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761 個人山行 ハイキング 中央沿線 権現山～扇山 10/1 10/1
町田＝大月8:10(バス)＝浅川BS8:55…浅川峠9:40…権現
山10:45～11:20…浅川峠12:25…扇山13:40…山谷14:40…
15:35鳥沢

浅川峠から扇山へのコースは山頂直下が急登だが、樹林の間か
ら、突然、広い山頂に飛び出す感じが心地よい。扇山からの下
山道は粘土質で降雨直後ではないのに、かなり滑りやすかっ
た。山谷への下りは倒木があったり、狭い場所があったりする
ので、山歩きに慣れないメンバーには気配りが必要だと感じ
た。権現山からは富士山が見えた。山中、誰にも会わず、静か
な山行を楽しめた。

762 個人山行 ハイキング 中央沿線 花咲山 10/3 10/3
町田6:05＝7:19大月(タクシー)＝下原郵便局7:45…女幕
岩8:40…花咲山9:15～10:40…サス平11:25…登山口12:30
…13:30大月

笹刈りなどしてありましたが、あまり人の入っていない山でし
た。

763 個人山行 ハイキング 東北 泉が岳・船形山 10/4 10/6

10/4東京23:55＝仙台5:15　10/5仙台6:53＝泉岳表コース
登山口7:53…泉が岳10:00…北泉ヶ岳11:10…水場…三峰
山15:00…虻ヶ岳16:00…17:00升沢小屋(泊)　10/6小屋
5:00…船形山7:00…定義分岐点…栗畑10:00…11:00柳沢
小屋＝さくらんぼ東根＝東京

低山ながら厳しい縦走路でした。給水後は体力的にきつく、三
峰山で水を捨て升沢小屋（水場あり）に変更。真新しい山荘で
快適でした。千畳敷分岐までは沢の中の登山道で沢歩きを楽し
めました。

764 個人山行 ハイキング 東北 鳥海山・月山 10/4 10/6

10/4八王子6:40＝16:00大平山荘(泊)　10/5宿5:20＝鉾立
6:00…御浜小屋7:30…新山10:55…15:15鉾立宿坊神林勝
金(泊)　10/6宿6:00＝姥沢P8:00＝リフト上駅8:45…月山
10:15～11:00…リフト上駅13:00＝13:50姥沢P＝20:00八
王子

台風の後の鳥海山は歩き始めは雨の中でしたが上に上がると雲
が薄くなり紅葉の鳥海山を見ることができました。月山は晴
天、紅葉は真っ盛りでした。鳥海山は私達の貸し切り状態でし
たが月山は老若男女沢山の人で賑わい途中すれ違い渋滞が起き
るほどでした。

765
ハイキング
企画部山行

ハイキング
⑤東京近
郊の山

伊豆・箱根 金時山 10/5 10/6

10/5新松田8:10＝地蔵堂9:00…夕日の滝9:40…金太郎分
岐11:30…猪鼻砦跡12:00…金時山13:10…乙女峠14:20…
16:00乙女森林公園第1キャンプ場(泊)　10/6キャンプ場
8:00…乙女峠10:00…丸山10:40…芦ノ湖展望公園12:40…
13:40桃源郷＝小田原

夕日の滝を過ぎた分岐を右に入り、沢沿いに歩いたルートが更
に右の沢に入り込み、途中でルートが外れたことをGPSで確認
し、元に戻って足柄峠のハイキングコースにつながる尾根筋の
ルートに戻ることができた。

766 個人山行 ハイキング 尾瀬
会津/宮床湿原・尾瀬/

大江湿原
10/5 10/6

10/5成城5:30＝南会津…宮床湿原13:00…駒止湿原15:00
＝亀谷旅館泊　10/6旅館6:00＝沼山峠イン7:30…大江湿
原12:00＝成城

尾瀬の草紅葉は今盛り、山は例年より遅い感じですがモヤモヤ
感の美しい自然を満悦してきました。

767
ハイキング
企画部山行

ハイキング 東北 栗駒山 10/5 10/6

10/5相模原愛川IC＝古川IC＝16:00須川高原温泉(泊)
10/6宿6:30…自然観察路…栗駒山9:15～9:40…中央コー
ス…いわかがみ平11:15～12:55＝若柳金城IC＝相模原愛
川IC＝19:40町田

