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1012 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 高取山 11/30 11/30

伊勢原7:33=7:56栗原8:05…聖峰…9:40高取山…念仏山…
11:35弘法山12:10…吾妻山…鶴巻温泉（解散）

晩秋とは思えない暖かさのせいか弘法山ではヒル
に遭遇。弘法山山行も遠くになりにけり…です。

1013 個人山行
雪山（ア
ルパイ
ン）

雪山（ア
ルパイ
ン）

谷川 谷川岳 12/2 12/4

集合:12/2金 上毛高原駅そば 道の駅矢瀬親水公園トイレ
側Ｐ 23時30分各自集合場所＝月夜野インター＝道の駅
23:30道の駅7:00＝谷川岳ベースプラザ8:15…土合口
（ロープウエイ）天神平9:10…肩ノ小屋11:45…トマの耳
12:10…オキの耳12:20…肩ノ小屋13:00…天神平14:35
（ロープウエイ）土合口ＢＰ＝土合山の家15:15山の家
8:20…国道…マチガ沢9:15…一ノ倉沢9:45…幽ノ沢10:15
…ＪＲ小屋10:50…湯檜曽川沿い山道…山の家12:15

土合山の家をベースに某沢登り塾で苦楽を共にし
た酒徒とＳさんを偲ぶ安寧企画。僥倖と呼ぶべき
晴天に恵まれ、新雪パウダーの谷川岳の絶頂よ
り、足下の峰々を俯瞰しました。翌日涙雨降りし
きるなか清水酷道をハイク。聳立するマチガ沢、
一ノ倉沢、幽ノ沢の居丈高を見上げました。山は
仲間が大事だとつくづく感じる2日間でした。谷川
岳ロープウエイの料金は12月より900円アップの
3000円。土合山の家は瀟洒な温泉棟が新設されて
ました。

1014 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 12/2 12/4

12/2町田6：23＝6：42本厚木（バス）6：50＝7：40上煤
ケ谷8：20＝8：40三叉路BS9：00…御殿森ノ頭…10：30高
畑山10：50…金冷やし…13：40本間の頭14：00…15：10
太礼ノ頭15：30…16：30丹沢山　　山小屋泊　12/3宿6：
50…棚沢ノ頭…9：00蛭ヶ岳9：30…臼ヶ岳…金山谷乗越
…14：10青が岳山荘　山小屋泊　12/4宿7：50…檜洞丸…
熊笹ノ峰…10：30犬越路11：00…用木沢出合12：30…
12：50西丹沢自然教室14：40＝新松田

・天気予報の晴れを期待して出発したものの、霧
雨や曇りが続いた。3日目はようやく青空に恵まれ
たので、帰りのバスを1本遅らせることにしてゆっ
くり小屋を出発し、美しい富士山に何度も感動し
ながら丹沢歩きを堪能した。・蛭が岳までは体力
勝負（三峰方面の木道は苔も多く滑りやすい）、
それ以降はやせ尾根や3点支持の岩の下りありで、
なかなか鍛えられるコースだった。

1015 個人山行 岩登り 岩登り 丹沢 広沢寺 12/3 12/3
相模原市南区相武台団地集合6:30＝7:30広沢寺駐車場　
弁天岩にて、岩トレ・ロープワーク1６:00広沢寺駐車場
＝相模大野駅解散

混雑するかと思いましたが、４パーティだけでし
た。　一般中央ルート、左スラブでリード、トッ
プロープクライミングの練習。支点回収練習。さ
ほど寒くはなかった。

1016 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 南高尾山稜 12/3 12/3

成瀬駅7：37＝八王子駅＝8：20JR高尾駅8：30…9：47四
辻…10：20梅ノ木橋…11：20西山峠…12：00三沢峠…榎
窪山…12：25草戸山…評議原…14：15城山総合事務所BS
＝14：40橋本駅

今回梅ノ木橋から入沢川を遡るルートで西山峠に
登り南高尾山稜を歩いた。沢山のハイカーに会っ
た。

1017 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 不老山 12/3 12/3

駿河小山駅バス8：45＝9：10明神峠…湯船山…悪沢峠…
世附峠…12：00不老山…13：30生土山分岐…（谷ヶ山方
向へ）…15：00駿河小山駅

小山町のコミュニティバス（デマンドバス）が今
年4月からバス停名称に明神峠の乗降が明記された
ので利用してみた。乗車場所、時間を含め予約
制、誰でも利用可能。ほぼ年間を通して運行。諸
条件が合えば他のバス停も含めて利用価値は大き
い。ちなみにバス停名称の駿河小山駅№108、明神
峠№492です。運賃も格安です。

1018 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 景信山 12/3 12/3

高座渋谷5:20=町田5:39…JR町田5:48=6:13八王子6:15 
=6:23高尾6:35…浅川…8:38北高尾富士見台8:58…９:52
狐塚峠…10:10小下沢登山口…11:30景信山⒒:55…小仏峠
…12:40城山13:05 …城山東尾根…14:19日影バス停

小下沢コースは景信山（大ケヤキ経由）の高尾森
づくりの会の標識のある手製の階段を上る。ケヤ
キの大樹や、大モミジの紅葉が美しかった。城山
で、ギブアップし、東尾根から日影にエスケープ
して下山した。

1019
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑨その他 陣馬・高尾 初沢山（初沢城） 12/3 12/3
高尾駅9：35…浅川地下壕…高乗寺…紅葉台…13：10初沢
山（初沢城址）…浅川小学校…14：15高尾駅

浅川地下壕は戦争遺産。四辻から北へ伸びる尾根
と浅川金毘羅山、初沢山の地下に10ｋｍに及ぶ地
下壕がある。初沢山はご近所のウォーキングや子
供たちの冒険場所。本丸跡は木が茂っていて展望
は良くない。せめて八王子城側の見晴らしを良く
してほしい。

1020 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 12/3 12/3

鶴川駅6：44＝7：18伊勢原駅7：33＝7：56日向薬師バス
停8：10…9：50見晴台9：55…10：55大山11：20…12：25
浅間山13：00…14：00高取山…14：50念仏山…15：05善
波峠…15：45吾妻山…16：05鶴巻温泉駅＝17：00鶴川駅

日向薬師バス停から見晴台までは登山者は少数。
大山から下社分岐点までは登山者多数で賑わう。
分岐を過ぎると静かな山行に戻る。

1021 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 湯坂路 12/3 12/3

小田急線海老名駅6：27 ＝ 7：09小田原駅7：20 ＝ 8：
10元箱根……権現坂……9：15お玉ヶ池……六道地蔵……
芦之湯……11：00鷹巣山12：10……湯坂山……14：30湯
坂路登山口……箱根湯本駅　＝　海老名駅

