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809 個人山行 岩登り 岩登り
伊豆・箱

根
湯河原幕岩 9/25 9/25

集合場所：湯河原駅　午前7時34分　湯河原駅7:40（タ
クシー）幕山公園…8:30幕岩（茅ヶ崎ロックエリア、
正面壁）15:50…幕山公園16:25（バス）湯河原駅＝帰
京

三連休の 終日漸く天候に恵まれた幕岩はクライ
マーで大混雑。強い日差しと湿気の中しっかり登り
込んだ。以前登れなかったルートをクリア。得るも
の多い一日となった

810 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
槍ヶ岳 9/30 10/2

9/30松本6:31＝7:01新島々7:10＝8:25上高地8:50…
9:50明神10:10…11:00徳沢11:40…12:40横尾山荘13:08
…14:55槍沢ロッジ（泊）　10/01槍沢ロッジ5:00…
7:35天狗原分岐7:50…8:35天狗池9:00…9:35天狗原分
岐9:45…12:45槍ヶ岳山荘13:30…13:55槍ヶ岳14:35…
15:05槍ヶ岳山荘（泊）　10/02槍ヶ岳山荘6:15…天狗
原分岐8:00…9:36槍沢ロッジ9:48きごう11:17横尾（昼
食）11:46…15:05上高地＝新島々＝松本＝町田

3日間天気に恵まれて山小屋前から2夜とも満天の星
が見られた。槍ヶ岳山荘では夕日と朝日も見ること
ができた。2日目は早めに出発して天狗池にも寄っ
た。紅葉には少し早かったが少しずつ色づき始めて
いた。槍沢は台風によるコースの被害は全くなかっ
た。 後の槍ヶ岳のルートは全域にわたって一方通
行化していた。（上りと下りが交差しているところ
が一か所あり注意が必要）

811 個人山行
ハイキン

グ
道志 二十六夜山 10/1 10/1

6:00長後駅東口ロータリー＝9:00月待ちの湯駐車場(車
デポ)･･･10:00仙人水･･･11:30二十六夜山･･･13:00仙人
水･･･14:00駐車場下山＝長後駅解散

道志の二十六夜山は登山者と殆ど会うことも無く、
静かな山歩きを楽しめる。仙人水を過ぎると後半か
なりの急登となる。山頂から富士山を望むことが出
来た。

812 個人山行
ハイキン

グ
富士・御

坂
三ッ峠山 10/1 10/1

自宅6:00＝8:40着三ツ峠登山口駐車場8:45…ベンチ…
10:45展望地…11:00屏風岩見学11:10… 11:25開運山
11:45…14:00三ツ峠登山口駐車場＝16:40自宅

到着したとき駐車場はほぼ満車で、若い登山者で賑
わっていた。

813 個人山行
ハイキン

グ
大菩薩 大菩薩嶺 10/1 10/1

相原駅6:23=6:31八王子駅6:35=7：40甲斐大和駅8:00=
上日川峠8：42…9:55雷岩…石丸峠小金沢山12:27…牛
奥ノ雁ヶ腹擦山…14:05すずらん昆虫館=甲斐大和駅

甲斐大泉駅からは3台の増発。相変わらずの人気の山
だった。帰りもすずらん昆虫館ではバスが満車で増
発便を待った。涼しい風に吹かれながら気持ちよく
歩いた。7月と違い稜線でスズメバチに威嚇されるこ
とはなかった。

814 個人山行
ハイキン

グ
上州 両神山 10/1 10/2

10/01　6:10JR町田駅マツキヨ前集合＝日向大谷口付近
P10:18･･･両神山荘10:33･･･11:07会所11:16･･･12:52弘
法の井戸13:02･･･13:14清滝避難小屋（泊）　10/02清
滝避難小屋5:35･･･6:42両神神社・御嶽神社6:46･･･

7:10両神山7:37･･･両神神社・御嶽神社7:58･･･8:44清
滝避難小屋9:30･･･弘法の井戸9:36･･･10:51会所

11:00･･･11:33両神山荘11:35･･･11:40日向大谷口付近P
＝町田駅（解散）

前日に清滝避難小屋に泊まり、2日目は夜明けと共に
歩き始めたので、天候に恵まれた展望のきく素晴ら
しい山頂を貸切状態で満喫できた。他に小屋泊やテ
ント泊者は居なかった。避難小屋は非常に整備整頓
され、屋根付きの炊事場に水道蛇口も多く、また毛
布や布団もあるので、非常に快適だった。 寄りの
道の駅両神温泉薬師の湯で汗を流したあと、三峰口
近くのジビエ料理屋で美味しいジビエを堪能した。

815
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
上州 荒船山 10/1 10/2

10/01　6：52 東京発＝ 8：06 軽井沢着（JR新幹線あ
さま601）8：50 軽井沢駅北口発＝9：03 上発地着（西
武軽井沢町内循環バス）上発地9：30…11：40八風山…
13：25香坂峠…14：00物見山…15：10荒船パノラマ
キャンプフィールド　（テント・バンガロー泊）
10/02荒船パノラマキャンプフィールド7：40…8：50熊
倉峰…9：35内山峠…11：40艫岩…12：50経塚山…13：
35星尾峠…14：30荒船不動＝タクシーJR中込

初秋の快晴に恵まれ、荒船山の「完全縦走」を完成
できた。一般的な荒船山登山は内山峠から艫岩まで
の間をピストンするコースがほとんどだが、前後の
アプローチを含めた内山峠から星尾峠までの荒船山
縦走路全体とその間の 頂部である経塚山頂上を踏
んで、「戦艦」の船尾から船首までを踏破した。

816 個人山行
ハイキン

グ
南アルプ

ス
鳳凰三山 10/1 10/2

10/01 橋本駅7:00＝ 10:00青木鉱泉…展望台11:30…白
糸の滝1５:30…17：00鳳凰小屋　10/02小屋6:00…地蔵
岳7:10…観音岳10;00…薬師岳11:30…御座石…12:30…
青木鉱泉17:00＝帰京

青い空 白い岩 色つき始めた山山 360度の展望 素晴
らしい秋を楽しむことができました。ドンどこ沢沿
いの登山道は滝が見事でした　　下山の中道はこけ
がきれい　北やつを思わせるほどで　倒れた木や切
り株を緑のじゅうたんで覆い森のオブジェをなして
いた・

817 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
涸沢 10/1 10/3

10/01橋本駅北口06:00＝(中央高速道、松本IC経由)＝
10:40沢渡P…さわんど大橋BS11:15＝11：45上高地（観
光）…明神…徳沢…16:15横尾(テント泊)　10/02横尾
06:30…10：30涸沢(紅葉見物)　13：30…16:30横尾(テ
ント連泊)　　10/03横尾06:15…徳沢…07：20明神…小
梨平…上高地BT10:15＝10：45さわんど大橋（温泉入
浴・昼食）14:00＝（中央高速道、塩尻北IC経由）18：
45橋本駅北口(解散)

混雑を覚悟しての山行でしたが、土・日・月と３日
間のためか順調に予定通り進みました。快晴の涸沢
の空は青く澄み渡り雄大な山々の姿に感動です。紅
葉の ピークには2.3日早い感じでしたが充分に堪能
できました。次回は涸沢をベースの登山にチャレン
ジしたいものです。観光・紅葉・温泉・買物と欲張
りな楽しい山行になりました。

818 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
蝶ヶ岳 10/1 10/3

10/01八王子8:33発（あずさ5号）＝松本＝新島々（ア
ルピコ交通）11：30発＝上高地12:35着上高地(13:00)
…(15:00)徳沢キャンプ場　10/02徳沢キヤンプ場
(6:15)…横尾…(11:00)蝶ガ岳(11:40)…長堀尾根…
(14:15)徳沢キヤンプ場　10/03徳沢キヤンプ場(6:00)
…(8:00)上高地バスターミナル＝新島々＝松本＝八王
子（解散）

例年だと丁度紅葉の時期なのだが今年はまだまだ先
のようです。

819 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 諏訪山 10/1 10/1

八王子6：50＝9：15諏訪山登山道入口9：40…11：10湯
ノ沢の頭…12：30三笠山…13：10諏訪山…16：30諏訪
山登山口

関東百名山 群馬百名山でもある諏訪山。土曜日晴天
の登山日和にもかかわらず駐車場には車1台しか止
まっていませんでした。展望のあるのは三笠山頂上
だけで樹林帯をひたすら登る感じでした。 初は沢
沿いを歩き壊れかけた橋や梯子、徒渉も何度かあ
り、三笠山に近づくと岩場になり梯子ロープの連続
でした。想像以上に時間もかかり岩場と沢と長いア
プローチで疲れました。

820 個人山行
ハイキン

グ
上越 巻機山 10/1 10/2

10/01町田8:11=東京9:28=とき313=大宮9:53==10:49越
後湯沢（新幹線利用）12：00昼食=清津峡=15:30清水宿
10/02宿4:40=桜坂登山口5：20…六合目…8:50前巻機山
…9:50巻機山10:30…前巻機山11:40…5合目13:15…
14:00登山口14:15=駒子の湯16:15=越後湯沢18:29=大宮
=東京=20:46町田

紅葉にはまだ早く10月中旬のようです。駐車場は朝5
時には満車になっており人気のあるようで多くの登
山者でつながっておりました。

821 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 秩父札所 10/1 10/1

町田＝西部秩父駅＝（バス）栃谷下車…１番札所四萬
部寺9:15…16:45、9番札所明智寺（1番札所～2番札所
まで山道）

ありがたすぎるくらいの晴天で１番札所からの登り
でバテ気味だった。この登りで、歩き遍路を断念す
る人が多いとか？

822 個人山行 岩登り 岩登り 大菩薩 三つ峠屏風岩 10/1 10/1
集合場所：9月30日　相模大野駅21時集合　相模大野駅
21:15＝道の駅かつやま23:15前泊地5:30＝三つ峠県営
P7:00…8:30屏風岩17:00…県営P18:30