山頂の紅葉は少し盛りが過ぎていたが途中ではまだまだ見応え
があった。登山道は対向する登山者も多く列をなして中央コー
スを下山に選択し正解だった。

768 個人山行 ハイキング 上信越 白砂山 10/5 10/6

10/5町田＝渋川伊香保IC＝野反湖キャンプ場(泊)　10/6
キャンプ場＝野反湖Ｐ6:05…地蔵峠…堂岩山9:30…白砂
山11:30…堂岩山14:00…地蔵峠…16:55野反湖Ｐ＝渋川伊
香保IC＝町田

前日とうって変わって天気はあまりよくなかったが遠くの山々
や色づいた斜面が時折姿を見せてくれた。白砂山から先は県境
稜線トレイルの整備だろうか見える範囲の道の笹が刈り払われ
ていた。

769 個人山行 ハイキング その他 釈迦ケ岳・雲仙岳 10/5 10/8

10/5新宿21:30＝10/6奈良8:00＝太尾登山口10:35…釈迦
ケ岳12:35…14:10太尾登山口＝奈良＝京都19:45＝(夜行
バス)　10/7博多7:19＝諫早＝11:10雲仙＝仁田峠11:40…
紅葉茶屋…12:30普賢岳…紅葉茶屋…13:40国見岳…妙見
神社…14:40仁田峠…池之原園地…16:10雲仙＝諫早＝博
多(泊) 10/8 解散

奥駈道に立つ釈迦ケ岳に最短の太尾登山口から登る。大移動を
して雲仙普賢岳へ。ガスっていて1990年の普賢岳の大噴火で出
現した平成新山を眺めることはできなかった。春に山を覆うミ
ヤマキリシマが仁田峠で狂い？咲き！

770 個人山行 岩登り 奥多摩 越沢バットレス 10/5 10/5
6:15=鳩ノ巣駅7:30…越沢バットレス8:30～15:30…鳩ノ
巣駅16:30

この時期、いつも下降点の脇の大きな木の洞にある「蜂の巣」
は今年はなかった。２スラの左脇のトンビの「サスケ」君の巣
も見当たらず。転居したのか？

771 個人山行 岩登り 上信越 佐久の岩場 10/5 10/6
10/5 海老名駅6:00=佐久市前山9:30=佐久の岩場11:00～
16:00=佐久前山（泊）　10/6 宿舎=佐久の岩場9:00～
15:00=帰宅

奥の奥の院エリア、黄昏エリアで練習した。けやきエリアはリ
ボルトされていない。ビレー操作、下降時の安全操作も再確認
した。

772 個人山行 沢登り 上州 武尊沢 10/5 10/6

10/5 藤が丘駅5:30=水上IC=武尊神社Ｐ8:40…武尊沢
10:20…14:15武尊岳14:40…武尊岳避難小屋15:55…16:10
別パーティー滑落者救出作業17:50…武尊神社Ｐ19:10…
20:50道泊　10/6 道泊6:30=帰京9:45

100名山に登りつめる武尊沢。秋高雲のなか、短いながらも
刻々と変化する渓相は、全く飽きることのない絶渓の一品でし
た。笹の草原に出る詰めはボロボロ岩壁に難儀しましたが、山
頂を踏めば全景に魅了され、疲れも吹き飛びました。武尊岳避
難小屋（手白沢）武尊沢への分岐直下で別パーティーの滑落事
後に遭遇。急傾斜のテラスに頭を下にかろうじて留まる負傷者
を救護し、レスキュー隊へ引継ぎ下山。帰路民泊地でキノコ汁
を自作し、秋の味覚を堪能翌朝帰京しました。

773 個人山行 ハイキング 奥武蔵 武甲山 10/6 10/6
相模原5:00＝武甲山表参道一の鳥居P7:15…武甲山9:15…
一の鳥居P10:30＝相原

雨模様で天候回復が遅れ、登山道の濡れた岩、土とも非常に滑
りやすく、予定していた小持山から大持山の稜線は危険と判断
し、
行程をピストンに変更した。

774 個人山行 ハイキング 北アルプス 霞沢岳 10/6 10/7

10/6大町＝沢渡(バス)＝9:00上高地BS…14:00徳本峠小屋
(泊)　10/7小屋5:00…ジャンクション…9:00K1…0霞沢岳
10:00…K1　11:00…ジャンクション…徳本峠14:00…
16:30上高地BS