薄日の中、お玉ヶ池で水遊びをする野鳥を眺めた
り、紅色のマユミのトンネルを歩いたりしまし
た。紅葉は湯坂山辺りから麓の湯本まで残ってい
ました。

1022
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑤東京近
郊の山

陣馬・高尾 陣馬～高尾縦走 12/3 12/3

町田6:30＝6:55八王子7:00＝7:07高尾7:30＝8:08陣馬高
原下8:26…10:06陣馬山10:24…11:05明王峠11:11 …
12:41景信山（昼食）13:15…14:11城山14:20…15:20高尾
山15:30…京王高尾山口駅＝高尾＝八王子＝町田

陣馬山・高尾山の山頂付近の紅葉は、もう、終わ
りで葉が散っていた。高尾山口付近は紅葉が見ご
ろで、標高差を感じた。   高尾山は夕日見学のた
めか、日が落ちそうな時間になっても賑わってい
た。高尾山山頂で解散として、ケーブルカー組と
登山道組に分かれて下山した。

1023 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 雨山、檜岳 12/4 12/4

自宅＝7:00寄大橋7:15…後沢出合…釜場ノ平8:45…寄コ
シバ沢…雨山峠…雨山10:05…檜岳10:30…伊勢沢ノ頭
11:00…12：30寄大橋＝自宅

 前半は寄沢を右に左にと渡渉を繰り返しながら
登っていくが、これが結構楽しい。     雨山から
伊勢沢ノ頭までの稜線は、この時期は見晴らしが
よく、日差しを受けながら歩くととても幸せな気
分になれる。      伊勢沢ノ頭からは、昭文社に
はないルート（尾根）で下りたが、昔の林業用の
道が残っており、これを辿って下ることが出来、
足の負担が少なくて済んだ。

1024 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 12/4 12/4

鶴川駅＝秦野駅＝蓑毛BS07:47…蓑毛越08:32…08:36浅間
山08:45…蓑毛越08:48…09:34 16丁目09:42…10:19大山
10:53…11:46見晴台11:52…12:32大山寺12:37…12:58大
山ケーブルBS＝伊勢原駅＝鶴川駅

蓑毛越からの大山山行は会う人も少なく、静かな
山行を楽しむことができた。

1025 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 生藤山 12/4 12/4

中野5:50＝6:58武蔵五日市・バス7:10＝上川乗7:50･･･浅
間嶺9:１5･･･熊倉山10:２0･･･10:55生籐山11:30･･･大蔵
里山12:20･･･和田バス停13:20＝藤野

日曜日とあって山に入っている人が多かった。天
気に恵まれ気持ちの良いハイキングでした。

1026
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑤東京近
郊の山

丹沢 南山 12/4 12/4

橋本駅北口バス停２番のりば 9：05＝9：50鳥居原ふれあ
いの館10：0７…10：40鉄塔下10：50…11：31権現平12：
04…12：33南山12：41…13：30遊歩道入口…13：45おぎ
のパン直売所14：00…14：22半原BS＝小田急本厚木駅
（解散）

気持ちよい冬晴れ中、のんびりとハイキングを楽
しみました。紅葉もところどころ残っており、陽
が差して鮮やかに綺麗な色を見せてくれた。皆さ
んの足並みもそろっており、諸先輩方から色々な
お話を楽しく聞かせていただきました。下山後は
おぎのパンの工場直売所に立ち寄り、みなそれぞ
れ買い物を楽しめました。

1027 個人山行
ハイキン

グ
上州 荒船山 12/4 12/4

成瀬5:00＝相模大野5:20=八王子IC＝下仁田IC＝8:15荒船
山登山口8:25…10:00艫岩10:10…10:40経塚山（荒船山）
11:10…12:20艫岩…13:48荒船山登山口＝下仁田IC＝八王
子IC＝相模原駅解散

冬枯れの中、風が強かったですが天気に恵まれ山
並みの景色を楽しむことができました。経塚山分
岐から経塚山間は、2日前の雪のため登山道は凍っ
て滑りやすく慎重に歩かなければならなかった。



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

1028 個人山行
ハイキン

グ
上州 鳴神山 12/4 12/4

町田6：10＝9：00駒形登山口9：10…10：40雷神岳神社広
場・避難小舎11：00…11：10鳴神山…11：30椚田峠…
12：40赤柴登山口…13：00駒形登山口＝17：00町田駅
（解散）

頂上は360°の大展望！日光白根・男体山・皇海山
など眺めることができました。富士山は無理だっ
たけど。山道にはいたるところにカッコソウの保
護柵が設置されている整備の行き届いた、石ゴロ
ゴロ・プチ岩場ありの小粒ながら楽しい山でし
た。

1029
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

⑨その他 その他 鎌倉（天園） 12/4 12/4
金沢文庫駅9:00…9:40能見堂跡…11:00 金沢自然公園…
11:30 大丸山…13:00 天園…13：10獅子舞谷…14:00鎌倉
宮… 14:30 鶴岡八幡宮… 14:40 鎌倉駅

朝方はこの冬一番の冷え込みとなったが、日中は
日差しがたっぷりとなり、鎌倉は紅葉狩りの行楽
客で混雑していた。

1030 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 馬頭刈山 12/4 12/4

町田6:48＝武蔵五日市駅8:42＝9:07千足…天狗の滝…
11:10つづら岩…（途中で昼食）…13:00鶴脚山…13:20馬
頭刈山13:50…15:30瀬音の湯…十里木16：29＝武蔵五日
市駅

つづら岩でクライミングを少し見学。岩の横を
登って上に出られる。登山道にはつながっていな
いので同じところを下りる。天気が良く風もな
く、穏やかな一日だった。

1031
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

②スケッ
チハイク

中央沿線 八重山 12/6 12/6

町田7:39===八王子駅8:05着 八王子8:16発＝上野原駅着
8:40富士急バス上野原駅9:13発＝＝光電製作所前バス停
9:30着…登山口…能岳11:00昼食…八重山･･･展望台
12:30･･･八重山登山口13:30･･･日大明誠高入口バス停
15:20＝上野原駅＝八王子＝町田駅17:00

冬でも、たくさんの種類の花や木にであいまし
た。春には、もっとたくさんの山野草に出逢える
花好きにはたまらない山。展望も360度。地域の八
重さんが残してくれた宝の山です。