マルチの練習で三つ峠山へ。午前中空身で午後は
リックを背負いつるべ式で17時まで登攀を繰り返し
た。気温変化大の一日で体に堪えました。帰路は秘
湯葭之池温泉で汗を流し吉田うどんを食す。河口湖
沿いにある道の駅かつやまは、節刀ケ岳と鬼ケ岳
等々の御坂山塊が一望でき、風光明媚な心安らぐ地
でした。
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823 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱

根
矢倉岳 10/2 10/2

新松田駅バス8：10＝8：40矢倉沢…10：20矢倉岳…足
柄峠…12：20足柄城址公園13：00…（赤坂古道）…
（足柄古道）…（足柄新道）…14：40足柄駅

矢倉岳山頂に大きなカメラをセットした方たちが10
人ほど。足柄峠手前の東屋にも同様に10人ほどが。
渡り鳥サシバの撮影が目的と話されていました。

824 個人山行
ハイキン

グ
上州 黒檜山・駒ヶ岳・地蔵岳 10/2 10/3

10/02町田6:00＝愛川IC＝赤城ビジセターセンター
9:30････黒檜山登山口P9:50･･･黒檜山13:30･･･駒ヶ岳
14:30････大洞14:00･･･駒ケ根登山口P16:00＝16：20青
木旅館(宿)　10/03宿8:10＝鳥居峠Ｐ8:45･･･地蔵岳
9:30････鳥居峠P10:30･･･小沼散策11:00････ 赤城
IC14:30＝愛川IC＝18：00町田

・２日間共に秋晴れに恵まれ、涼風を受けての山歩
きが出来た。黒檜山は長い岩場連続で急登あり時間
をかけて慎重に歩いた。・人気の山で大勢の登山者
で賑っていた。黒檜山のビューポイントは素晴らし
い眺望だった。・紅葉には少し早く、１０月末から
のようです。・地蔵岳山頂からはパンラマ眺望で、
大沼・小沼・黒檜山・駒ヶ岳・赤城神社などの眺め
と赤城山系の山々が素晴らしい。秋の鰯雲をみなが
らコーヒタイムで至福の時を！

825 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 乾徳山 10/2 10/2

町田6：20=圏央道・中央道＝8:50太平高原駐車場9：10
…9:25乾徳山登山口9:35…10：35月見岩11:00…11：55
乾徳山12：35…13：25月見岩13：50…14:10高原ヒュッ
テ14：20…14：50乾徳山登山口…15：05大平駐車場
15：30＝圏央道・中央道＝町田（解散）20:00

① 岩場の鎖は新しくて、しっかりとしたもので危険
を感じることはなかった。②当初乾徳山へのピスト
ンを予定だったが、帰路、時間・距離も変わらない
ので、トイレのある高原ヒュッテ経由とした。③帰
りの中央高速が渋滞で予定の倍以上の時間がかかっ
た。（渋滞が予想されたので、予定していた温泉を
中止した）④当日は晴天で、富士山が終日見えてい
た。気持ちのいい山行になった。

826 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 表尾根 10/2 10/2

自宅5：20＝7：08秦野駅7:20＝8:08ヤビツ峠…9:05三
ノ塔…烏尾山…行者ヶ岳…10:50塔ヶ岳…13:09大倉
13:11＝渋沢駅＝自宅

久しぶりの好天にヤビツ峠行の始発バスはロータ
リー入口までの長蛇の列となった。少なくとも2台が
増便。行者ヶ岳あたりで富士アザミとイワシャジ
ン。塔が岳手前あたりには竜胆が数多く咲いてい
た。

827 個人山行 岩登り 岩登り 丹沢 広沢寺 10/2 10/2

集合：7:30小田急線愛甲石田駅北口　日高屋前
※増田車利用7:30愛甲石田＝8:00広沢寺温泉駐車場･･･
08:30～14:00弁天岩にて岩トレ･･･(往路を戻る)･･･
14:20駐車場＝愛甲石田駅解散

日中はとても気温が上がり、岩が熱く真夏のよう
だった

828 個人山行 岩登り 岩登り 奥秩父 小川山 10/2 10/3
大谷自宅5:30＝9：30廻目平駐車場…終日クライミング
…15：00廻目平（幕）6：00廻目平…終日クライミング
…15：00廻目平駐車場＝帰宅

1日目：流星巡り2日目：小川山レイバック、大貧
民、ジョコンダなど

829 個人山行 沢登り 沢登り 丹沢 水無川セドノ沢右俣 10/2 10/2
8:15戸沢駐車場…9:00水無川本谷F1出会…11：00～
11：30（昼食）大滝…14：00政次郎尾根…15:00戸沢駐
車場

セドF2、右俣F2,F3,F4（大滝）ロープ使用。大滝下
にてハーケンを打ち込み、回収の練習をした。ヒル
害にも会わず、のんびり沢登りを楽しめた。

830 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 三ノ塔・塔ノ岳 10/3 10/3

渋沢7：48＝6：55大倉7:05…牛首…10：15三ノ塔10：
30…行者ヶ岳…13:25塔ノ岳14:00…14：50堀山の家
15：00…16:30大倉　解散

平日ということもあり、静かで行き交う登山者もほ
とんど無い三ノ塔尾根を満喫することができた。気
温も涼しく表尾根の稜線歩きを楽しめた。少し長丁
場ではあったが、何度歩いても飽きない丹沢表尾根
であった。

831 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
北穂高岳 10/3 10/4

10/03大和4:30＝沢渡＝上高地9:15･･･15：25涸沢
（泊） 涸沢小屋　10/04涸沢5:00･･･南稜分岐5:50･･･
東稜途中7:30･･･涸沢9:30･･･上高地14:30＝20：00大和

・涸沢出発時は晴れていたが、霧が出てきて霧雨と
なり岩場が濡れ、乾きそうもないので、核心部のゴ
ジラの背手前で引き返した。 予報の雨雲の動きでは
雨雲はなかったので、霧雨の雲は表れていないのか
もしれない（確認未）。・帰路、一般道までの急な
ルンゼは、安定している大きな岩が濡れて滑りやす
く難しくなったので、慎重に降りた。

832 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 倉岳山 10/4 10/4

高座渋谷5:20=小田急町田５:48…JR八王子 6:35=７:13
鳥沢７:30…10:00高畑山…11:00倉岳山12:10…14:00梁
川14:27=八王子解散

暑さの活動の中、沢沿いや稜線の樹林の山道では、
紅葉前の緑の木々の葉がまぶしく輝き、涼やかな風
が吹き抜けていた。里では秋の花々が咲き、金木犀
の香りが漂っていた。貯水池の工事は、今日は休
み。

833 個人山行
ハイキン

グ
海外 エベレスト街道 10/6 10/30

10/6集合9:00成田空港 11:10（SQ637）17:20＝シンガ
ポール18:55（SQ441）22:10カトマンズ　10/7カトマン
ズ市内にて現地エージェントとミーティング　後、ラ
メンチャープに移動。　10/8～5日間、行先のルクラ空
港が悪天候のため、ラメンチャープ（標高500ｍ）で
10/12停滞　10/13ラメンチャープ空港6：00＝ルクラ
8：15…15：45モンゾ【高度2800m】　10/14モンゾ7:25
…12：15ナムチェ【高度3450m】　10/15ナムチェ7:00
…13：30カンジュマ【高度3500】　10/16カンジュマ
7:00…15:30パンボジェ【高度3985m】　10/17パンボ
ジェ8:00…12:50ディンボジェ【高度4310m】　10/18高
度順応日　10/19ディンボジェ7:00…12:00ロブチェ
【高度4930m】　10/20ロブチェ6:35…9:25ゴラク
シェップ【高度5184m】ゴラクシェップ10:20…12:25カ
ラパタール【高度5545m】12:45…14：05ゴラクシェッ
プ　10/21ゴラクシェップ7：00…エベレストBC（【高
度5357m】（往復）…16：10ペリチェ　10/22ペリチェ
8：00…16：15ナムチェ　10/23ナムチェ8：00…12：30
パグディン　10/24パグディン8：30…15：10ルクラ
10/25ルクラ8：36＝8：55ラメンチャープ9：15＝14：
50カトマンズ　1026～10/29カトマンズにて現地エー
ジェントとミーティング　カトマンズ国際空港23：10
発　(SQ441)＝　10/3006:30シンガポール09：20
（SQ12）＝17：05成田空港　解散

悪天候にて5日間の停滞を余儀なくされたが、その後
は晴天。エベレスト街道入り口のルクラからベース
キャンプまでは約50kmの距離と2500ｍの高低差。世
界中で人気のトレッキングコースだけに各国からの
大勢の登山客で賑わっていた。高山病などもあり全
員でとはいかなかったが、標高5545ｍのカラパター
ル頂上まで到達できた。カラパタールから見るエベ
レストは、まさに秀麗であった。

834 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
平湯・上高地 10/7 10/8

10/07集合6:45バスタ新宿7:05（濃飛バス）＝11:45平
湯13:00＝13:30上高地バスターミナル…小梨平キャン
プ場（キャビン泊）　10/08小梨平7:30…9:00明神池、
11:00よりお舟祭り・昼食…小梨平14:30…上高地バス
ターミナル15:15＝16:20新島々16:43＝17:13松本17:20
（特急あずさ50号）＝19:36八王子・解散（＝20:16町
田）

１日目は雨にしっかり降られ平湯での散策は中止
し、そのまま小梨平へ。２日目は風もなく青空もの
ぞく、お祭り見物には絶好のお天気になり、色鮮や
かな二艘の船が水面をすべるように進むさまは、ま
さに平安絵巻のようだった。



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

835 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 弘法山 10/8 10/8

鶴巻温泉駅7：20…弘法山…9：35権現山…11：40秦野
駅

雨上がりらしき登山道は弘法山直下迄あちこちで折
れた樹木が登山道をふさいでいた。同時にメンバー
全員が1～5匹程度のヒルに取りつかれたが早目早目
の対応で被害には至らなかった。