775 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 10/9 10/9

八王子＝高尾山口(稲荷山コース)7:50…稲荷山・高尾
9:20…一丁平・城山10:35…小仏峠11:00…景信山11:30…
堂所山13:00…底沢峠13:20…14:40陣馬高原下BS＝高尾北
口

この時期の平日なので、登山客も少なく、又、花も見つけられ
なかった。6号路は、まだ、途中迂回しなければならない所が
有る、と、看板がありました。

776 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 10/9 10/9 幕岩公園Ｐ7:30…幕岩岩場8:00～15:00クライミング
正面壁ポニーテール、Ｎｏ７ルート、コナン、ジムニー他を登
る。まだ取り付きまでは草が茂っていた。

777 個人山行 ハイキング 奥多摩 倉戸山 10/10 10/10
奥多摩8:42(バス)＝奥多摩下車…水根BS(踏査)…八方岩
展望台…大麦尾根…倉戸山(大休憩)…大麦代展望台…
15:26大麦代BS＝奥多摩

大麦尾根は幅広の自然林で広葉樹や木の実（山栗やドングリ）
が多く野生のサルが多数見られた。道標も無いので下降には注
意。
下部は整備されたハイキング道が入り組んでいる。

778 個人山行 ハイキング 北陸 白木峰　他5座 10/10 10/14

10/10橋本7:00＝新穂高温泉＝道の駅細入　10/11道の駅
＝白木峰八合目登山口7:30…白木峰8:30…浮島の池
8:55･･･白木山荘…10:20登山口＝夕霧峠13:30…奥医王山
14:00…白はげ山14:50…15:10夕霧峠＝民宿五箇山
10/12停滞　10/13道の駅＝栂の木台P9:30…三方岩岳…ピ
ストン…11:00栂の木台P＝鷲ヶ岳高原ゴルフ場＝桑ケ谷
林道登山口13:30…いっぷく平…0鷲ヶ岳15:2…ピストン
…17:00林道終点＝平湯　10/14平湯＝町田

白木峰山頂からは剣岳から白山までのパノラマが楽しめ、池塘
の点在が愛らしく、紅葉も見事。三方岩岳は紅葉の盛り、鷲ヶ
岳への林道も台風の影響は無かったが山頂へ通ずる登山道は丸
太の階段で歩き難い。今回行けなかった大笠山はマムシの山と
言われ、大門山への林道は沢沿いなので水と石が流れ込み悪天
候時は避けるように言われました。

779 個人山行 ハイキング 上信越 黒斑山 10/11 10/11
町田6:00＝小諸IC＝車坂峠10:00…(表コース)…トーミイ
の頭12:00…黒斑山12:15…トーミイの頭…(中コース)…
車坂峠14:00＝小諸IC＝町田

唐松の紅葉はだめでした、山頂までのコースは中コースがベ
ターです。

780 個人山行 ハイキング 丹沢 三ノ塔 10/13 10/13
秦野＝蓑毛9:25…10:40ヤビツ峠…12:15二ノ塔…三ノ塔
への鞍部…二ノ塔…二ノ塔尾根…表丹沢林道…牛首…萩
山林道…14:25大倉＝渋沢

二ノ塔と三ノ塔の鞍部の桟道が崩落のため、コースを変更。台
風一過の好展望を独り占め。
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781 個人山行 ハイキング
南アルプス深

南部
黒法師岳 10/13 10/14

10/13町田4:30＝浜松北IC＝水窪＝麻布山登山12:40…麻
布山14:30…前黒法師山15:40…16:20打越峠泊　10/14泊
地6:00…バラ谷の頭7:26…黒法師岳9:15…バラ谷の頭
10:43…打越峠13:10…前黒法師山14:10…麻布山15:08…
16:30登山口＝浜松SA＝町田