1032 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 12/7 12/7

町田＝秦野＝ヤビツ峠9：15…（イタツミ尾根）…11：10
大山…16丁目…蓑毛越…14：35蓑毛BS

快晴、無風、空には一条の飛行機雲のみ。南アル
プス、富士山、相模湾に大島と山も海も輝いてい
た。秦野8：25のヤビツ峠行バスは臨時便が一便。
大山山頂のベンチは満席。トイレは冬季閉鎖中。

1033 個人山行
ハイキン

グ
その他 八丈富士・三原山 12/7 12/9

12/7各自自宅＝JR浜松町北口…竹芝桟橋22:30＝東海汽船
3400便　12/8＝8:55八丈島 底土港＝レンタカーにて三原
山登山口駐車スペースへ移動＝(大坂トンネル経由)＝登
山口駐車スペース9:45…三原山登山口9:55…無線中継所
10:10…11:00山頂11:20…12:05無線中継所12:10…三原山
登山口12:25…12:30駐車スペース＝大坂トンネル展望台
＝八丈植物園観光＝八丈島パークホテル泊　12/9八丈島
パークホテル8:10 ＝八丈富士登山口へ移動8:30＝八丈島
登山口8:45…お鉢分岐9:35…10:00山頂10:20…11:05お鉢
分岐…11:12浅間神社11:20…11:30お鉢分岐11:35…12:00
八丈富士登山口＝POCKET(CAFÉ)にて昼食＝南原千畳敷海
岸＝玉石垣見学＝15:30モービルレンタカー返却　レンタ
カー会社の車両にて空港へ移動＝ANA1896 17:30八丈島＝
羽田

8日は17mの西風、9日は5mの予報だったので、予定
を変更し先に東側の三原山に登ることにした。(西
風を八丈富士が遮り三原山は風が緩和される…
モービルレンタカーのアドバイス。)両日とも晴
れ、山頂からの景色を堪能した。八丈富士のお鉢
巡りは細い両側が切れた場所があるが穏やかな風
の中楽しみながら歩いた。下山後のお洒落な店
POCKETでのハンバーガー、パフェは美味しかっ
た。八丈植物園でキョンを見た。

1034 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 塔ノ岳 12/8 12/8

相模大野＝渋沢6:48＝大倉7:10・・・10:20塔ノ岳10:40
…13:05大倉＝渋沢＝相模大野

1年ぶりの塔ノ岳は遠かった！真っ青の空に雪を
被った富士山、そして南アルプス・・・の大パノ
ラマがご褒美だった。

1035 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 小仏城山 12/8 12/8

高座渋谷5:20=5:39町田…JR町田5:48=6:02橋本駅北口
（三ケ木行き）6:20=6:3５クラブ前…7:13峰の薬師入り
口7:30…峰の薬師7:43…榎窪山8:00…南高尾山稜…11:13
小仏城山11:55…北東尾根…日影…駒木野庭園…14:15高
尾=八王子解散

先週よりさらに落葉が進み、木の枝の間からの景
色が良く見えるようになってきた。大きな実がつ
いたクリスマスカラーのシキミをよく見かけた。
先を急がない場合は、橋本駅北口発、三井経由
（橋09）のバスで、峰の薬師入口まで入ることが
できる。

1036 個人山行
ハイキン

グ
奥武蔵 比企城館跡群小倉城跡 12/8 12/8

小田急町田駅6：18＝（ロマンスカー利用）6：51新宿6：
58＝7：07池袋7：15＝8：27小川町駅…9：40仙元山…青
山城跡…物見山11：30…小倉峠…12：30比企城館跡群小
倉城址13：30…谷川橋…嵐山渓谷…菅谷城跡…15：50武
蔵嵐山駅＝池袋＝新宿＝18：00町田

駅からハイキングで比企丘陵の土の城を楽しめま
した

1037 個人山行
ハイキン

グ
湘南 高麗山～湘南平 12/8 12/8

町田駅8：48急行藤沢ゆき＝藤沢・JR東海道線＝＝9：30
大磯大磯駅・・・高来神社・・・11：00高麗山・・浅間
山・・・湘南平・・・14：30大磯駅大磯＝＝藤沢＝＝町
田・解散

快晴無風。山上には早くも水仙の花が咲き始めて
いた。下山後、海辺まで足をのばす。

1038 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 高川山 12/9 12/9

八王子駅6:35＝7:26初狩駅8:00…9:40高川山11:00…天神
峠12:30…峯山12:40…13:30むすび山13:40…14:10大月駅

天気が穏やかで、冬枯れの木立の間から周辺の
山々の展望を楽しみながら歩くことができた。た
くさんの落ち葉が木の根っこや滑りやすい箇所を
隠していたので歩きづらいところがあった。山中
のゴミは少なかったが、アプローチ道の林の中に
はまだまだ拾いきれないほどのゴミが見られた。
もえるゴミ（ビニール、プラスチック320ｇ、ペッ
トボトル110ｇ）430ｇ、もえないゴミ（缶180ｇ、
金属くず350ｇ）530ｇ、合計930ｇ回収した。

1039 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 日の出アルプス 12/9 12/9

成瀬駅7：03＝八王子駅＝8：10武蔵引田駅…8：50尾崎バ
ス停…10：40二ッ塚峠…10：53旧二ッ塚峠…11：13馬引
沢峠…11：37赤ぼっこ…要害山…12：37愛宕山分岐…
12：50愛宕山…13：10愛宕山分岐き…14：00宮ノ平駅＝
八王子駅＝成瀬駅

前回とは違った一本南側の尾根から登った。こち
らも静かなコースで中々良かった。

1040 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 棚山 12/9 12/9

長津田駅＝9:00ほったらかし温泉9:10…11:00棚山11:35
…重ね石12:15…13:15ほったらかし温＝（往路を戻る）
＝長津田駅解散

棚山山頂からの下りでは、重ね石コースを下る
が、ルートが不明でやや苦戦。GPSを使っての下り
となる。

1041 個人山行
ハイキン

グ
湘南 衣張山 12/10 12/10

逗子駅(バス)9:35＝10:00亀が丘団地北…亀ヶ岡団地口…
10:10名越切通10:30…まんだら堂やぐら群…お猿畠の大
切岸…パノラマ台…11:40衣張山12:20…12:50杉本寺
13:40…14:20鎌倉駅(解散)