836 個人山行
ハイキン

グ
大菩薩 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 10/8 10/8

町田＝甲斐大和駅＝バス石丸峠下車小屋平9:00…石丸
峠…11:45小金沢山…12:30牛奥ノ雁ヶ腹摺山…15:00す
ずらん昆虫館前＝バス＝甲斐大和駅＝町田

富士山の初雪はすっかり消えてシルエットは美し
かったが雪化粧の富士山に会いたかったとメンバー
の感想。笹原が広がる景色はいつ訪れても飽きるこ
とはない。一時は晴れ間も出て期待したが次第にガ
スが広がり小金沢山頂では寒くなってきた。

837 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
上高地・乗鞍岳 10/8 10/9

10/08上高地BT14:45＝（シャトルバス）＝沢渡＝乗鞍
観光センター駐車場（泊）　10/09乗鞍観光センター
7:00＝（シャトルバス）＝畳平8:00…乗鞍岳・剣が峰
9:50…富士見岳11:20…畳平12:05＝観光センター駐車
場13:20＝松本IC＝自宅

午前中のみの好天に恵まれて北アルプスは全山クリ
アーに見渡すことが出来た。標高2500mくらいは錦秋
の素晴らしい眺望が広がっていたが、頂上近辺は初
雪が残り北風が冷たかった。多くの登山者の中に都
連HLC20期の同期の仲間に偶然会えてお互いに感激。

838
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

①新入会
員歓迎山

行

伊豆・箱
根

矢倉岳 10/8 10/8

新松田駅8：10箱根登山バス＝8：40矢倉沢9：00…10：
50矢倉岳11:10…山伏峠…尾根ルート…万葉ファミリー
コース…13：25地蔵堂（万葉うどん）14：05…14：25
夕日の滝…14：45地蔵堂＝関本＝新松田駅 解散

前日までの雨も上がり、なんとか決行することがで
きた。新入会員３名が参加してくださった。山頂で
は一瞬、富士山の頭だけ見ることができたが、すぐ
にまたガスの中に消えてしまった、途中、崩落して
いる旧道と尾根コースの分岐が見当たらず、しばし
GPSと地図を見ながらみんなで検討した。皆さんの助
言のおかげで正しいコースを見つけることができ
た。下山後は万葉うどんを楽しみ、希望者のみで夕
日の滝にも立ち寄った。

839 個人山行
ハイキン

グ
御嶽 小秀山 10/8 10/9

10/08相原14:00＝高尾山IC＝中津川IC＝道の駅花街道
付知19:00（仮眠）　10/09乙女渓谷キャンプ場P6:05…
夫婦滝7:20…ニノ谷・三ノ谷分岐9:05…10:30小秀山
11:00…ニノ谷・三ノ谷分岐12:00…三ノ谷口13:25…駐
車場13:50＝相原（解散）

二ノ谷登山道は、渓谷美を楽しみながら登れる変化
に富んだルート。特に夫婦滝は迫力があったが、そ
の後の稜線までの登山道は、カモシカ渡りなどの急
傾斜の岩稜帯もあり注意が必要。下山路とした三ノ
谷登山道は、危険性はないもののつづら折りの単調
な樹林帯の道。

840 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 甲武信ヶ岳 10/8 10/9

10/08橋本駅北口一般乗降場 6:30＝毛木平11:00…水源
地標15:10…甲武信ヶ岳16:30…16:50甲武信小屋
10/09甲武信小屋5:40…文字峠11:30…毛木平14:00＝日
帰り温泉15:15=20:00橋本駅北口一般乗降場　解散

毛木平無料駐車場を出発し、沢沿いの歩きやすい道
だった。翌日の甲武信小屋から十文字峠への道は鎖
場が数ヶ所あり、変化に富んでいた。全体的に多少
荒れている箇所もあったが、苔が美しく至る所にあ
り、紅葉も楽しみながら、静かな山歩きが出来た。

841 #REF! #REF! 岩登り
富士・御

坂
三ツ峠山 10/8 10/8

府中日進町駐車場6:00 ＝ いこいの森駐車場7:20　…
9:30屛風岩… 10:00クライミング練習 …　14:50開運
山 … 16:40いこいの森駐車場＝ 19：00府中日進町駐
車場 解散

超久しぶりの三つ峠山で本来のアルパインクライミ
ングトレをしました。前日前々日と大雨の後なので
右岩壁以外は水が流れているか濡れており、一部
ホールドは水たまりの状態でしたが、一般（右、
左、中央）、リーダースピッチ、都学連などを各２
回、 後にアルパインクライミングトレとして
リュック等全装備を担いで４Ｐでガスガスの三つ峠
山頂へ。充実した一日でした。

842 個人山行 沢登り 沢登り
陣馬・高

尾
小下沢 10/8 10/8

集合場所:ＪＲ高尾駅8時10分高尾駅8:23（バス）日陰
ＢＳ…林道…8:50小下沢9:50…景信山11:30…下山

体調不良で1名減。小下遡行中に青木も体調不良とな
り途中で遡行中止。景信山経由で下山した。前日ま
での大雨で小下沢は増水し腰まで浸かる遡行となり
パワーを要する冷水ウォーターウォーキングとなっ
た。3連休の初日で小仏、陣馬高原行のバス停は長蛇
の列。臨時バス含めラッシュ並みの乗車率でした。

843 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 塔ノ岳 10/9 10/9

秦野駅7:20(ヤビツ峠行きバス)＝8:08ヤビツ峠8:15…
二ノ塔…9:45三ノ塔9:53…12:06塔ノ岳12:40…(大倉尾
根)…15:30大倉バス停15:38＝渋沢駅

天気は予報では晴れ→曇り 17:00から雨であった
が、概ね曇り吹く風は冷たかった。汗だくで丹沢を
登る季節は終わり、気持ち良く歩けた。登山道には
アザミ、ウメバチソウ、リンドウが咲いていました
が、紅葉はまだ先の様子。

844 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 10/9 10/9

鶴川駅6：03＝6：48秦野駅7：00＝7：22蓑毛7：30…
8：40ヤビツ峠…9：55大山10：10…11：10見晴台11：
20…12：50日向薬師バス停13：05＝13：30伊勢原駅＝
14：10鶴川駅

雨雲を気にしながら見晴台より、下山路をケーブル
口から日向薬師に変更。人少なく、静かな山行とな
る。無人市場にて秋を感じる、柿購入。

845 個人山行
ハイキン

グ
その他 寺家ふるさと村 10/9 10/9

小田急鶴川駅9:00･･･宝積寺･･･高蔵寺9:50･･･三輪の
森･･･白坂横穴古墳10:20･･･椙山神社10:50･･･妙福寺
11:05…切り通し･･･寺家ふるさと村･･･水車小屋
11:30･･･下三輪玉田谷戸横穴群12:20･･･三輪ビジター
センター12:50･･･廣慶寺13:50･･･西谷戸横穴墓群
14:00･･･三輪南遺跡群14:20････岡上神社14:30･･･15：
00鶴川駅

・曇天の下、秋風も爽やかな中、鶴川から三輪町寺
家まで、すすきとはさ架けした稲穂、柿の木と静か
な田園の景色を眺めながら、保存された古墳や由緒
ある神社など盛り沢山な里山歩きが出来ました。何
時行っても飽きない寺家ふるさと村です。・今回
は、歴史に詳しい地元のOさんがガイドしてくださり
一層見聞が広がりました。

846
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑤東京近
郊の山

丹沢 丹沢表尾根 10/9 10/9
秦野駅7:20=8:00ヤビツ峠8:15…8:35富士見山荘跡8:40
…10:00三の塔10:10…11:36書策小屋跡(昼食)11:57…
12:53塔ノ岳13:10…15:50大倉バス停=渋沢駅=町田

午前中は、雲が多いながらも時々薄日が差し、雲に
隠れた富士山も見ることができた。午後から天気が
悪化する予報が出ていたが、何とか下山時刻まで雨
に降られず歩くことができた。紅葉はまだまだの状
況であった。

847 個人山行
ハイキン

グ
富士・御

坂
三ッ峠山 10/9 10/9

町田6:00＝圏央道・中央道・都留ＩＣ＝8:00いこいの
森P 8:10…達磨石8:30…股のぞき…馬返し9:30…10:45
三つ峠山荘11:05…三ツ峠山11:30…御巣鷹山…木無山
12:50…屏風岩…馬返し14:05…大曲14:30…達磨石…
14:55いこいの森P=(往路戻る)=町田解散
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848 個人山行
ハイキン

グ
南アルプ

ス
鳳凰三山 10/11 10/12

10/11甲府駅8：30＝（ﾀｸｼｰ）9：30夜叉神峠登山口9：
40…14：40南御室小屋（泊）　10/12宿5：40…7：10薬
師岳P27808…8：20観音岳P2840…9：50地蔵岳P2764…
10：45鳳凰小屋…12：35燕頭山…16：00御座石温泉＝
（ﾀｸｼｰ）16：50韮崎駅（解散）

今年三度目のチャレンジの鳳凰三山。両日ともに好
天に恵まれ、気持ちよく歩けました。観音岳では南
アルプスの山々と富士山・八ヶ岳等大いに楽しめま
した！

849 個人山行
ハイキン

グ
八ヶ岳 赤岳 10/11 10/12

10/11相模大野5：30＝（中央高速）＝8:10美しの森Ｐ
8:20…（真教寺尾根）…11:30牛首山12:10…16:00赤岳
…赤岳頂上山荘（泊）　10/12赤岳頂上山荘7:00…（県
界尾根）…12:00美しの森Ｐ（昼食）＝相模大野

強風の予報に危ぶまれたが、朝方までに止み、穏や
かな山行となった。赤岳頂上山荘では、木曽御嶽に
沈む夕日、中央アルプスから北アルプスに広がる夕
焼け、そして富士山のモルゲンロートを見ることが
できた山行で回収したゴミの量。もえるゴミ（ビ
ニール、プラスチック、紙類、ペットボトル9本）
2.6kｇ、燃えないゴミ560ｇ（スチール缶8個360ｇ、
アルミ缶6個200ｇ、多くは、昔に埋められたもので
地表に露出したものの回収であった。