１日目は、台風通過後の高速道路閉鎖で島田金谷ICまで一般道
で行ったため、登山口到着が遅れ、打越峠泊とした。麻布山を
過ぎると踏み跡が薄く、ルートを探して辿り、苔で覆われた倒
木やカーペットが拡がる空間、背丈を超える笹の登り、真っ赤
なつつじ、鹿５頭など深南部の山に浸った２日間だった。

782 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 10/14 10/14
秦野＝簔毛10:30…簔毛越11:20…下社12:00…ケーブル
カー阿夫利神社駅＝大山ケーブル駅…12:35大山ケーブル
駅BS＝伊勢原

天候が悪化したためエスケープ。女坂の濡れた石段も怖いの
で、ケーブルカーを利用。

783 個人山行 沢登り
台風19号
丹沢被害
状況調査

丹沢 世附川水無川流域 10/14 10/14
大倉8:30=戸川林道滝沢園=葛葉秦野市野外活動センター=
蓑毛バス停=厚木ぼうさいの丘公園調査=小鮎川調査=日向
沢調査=クアハウス山小屋11:50=帰京13:40

首都圏を直撃した台風19号の影響で10月行楽の三連休は計画も
各山域もズタズタとなる。丹沢奥多摩も同様との情報が仲間か
らリアルタイムに入ってくる。聞くと直視は大違い。新茅山行
の安否確認と西丹をメインに安全第一に行けるとこまで馳せ参
じるものの、主要道路林道は通行止めで沢も大増水。日向のク
アハウスに立寄るも通常通りはホットする。安易に沢へ岩へは
厳禁レベルの感じ。

784 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 10/16 10/16
成瀬＝高尾山口7:00…高尾病院…2号路…3号路…高尾山
8:50…稲荷山…10:30高尾山口＝成瀬

高尾病院先に崩壊箇所あり、ロープにて通行注意標識。登り
ルート及び山頂は人影うすし。常連と思しき人とビジターセン
ターの職員らしき人の数えるほど。下山路、稲荷山ルートは
登ってくる人相当多し。一時行列の態。

785 個人山行 ハイキング 上信越 仙ノ倉山 10/16 10/17

10/16愛甲石田＝月夜野IC＝平標山登山口・駐車場10:45
…13:25平標山ノ家(泊)　10/17宿6:45…平標山7:40…仙
ノ倉山8:40～9:10…平標山10:00…松手山11:20…鉄塔…
駐車場13:05＝月夜野IC＝愛甲石田

錦秋の谷川・仙ノ倉山を満喫できた。台風19号の影響を受けて
当初の計画（日光・太郎山）からの転進だったが山域変更は正
解で交通の影響も登山道の影響も全く無く、天候に恵まれて素
晴らしい景色を堪能できた。

786 個人山行 ハイキング 丹沢 弘法山 10/17 10/17
鶴巻温泉9:10…吾妻山…弘法山…11:10権現山…14:20秦
野

787 個人山行 ハイキング 丹沢 弘法山 10/17 10/17
秦野11:00…クリーンセンター…11:30権現山展望台…
（往路を戻る）…13:30秦野

誕生日山行の御相伴。イチョウ並木には、銀杏がたくさん落ち
ていました。

788 個人山行 ハイキング 奥多摩 三室山～御岳山 10/19 10/19
二俣尾8:00＝愛宕山9:50…三室山10:10…日の出山11:50
…御岳山13:15…滝本14:25＝御嶽15:15

奥多摩駅から大岳山日ノ出山三室山を経由し二俣尾駅の縦走は
入山自粛のため、逆コースで御岳山まで。ロックガーデンも通
行止めで、台風19号と今朝までの雨で多摩川以外の川や沢も水
は濁り溢れて噴出している状況。当面入山は控えて方が良いと
感じた。いつも賑やかな御岳神社界隈は人影もまばらで静かな
調査山行となった。

789 個人山行 ハイキング 東北 大朝日岳 10/19 10/21

10/19自宅6:30＝朝日鉱泉ナチュラリストの家14:00(泊)
10/20宿6:30…二俣…大朝日岳12:00…大朝日小屋12:35…
小朝日岳14:05…鳥原山15:30…鳥原小屋16:00(泊)
10/21宿6:30…9:15朝日鉱泉ナチュラリスト9:30＝自宅
19:30

