雪稜通信

第 543 号 H29,2,13 発行 31 部 横浜雪稜会 6021pdok@jcom.zaq.ne.jp
模湾、そして伊豆大島がびっくりするほど大きくはっ

山行計画
金時山２月２５日（土）

きり見え、足元は落葉で軟らかく歩いて気持ちが良い。

（山下）

弘法山を過ぎ権現山に着き、風のあたらない場所に

集合 箱根湯本駅３番バスのりば８：３０集合

宴会場を設定。

参考：横浜駅９番線湘南新宿ライン 7：10 発
小田原駅 8：02 着

さっそくオデンの煮込みにとりかかる、今の時期は

10 分待ち 箱根登山線湯本行き

登山者も少ないので比較的良い場所も取りやすい。

8：12、8：27 湯本駅着

今回は定番のオデンに加え、それぞれ持ち寄りの食

8：50 発アウトレット行きに乗車して乙女峠で下車 9：22 着

コース：箱根湯本駅（バス）－乙女峠バス停－長尾山－金 べ物や、金粉入りの酒、ワイン、ウイスキーまであり

ぜいたくな宴会となった。

時山－矢倉沢峠－仙石（バス）－箱根湯本駅
箱根湯本で希望者は温泉へ

やっぱり皆でワイワイしながらの宴は最高。

装備：アイゼン、スパッツ

陽も少し陰りはじめ気温も下がって来たがアルコー

参加者：吉田 鈴木

佐藤文 国島 武石 瀧

ルのぬくもりもあり寒さは感じられなく快適。

山下

一時間半ほどの宴が終り。弘法山に引き返し、ここ
山行報告

から一気に東海大学前駅に向かって下り、白梅と水仙

秦野・弘法山（新年会）１月１４日（土）

がちらほら咲いている住宅街に出て東海大学前駅で解
散した。

（記録：佐藤悦 写真：佐藤文）

ちなみに東海大学前駅の駅名はこの地に東海大学が

海老名駅改札８：３０

コース：鶴巻温泉登山口（10：50）～弘法山～権現山（12： 出来る５５年前までは「大根（おおね）」と言う駅名で
した。

00）～弘法山～東海大学前駅（14：30）
参加者：吉田 前田

その頃は急行も止まらない周りが畑ばかりのひなび

高橋英 加賀屋 鈴木 佐藤悦

佐藤文 吉田正 三浦 国島 武石 前島 瀧

た駅だったので私の小学校の頃はダイコン、ダイコン

角田

と言っていました。

飯田

池田

堀江

山下

生艸

（１９名）
約１年ぶりの皆との山行で楽しみにしていました。
海老名駅近くのスーパーで宴会用の食糧を買い込み、
小田急線に乗り鶴巻温泉駅で下車。
ちょうどこの時期日本列島に寒波が来ていたので 寒
さと雪を想定して多めに着込んで来たが、みごとな快晴
で思ったほど寒くなく、丹沢、箱根山よく見えた。
鶴巻温泉街を抜けて、登山口から登り始めるとすぐに
いつも見慣れたにわとりの放し飼いが今年も見られ、な
んとなくホットする。
急な坂を１０分程登り、分岐点で一休み。
しばらく登ってないせいか、たったこれだけでも息が

弘法山

みだれ汗が出てくる。
ここから弘法山に向かって緩い登りの尾根筋が続いて
行き、左右の木は葉が落ちて見通しが良く、湘南平、相

1 月２６日（木）三浦アルプス
１月２９日（日）鋸山

前田

１月２９日（日）大島

山下
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佐藤文、三浦、国島

妹尾宏さんが退会されました
平成１０年に入会され、もう体力的に登山は難しいという
ことで退会されました。
１９年間たくさんの山行に参加され共に過ごした楽しい時
間が思い出されます。
妹尾さんのご健康とご発展をお祈りいたします。
以下、近年の山行場面集です。

平成 24 年 4 月 8 日

三頭山

1、今回も天候に恵まれて、絶好の登山日和でした。
2、上野原～郷原から上り４時間よく歩いたと思います。
3、高橋泰さんの今回の登山計画、スタートからゴールま
で見事、完璧なものでした。
４、同行の皆さんありがとうございます。
（妹尾記）

平成 21 年６月 21 日

雪稜祭

佐藤宅

玄関前

平成 22 年 12 月 13 日

平成 22 年 3 月 14 日

城山

幕山

平成 24 年 10 月 14 日

扇山

（妹尾さん城山）：普段は宵っ張りで、早起きが苦手な方
ですが、山登りで味わえる爽快感もさること乍ら、それ
よりも、皆さんと一緒に味わえる「青天中食」の旨さに
惹かれて参加していると言うのが本音なのかもしれませ
ん。
今回の城山―葛城山―発端丈山、風邪気味ながら軽い
気持ちで参加しましたが、とんでもない「キツイ、キツ
イ急登、急降下」の繰り返し、いささか参ったでした。
日頃のグウタラからして当然と言えば当然なのかもしれ
ないけれど、疲れました。今回も同行の皆さんに心から
平成 24 年 12 月 16 日