850 個人山行
ハイキン

グ
北アルプ

ス
穂高岳沢、天狗沢 10/11 10/12

10/11小田急相模原6:30＝沢渡駐車場＝上高地11:40･･･
小梨平ｷｬﾝﾌﾟ場 ｹﾋﾞﾝ（泊）　10/12小梨平ｷｬﾝﾌﾟ場
6:40･･･岳沢登山口6:55･･･岳沢小屋9:30･･･天狗沢お花
畑10:15･･･岳沢小屋11:00･･･上高地13:15＝沢渡駐車場
＝19：45小田急相模原

・岳沢は黄色を中心とした紅葉で、穂高の稜線も見
え、綺麗だった。・岳沢小屋から天狗沢へは、コブ
沢横断のガレ場で手を使ったが、その後はこの時期
花は終わっている広大なお花畑を通って歩きやすい
道が続いていた。　お花畑から見る上部天狗のコル
迄は急なガレ沢で、岳沢小屋の指導標では落石危険
の記載があったが、登っている人がいた。　このあ
たりは花の季節に是非行きたいところであった。

851 個人山行
ハイキン

グ
上信越 浅間山、黒斑山 10/11 10/12

10/11自宅4：15＝浅間山荘P7：47…9：50浅間神社…
12：08前掛山…（ピストン）…16：00浅間山荘泊
10/12浅間山荘＝車坂峠P9：00…車坂山…トーミの頭…
11：02黒斑山…（ピストン）…12：45車坂峠P＝自宅

火口館には水場あり。浅間神社からは、イワカガミ
の群生地があちこちにあった。湯平ノ分岐からは唐
松の紅葉の中を歩き、山頂からは富士山、北アルプ
スを眺めることができた。浅間山荘の食事はこの時
期ならでの、きのこづくしの料理で美味しかった。2
日目の蛇骨岳は、割愛した。

852 個人山行
ハイキン

グ
日光・那

須
那須岳 10/11 10/12

10/11成瀬7:03=町田7:23=8:01新宿8:10=東京8:28=8:40
大宮8:53=9:34那須塩原那須塩原西口BS9:55=11:12山麓
駅前(ロープウェイ)11:20=山頂駅11:50…12:50茶臼岳
=13:15蜂の茶屋跡…14:40三斗小屋温泉煙草屋泊
10/12三斗小屋7：10…隠居倉…熊見曽根東端8:30…北
温泉分岐…9:50三本槍岳10:00…10:35清水平…熊見曽
根東端…朝日岳11:30…蜂の茶屋跡12:55…那須岳登山
指導所…13：40山麓駅14:18=鹿の湯15:45=那須塩原
17:03=大宮17:38=新宿=19:21成瀬

11日は強風だったが晴れて紅葉と展望を堪能しまし
た。12日は曇りで展望はなしでした。那須塩原より
バスは那須高原フリーパス券2日間有効で￥2600です
が￥260お得です。

853 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 大岳山 10/12 10/12

武蔵五日市7:43（バス）＝白倉8:11･･･白倉分岐
10:30･･･大岳山10:30･･･鋸山12:30･･･奥多摩14:30＝立
川

雨にはあわず、何とか一日持つ。大岳から奥多摩へ
のルートは長く、膝には要注意であると思われる。

854 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 岩茸石山 10/12 10/12

高座渋谷5:20=小田急町田５:39…JR町田５:48=6:13八
王子（八高線）6:31=6:47拝島（青梅線青梅行き）
7:03=7:22青梅（青梅線奥多摩行）７：29=7:46御嶽
8:05…9:50惣岳山…10:45岩茸石山11：00…13:20沢井=
八王子解散

以前、エスケープした岩茸石山山頂は、好展望で気
持ちの良いピークだった。帰路、惣岳山ピークを踏
まず、巻き道を歩き、その先の尾根道が歩き良さそ
うなので、昭文社の破線道を沢井に下山した。惣岳
山の下の尾根一帯を花粉の少ない杉の苗木に植え替
えで鹿柵設置の作業をしていたが、通行には支障な
かった。

855 個人山行
ハイキン

グ
関西 大杉谷 10/12 10/14

10/12小田原駅＝名古屋＝三瀬谷＝（タクシー）＝大杉
谷登山口11:15…京良谷出合…千尋滝13:10…シシ淵…
平等嵓15:00…15：50桃の木山の家　10/13桃の木山の
家6:40…崩壊地8:30…堂倉滝9:30…堂谷避難小屋11:10
…シャクナゲ平12:40…日出ヶ岳14:05…大台ケ原ビジ
ターセンター（西大台利用レクチャー受講）…15:30
心・湯治館　10/14心・湯治館6:15…【西大台ヶ原散
策】七ツ池…開拓跡（簡易トイレ）8:30…開拓分岐…
展望台9:40…ビジターセンター11:45…（周辺散策）…
大台ケ原バス停16:00＝橿原神宮前駅＝京都＝22:53小
田原駅〈解散〉

３日間とも大きな天候の崩れもなく迫力のある多く
の滝を見て、長い吊橋、濡れたツルツルの岩場等を
歩き通した。ルートは分かりやすく危険場所には殆
ど鎖が設置されているが、長時間の緊張した岩場歩
き、体力勝負だと思った。雄大な大自然を満喫でき
たが、平日のためか山中で出会う人は殆ど無く、数
日前にも熊遭遇情報ありだった。大蛇嵓はガスが掛
かってきて眺望不良のため割愛した。（大杉谷入山
協力金1,000円、大台ケ原講習1,000円）

856 個人山行
ハイキン

グ
日光・那

須
那須・茶臼岳 10/13 10/14

10/13東京7:44やまびこ205号＝那須塩原 9:15バス＝
ロープウエイ山麓駅 10:32=10:50…姥ケ原12:00…14:3
三斗小屋温泉（泊）　10/14小屋溌8:00…峠の茶屋
10:00…茶臼岳11:30…13:00ロープウエイ駅バス=那須
塩原解散

姥ケ原コースは静かで紅葉もきれいでした。茶臼岳
は人手が多く驚くほど。三年振りの再会でよかった

857 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 倉岳山 10/14 10/14

鳥沢駅7：20…小篠貯水池…穴路峠…10：15倉岳山…立
野峠…12：30梁川駅

数年ぶりの倉岳山は緊張感と共に沢の流れや樹木の
美しさが新鮮でした。小篠貯水池は底が見えている
状態で驚かされた。工事中により水が抜かれていた
ようです。景観が変わるかも知れないがいずれ貯水
地自体は復活するとのことでした。

858 個人山行
ハイキン

グ
上州 赤城山 10/14 10/14

橋本7：00＝10：20大沼・駐車場…10：45黒檜山登山口
…12：25黒檜山…12：30天空の広場13：00…13：45
駒ヶ岳……14：40駐車場＝橋本

・紅葉が美しかった。・雨が上がったばかりと思わ
れるが、登山者が多かった。10人くらいのグループ
に2組出会った。

859 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
陣馬山 10/14 10/14

成瀬＝藤野＝陣馬山登山口BS7：40…（一の尾根）…
10：10陣馬山…11：40陣馬高原下BS＝高尾駅

青空の下を歩く予定が天気予報が悪い方にはずれ小
雨の中の山行となった。一の尾根でも根元にフラス
（木くず）が溜まっている木が多く見うけられた。
ナラ枯れ森林にカエンタケは発生しやすいといわれ
ているがカエンタケは見つからなかった。



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

860 個人山行
ハイキン

グ
東北 飯豊山 10/14 10/16

10/14自宅22:00　10/15仮眠）御沢登山口P7:10…三国
小屋11:25…切合小屋13:00…本山小屋15:10…飯豊山
15:30…16：00本山小屋（泊）10/16本山小屋６:30…切
合小屋8:20 …三国小屋9:50…御沢登山口P13:10…自宅

2日間好天に恵まれました。岩稜歩行、急登ときつい
山行でしたが本山小屋での日の入り、見事な朝焼け
雲海からのご褒美をもらいました。小屋番さん今年
度撤収の為ビールが飲めませんでした。

861 個人山行
ハイキン

グ
東北 蔵王（熊野岳） 10/14 10/15

10/14町田＝バスタ新宿集合23：50　10/15バスタ新宿
（ジャムジャムライナー８５１）24：05＝7：20蔵王温
泉・・・7：40山麓駅（ロープウェイ）8：30＝9：00地
蔵山頂駅・・・地蔵岳9:20・・・9:50熊野岳
10:05・・・10:40苅田岳11:30・・・熊野岳避難小屋
12:10・・・地蔵山頂駅12:50（ロープウェイ）＝山麓
駅・・・日帰り温泉（上湯）・・・蔵王バスセンター
（バス）＝山形＝大宮＝町田解散

紅葉真っ盛りで特にロープウェイから見える景色は
素晴らしかった。新宿から乗車したジャムジャムラ
イナーは、7:20分蔵王温泉到着の直行便で蔵王ロー
プウェイすく近くに着きます。ロープウェイは8:30
から運行なのでそれまでに朝食、身支度ゆっくりで
きました。苅田岳付近は蔵王スカイラインを使って
の観光客出で賑わっていた。

862 個人山行
ハイキン

グ
北陸 白山 10/15 10/16

10/15金沢駅8:30＝（レンタカー）＝11:00駐車場…
11：20別当出合…12：55別当坂分岐13：05…14：45
殿ヶ池避難小屋14：55…15：55黒ボコ岩16：15…16：
40室堂センター（泊）　10/16室堂センター5:00…5:40
御前峰6：15…7：05千蛇ヶ池分岐…7：35室堂センター
8:35…9：00黒ボコ9：05…9：45南竜山荘分岐9：55…
10：15甚之助避難小屋10：30…11：45中飯場12：00…
12：45別当出合13：00＝白峰温泉総湯（入浴）＝16：
40金沢駅　解散