登り、中ツル尾根からの登山者は他に1名。大朝日小屋は宿泊
者が多いですが、鳥原小屋は宿泊者無く貸切。水洗トイレで清
潔な小屋です。鳥原小屋から朝日鉱泉迄すれ違う登山者は1名
でした。紅葉も深まり、静かな山行ができました。宿泊した朝
日鉱泉ナチュラリストの家は、多数の山菜・イワナ料理等で、
スタッフは感じ良いです。帰りに立寄った、りんご温泉は入浴
料￥300です。

790 個人山行 ハイキング 丹沢 弘法山 10/20 10/20
秦野8:40…弘法山公園登山口…浅間山…弘法山…吾妻山
11:00…往復…13:10弘法山公園登山口…秦野

お天気心配でしたが弘法山の様子見で歩いてきましたが、登山
道も台風の影響もなくホットとした。涼風が気持ちよくのどか
な風景に魅せられ往復しました。

791 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 榎窪山･草戸山 10/20 10/20
橋本駅7:03＝峯の薬師入口BS7:27…峯の薬師8:05…三沢
峠8:40…榎窪山8:45…草戸山10:10…草戸峠10:30…四
12:00…高尾13:25…14:00高尾山口駅＝橋本

台風19号が通過して約7日間経ったが、交通機関を含め高尾・
陣馬山一帯で土砂崩れ・通行止めなど被害・影響が続いてい
る。今回歩いた東高尾山稜は、ほぼ無傷であった。他登山者か
ら聞き取りの範囲で、昭文社山と高原の地図に掲載されている
東高尾山稜(三沢峠…高尾駅・高尾山口駅)に至るルートも全て
通過可能でした。東高尾山周辺の電車・バスは国道20号線を除
き平常です。

792 個人山行 ハイキング 丹沢 三ノ塔 10/20 10/20
大倉BS7:30…山スポ…牛首9:10…10:45三ノ塔11:20…二
ノ塔中間鞍部11:35…三ノ塔尾根取り付き11:45…牛首
13:20…14:25大倉BS＝渋沢駅

渋沢駅発大倉行のバスは登山者で満員だった。台風の影響が比
較的少ない表丹沢へ登山者が集中しているのだろう。牛首周辺
でヤマビルの大襲撃を受けたがそれ以降は被害も無く登頂でき
た。三ノ塔からは東京スカイツリーまで見渡せる展望だった。
二ノ塔への鞍部の崩壊は「通行注意」となり益々崩壊が進んで
いた。

793 個人山行 ハイキング 東北 七ヶ岳 10/20 10/21

10/20相原＝あきる野IC＝西那須野塩原IC＝道の駅番屋
(仮眠)　10/21道の駅＝会津高原たかつえスキー場、アス
トリアホテルP7:05…七ヶ岳9:35～9:50…下岳11:30～
11:50…七ヶ岳…15:00ホテルP＝相原

標高1000～1500ｍ位の山々は全山織る錦。七ヶ岳への登山道沿
いは大きな木に守られた幼木の紅葉が盛りだった。今回は台風
の影響を考慮し尾根筋からのコースを取ったので次の機会には
沢筋から登ってみたい。

794 個人山行 ハイキング 北アルプス 徳本峠 10/20 10/22

10/20新宿22:00＝(10/21)5:20上高地B.T.…小梨平6:15…
徳本峠10:00…嘉門次小屋…明神…14:00小梨平(泊)
10/22小梨平…上高地ビジターセンター…温泉ホテル…上
高地B.T.15:00＝新宿

上高地も紅黄葉が遅れていて霜も降らずに暖かかったが、帰り
に見た後立山は初冠雪。季節は確実にめぐっている。小梨平は
クマが頻繁に出没するとの事で、今までなら翌朝返却のバーベ
キューセットを18:30で回収されてしまった。どのテンバでも
そうだが、野生動物との共存の為に、食材やゴミの管理には注
意を。

795 個人山行 岩登り 丹沢 広沢寺 10/20 10/20
愛甲石田8:20=広沢寺P…弁天岩にて岩トレ9:00～13:30=
愛甲石田

朝の内はどのルートも濡れていて、登るととても滑る状態にも
拘らず、岩場はクライマーで大盛況でした。岩場までの橋は流
されてしまい使用出来ませんでしたので、渡渉時は要注意で
す。

