停7:20…塔ノ岳10:30～11:15…13:35大倉バス
停

740 個人山行 岩登り 丹沢 広沢寺 9/28 9/28 広沢寺P9:10…弁天岩…15:00広沢寺P
今日はすいていた、トータルで３パーティーのみ。アセン
ダーの使い方、懸垂の結び目の通過などを実施。一部アイゼ
ン、バイル、カムのトレーニングも実施。