逗子市のまんだら堂やぐら群の秋の特別公開に合
わせて、鎌倉まで歩きました。逗子や鎌倉には史
跡が色々あり、ハイキングを兼ねて訪れるのには

適です。

1042 個人山行
ハイキン

グ
上州 荒船山 12/10 12/10

集合マツキヨ前6：10＝愛川IC＝下仁田IC＝9：15内山峠
P9：30…11：00トモ岩…相沢分岐…12：00荒船山（経塚
山）…13；40トモ岩…15：00内山峠P…下仁田IC＝愛川IC
＝20：10町田（解散）

良いお天気に恵まれた。経塚山直下は凍結のため
アイゼンを着けて歩いた。
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1043
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 城山、発端丈山 12/10 12/10

町田6:16＝（小田急小田原線）＝7:09小田原7:16＝（JR
東海道本線）＝7:57三島8:09＝（伊豆箱根駿豆線）＝
8:40大仁9:03･･･9:35城山登山口9:41･･･10:52城山
10:59･･･12:17益山寺分岐（昼食）12:47･･･（昼食）･･
13:05発端丈山13:23･･･長浜分岐14:01･･･長浜口登山道入
口14:20･･･14:30伊豆三津シーパラダイスBS15:30＝（伊
豆箱根バス）＝伊豆長岡駅＝（伊豆箱根駿豆線）＝JR三
島＝小田原＝町田（解散）

晴天に恵まれ、終始雲の被らない雄大な富士山に
見守られながらの 高な山行日和であった。新旧
メンバーが集い、和やかな雰囲気の中で新たに山
の仲間が増えていくのはとても嬉しいことであ
り、今後一層登山計画が楽しみになった。ハイキ
ングコースとして整備されているため、特に危険
箇所はない。発端丈山から長浜口への下りが若干
滑りやすいが、ロープがある。

1044 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 経ヶ岳・仏果山 12/11 12/11

本厚木駅北口バス1番乗り場7:52＝8:40半僧坊前9：00…
10:50経ヶ岳11:05…12:50仏果山13:30…14:10高取山
14:20…15:25愛川ふれあい村BS…15:40半原16:02＝本厚
木駅解散

バスを降りてから登山口までのとりつきが一番難
しい。経ヶ岳から仏果山山頂手前の登山道はやせ
尾根と岩場があり。愛川ふれあいの村BSは1時間に
1本ですが半原BSまで行くと2本ありました。

1045 個人山行
ハイキン

グ
南アルプス 富士見山（1640Ｍ） 12/11 12/11

橋本駅北口06:25＝(中央高速等)＝08:35平須登山口08:50
…11:35富士見山展望台12:10…富士見山12:50…富士見山
展望台13:15…堂平分岐13:25…造林小屋14:20…甲斐やす
らぎの宮14:50…15:05平須登山口＝(中央高速等)＝18:30
橋本駅北口

いい天候と陽気に恵まれ、冠雪した富士山と南ア
ルプスの山々等を眺望し、ブナの大木など楽しい
山行であった。登りの平須ルートは平均して細
く・足場が悪い。下りの堂平ルートは広く・整備
され歩きやすい。南の矢細工(久保)ルートは廃道
との情報である(山と渓谷社　分県登山ガイド14　
山梨県の山2016年初版)。

1046 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 高尾山 12/11 1211

高尾山口駅9:00…琵琶滝…薬王院…高尾山…小仏城山
13:30…底沢バス停13:52…相模湖駅 （解散）

週末で好天の為、高尾山頂は大賑わい。下りは１
時間に１本のバスに間に合わせる為、ハイペース
で辛かったが何とかついて行け、15時台に帰宅し
た。道中、枯れ枝が靴底と靴の隙間に突き刺さ
り、右靴底が半分剥がれたままの下山となった。

1047 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 ヨモギ平 12/11 12/11

秦野駅バス7:40発＝ヤビツ峠8:32着ヤビツ峠（8:40）…
青山壮…オートキャンプ場…(10:30)ヨモギ平…三ノ塔…
二ノ塔…菩提峠…(14:00)ヤビツ峠＝秦野

登山口がわかりずらい、作業道が登山道の上にで
きてたりしているのでさがしながらあるいた。

1048 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 日の出山 12/16 12/16

成瀬駅6：21＝八王子駅＝8：08日向和田8：15…9:50三室
山…11：45日の出山11：55…クロモ岩…13：10新旧道分
岐…13：25つるつる温泉13：43＝武蔵五日市駅

ピーンとした寒さの中の山登りは身が引きしま
る。今回は吉野の梅林からのアプローチだが色々
登り口があるので楽しめそうだ。

1049 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 蛭ヶ岳 12/16 12/17

12/16橋本駅北口6:20＝三ヶ木＝焼山登山口8:00…焼山…
黍殻山…12:30黍殻山避難小屋（泊）　12/17小屋5:00…
姫次…8:45蛭ヶ岳10:05…丹沢山…塔ヶ岳…大倉尾根…
16:20大倉＝渋沢駅

焼山へは新しい登山道が出来ていました。黍殻の
水場は当てになりません。

1050
安全山行推
進部山行

雪山（ア
ルパイ
ン）

雪山（ア
ルパイ
ン）

谷川 谷川岳天神平 12/17 12/18

集合：6:30 小田急江ノ島線桜ヶ丘東口ロータリー　　
6:30桜ヶ丘＝綾瀬スマートIC＝(県央道・関越道)＝水上
IC＝9:30土合山の家(荷物デポ)･･･10:30～15:00西黒尾根
登山口周辺にて雪上訓練＝16:00土合山の家
(泊)12/188:00土合山の家＝8:30谷川岳ロープウェイベー
スプラザ(車デポ／準備)＝8:20(ロープウェイ)＝天神平
駅･･･8:30～14:30スキー場斜面適地で雪上訓練･･･天神平
駅＝ロープウェイ乗車＝15:00ベースプラザ＝(温泉)＝
19:00小田急線海老名駅解散

積雪は天神平で40cm程度。雪上訓練にはもう少し
積雪が欲しいところだが、二日間で何とか訓練メ
ニューをこなした。宿泊した土合山の家には温泉
棟が出来、超おすすめ。食事も相変わらず大満足
でした

1051 個人山行
ハイキン

グ
中央沿線 扇山 12/17 12/17

町田駅6：30＝＝6：55八王子・中央線7：04＝＝7：35四
方津＝＝鳥沢8：00・・・梨の木平・・・11：20扇山12：
10・・・犬目丸・・・犬目・・・太田峠・・・15：30梁
川＝＝八王子・解散＝＝町田