予想以上の好天で、木々は少し紅葉が始まってお
り、雲海から姿を現した別山の雄大な姿を見ること
が出来た。白山の山頂ではご来光を拝むことがで
き、霊山としての神々しさを感じる山行となった。
室堂の山小屋は今シーズン 終日で、スタッフの方
たちは小屋じまいに忙しそうであった。

863 個人山行
ハイキン

グ
関西 大杉峡谷・大台ヶ原 10/15 10/17

10/15新横浜（ひかり533号）6：00＝7：24名古屋8：02
＝9：47三瀬谷…10：00道の駅おおだい10：30＝12：00
大台ヶ原登山口12：15…16：30桃ノ木山の家（泊）
10/16宿6：15…10：20堂倉避難小屋10：40…13：00日
出ケ岳…13：40大台ヶ原ＢＣレクチャー…14：00湯治
館（泊）　10/17宿6：20…西大台ケ原コース…10：30
宿＝11：40（ﾀｸｼｰ利用）13：00大和上市13：17＝15：
36京都16：08＝18：24新横浜（解散）

大杉谷ではヘルメットを装着している方を何人か見
かけました。鎖場が随所にあり、しっかりと整備さ
れていましたが、雨が降ったりやんだりの中での厳
しい歩行になりました。

864 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 鶏冠山 10/15 10/16

10/15　17：00小田急桜ヶ丘駅西口ロータリー集合＝
21：00道の駅みとみ（テント仮眠）　10/16道の駅みと
み4：15＝西沢渓谷P4：25…鶏冠谷出合…第一岩峰…第
二岩峰…11：00第三岩峰（山梨百名山鶏冠山）11：30
…鶏冠谷出合…17：10西沢渓谷P＝桜ヶ丘駅

沢の水量は多く、靴を脱いで渡渉した。第三岩峰に
着くころにはガスに覆われ、2115ｍの鶏冠山は割愛
した。安全第一を心掛け下山時は、数回のロープ
ワークをして慎重に降りました。メンバーの皆様の
お陰で、山梨百名山四天王の一つ鶏冠山をゲットす
ることができました。感謝です。

865 個人山行 沢登り 沢登り 上越 巻機山・米子沢 10/15 10/16

桜坂駐車場6：30…4段の滝7：00…上部ゴルジュ12：00
…稜線14：20…ニセ巻機山14：30…桜坂駐車場17：00
（時間切れにより山頂往復を省く）（予備日）キャン
プ場…帰宅

曇り空からゴルジュ帯でガスが降りてきた。その後
ガスが上昇し始め、見事な紅葉が現れて歓喜の声。
上部のナメと紅葉を楽しみながら、稜線へ。滝のヘ
ツリは安全の為、5か所ほどロープを出した。稜線に
出たのが遅くなったので、頂上往復は中止し、色鮮
やかな井戸尾根を下り、明るいうちに駐車場に戻っ
た。貸し切りのキャンプ場で熱い足湯に浸かりなが
らの宴会。

866 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
北高尾山稜・黒ドッケ 10/16 10/16

高尾駅7：30＝7：45八王子城跡9：10＝9：40夕やけ小
やけふれあいの里10：00…11：10黒ドッケ13：10…
14：00夕やけ小やけふれあいの里15：40＝高尾駅

登山道若干湿り気を帯びた状態であったが、お天気
に恵まれ68名の参加者と15名のスタッフで総員83名
は、事故も無く全員安全に下山出来、下山後の交流
も密を避け予定どうり終了する事が出来た。

867 個人山行
ハイキン

グ
日光・那

須
日光白根山 10/16 10/16

町田3：30=圏央道・関越＝6:40丸沼高原駐車場…7：55
日光白根山ロープウェイ山麓駅＝8:10山頂駅8:20…
10:30奥白根神社…10：35日光白根山11:00…12：20五
色沼（昼食）13:00…13：30弥陀ケ池…14：40山頂駅＝
15:00日光白根山ロープウェイ山麓駅…丸沼高原駐車場
15：30＝関越・圏央道＝20：00町田（解散）

早朝出発し車での山行にやや緊張していましたが、
朝は渋滞も無く大変スムーズに現地到着できまし
た。ロープウェイ開始まで暫く時間があり、高地順
応する時間が取れたことが良かったのか皆高山病の
症状が出ず良かったです。お天気に恵まれ紅葉も見
頃を向けており、素晴らしい景色を楽しめました。
狭い山頂では写真撮影の列ができていましたが、心
配していたロープウェイの待ち行列などはありませ
んでした。

868
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

③誕生月
山行

奥武蔵 関八州見晴台 10/16 10/16

町田６:３０=６:５５八王子６:5９=７:４０東飯能７:
５４=８:２５西吾野駅 ８:４5 …9:０5高山不動尊登山
口…９:４０萩の平茶屋跡…1０:30 高山不動尊1０:４
０…1１:２0 関八州見晴台（昼食）12:05 …1２:32花
立松ノ峠…13:06傘杉峠13:20…尾根道入口…14:00 顔
振峠１4：19…摩利支天尊展望台…15:0０顔振峠登山口
…15:3０吾野駅

お天気に恵まれ、絶好のハイキング日和に恵まれ
た。山頂の関八州見晴台からの展望は雲が多く、期
待した景色は次回の楽しみに。山頂では、別の計画
書で登山した会員１名も加わり、誕生月を盛大にお
祝いした。登山道は先週までの降雨の影響で滑りや
すく、メンバー全員、特に下山道では気をつけて歩
いた。

869 個人山行
ハイキン

グ
奥武蔵 関八州見晴台 10/16 10/16

多摩境5：29=5：32橋本5：38=5：49八王子6：09=6：47
東飯能7：21=7：49西吾野駅8：00 …9：30石地蔵…
10：30 高山不動尊…11：00関八州見晴台12：00 …
12：30花立松峠…13：10傘杉峠…13:40登山口…14：10
大平山…14：50 黒山三滝 … 15:10 黒山バス停15：41
＝16：05越生駅

１電車早く西吾野に到着し、１０月誕生月山行と無
事関八州見晴台で合流できた。黒山三滝への登山口
で一行とは別れ本来の目的の下見をした。登山道と
して不明瞭な箇所、ロープの箇所（３か所）を確認
できた。越生駅での乗り継ぎも問題ないことも確認
できた。

870 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
草戸山 10/16 10/16

JR町田駅＝橋本駅7：20＝7：40城山高校前…峰ノ薬師
…9：20草戸山…11：00高尾山口＝高尾＝町田

静かな山域と思っておりましたが、３分おきくらい
に人とすれ違いました

871 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
北高尾山稜 10/16 10/16

成瀬＝町田＝高尾＝八王子城址入口8：25…富士見台…
12：10黒ドッケ…13：30夕焼け小焼けふれあいの里＝
高尾

都連主催の第6回タイムトライアル大会への参加。主
催者が決めるコースタイム（ゴール後に発表され
る）に近いパーティが上位となる。参加16チーム中
規準タイムと6分差で4位入賞し記念品をいただい
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

872 個人山行
ハイキン

グ
上信越 飯綱山 10/16 10/17

10/16　6:00日生ビル＝中央高速＝飯綱山登山口10:３0
…南登山道10:4-…駒つなぎの場…飯綱山13:30…往路
を戻る…登山口15:30＝宿17:30　10/17宿8:30＝萱野高
原…周遊12:00=宿　　昼食13:30…　帰京

飯綱山は5号目迄がとてもきれいに紅葉していまし
た。かやの高原のぶなの原始林はすばらしいです

873
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑨その他
伊豆・箱

根
桃源台遊歩道 10/18 10/18

小田急線町田駅6：31 ＝ 7：26小田原7：45 ＝ 8：35
姥子BT……アリーナ……10:00桃源台……11:30仙石記
念碑1２：００……浄水センター……13:10箱根町文化
センター15:00……文化センター前BT　＝　小田原　＝
町田

秋が始まった森の中で時々輪が出来、俳句とハイ
ク、穏やかな一日を楽しみました。

874 個人山行
ハイキン

グ
大菩薩 牛ノ寝派生尾根 10/19 10/19

相模湖駅 6:50＝中央道.大月IC＝白糸の滝Ⓟ8:20…小
菅林道終点 9:00…小菅川渡渉…11:50榧ノ尾12:00…
(牛ノ寝稜線)…槙ノ尾12:40…作業道下降…滝…林道…
14:30白糸の滝Ⓟ＝林道終点取り付き点確認15:00＝小
菅の湯〈解散〉

登り取りつきは無理やり沢渡渉したが、下山後改め
て確認したら橋もある古い道標があったのを見逃し
ていた。2グループに分かれて充実した踏査が出来
た。

875
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

②スケッ
チハイク

富士・御
坂

三国山 10/19 10/19

小田急町田6:17＝7:01新松田…松田7:23＝7:57御殿場
8:10＝（タクシー）＝8:45籠坂峠9:10…立山10:20…大
洞山12:00…三国山13:10…三国峠13:40…パノラマ台
14：00…14:35山中湖平野BS15:25＝17：00中央道相模
湖BS…17:15相模湖駅＝町田駅解散

 期待していたほどの天気の回復はなく、一日を通し
て曇りとガスの山行。従って、スケッチはないまま
に下山となる。   参加いただいた新入会員と先輩会
員が多彩な顔ぶれで、終始賑やかな山行となる。
今回は、紅葉の中を歩いてきたが、この三国山ハイ
キングコースは、四季それぞれの景色が楽しめる
コースかと思われる。