796 個人山行 岩登り 丹沢 広沢寺 10/20 10/20
愛甲石田8:00=広沢寺にて岩トレ9:00～15:00=16:00愛甲
石田

終日曇天無風、前日までの雨で岩場は濡れており、拭きながら
の登攀となった。普段以上に慎重に岩の弱点をよく見てしっか
り足で登るように心掛けたので、たまには練習にいいかもしれ
ないが、やはり乾いた岩で晴れた空のもと登りたいものだと思
う。次回から岩場には雑巾・スポンジ・ブラシを携行しようと
思う。

797 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 10/21 10/21
二宮6:00=幕岩公園Ｐ7:00…幕岩岩場7:30～14:00クライ
ミング

久しぶりの桃源郷、アリババの岩場なので10ルートに取り付い
た。これから幕岩シーズンに向かい良い練習ができた。

798 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 10/21 10/21 相武台前6:35=幕岩クライミング8:00～14:00
台風による大雨のためか「カマクラ」「いつか」、クラックの
「コナン」も、びしょ濡れ。付近の草はぼうぼう。人が制御で
きない自然の摂理。

799 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 10/22 10/22
二宮6:30=幕岩公園P7:30…幕岩岩場8:00～14:30クライミ
ング

正面壁に行ったが各ルート湿っていたので、希望峰、桃源郷エ
リアに移動し練習。暑かった。

800 個人山行 ハイキング 伊豆・箱根 箱根旧街道東坂 10/24 10/24
町田7:11＝9:40奥湯本入口BS…須雲川自然探勝歩道入り
口10:20…畑宿11:00…甘酒茶屋12:00…13:00元箱根港BS
＝箱根湯本

台風19号の被害状況をテレビで毎日のように報道されていまし
たが、まだまだそのままでした。箱根旧街道の遊歩道、石畳を
楽しみにしていましたが、雨上がりでとても滑りやすかった。
車道と半々の歩きでした。



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

801
アルパイン
企画部山行

岩登り 丹沢 広沢寺 10/24 10/24 広沢寺P9:00…終日クライミング練習…16:00P
フジ岩にて各自のレベルに合わせて、クライミングの練習をし
た。

802 個人山行 ハイキング 関西 伊吹山 10/25 10/26

10/25横浜23:15＝米原6:07　10/26近江長岡6:30(タク
シー)＝伊吹山登山口7:10…三合目9:00…伊吹山山頂
10:50…八合目11:30…13:50登山口＝近江長岡＝18:52新
横浜

山頂近くからガスって残念でしたが、五合目までは振り返れば
近江盆地と琵琶湖の景色を楽しめた。近江長岡駅から登山口ま
では乗り合いタクシーマイちゃん号　☎0749-62-01061人500円
が有ります。また下山後のお風呂でしたら山口近くにいぶき薬
草の湯　電話0749-58-0105　620円がお勧めです。

803 個人山行 ハイキング 日光・那須 白根山 10/25 10/26

10/25新宿18:00＝20:00高崎「天然温泉 天神の湯」(泊)
10/26天神の湯6:00＝高崎IC＝8:00丸沼高原スキー場P＝
ロープウェイ＝8:30レストハウス…大日如来9:30…白根
山11:30～12:00…(お鉢巡り後、往路を戻る)…避難小屋
13:30～13:45…14:20レストハウス＝ロープウェイ…駐車
場＝沼田IC＝20:00海老名

丸沼高原スキー場周辺は、台風の影響も少なく登山道も荒れて
いない。ロープウェイで上がったゲレンデ周辺は紅葉の見頃を
迎えていた。今年は紅葉を見ていないので、他はどうなのか気
になる。気温も高く、天気も良かったが風が強く往路を戻っ
た。

804 個人山行 ハイキング 丹沢 震生湖 10/26 10/26
渋沢8:30…白笹稲荷…味噌田の露頭…10:00震生湖…
11:30渋沢

震生湖の成り立ちを学習しました。

805 個人山行 ハイキング 上信越 小野子三山 10/26 10/26

町田6:00＝秋川7:00＝十二ヶ岳登山口P9:55…見透し台
10:50…十二ヶ岳11:30～12:30…見透し台13:00…十二ヶ
岳登山口P14:00＝町田