四方津駅バス停、事前に電話連絡のバス運行時刻
と一致せず、念のため鳥沢駅に移動。鳥沢～扇山
～簗川にコース変更。山頂休憩時、気温急降下、
風花舞う。

1052 個人山行 岩登り 岩登り 丹沢 広沢寺 12/18 12/18

愛甲石田駅北口7:15集合（佐藤､宮崎､林^2､志澤）＝広沢
寺駐車場7:30（山崎）午前:弁天岩にて、岩トレ・リード
練習午後：藤岩にて、岩トレ12:00　終了･帰宅（山崎）
15:30　終了＝愛甲石田駅解散

労山のリードクライミングコース講習生3名で、そ
れぞれの会の経験者に同行して貰って、広沢寺で
リード練習の岩トレを行いました。予報に反し朝
まで小雨が降っていたので、濡れた岩でのクライ
ミングとなりましたが、余り混んでおらず、楽し
くクライミングすることができました。経験者の
方々、ありがとうございました

1053 個人山行
アイスク
ライミン

グ

アイスク
ライミン

グ
八ヶ岳 広河原沢 12/18 12/18

甲斐小泉0730=0820舟山十字路…1100広河原沢　右俣　ま
たは左俣を偵察してアイストレ1400…1510舟山十字路
=1600鹿の湯=1700甲斐小泉　解散

雪の中、広河原沢に入ったが、目標とした武藤返
しの滝は10人ほどのパーティで埋まっており、右
俣本流の小さな滝で少しだけアイストレをしたも
のの水が流れ、岩が出ていて散々だった

1054 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 城峯山 12/18 12/18

八王子6：09＝6：56高麗川＝7：46寄居＝8：40皆野駅8：
48＝9：19西門平バス停9：30＝10：40鐘掛城…11：10城
峯山11：30…12：40西門平バス停13：54＝14：25皆野駅
15：03＝15：18お花畑…西武秩父駅15：39＝16：24東飯
能16：36＝17：13八王子駅（解散）

朝方の雨は移動中に晴れに替わり、歩き始めには
予報通りの快晴でしたが、冷たく強い風に震えな
がらの歩きとなりました。頂上は360度の展望をは
るかに上回る380度の展望を楽しめるそうです。

1055 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 矢倉岳 12/18 12/18

小田急新松田駅バス8：10＝8：40矢倉沢…10：10矢倉岳
…足柄峠…11：50足柄城址公園…12：40金時山・夕日の
滝分岐…（足柄峠ハイキングコース）…夕日の滝キャン
プ場…13：50地蔵堂バス停

1056 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 城山 12/18 12/18

相模湖駅9:00…相模湖大橋…養護学校…千木良バス…登
山口9:40…11:40城山12:15…小仏峠…13:50景信山…
14:50登山口…14:5小仏バス停15:00＝バス＝15:15高尾駅
（解散）

快晴で絶好の登山日和。城山や景信山の山頂には
大勢の登山客があふれていた。

1057 個人山行
ハイキン

グ
富士・御坂 城山（勝山城跡） 12/18 12/18 谷村町16:00…城山16:25…16:40谷村町駅＝大月＝長津田

1058
ハイキング
企画部山行

ハイキン
グ

富士・御坂 倉見山 12/18 12/18

JR町田6:05＝6:31八王子6:35＝7:19大月7:25＝7:50東桂
駅8:10…長泉院登山口8:35…11:20倉見山11:35…11:40見
晴台（昼食）12:30…堂尾山公園14:10…富士見台…15:05
寿駅(解散)

街では前夜の雨が、山では雪。登る途中から雪道
になり、思いがけず雪山ハイクを楽しめた。山頂
直下の急登はもともと、フカフカに積もった落ち
葉の上に雪が積もって大変滑りやすく、慎重に
登った。下りでは全員が滑り止めを装着して安全
に下山できた。富士山は山頂付近に雲がかかって
いたが、 後の富士展望台では、雲もとれ、雪煙
が舞う山頂まで眺めることができた。
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1059 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 金時山 12/18 12/18

町田マツキヨ前6：10 ＝ 8：00仙石原駐車場 ＝ 桃源台
8：25……湖尻水門……10：55長尾峠……11：50丸岳12：
30……乙女峠……14：10金時山14：30……矢倉沢峠……
15：50仙石原駐車場　＝　町田

大きな富士山を一日中見る事が出来ました。

1060 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 大山 12/18 12/18

小田急線鶴巻温泉駅6：40…吾妻山…高取山…浅間山…
12：50大山13：20…見晴台…15：45日向薬師BS

雨がぱらつく中、スタート。次第に天気は回復
し、大山山頂では積雪5㎝、樹氷が綺麗だった。下
山路はしばらくチェーンスパイクを履き、雪を楽
しんだ。

1061 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 鍋割山 12/19 12/19

小田急相模原6:30＝綾瀬IC＝秦野丹沢スマートIC＝大倉
8:00…9:50二俣…11:00後沢乗越…12:20鍋割山12:50…
14:50二俣…16:15大倉＝秦野丹沢SI＝相模原愛川IC＝小
田急相模原

1100m辺りから薄っすらと雪で所々凍っていまし
た。アイゼン装着はしませんでしたが下山は注意
しました。出だしで通行止めの迂回ルートの看板
に気づかず　戻ったのでロスタイムが生じ　鍋割
山のピストンにしました。慣れたコースでも計画
時、情報を確認すべきでした。

1062 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 高登谷山 12/21 12/21

愛甲石田駅6:40＝厚木西IC＝中央高速・須玉IC＝高登谷
山登山口🄿9:40…高登谷山11:30…南峰12:00…ゲート…駐
車場13:30＝須玉IC＝愛甲石田駅（解散）

クリスマス寒波到来前の晴天、川上村の冬のレタ
ス畑越しに冠雪の八ヶ岳、奥秩父の山々、浅間
山、富士山の遠望等を楽しめた。駐車場は周辺も
積雪で埋まり、登山道は雪の吹き溜まりは膝下ま
であり落ち葉、木の根っこ、岩稜に足元を取られ
ないように気を付けて歩いた。雪上に野ウサギの
足跡、誰のものか分からない動物の足跡などが多
数あり人の踏み跡は全くなかった。凍結は無くサ
ラサラのパウダースノーのためアイゼンは使用し
なかった。

