雪稜通信
山行計画
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高川山２月２０日（土）

コース：大月駅－むすび山コース－高川山 2 時間 45 分
下山：高川山－馬頭観音－天神峠－田野倉駅（富士急行）
1 時間 30 分
八王子駅 8:04 発（甲府行）－大月 8:57
持ち物：積雪があるときはスパッツ、アイゼン
参加者：吉田雅 高橋英 加賀屋 鈴木

高橋泰 佐藤

文 前野 一之瀬 三浦 国島 武石 野間 瀧 山下
山行計画

３月１３日（日）目的地未定

山行計画

雪稜祭６月１１日（土）～１２日

１２日に日光白根山か鳴虫山、宿泊のみでもＯＫ
６月１１日（土）日光湖畔亭

狩野川堤防より城山

５部屋予約済み

よくもまああんな垂直の岩壁を登れるものだと感心す

参加者受付中（定員になり次第締め切り）吉田まで

る。途中休憩を入れながら分岐に出る。

宿泊代税込６９００円、バス片道８１０円

なだらかな道を登っていくとまもなく城山山頂（３４２

詳細は後日

ｍ）に着いた。
山頂からは残念ながら富士山は見えなかったが天城連

山行報告

日時：１２月２０日（日）
参加者：吉田雅
三浦

山・箱根の山々が見えた。

城山～葛城山～発端丈山

国島

鈴木

野間

瀧

角田さんの昨日購入したばかりの靴の底がはがれてきた

晴れのち曇り

高橋泰
角田

佐藤文
米岡

前野

星野

一之瀬

ので針金で応急処置をした。
（何とか最後まで無事に歩け
良かったですね。
）

芳賀

コースタイム：大仁駅 9：25－城山登山口 9：50－城山分岐

分岐まで来た道を戻り葛城山を目指す。

10：31－城山山頂 10：44－城山分岐 11：12－葛城山分

道端には野イチゴがたくさんあった。途中林道に出る

岐（鶯谷）11：45－葛城山山頂 12：25－（昼食～13：10）

が少し行くと右手に登山道の入口がある。再び登りだす。

－発端丈山分岐 13：41－益山寺分岐 14：08－発端丈山山

馬頭観音をすぎ左手に樹林越しに可愛らしい神島小富士

頂 14：26－長浜口 15：30

（297ｍ）を見ながら進むと分岐に出る。

７：００横浜駅発の JR 東海道線で熱海に 8：20 着。

分岐からはかなり下ることになる。一旦車道に出る。

８：２３発の静岡行に乗り換え三島８：３６着。
伊豆箱根鉄道８：４７発の電車に乗り９：１６大仁駅に到
着。大仁駅前にはほんのり温かい温泉が出ている所がある。
身支度を整えて前野さん先頭で出発。
狩野川大橋を渡ると正面に城山のすごい岩壁が見えてき
た。子育地蔵を過ぎ民家には蝋梅も数輪咲いていた
まもなく城山登山口に着く。衣類調節をし登山開始。

コンクリートの道の脇には水仙が咲いていた。

右手に城山の岩壁を見ながら進むとクライミングをしてい 葛城山入口に着きそこから斜面を登ることになる。
る人たちの声が聞こえてくる。

かなりきつい急登が続く。

目を凝らすと岩壁を登っている人を見つける。

途中振り返ると駿河湾が見えた。少し元気をもらい頑張
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て登っていくとたくさんの地蔵が迎えてくれた。

怪我は下山の時が多いので滑らないよう注意深く駿河湾

やっと葛城山山頂（４５２.８ｍ）到着。

に向かって下りていく。
途中古い展望台・見晴台があり駿河湾がよく見渡せる。
みかん畑と民家の間の狭い坂を下りれば長浜口のバス
停。バス停の前のお店で詰め放題のみかんを皆購入。
あまりの大量で満足顔。重たくなってしまったザックを
担ぎ 15：５４発のバスに乗り１６：３５沼津駅に無事到
着。１７：０５沼津発の電車に乗り三島・熱海で乗り換
え帰途に就く。
（芳賀記）（写真：佐藤文）
山行報告