前日の大雨による登山道悪路を予想したが、問題無かった。十
二ヶ岳、眺望の良さに時間を費やす。残りの中ノ岳、小野子山
を断念。十二ヶ岳山頂では北（槍ヶ岳）、南アルプス、八ヶ
岳、スカイツリー等が目視できた。帰りに立寄った小野上温泉
さちのゆ（美人の湯）居心地良く長居する。

806 個人山行 ハイキング 八ヶ岳 霧が峰 10/26 10/26

町田5:00＝八島ビジターセンターP9:00…鷲ヶ峰…八島ヶ
原湿原北…蝶々深山12:00…車山湿原分岐…沢渡り…八
島ヶ原湿原…14:00八島ビジターセンターP＝岡谷IC＝
18:30町田

鷲ヶ峰は55年ぶりで記憶はゼロでしたが、360度の眺望が楽し
め、霧ヶ峰の魅力を再認識いたしました。御岳を望みご冥福を
祈らずにはいられませんでした。

807 個人山行 ハイキング
南アルプス前

衛
日向山 10/26 10/26

町田6:00＝尾白川渓谷P9:00…矢立石10:00…日向山…
雁ヶ原11:45～12:20…日向山…13:40矢立石…14:20尾白
川渓谷P

矢立石登山口の駐車場まで、車は入れていた。それほど広くな
いので、北斗市観光課は尾白川の駐車場を勧めている。登山道
は先日の台風による倒木が数本あるが、通行に問題なし。雁ヶ
原からの展望は思っていた以上にすばらしかった。矢立石から
錦滝への林道、錦滝…山頂の登山道は崩落で通行止めというこ
とですので、ピストンでした。

808 個人山行 岩登り

都岳連ク
ライミン
グスクー

ル

富士・御坂 三つ峠 10/26 10/27

10/26 河口湖駅9:30=三ツ峠登山口…12:00四季楽園…屏
風岩13:00～16:00　10/27 四季楽園…屏風岩8:00～14:30
…三ツ峠登山口16:00=河口湖駅（都岳連クライミングス
クールの外岩その５  マルチピッチ：中央カンテ、右
フェイス一般ルート-クラックのルート)

中央カンテ及び右フェイス一般ルート－クラックのルートでマ
ルチピッチクライミングをした。

809 個人山行 ハイキング 奥秩父 瑞牆山 10/27 10/27
町田5:33＝韮崎8:40＝ジャンボタクシーみずがき山荘
9:40…瑞牆山13:00…みずがき山荘17:00(タクシー)＝韮
崎＝22:00町田

台風一過の秋晴れの下、紅葉も真盛りの瑞牆山の「奇岩と紅
葉」を愛でながらの山歩きは気分を爽快にしてくれた。若いハ
イカー達で賑やかだった。瑞牆山は、矢張り人気の山でもあ
る。登山道は、なかり倒木などあったが、全て片付けられ、危
険な所はロープで規制されていて、凄く手入れが行き届いてい
た。途中一ケ所川が増水していたが、ロープも張られていて安
全に渡渉出来た

810
ハイキング
企画部山行

ハイキング
公開やさ
しい山登
り講習会

丹沢 三ノ塔 10/27 10/27
町田6:05＝渋沢7:02＝大倉バス亭7:45…風の吊橋…牛首
9:10…三ノ塔11:30～12:10…牛首13:35…風の吊橋…
15:15大倉BS

楽しい山登り講習会実践山行、机上7名（1名グラウス）のうち
6名参加。1名は頂上10分手前で足が上がらず断念、もう1名は
下山中登山靴のソール剥がれ（かなり古い靴との事）があっ
た。台風19号の影響で場所変更も受講生からは概ね高評価だっ
た。

811 個人山行 ハイキング 北海道 海向山・恵山 10/27 10/28

10/27五稜郭BS7:24＝恵山登山口8:59…高原コース…海向
山分岐…海向山11:45…海向山分岐…火口原P13:30…十三
曲コース…15:10ホテル恵風(泊)　10/28宿8:10(送迎車)
＝八幡川登山道入口…登山口8:50…岬展望台…恵山11:50
…13:20火口原P…海峡展望台…14:10恵山登山口BS14:48
＝五稜郭BS