1063 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 矢倉岳 12/21 12/21

町田＝新松田=矢倉沢BS9：30…11：25矢倉岳12：00…清
水峠…万葉公園…13：50足柄城址…（足柄古道）…15：
30地蔵堂BS＝関本＝新松田

矢倉岳山頂では姿を見せなかった富士山が足柄城
跡では堂々たる山容を見せてくれた。

1064 個人山行 岩登り 岩登り 中央沿線 鶴島御前山東南稜 12/22 12/22
7：30矢部駅＝上野原＝9：00琴平神社前9：15…12：00鶴
島御前山…13：30琴平神社前＝15：00矢部駅解散

1065 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 檜洞丸 12/22 12/22

相模大野5：30…立石建設採石場入口7:00…神ノ川ヒュッ
テ7:30…ヤタ尾根…11:30檜洞丸12:10…ヤタ尾根…神ノ
川ヒュッテ15：00…15：30立石建設採石場入口＝17:10町
田

気温が下がらず雨となり、それまでの雪もやわら
かくなったことから、アイゼンの必要はなかった
が、午前中は、雨脚が強く、修行のような山行と
なった。下山時には雨も上がり、体の冷えも落ち
着いてきて、余裕を持って下山できた。回収した
ごみの量、燃えるゴミ（ビニール、プラスチック
類）310ｇ、空き缶260ｇ、空き瓶170ｇ、合計700
ｇ

1066 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 弘法山 12/22 12/22

秦野駅北口11:00…権現山…弘法山…吾妻山…15:00鶴巻
温泉駅（解散）

遅いスタートでしたが、雨上がりののんびりハイ
キングにピッタリのコースです。

1067
自然保護部

山行
ハイキン

グ
自然観察

会
丹沢 見城山・日向山 12/23 12/23

愛甲石田駅8:20＝8:43七沢病院下8:50…小林多喜二滞在
所跡（WC・100円）…見城山11:00…七曲峠…日向山（昼
食）12:00…天神峠…梅の木尾根…浄発願寺奥の院14:00
…御所の入林道…日向薬師バス停15:20＝伊勢原駅（解
散）

華やかな山野草は全く無い冬の低山だが、赤い実
を付ける常緑の木々、数種類の針葉樹の同定、ド
ングリのパンツの違い、東丹沢に多く見られる
〈タマネギ石〉など、見どころは沢山ある。シイ
の実を拾って試食したり、携帯トイレを使い分け
してみたり・・・充実した山行が出来たと思う。

1068 個人山行 岩登り 岩登り 丹沢 広沢寺 12/24 12/24
集合：7:40 本厚木駅東口改札前8:00本厚木バスセンター
＝(バス)＝広沢寺温泉バス停･･･09:30～14:30弁天岩にて
岩トレ･･･往路を戻る＝本厚木駅解散

アイゼントレのルートでもある「プレゼントファ
イブ」が一部崩壊していた。他の大き目のホール
ドでもグラついている箇所有り、要注意。

1069 個人山行
ハイキン

グ
富士・御坂 三国山～高指山 12/24 12/24

町田＝三国峠駐車場8:25…8:45三国山…三国峠…9:45明
神山…切通峠…11:25高指山…明神山…15:00三国峠駐車
場＝町田

風が強く寒い一日だったが富士山が美しかった。

1070 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 蛭ヶ岳・丹沢山 12/24 12/25

12/24橋本駅北口6:20（バス）6:55三ケ木7:00（バス）
7:16焼山登山口7:35…黍殻避難小屋10:50…姫次12:00…
原小屋平12:40（水取り）蛭ケ岳山荘14:50　12/25山荘
7:15…丹沢山9:10…塔ノ岳10:30…三ノ塔13:25…ヤビツ
峠14:50…14:51（バス）秦野駅

巒気漂うクリスマスの週末。丹沢の 高峰にある
蛭ケ岳山荘に泊まり蛭丹塔と咽喉の頂を三座闊歩
する欲張りルートへ。稜線から見渡す山岳重畳に
奕奕たる夜景とXmasに装飾された山荘でサンタの
祝福を受け恍惚の境地に。夕食は自炊を選択。山
小屋初泊りのＴさんの夕食は垂涎のメニューで、
頬っぺたが落ちる美味さ。サプライズもあり溜飲
が下がる山行となりました。

1071 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 聖武連山 12/25 12/25

上野原駅バス停9:12発＝尾続バス停下車(9:35)＝(10:30)
聖武連山(10:40)…コヤシロ山…要害山…(14:00)新井バ
ス停

聖武連山は山頂の富士山がとても素晴らしいとこ
ろでした。落ち葉で足元が悪く急勾配の下山は
ロープを手放せませんでした

1072 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 浅間嶺 12/25 12/25

相原駅付近P6:00=6：55払沢の滝P…払沢の滝入り口
BS7:34=8:10仲の平BS8:20…1018ピーク…（浅間尾根）…
11:00浅間嶺12:10…13:20払沢の滝入口…払沢の滝13：45
…檜原村営P 14：00=相原駅付近P解散

仲の平BSから1018ピークまでは一気に登るがその
後は平坦な歩きやすい道で、右に笹尾根左に馬頭
刈尾根を眺めながら気持ちよく歩いた。東京消防
庁のヘリコプターが馬頭刈尾根付近を旋回した
後、浅間嶺上空でホバリングしていた。何事かと
思ったら、要救護者を捜索、救助する訓練だっ
た。

1073 個人山行
ハイキン

グ
富士・御坂 石割山 12/25 12/25

7:00桜ヶ丘＝9:30石割山登山口駐車場(車デポ)･･･分
岐･･･10:30平尾山･･･分岐･･･11:20石割山･･･13:00駐車場
(車ピックアップ)＝(温泉)＝16:50島忠桜ヶ丘店(裏)解散

この時期になると登山道は所々氷結していて、下
りでチェーンアイゼンが役に立った。

1074 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 大岳山 12/25 12/25

成瀬6:26＝町田6：30＝6:55八王子6:59＝7:15拝島7:32＝
8:07御岳8:10（バス）＝8:30たきもと（ケーブルカー）
＝みたけさん8:45…9:10御岳山…9:40奥の院10:00…鍋割
山10:20…11:15大岳山11:55…13:00鋸山13:20…15:08奥
多摩駅15:12＝拝島＝八王子＝町田解散

風もなく薄着で歩ける良い天気で、大岳山では多
くの登山者が富士山を眺めながらお昼を食べてい
た。このコースは6時間ほどでしたが、アップダウ
ンが続き岩場もあり良いトレーニングになりまし
た。