876 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
二十六夜山 10/20 10/20

上野原8:40発バス＝下尾崎9:21･･･二十六夜山11:00･
11:30･･･浜沢13:00･･･立野峠14:10･･･梁川15:20＝高尾

二十六夜山から浜沢への下りはかなり急降下で且つ
地面が湿っぽくすべりやすい、注意しながら下る。
ごみ収集では、200g

877 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱

根
矢倉岳 10/20 10/20

成瀬＝新松田=関本＝本村BS7：50…10：00矢倉岳…山
伏平…（万葉ファミリーコース）…12：30地蔵堂BS＝
関本＝新松田

紅葉にはまだ早く富士山頂も白くはなっていません
でしたが快晴で海側も山側も展望抜群でした。

878
自然保護部

山行
ハイキン

グ
クリーン
ハイク

その他 多摩丘陵・小野路 10/21 10/21

鶴川駅北口9:15集合、9:30＝鶴川団地10:00…給水場…
東光寺…別所…関谷の切通し……12:40小野路宿里山交
流館（昼食・トイレ）13:10…六地蔵…見晴らし広場…
小野城址……奈良ばい谷戸……小野路宿通り…15:40小
野神社前16:00＝鶴川・解散

時期的に花は少なかったが、各種の草や木の実がみ
られ、秋の里山風景を満喫する充実した観察会と
なった。思いのほか時間がかかったので、浅間神社
は割愛した。前半の鶴川団地～小野路宿里山交流館
は生活道路のためか、ポイ捨てのゴミが目立った。
燃やせるゴミ；5.7㎏、ビン缶；4.8㎏、マスク；20
枚を回収。

879 個人山行
ハイキン

グ
日光・那

須
半月山 10/21 10/21

宿7：50…茶ノ木平入口8：00…茶ノ木平…中禅寺湖展
望台…11：00半月山…阿世潟峠…13：00阿世潟…14：
45中禅寺温泉バス停

絶好の天気。紅葉の中を歩き続けた 後の阿世潟か
ら立木観音までは一変、波打ち際に並行するように
続く林相は緑のトンネルで想像していた以上に美し
かった。

880 個人山行
ハイキン

グ
中国・四

国
扇ノ山・那岐山・蒜山三

山・三瓶山
10/21 10/24

10/21新横浜6:00（ひかり533号）＝9:13岡山＝扇ノ山
姫路公園登山口13:40…14:50扇ノ山15:10…16:00登山
口＝宿　10/22宿＝那岐山第二駐車場8:15…9:25大神岩
…10:40那岐山11:00…12:00黒滝…12:55駐車場＝三朝
温泉宿　10/23宿＝犬鋏峠登山口6:20…7:50下蒜山8:10
…10:00中蒜山…11:30上蒜山12:00…槍ヶ峯…13:15上
蒜山登山口＝犬鋏峠へタクシーで移動＝三瓶山宿
10/24宿＝女夫松登山口6:20…8:00子三瓶山…9:40男三
瓶山10:10…11:30孫三瓶山…12:05女夫松登山口＝岡山
＝新横浜解散

中国山地 標高1000m そこそこの高さでも雄大で歩き
ごたえのある山ですが 山頂近くは笹で覆われ 長閑
な雰囲気でも有りギャップが面白かったです。男三
瓶山山頂で　TEAM　SEVEN　SUMMIT　の西川史晃　氏
に遭遇。お話も聞け、写真も一緒に撮りました。＊
クリーンハイク週間中　300㌘　程度のゴミを拾いま
した！

881 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 檜洞丸 10/21 10/21

相模大野5：30＝7：00立石建設砂利採石場…7：30神の
川ヒュッテ…ヤタ尾根…11:10檜洞丸12:10…源蔵尾根
…14：40広河原…16：00神ノ川ヒュッテ…16：30立石
建設砂利採石場＝18:30町田

天気に恵まれて、熊笹の峰からの間では、遠くに南
アルプスの山稜そして紅葉とリンドウやホソバヒメ
シャジンの花が同時に見られました。回収したゴミ
の量は不燃ゴミ1420ｇ（硬質プラスチック類920ｇ、
ビンカン500ｇ）、もえるゴミ790ｇ（紙、ビニール
類690ｇ、ペットボトル100ｇ）合計2210ｇでした。

882 個人山行
ハイキン

グ
その他 晃石山 10/22 10/22

町田＝東神奈川＝小山＝大平下9:10･･･客人神社･･･大
平山神社･･･ぐみの木峠･･･10:50晃石山11:00･･･11:25
清水寺･･･12:05大平下＝小山＝東神奈川＝町田

一等三角点の山。思っていた以上に登山者多かっ
た。晃石山～清水寺は急登。

883 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
大洞山 10/22 10/22

JR町田駅6：40＝6：55橋本駅7：02＝（バス）7：40峰
ノ薬師入口…峰ノ薬師8：30…三沢峠…10：30大洞山…
城山…12：30小仏峠…底沢バス停…弁天橋…相模湖駅
14：30＝15：00町田

おこもり日々の影響を感じました。足首・股関節の
硬さを痛感しました。小仏峠から底沢は甲州道で
す、古の人々は甲府城へはこの道を通ったのかと思
うと感無量です。登山道にセンブリの花を楽しめま
した

884
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
奥武蔵 武川岳～二子山 10/22 10/22

JR町田駅6：05＝6：31八王子6：35＝7：22東飯能7:40
＝7：41飯能7：47＝8：46名郷9：00… 9:30 登山口 …
10:35 天狗岩… 11:20 前武川岳… 11:50 武川岳…
12:20 鳶岩山 … 13:30 焼山… 14:35 二子山 …
16:00 芦ケ久保駅16：40

天狗岩の岩稜帯、鳶岩山までの穏やかな稜線歩き、
焼山の激下り、二子山（雄）の登りの岩場、二子山
（雌）の滑り台のようなロープ下り、 後の沢沿い
の下山道などバラエティに富んだ縦走を楽しめた。

885 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 菩提峠・植樹祭 10/22 10/22

秦野駅8:30＝ヤビツ峠9:30・・・菩提峠10:00・・・植
樹・・・菩提峠13:30=秦野駅14:40

参加者は約200名、企業賛助画多かった。春とは違い
ススキの下刈りに時間がかかった。花立のようにな
るには時間が掛かりそうです。

886
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑦レジェ
ンドと歩

く
奥多摩 高水三山 10/22 10/22

町田6:48＝八王子=拝島=青梅＝8：18軍畑8:50…高源寺
9:30…常福院…高水山11:00…岩岳山11:40…惣岳山
13:00…15：00御嶽駅（解散）

低山ながらアップダウンがあり変化に富み楽しい
コースと再認識しました。何年ぶりかで新そばも食
べることがおいしかった



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

887 個人山行
ハイキン

グ
南アルプ

ス
甲斐駒ヶ岳 10/22 10/23

10/22　7:00桜ヶ丘＝綾瀬IC～伊北IC＝戸台口駐車場
(車デポ)＝13:00戸台バス停(仙流荘)＝北沢峠(長衛小
屋テン場泊)　10/23　6:00テン場･･･6:40仙水小屋･･･
7:50仙水峠･･･9:30駒津峰･･･10:50摩利支天分岐･･･
11:10～11:30甲斐駒ヶ岳(2969m)～(往路を戻る)･･･
12:50駒津峰･･･14:00仙水峠･･･15:20テン場(テント撤
収)＝(バス)＝16:45戸台バス停＝海老名駅解散

天気に恵まれ晩秋の甲斐駒ヶ岳の山頂に立った。の
んびり山行で 終バスに何とか間に合った。

888 個人山行 沢登り 沢登り
陣馬・高

尾
小下沢 10/22 10/22

集合場所:ＪＲ高尾駅8時10分高尾駅（バス）日陰ＢＳ
…林道…9:35小下沢…10:25支流3段滝登攀10:40…小下
沢…12:30堂所山13:00…13:30景信山14:00…14:35城山
15:00…高尾山…高尾駅16:10

クロストレーニングのため初秋の高尾山稜へ。小下
沢から堂所山は沢登りとプチ岩トレ。眺望絶佳の景
信山を経由城山までハイク。城山から高尾駅までラ
ンニングで駆け下りた。歩数3万歩、距離20kmの行程
でしたが、病み上がりで身体の落魄を憂えました。
景信山でなめこ汁、城山で馬酔木を食し、高尾駅で
汗を流す。秋の行楽で山中も温泉も大混雑の高尾で
した。

889 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 塔ノ岳 10/23 10/23

鶴川駅06:16＝07:15渋沢駅07:20＝07:33大倉BS07:36…
08:20見晴茶屋08:25…09:10堀山の家09:20…09:55花立
山荘10:05…11:08塔ノ岳11:28…11:50新大日11:55…
12:10書策新道分岐12:30…12:40政次郎ノ頭…14:05戸
沢山荘…14:24新茅山荘…15:40大倉BS15:55＝16:10渋
沢駅16:19＝17:09鶴川駅

塔ノ岳トレーニング。バカ尾根往復ではなく政次郎
尾根を選択。塔ノ岳から表尾根方面はヤビツ方面か
らの登山者によく会うが、政次郎尾根に入るとトレ
ランの方2名しか会わなかった。この日は快晴で直射
日光がまぶしいので、尾根の杉林が涼しかった。別
件ですが、表尾根を裸足で歩いている登山者に遭遇
しました。

890 個人山行
ハイキン

グ
大菩薩 大菩薩牛ノ寝通り 10/23 10/23

JR町田駅6：05＝6：31八王子6：35＝7：40甲斐大和7：
50＝8：20木屋平8：30…9：30石丸峠9：35…11:30大ダ
ワ12：10…13：40小菅の湯15：00＝上野原＝八王子＝
町田解散

甲斐大和駅で降りる登山客が多く、バスは満席にな
ると直ぐに出発した。牛の寝通りに入ってからは出
会う人も少なく、落ち葉でふかふかの登山道を晴天
の中気持ちよく歩くことが出来た。

891 個人山行
ハイキン

グ
八ヶ岳 南八ヶ岳お中道 10/23 10/23

町田マツキヨ前５：３０ ＝ 小淵沢IC ＝ ８：３０観
音平P ＝ 天女山P９：００…材木尾根……１１：４０
ツバクラ岩１２：１５…１３：２０つばめ岩…１４：
１０三味線滝…１５：０５観音平駐車場　＝　町田

足に易しい落ち葉の道は紅葉のまっ盛りで、登山者
は私達だけでした。トレラン大会のコースが一部重
なり、選手の方たちの元気をいただきました。又歩
きたいコースです。