秦野・弘法山（新年会）１月１７日（日）

コース：鶴巻温泉駅～弘法山～吾妻山～秦野駅
参加者：吉田雅
葛城山山頂

相澤

高橋泰

国島

野間

前田
吉田正

瀧

角田

高橋英

加賀屋

前野

佐藤文

飯田

池田

鈴木
一之瀬

佐藤悦

芳賀

米岡

三浦
星野

山頂は伊豆長岡からロープウェイが通じているので観光客 山下（２３名）
昨年と同じく海老名駅に集合し買物後、鶴巻温泉駅か

でにぎわっていた。足湯などもあった。

山頂で昼食。写真など撮っていると出発するころには富士 ら新年会会場の権現山まで曇り空ながら風もない尾根道
を歩いた後は恒例の新年会となる。

山の山頂だけ少し見ることが出来た。

残念ながらロープウェイで下山する前野さんとはお別れ。 ２３名は会員の三分の二の参加者となり、にぎやかな宴
が始まる。

一之瀬さん先頭に分岐まで戻る。

杉林をすすみ益山寺分岐を過ぎ山頂直下のきつい急登にな おでんをメインに多種多様な食べ物・飲み物を味わって
いるとあっという間に時間が経過。

る。まもなく発端丈山山頂（４１０ｍ）に到着。

今年一年の山行に期待を込めた新年の顔合わせであっ
た。
食べ物の用意、備品を持参された方々御協力ありがとう
ございました。
（吉田記）

発端丈山山頂
山頂は平坦になっていて足元には駿河湾が広がり淡島など
も見えた。ご褒美のパイナップル・チョコレートなどいた
だき写真も撮ったりした後バス停まで下山開始。
ロープが張られた急な下りが続く。

権現山にて
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会計報告：１月８日の集会で会計の瀧さんより平成２７年 ４．リーダー会