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

1075 個人山行
ハイキン

グ
奥秩父 太刀岡山 12/25 12/25

橋本駅北口06:25＝08:20太刀岡山登山道駐車場…カニの
ハサミ岩09:10…09:55太刀岡山南峰10:40…太刀岡山北峰
10:55…越道峠11:15…(草鹿沢林道)…平見城公民館
BS11:55…太刀岡山登山道駐車場12:25＝15:25橋本駅北口
(解散)

時々冷たい強風があったが、太刀岡山南峰南斜面
で冠雪した富士山を眺めながら日だまりランチを
楽しむことができた。太刀岡山登山道入口から北
50mに登山者用駐車場(10台)あり。トイレは駐車場
から南へ1.0Kmの消防団詰所にあり。

1076 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 高取山 12/25 12/25

秦野駅BS9:30＝9:51蓑毛BS10:05…蓑毛越11:10…12:00不
動越13:00…高取山13:25…念仏山14:35…善波峠15:00…
吾妻山15:35…15:55鶴巻温泉駅＝町田駅解散

心配した寒さもなく、のんびりとしたハイキング
となる。時折、樹間から雪化粧した富士山の姿が
見えたり、遠くには輝く海面が見えたりした。

1077 個人山行
ハイキン

グ
富士・御坂 蛾ヶ岳 12/26 12/26

愛甲石田駅＝中央高速・甲府南IC＝登山口Ⓟ9:00…西肩
峠10:35…10:55蛾ケ岳11:30…大畠山12:40…四尾連峠
13:10…四尾連湖畔13:40…14:00水明荘Ⓟ＝甲府南IC＝本
厚木駅解散

自然林の落ち葉を踏みながら気持ち良い山歩きを
堪能した。蛾ケ岳も大畠山も眺望が抜群の山で大
きな富士山、真っ白な南アルプス連峰を眺めて同
定。2022年の忘年山行にふさわしく、元気に山行
参加できることに感謝し、新しい年も継続できる
ように祈念して下山した。

1078 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 金時山 12/26 12/26

橋本6：00＝7：30仙石原駐車場BS7：50＝8：15桃源台
BS8：25……湖尻水門…11：00長尾峠……11：55丸岳12：
30……13：00乙女峠……14：10金時山14：45……矢倉沢
峠……15：40仙石原駐車場　＝　橋本

一日中青空のもと、大きな白い富士山に感動しな
がら、箱根の山歩きを楽しめた。丸岳までは、人
に全く会わなかったが、乙女峠から金時山までは
登山客でにぎわっていた。駐車場の情報をいただ
けて良かった。

1079 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 日向薬師 12/27 12/27

海老名7：24＝7：35伊勢原7：50＝8：13日向薬師9:10…
太田道灌の墓の碑…11：30三ノ宮比々多神社12：20…
13：00坪内バス停…13：30鶴巻温泉＝海老名

ほぼ、里山歩きのコースでした。お天気は良く気
持ちよく歩けました。里山だけに、コースが分か
りにくく、道標がないところもあり、道迷いしま
した。

1080 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 袖平山 12/27 12/27

相模大野5:30＝7：00青根黍殻山登山口駐車場7：30…8：
50北尾根（P944）…10：40袖平山11：40…姫次12：20…
13：30黍殻山避難小屋14：10…15：30青根黍殻山登山口
駐車場＝相模大野

穏やかな山行日和であった。P944へは作業道が途
切れる直前の690m地点から尾根に取り付いた。右
手に道志山塊、途中から大室山、頂上付近では、
遠く白根三山や赤岳、奥秩父、奥多摩、日光の
山々まで眺めることができた。黍殻山避難小屋で
は、トイレや床の清掃作業を約30分行った。山行
中に拾ったゴミの量は、もえるゴミ（ビニール、
ペットボトル）100ｇ、もえないゴミ（ビン500g、
カン450g）950ｇ、合計1050ｇでした。

1081 個人山行
ハイキン

グ
奥多摩 雲取山 12/27 12/28

12/27JR町田駅6：25＝6：50八王子7：02＝8：38奥多摩駅
（バス)8：45＝9：20鴨沢9：30…11：50堂所12：20…
14：10ブナ坂14：20…16：20雲取山17：00…17：30雲取
山荘（宿泊）　12/28雲取山荘7：20…9：30白岩小屋…
11：50霧藻ヶ峰休憩所…13：30三峯神社（バス)14：30＝
西武秩父駅＝町田駅

鴨沢コースでは積雪0であったが、七ツ石山分岐以
降から日陰部分で所々アイスバーンと積雪状態で
あり、アイゼンを装着して歩行した。翌日は、雲
取山荘からお清平までアイゼンを装着して歩行し
た。年末の平日であったが、多くの登山者と遭遇
し交流を深める事が出来た。

1082 個人山行 山スキー
山スキー
のための
滑走練習

上信越
かぐらスキー場

12/27 12/28

12/27 みつまた駐車場10:30…かぐらスキー場…15:30み
つまた駐車場＝16:00宿
12/28 宿7:30＝みつまた駐車場8:00…かぐらスキー場…
14:00みつまた駐車場＝14:30宿で温泉15:30　帰京 

今シーズンの初滑り。日本海側の大雪でかぐらも
積雪が130㎝に。雪の状態も良く柔らかく滑りやす
かった。初日は曇天で雪が多少降っていたが、2日
目は快晴。絶好のスキー日和で見晴らしも良く好
コンディションの中で楽しめた。年末 後の週で
もあり混雑を心配していたが、通常の平日より少
し多い程度。リフト待ちはなかった。

1083 個人山行 山スキー
体験入門
バックカ
ントリー

上信越
神楽ヶ峰

かぐらスキー場
12/28 12/28

12/28 町田4:00＝7:00みつまたステーション…9:00ゴン
ドラ山頂駅…9:30（オープン前ゲレンデにてバックカン
トリースキー・スノーボード体験・ブーツ、ウェア以外
の装備一式レンタル付き）12:00（昼食）13:30（ゲレン
デにて滑走練習）16:20…みつまたステーション17：00＝
町田20：40
<体験実施ショップ>モーメントかぐら　048-093-7644

道路状況、お天気ともに恵まれ、予定通りのスケ
ジュールで、外でも暖かく活動しやすく、すばら
しい眺望を堪能できた。積雪量が例年よりかなり
少なかったものの、前日まで積雪があったため雪
質はパウダーで良質だったと感じている。モーメ
ントかぐらの体験は指導員も内容も対応などとて
も良く、登ったのは30分程度だったが、初体験の
BCとしては満足できる内容でイメージをつかんだ
り装備の扱いを習うにはとても有意義だった。