892 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
要害山 10/23 10/23

町田7:19=7:45八王子7:49=7:56高尾8:02=8:25上野原
8:50=9:08尾続BS9：30…コヤシロ山…12:35要害山
13:00…鏡渡橋…13:50新井BS14:05＝上野原駅＝八王子
駅

美しい秋空の元、ピークごとに富士山の眺めを楽し
んだ。登山道沿いのごみは、埋もれかけたビニール
類や割れたガラス等古いものが多く、登山者が落し
たと思われるものはほとんどなかった。ガラス、缶
等750グラム、プラごみ類1100グラム、マスク1枚

893 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 丹沢三峰 10/23 10/23

自宅5:05＝6:40本厚木駅6:55＝7:40三叉路…登山口
7:50…本間ノ頭10:40…円山木ノ頭…太礼ノ頭…12:05
丹沢山12:30…13:10塔ノ岳13：25…15:25大倉15:38＝
渋沢駅＝自宅

丹沢山までは下ってくる3，4人にしか会わなかった
が丹沢山では多くの人が休憩していた。途中でパン
を食べてしまったが、かねてから評判と聞いていた
念願のカレーライスが食べたくて注文した。ルーが
グレイビーボート（というらしい）に入っている本
格的なもので確かに美味しい。三峰に入ったあたり
から紅葉に赤も入り奇麗。塔が岳はめちゃくちゃ人
が多かった。花はリンドウが主役。秋日和で風のな
い暖かな日でした。

894 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高

尾
九鬼山 10/23 10/23

八王子駅7:04＝7：48大月駅（8:00）…菊花山…
（12:00）九鬼山(12:30)…（13:30）田野倉駅

人があまり入っていないようで道が荒れているとこ
ろがあった。急な登り、下りがあり結構きつかっ
た。

895 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱

根
南郷山～幕山 10/24 10/24

小田原7：36=湯河原8：00＝（バス）＝8：12鍛治屋
BS8：25…南郷山10：45…幕山12：00…12：30東屋1：
20…14：10幕山登山口…鍛冶屋BS14：44=湯河原＝小田
原

この時期にしてはお花が多く、幕山のホトトギスは
花をいっぱいつけて圧巻。白い野菊もいたる所で楽
しませてくれた。南郷山に向かうゴルフ場の近くに
はゴミがたくさんあり、今回拾いきれなかった分
は。次回人数を増やして回収したい。クリーンハイ
クで拾ったゴミの合計3,370ｇ。燃えるゴミ：1,130
ｇ（ペットボトル280ｇ、ビニール、紙ごみ、プラス
チック類850ｇ）瓶：1,400ｇ、カン：660ｇ、金属：
180ｇ

896
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑤東京近
郊の山

南アルプ
ス前衛

入笠山 10/25 10/25

町田＝圏央道＝中央高速小淵沢IC＝8:50富士見パノラ
マリゾート駐車場9:45＝ゴンドラ頂上駅…入笠湿原
（散策）…11：00入笠山(1955m)11：30…山野草公園
（散策）…ゴンドラ駅＝駐車場14：00＝中央高速＝
16：00愛甲石田《解散》

ロープウェイは割引券利用。お買い物クーポン300円
があり、お店でかき揚げや、そば粉のどら焼きを
ゲット。前日に降った雪で、紅葉と霧氷の世界を堪
能しました。クリーンハイクの結果は燃えるゴミ50g
とマスク１枚

897 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 丹沢山 10/26 10/26

長津田駅6:58＝6:54渋沢駅7:16＝（バス）＝7:31大倉
BS7:35…堀山の家9:30…塔ノ岳11:05…12:00丹沢山
12:20…塔ノ岳13:15…花立山荘13:40…見晴茶屋14：30
…15:00大倉BS＝渋沢駅＝長津田駅

塔ノ岳から丹沢山への主稜線は、うっすらと冠雪し
ている箇所がありました。

898 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱

根
金山城址・三津城址・長

浜城址
10/26 10/26

町田6:02＝（小田急小田原線）＝6:57小田原7:16＝
（JR東海道本線）＝7:40熱海（一旦改札出て切符買
う）7:44＝7:57三島8:09＝（伊豆箱根駿豆線）＝8:40
大仁8:57･･･9:32城山登山口9:35･･･10:40城山（金山城
址）10:49･･･益山寺分岐12:30･･･12:34（昼食）
13:03･･･13:16発端丈山（三津城址）13:28･･･13:55三
津展望台14:03･･･14:18長浜分岐14:23･･･14:50長浜口
登山道入口14:56･･･15:17長浜城址15:52･･･16:10伊豆
三津シーパラダイスBS16:30＝（伊豆箱根バス）＝伊豆
長岡駅17:06＝（伊豆箱根駿豆線）＝17:29三島17:41＝
17:55熱海18:11＝18:33小田原18:45＝19:44町田（解
散）

大仁駅から城山登山口までの道順が分かり辛く駅前
でキョロキョロしていたら、親切に地元の方が景色
の良い近道を教えて下さり、また丁寧に途中まで同
行して下さった。ほとんど危険箇所はないが、発端
丈山から長浜方面への下山がロープがあるものの結
構滑りやすく、注意を要する。



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

899 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 大刀岡山・黒富士・曲岳 10/26 10/27

10/26愛甲石田駅6:40=平見城公民館駐車場9:10…越道
峠9:50…太刀岡山10:30…越道峠10:50…鬼かわ山12:00
…八丁峰13:00…黒富士13:30…八丁峠14:10…曲岳
15:00…八丁峠15:30…16:40平見城公民館駐車場＝信濃
川上　10/27信濃川上＝〈山行中止〉＝須玉IC＝愛甲石
田駅〈解散〉

・秋晴れの天候に恵まれて快適に太刀岡山、鬼かわ
山、黒富士、曲岳を周回出来た。オニグルミ、山ぐ
り、栃の実、ドングリ等沢山の木の実と落葉を踏み
しめて秋を満喫。・2日目は同行者の体調不良の訴え
があり山行を取りやめて帰宅した。可燃ごみ＝50ｇ
空き缶＝150ｇ　マスク＝１枚

900 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 倉岳山・高畑山 10/26 10/26

JR町田駅6:15＝7:32梁川駅7:50…8:15登山口8:25…
9:53立野峠10:05…10:52倉岳山11:17…穴路峠11:44…
12:15高畑山12:50…小篠貯水池14:12…15:17JR鳥沢駅
15:33＝16:45JR町田駅

快晴の中、冠雪した富士山も見られ快適な歩きでし
た。予定より遅くなったのは、コンパスや地形図の
勉強をさせてもらったからです。クリーンハイク、
行いました。山道にほとんどゴミは無く、山頂で
誤って落としたものと思われるものが少しでした。
貯水池付近工事のものと思われるゴミを拾いまし
た。約２kgでした。古川ご夫妻も私もそれぞれゴミ
を持ち帰りました

901 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 10/27 10/27

町田5:31＝5:58伊勢原6:10＝6:35大山ケーブル6:45…
9:20大山…12:15日向薬師12:20＝伊勢原＝町田

快晴の空のもとリハビリ登山。雪を被った富士山が
きれいだった。クリーンハイク:可燃ごみ100g,不燃
ごみ280g

902 個人山行
ハイキン

グ
上信越 小浅間山・笠ヶ岳 10/27 10/28

10/27瀬谷駅前・6:30＝上信越道＝軽井沢＝峰の茶屋Ｐ
10:45・・・12;00小浅間山12:30・・・峰の茶屋13:15
＝湯ノ丸＝須坂＝16：30山田温泉　10/28山田温泉8:30
＝峠の茶屋Ｐ9:20・・10:10笠ケ岳10:45・・・峠の茶
屋Ｐ11:20＝熊の湯＝草津＝渋川＝18：00瀬谷

小浅間山は浅間山の測火山で浅間山をはじめ秋色の
絶景なパノラマが楽しめました。笠ケ岳は急な階段
路で北アをはじめ360度の眺望と渋峠からは三角の岩
山がすばらしかった。

903 個人山行
ハイキン

グ
八ヶ岳 八柱山と硫黄岳 10/28 10/30

10/28府中本町駅21:15集合＝中央道＝諏訪南＝三井の
森23:30（土井別宅）川端さんは29日麦草峠で集合（29
日土曜のみ参加）　10/29三井の森＝麦草峠P9:25…雨
池10:40…11:20八柱山11:35…12:15雨池12:40…麦草峠
Ｐ14:15　10/30桜平第２Ｐ6:40…オーレン小屋8:05…
赤石ノ頭9:20…硫黄岳9:55…10:55夏沢峠11:25…11:50
オーレン小屋12:20…桜平Ｐ13:20

晩秋の八ヶ岳２座へ。初日は雨池の東にある八柱
山。麦草峠から高低差僅かのウォーキングルート。
雨池の干上がり状態が気になります。麦草峠の無料P
付近の側道はロープが張ら駐車できません。翌日は
オーレン小屋を基点に硫黄岳を周回。先週の冠雪で
北西面と日陰は数センチの雪がありました。燦々と
照る陽と冷風の戦いは北風に軍配です。八ヶ岳は初
冬の気が忍び寄っていました。

904 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 矢草ノ頭 10/29 10/29

自宅6:30＝広沢寺温泉P7:25…七沢弁天の森キャンプ場
8:00…弁天御髪尾根8:45…上弁天9:20…見晴広場9:40
…大沢分岐10:10…矢草ノ頭10:50…大沢分岐11:20（梅
の木尾根）…天神峠…日向山12:40…七曲峠…見城…広
沢寺温泉P13:30＝自宅

ゴミは広沢寺弁天岩に向かうゲート付近に空き缶1ヶ
が捨てられていたが、登りの弁天御髪尾根、下降し
た梅の木尾根ともゴミはほとんどなく、ガラス瓶の
欠片を回収したのみであった。