812 個人山行 岩登り 上州 妙義 星穴岳 10/27 10/27
三軒茶屋5:00=8:00妙義中之嶽神社…9:00轟岩…12:30星
穴岳…12:30射抜穴…15:00轟岩…16:00中之嶽神社

前日も雨は降っていなかったが、染み出しが多く所々濡れてい
たので、安全のためロープは躊躇せずに使用しました。結び穴
へ行くルートが見つからず、湿ったところも多かったのであま
り拘らず早々に諦め下降した。星穴岳山頂付近で、ヘリの音が
激しく鳴っており、事故があったのがわかった。奥の院の鎖場
で20Mの滑落事故で即死だったとの事(男性単独パーティ)。妙
義山の破線ルートは、登攀技術が求められるポイントがある事
を再認識させられました。

813 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 10/28 10/28
町田＝高尾山口8:20…稲荷山コース…高尾山9:50…稲荷
山コース…11:35高尾山口＝町田

久しぶりの晴天で気持ち良く歩けました。時間が許せば景信山
迄行きたかった。登山道は6号路のみ通行止めだった。

814 個人山行 ハイキング 関西 御在所岳 10/29 10/30

10/29愛甲石田＝新東名＝東名阪自動車道＝菰野IC＝R477
＝鳥居道山キャンプ場(泊) 10/30キャンプ場6:10＝R477
登山者用P6:20…(中登山道)…7:05おばれ石…キレット・
鎖場…山上公園9:10…夕陽台9:30…山上公園駅…国見峠
10:30…藤内小屋12:00…駐車場13:10＝四日市IC＝愛甲石
田

登りにはアルペン的な雰囲気の〈中登山道〉で岩稜歩行と眺望
を楽しみ、下山は沢コースの〈裏登山道〉でRFもしながらの周
回とした。ピーカンの元、清々しい一日だった。高速道路の走
行時間は長いが登山口はICから近い。NHK小さな旅の撮影隊が
収録をしていた（11/24放送予定らしい）

815 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 10/30 10/30
秦野8:25＝ヤビツ峠9:15…大山10:30…唐沢峠…不動尻…
13:40広沢寺温泉入口＝本厚木

不動尻では土砂崩れがあったが、通行に支障はない。リンド
ウ、センブリ、リュウノウギクなどの花が咲いていた。

816 個人山行 ハイキング 丹沢 三ノ塔 10/31 10/31
秦野8:25＝ヤビツ峠9:10…富士見橋…二ノ塔…三ノ塔
11:00…牛首…三ノ塔尾根…13:20大倉＝渋沢

三ノ塔尾根ではキッコウハグマや、ヤマトリカブトなどの花が
咲いていました。

817
ハイキング
企画部山行

ハイキング 中央沿線 鷹取山 10/31 10/31
町田＝藤野＝上沢井BS8:30…鷹取山10:00…小渕山11:40
…岩戸山12:30…藤野神社…13:30藤野＝八王子

大きな崩落個所が登山口と下山口にあったが注意すれば歩行で
きた。車はダメ。熊が定住していて頻繁に目撃されていると小
学生の登下校を見守っていた警察官に注意され、熊の写真まで
見せられた。皆が持参した熊すずの競演となり遭遇することは
なかった。日連アルプス方面は崩壊による犠牲者も出ていて現
在登山はできない。

818 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 10/31 10/31
相模大野6:05＝渋沢6:48…大倉7:10…塔ノ岳10:25～
11:05…13:25大倉＝渋沢

特に顕著な登山道の崩壊等はなかった。

819 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 10/31 10/31
古淵6:30＝大倉8:35…花立山荘11:45…塔ノ岳12:20～
12:45…14:55大倉＝渋沢

台風被害の跡ほとんど見らず安全に歩けた。

820 個人山行 ハイキング 丹沢 聖峰～高取山 10/31 10/31
座間＝伊勢原7:33(バス)＝栗原8:10…聖峰…高取山10:05
…念仏山…弘法山…14:30秦野