1084 個人山行
ハイキン

グ
その他 筑波山 12/29 12/29

自宅4：00＝6：30筑波山神社7：05…7：20宮脇駅…8：50
筑波山頂駅…9：00男御本殿9：15…9：30女体山御本殿
9：45…11：00つつじヶ丘駅11：15…11：45筑波山神社
12：00＝14：00鹿島神宮15：00＝16：10犬吠埼灯台17：
00＝21：30自宅

登り始めは、登山者は疎らでしたが、時間ととも
に多数の登山者で賑わう。山頂からは富士山・丹
沢山系が良く見えた。筑波山は、石・岩の多い山
の印象。

1085 個人山行
ハイキン

グ
伊豆・箱根 明神ヶ岳 12/30 12/30

自宅06:05＝横浜青葉IC＝新秦野IC＝08:40金時見晴パー
キング08:50…09:45火打石岳09:55…10:40明神ヶ岳11:15
…12:20火打石岳12:25…13:00金時見晴パーキング13:15
＝大井松田IC＝横浜青葉IC＝自宅15:10

少し静かな山行で今年を締めたいと思い、明神ヶ
岳を選びました。霜が解けた泥んこの山道を往
復、脚がしっかり鍛えられました。金時見晴パー
キングは、まだ利用者が少ないように感じます。
金時山、明神ヶ岳山行には丁度良いかと思いま
す。

1086 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 仏果山 12/30 12/30

自宅7:30＝大棚沢広場8:00…土山峠8:40…縦走路9:40…
仏果山11:00…宮ケ瀬越え11:30…仏果山登山口・駐車場
12:20＝自宅

近の降雨不足で宮ケ瀬湖の水位が下がり、水没
していた嘗てのアスファルトの道路やガードレー
ルが現れて痛々しい姿が見られていた。仏果山手
前の縦走路にR３年度の真新しい木製階段が設置さ
れて歩きやすくなっていた。

1087 個人山行
ハイキン

グ
陣馬・高尾 南高尾山稜 12/30 12/30

自宅＝相原7：15＝7：32青少年センター入口…大地沢…
8：30草戸山…11：30大垂水峠…学習の歩道…稲荷山コー
ス…14：00高尾山口＝帰京

いつも南高尾山稜は巻き道を歩いていたが、山頂
を通ってみた。ヤブっぽい所もあった。

1088 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 三ノ塔 12/30 12/30

淵野辺駅6：13=6：19町田駅6:37=7:08秦野駅7:20=ヤビツ
峠8:05…ボスコオートキャンプ場…ヨモギ平…三ノ塔
10:38…12:30大倉BS=渋沢駅

入会間もないころ先輩に案内していただいたルー
ト。三ノ塔まで踏み跡もない静かな尾根を登った
記憶があるが、15年ぶりに歩いてみると標高750辺
りまで作業道が尾根を寸断していて歩きにくく、
ヨモギ平からはしっかりと踏み跡が出来ていた。
ヤビツ峠から札掛までの沢沿いの道は、荒れてい
るが道標やテープでしっかりと導いてくれる。

1089 個人山行
ハイキン

グ
湘南 三浦大楠山 12/30 12/30

成瀬＝衣笠駅8：20…衣笠山公園…衣笠城址…12：00大楠
山…（前田川遊歩道）…前田橋…立石公園…14：00立石
BS＝逗子葉山駅

大楠山山頂以外は出会う人も少なくいかにも年の
瀬らしい山行だった。ハイキングコースではある
が3か所ほど右か左か迷う場所がある。
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1090 個人山行 山スキー
東北山ス
キー

東北
乳頭山

網張スキー場
12/30 12/31

12/30　宿7:30＝休暇村乳頭温泉郷8:00…11:00笹森山山
頂下1225ｍ…12:10休暇村＝宿　
12/31　宿7:00＝網張温泉スキー場第２リフトトップ9:10
…10:00大松倉山山頂…（北東斜面滑走・登り返し）…
1300ｍコル12:30…13:30スキー場＝盛岡駅（解散）

二日間とも天候に恵まれ気持ちよくハイクアップ
できた。笹森山はのんびり歩くには適していた
が、下山時傾斜が緩く板が止まってしまう箇所が
あった。大松倉山の北東斜面は素晴らしいオープ
ンバーンだった。登り返し後の林間は藪が濃かっ
たが傾斜も雪質もよかった。田沢湖周辺の山に初
めて入りよい経験になった。

1091 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 仏果山 12/29 12/29

自宅8:30出発＝9:15愛川野外センター9:40…11:00高取山
…12:00仏果山12:40…14:00愛川野外センター＝15:30自
宅

ヤフーニュースに霜柱が見られたと載っていまし
たが、今日はもう有りませんでした。野外セン
ター付近の駐車場は閉まっていて利用出来ません
でした。

1092 個人山行
ハイキン

グ
丹沢 檜洞丸 12/30 12/31

12/30町田4:30=5:50立石建設採石場…6:30神ノ川ヒュッ
テ…9:30袖平山…10:20姫次…11:50蛭ヶ岳12:00…15:10
檜洞丸（泊）　12/31檜洞丸10:30…12:00犬越路（昼食）
12：30…14:00神ノ川ヒュッテ…14:30立石建設採石場＝
町田

蛭ヶ岳西面から臼ヶ岳にかけて大量の歩道用資材
や工事用のプレハブが荷揚げされていた。2日間で
拾ったゴミの量、燃えるゴミ（プラスチックビ
ニール類）910ｇ、ビン100ｇ、鉄くず1080gの合計
2090ｇ。臼ヶ岳では、生活ゴミが散乱、レジ袋や
発泡トレイがクチバシでつつかれた様子がありカ
ラスが運んできたと思われた。神の川乗越から金
山谷乗越にかけてと犬越路周辺ではかつて埋めら
れたゴミの露出が目立っていた。

1093 個人山行 岩登り 岩登り 伊豆・箱根 城ヶ崎海岸漁火エリア 12//28 12/28
城ヶ崎海岸・富戸駐車場8：30（集合）…漁火エリア9：
00（終日クライミング練習）漁火エリア16：00…富戸駐
車場16：30（解散

風もなく暖かく、青い海と空、大島が近くに見
え、貸し切りの岩場。トップロープを張って漁火
右ルートを含み5本のルートを練習した。初見で登
らせてもらい、クラックのムーブの組み立てをい
ろいろ考える事が出来た。