905 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 塔ノ岳 10/29 10/29

秦野７：30＝ヤビツ8:30…三ノ塔…13:30塔ノ岳…
14:00花立14:20…16:25大倉＝渋沢

秦野駅からのバスが３台増便された。歩く人は多
い。

906 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 高川山 10/29 10/29

八王子＝初狩7：40…沢コース分岐…（女坂）…9：40
高川山…古宿分岐…田野倉分岐…むすび山…14：00大
月＝八王子

八王子始発6：35松本行は高尾駅で満席に。ほとんど
登山客。高川山頂には10人くらいの登山者がいた。
回収ゴミはペットボトルｘ2、缶ｘ6、可燃ごみ560
ｇ、マスク2枚林道での回収が多かった。

907 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 川乗山 10/29 10/29

奥多摩駅8：35＝9:10川乗橋バス停･･･(川乗林道)･･･
10:00川乗山登山口(細倉橋)･･･10:50百尋ノ滝･･･12:50
川乗山山頂13:20･･･14:00大ダワ･･･15:30大根山の
神･･･16:30鳩ノ巣駅(解散)

紅葉の始まった川乗山は多くのハイカーで賑わっ
て、臨時バスが増発された。沢沿いの落ち葉の積る
登山道はこの山に限らず要注意。※ゴミは殆ど落ち
ておらず、マスク1枚とビニール袋1枚のみでした。

908 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱

根
矢倉岳 10/29 10/29

高座渋谷5:20=相模大野５：54=６：39新松田…JR松田
６：50 =６：59山北７：15…8:57p596今野山9:17…
10:03鳥手山10:13…10:39押立山10:4８…10:57鷹落場
11:16…清水越11：55…12:10矢倉12:18…足柄峠13:50
…14:50地蔵堂15:01=関本=新松田

JR松田駅で富士山を見て期待したが矢倉岳山頂では
富士山のみ雲がかかって残念。山北からの入山者は
少なく、p595までは、林業作業、その先はシカ、イ
ノシシの天下のようで、ぬた場も多く、獣臭が時折
あった。鷹落場手前で鮮やかな紅葉かと近づくとマ
ユミの実だった。鷹落場から清水越は赤布もあった
が、地形図と、実際の山様を理解するのが難しかっ
た。

909 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 扇山 10/29 10/29

町田発7:19＝7:45八王子7:49＝7：56高尾8:02＝8：37
鳥沢9：00＝9:15梨木平9:40…11:20扇山12:45…犬目…
大田…15:30梁川＝16:30八王子（解散）

同年代山行大いに盛り上がり来年も実施することに
全員一致で決定した。

910 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 丹沢主脈 10/29 10/29

自宅5:05＝6:10橋本駅北口6:20＝6:54三ケ木7:00＝
7:28平丸バス停 …平丸分岐9:00…黍殻山…9:55姫次…
11:25蛭ヶ岳11:35…12:45丹沢山…13:35塔ノ岳13：45
…大倉15：55＝渋沢駅＝自宅

ほぼ満員のバスの半分くらいが焼山登山口で降り
た。平丸は3名のみでマイナールートか？残りの人た
ちは東野からのようだった。主脈は姫次までは緩や
かで歩きやすい。蛭が岳北斜面に10/25初冠雪の残雪
が細く残っていた。姫次から丹沢山はあちこちにノ
イバラのような棘植物が赤い実をつけていた。触る
と痛そう。天気予報に晴天を期待したが蛭が岳あた
りでは宮ケ瀬方向に青空が見える程度となり、風が
冷たかった。寒気が入ったか？塔ノ岳まで来ると一
面厚い雲で覆われていたが、ここは相変わらず人が
多かった。



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

911 個人山行
ハイキン

グ
上信越 雨飾山 10/29 10/30

10/29町田8：00＝8：25八王子（あずさ5号）8：33＝
11：59南小谷駅改札口集合12：07（バス）＝12：48雨
飾高原BS13：10…14：00キャンプ場（幕営）　10/30
キャンプ場4：30…荒菅沢出合…笹平…7：50雨飾山8：
30菅沢出合…11：20キャンプ場（撤収）12：10…13：
00高原BS13：29＝南小谷駅解散

雨具を着るほどでは無かったが、雨模様で雨飾山頂
では展望なし。楽しみにしていた女神の横顔を見る
ことは出来ませんでした。山頂には霧氷ができてい
ました。下山は滑る岩、木の根、沼るみに転倒しな
いように慎重に歩きました。紅葉は下山途中から薄
日がさしたときに少しと、テン場から雨飾BSまでの
道路から見える紅葉を楽しむことができました。

912 個人山行
ハイキン

グ
大菩薩 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 10/29 10/29

甲斐大和8：10＝8：55小屋平9：15…10：25石丸峠…
10:40天狗棚山10：45…11:55小金沢山12：40…13:15牛
奥ノ雁ヶ腹摺山13：30…14：50すずらん昆虫館前15:15
＝15:45甲斐大和駅16:20 (現地解散)

秋晴れのハイキング日和で元の職場の同僚との楽し
い山歩きでした。富士山は雲のなかから頭だけの顔
出しでした。牛奥ノ雁ヶ腹摺山からすずらん昆虫館
前までの下山道は、枯れ葉が多いうえ赤札が見づら
く、再整備が必要だと感じた。地元の皆さんに提案
したい。

913 個人山行
ハイキン

グ
上州 榛名山 10/29 10/30

10/29　7:00橋本駅＝8:30高坂SA＝10:30榛名湖温泉ゆ
うすげ元湯…11:40榛名富士12:40…14:40ゆうすげ元湯
（入浴）15:50＝18:00万場（泊）　10/30万場11:40＝
12:20桜山14:30＝17:30相原駅

労山ハイキングリーダーコースのOB会で、紅葉盛り
の榛名山と桜山でまったりとしました。

914 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 八重山～能岳 10/30 10/30

上野原駅バス停7：34＝7：48大堀バス停8：00…9:00八
重山…9:30能岳…10:20虎丸…11:00駐車場（昼休憩）
11：20…11：45秋葉山…12：20根本山…12：30町バス
停12：44＝12：52上野原駅（解散）

登山道はきれいに整備されていますが、なぜこんな
ゴミ？という物もあり、使用後に回収せず置いて
いったとしか思えないゴミがありました。八重山・
能岳では約800ｇ、秋葉山・根本山では約250g回収し
ました。

915 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 塔ノ岳 10/30 10/30

小田急相模原駅5:37＝6:20渋沢駅6:48(大倉行きバス)
＝7:03大倉バス停7:10…7:50見晴らし茶屋7:55…(大倉
尾根)…8:45堀山の家8:55…花立山荘9:40…金冷やし
9:55…10:15塔ノ岳10:50…(大倉尾根)…13:20大倉バス
停＝渋沢駅

登山日和の晴天の日曜日、丹沢が登山に適した気温
になって来たためか、多くの登山者が大倉尾根で塔
ノ岳を目指していた。バスは行き帰りとも、激込み
だった。大倉尾根上部から紅葉が始まっていたが、
既に葉が枯れている木も有った。下山が13:20だった
のでさかまに寄って十割そばを食べた。

916 個人山行
ハイキン

グ
奥武蔵 伊豆ヶ岳 10/30 10/30

秦野駅5:20＝新宿＝池袋＝飯能＝正丸駅9:15…11:20伊
豆ヶ岳…11:40古御岳12:10…14:45子の権現…16:50吾
野駅＝飯能＝八王子＝町田＝秦野駅

伊豆ヶ岳の男坂と女坂は通行禁止で、間に迂回路が
出来ていた。飯能アルプスの約半分を縦走。可燃物
２０g、不燃物１２００g、マスク２枚を回収。

917
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 10/30 10/30

渋沢駅8:00＝（バス）＝8:20大倉8:40…風の吊り橋…
（萩山林道）…牛首10:10…（三ノ塔尾根）…11:50三
ノ塔12:35…牛首14:05…庚申山14:40…15:15大倉BS
（解散）

 3班に分かれて、地図と現地を確認しながら登る。
クリーンハイク関連　燃えるゴミ　800ｇ　ビン・缶
900ｇ　マスク5枚

918 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 曲岳・黒富士 10/30 10/30

橋本駅北口06:30＝08:50八丁峠下駐車場09:10…八丁峠
09:25…曲岳10:35…11:35八丁峠12:05…枡形山12:40…
黒富士13:30…八丁峠14:35…八丁峠下駐車場14:35＝
18:45橋本駅北口(解散)

暖かく天候に恵まれ、紅葉と富士山・瑞牆山・金峰
山など周囲の山々の眺望を楽しむことができた。登
山道で出会った登山者は、4名(3パーティ)と少なく
静かな山・コースであった。ゴミは少なく、煙草の
空箱・空缶2個など、可燃物10g・不燃物130gでし
た。

919 個人山行
ハイキン

グ
北海道 北海道駒ヶ岳・日暮山 　 10/30

西堀病院前バス6：４８＝7：11函館JR7：１９＝8：11
大沼公園駅（タクシー）８：２０＝８：５０赤井川登
山口９：００…9：50駒ケ岳１０：１５…10：５５赤井
川登山口…赤井川駅…13：10日暮山登山口…13：40日
暮山14：10…14：40日暮山登山口…15：30大沼公園駅
…宿泊

絶景の紅葉の中、予定どうり二つの山へ登頂できた

920 個人山行
ハイキン

グ
その他 鞍掛山 10/31 10/31

小田急町田駅5：49＝6：58北千住7：08＝7：56東武動
物公園8：03＝8：52新鹿沼＝（タクシー）9：40森林公
園分岐…10：30鞍掛山登山口…鞍掛山神社…11：00鞍
掛山山頂11：30登山口…長倉山…13：00赤川ダム駐車
場…細野街道…14：30森林公園入口＝（タクシー）新
鹿沼15：47＝17：58北千住18：14＝19：45町田

鞍掛山登山口から長倉山、赤川ダムへの登山道資料
が文章のみで心配でしたが、踏み跡がはっきりして
おり、長倉山山頂からは標識もあった