（前田）

①岳連への加入

度（１月～１２月）の会計報告がありました。

会の運営費等について検討

集会欠席の方には報告書を同封いたします。
②

地図の学習

・地図記号

会員の動向

地図記号と等高線の読み方

樹木、橋、堰堤、滝、小屋、湿地帯など小

屋、鉄塔などの人工物は大事な目印になる。

退会者：丸山和紀子、渡辺隆さんが昨年末で退会されまし

・等高線

た。
石原一則さんは病気のため１月より休会とします。

尾根、谷の見方、標高差の読み方

入会者：山下祥子さんが１月８日付で入会されました。

等高線が狭いほど、急な登りになる。

平成２８年度役員

集会記録（一之瀬）

１月８日集会記録参照

出席者：吉田雅
泰
１2 月 18 日（金）18：00～20：00

集会記録（一之瀬）
出席者：吉田雅
佐藤文

一之瀬

前田
武石

中本

瀧

大沢

鈴木

高橋泰

佐藤文

飯田

1 月 8 日（金）18：00～20：00

前田

前野

高橋英

一之瀬

加賀屋

三浦

鈴木

武石

野間

瀧

山下（１５名）

１．山行報告
忘年山行（城山－葛城山－発端丈山）

角田（１１名）

高橋

（一之瀬）

１．山行報告
２．山行計画

なし

② 新年山行

２．山行計画
① 忘年山行
日

伊豆

城山－葛城山－発端丈山

時：12 月 20 日（日）

参加者：吉田、鈴木、大沢、佐藤文、前野、一之瀬、国

日

時：1 月 17 日（日）

集

合：海老名（相鉄線）改札前

分

担：コンロ（吉田・前野・相澤・池田）
コッヘル（高橋、ある人は小さいのでも可）

（18 日時点）

玉子（鈴木・三浦）
大根（国島・芳賀・一之瀬）

弘法山・おでんパーティー

日

時：1 月 17 日（日）

集

合：海老名改札

食器・飲み物・お酒（各自用意）

8：30

会

前野、佐藤文、一之瀬、瀧、角田、飯田、

－吾妻山－秦野駅

芳賀、米岡、国島、三浦、加賀屋、高橋泰

担：カセットコンロ（吉田）コッヘル（高橋）
玉子（鈴木）

費：1000 円（残金は会の会計に戻入）

参加者：吉田、高橋、鈴木、佐藤悦、相澤、吉田正、

コース：海老名（買い出し）－鶴巻温泉駅－弘法山

野間、池田、山下（8 日時点）

大根（芳賀・一之瀬）

③ 高川山（武石）

食器・飲み物・お酒（各自用意）
参加者：吉田、高橋、鈴木、佐藤悦、相澤、吉田正、前
野、佐藤文、一之瀬、瀧、角田、飯田、芳賀、
米岡（18 日時点）

日

地図：高尾・陣馬の端の方

時：2 月 20 日（土）

コース：大月駅－むすび山コース－高川山－馬頭観
音－天神峠－田野倉駅（富士急行）

③ 2 月の例会山行

八王子駅 8：04－大月駅 8：57

高川山（武石）
日

8：30

島、三浦、瀧、野間、角田、芳賀、星野、米岡
② 新年山行

分

弘法山・おでんパーティー

※ＪＲ（大月まで）の利用は、
「休日おでかけパス（エ

時：2 月 20 日（土）

リア内乗り降り自由）
」が安い。

・人気のある山、リニアの実験線、富士山眺め良い。
・初級・中級の 2 コースで実施。

参加者：吉田、高橋、鈴木、加賀屋、高橋泰、前野
佐藤文、武石、瀧、野間、国島、三浦、野間
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④ 3 月山行計画
日

時：3 月 13 日（日）

次回以降集会日

コース：武石さんに一任
⑤

雪稜祭

時：６月 11 日（土）・ 12 日（日）

日

県民サポートセンター

２月２６日（金）３０３号室

18:00～20:00

３月１１日（金）３０４号室

18:00～19:00

３０２号室

19:00～20:00

３月２６日（土）３０３号室

18:00～20:00

４月８日（金）３０６号室

18:00～20:00

おおるり観光（湖畔荘）
昨年同様に１７名で予約する。

場所

参加者：吉田、鈴木、佐藤、瀧、武石、三浦、国島、野 ４月２２日（金）３０３号室

18:00～19:00

３０６号室

19:00～20:00

間、一之瀬（8 日時点）

５月９日（月）３０３号室
３．会計報告

５月２８日（土）１５０２号室

（瀧）

・２名退会（丸山さん・渡辺さん）
４．28 年度新役員選定
会

長：

吉田

副会長：

前田、高橋英

会

計：

瀧、三浦

装

高橋英

集

会：

瀧

リーダー会

備：

吉田、前田、高橋英、武石、国島、瀧、
一之瀬
必要なときに、8:00～9:00 話し合う

5．雪稜通信宛のメールアドレスの変更
1 月から

雪稜通信の右上のアドレスに変更

６．学習会

（前田）

地図の学習
コンパスを使った簡易な磁北線の引き方
コースタイムのとりかた
山行を希望する山
（集会で検討して実現可能であれば山行計画としますので
希望の山、コース、季節、月など挙げて下さい）
＊４月下旬

笹子雁ガ腹摺山～米沢山～お坊山
歩行７時間２０分

12.8 ㎞

＊５月中旬

天城山縦走

＊７月上旬

尾瀬至仏山：ＮＨＫにっぽん百名山で放映

18:00～20:00

歩行７時間

コース：鳩待峠～横田代～アヤメ平～尾瀬ヶ原～
山の鼻（泊）～高天ヶ原～至仏山～小至仏山～鳩
待峠
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18:00～20:00