感謝とお礼を申し上げたい。以上
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本仁田山

参加者：吉田雅 高橋英 加賀屋 大沢
妹尾

－見晴台 15:10－三沢峠 15:55－クラブ前バス停 17:00

鈴木

相澤（７名）

幅広い年齢層でにぎわう高尾山頂を西に城山方面に

コースタイム：奥多摩駅 9:30―安寺沢―本仁田山 12:35、 ３０分進んだ一丁平で昼食。
13:10―コブタカ山－鳩ノ巣駅 15:25

ここから大垂水峠まで下り、その先の八王子市と相模

日暮れの早い今の時期は行動時間に制約があるので駅か 原市（緑区）の境の低い尾根道を津久井湖まで南下す
るのが今日のコースである。

らのアプローチの良い本仁田山が今日の山である。

シーズン中は込み合う青梅線もオフと選挙日とあって全 大垂水峠方面に入る道を見つけるのに苦労した。
員が座れるほど空いていました。

大垂水峠にはハイキング者用の歩道橋が国道２０号線

終点の奥多摩駅で降り、安寺沢への車道を５０分

（甲州街道）を跨いでいる。

わさび、クレソンを栽培している家の脇から登山道とな 標識はほとんど梅の木平方面（関東ふれあいの道が梅
る、堰を越え、乳房観音の案内坂を見て、いよいよ大休 ノ木平まで続いている）とあり、大洞山（536m）の表
示は少ない。

場尾根（おおやすんばおね）の登りにかかる。

山行後知ったのだがこの登りは奥多摩三大急登のひとつ 楽しいハイキングでした。
コースとしては思ったより距離が長い感じでしたが、

とも謂われる難所だそうだ。

確かにコースタイムも登り１時間４０分下り５０分とあ 歩き易く、所どころ眺望が開けて春、秋のベストシー
る。杉、檜の植林した山肌のジグザグを繰り返し登る感 ズンに歩くと最高だろうなと思いました。
じで尾根というより斜面を登っている感じである。

梅雨のさ中お蔭様で本当に楽しい１日を過ごすことが

上部では露岩も目立ようになる。

出来ました。

今回は急登とは判っていましたが、入り口から山頂まで 会長ほか同行の皆様のサポートに感謝します。
（妹尾記）

我慢、我慢の連続で本当に厳しく感じました。
それでも、何とか無事下山出来てほっとしています。
天候に恵まれた事も支えになった要因ではないかと思っ
ています。
同行の皆さんありがとうございました。（妹尾記）

平成 25 年 10 月 19 日

平成 25 年 6 月 15 日

南高尾縦走

参加者：吉田雅 加賀屋 大沢 妹尾 一之瀬（５名）
コースタイム：高尾山駅 11:00－高尾山 11:45、12:00－一
丁平 12:30、13:15－大垂水峠 13:55－大洞山 14:30
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シダンゴ山

集会記録 1 月 16 日（月）18：00～20：00

※ 天候によって、行先、行程は変更

参加者：吉田、前田、鈴木、佐藤文、一之瀬、武石、三

※ 鋸山も計画したい。（久里浜からフェリー利用）

浦、瀧、国島、山下

③

１． 山行報告

三浦アルプス
時：2 月 5 日（日）

日

①鷹取山トレーニング

（前田）

④ 大島

1 月 2 日（月）、7 日（土）
、16 日（月）

（国島）

三原山

東海汽船のツアーを利用。3 月実施の方向で検討。

田浦駅、神武寺駅から、鷹取山へ。トレーニングを 2
時間ほどして、駅に戻る。16 日は、花見台経由で追浜駅

３．その他

に出た。

① 平成 29 年度会員の確認

②

新年山行

4 名退会

（吉田）

1 月 1４日（土）

19 名参加

（瀧）

現会員数：31 名

② 雪稜会 HP について

イオンで買い物をしてから、鶴巻温泉駅に向かった。弘

（前田）

ブログ形式、プロに作成依頼など、作成方法・内容を

法山経由で権現山へ。権現山の山頂で、新年会を 2 時間

検討していく。

くらい行った。弘法山から東海大学前駅に出て、解散し

情報を発信して、新規会員を増やしていく。

た。
・食材はちょうどよかった。玉子は多かった。

集会記録 1 月 30 日（月）18：00～20：00

・場所は良かったが、おでんの鍋の場所を決めてか

参加者：吉田

前田

大沢

鈴木

佐藤文

三浦

国島

武石

野間

瀧

星野

山下

ら、席を決めると良い。
・コンロの火力が足りなかった。卓上コンロが良い。
※ 会計

角田

一之瀬
芳賀

１、山行報告
①1 月 29 日（日）

1,000 円×19＝19,000 円
食材

（前田）

フェリーで久里浜から金谷へ。鋸山の東側の沢コー
スを登った。危険の表示はあるが普通に登れる。帰り

15,470 円

残金

鋸山

道で、沼地のようなところに迷い込んだ。腰まで泥に
浸かってしまい、抜け出すのが大変だった。参道を泥

3,530 円 会計に入れる。

だらけで歩き、恥ずかしかった。水筒に水を汲んで洗
い、泥を落としてから、フェリーで戻った。よいコー

※ 会長より、クーポン券をいただいた。

スなので、会の山行でもどうか。
②1 月 26 日（木）三浦アルプスの下見

２．山行計画
① 金時山

新逗子→バス風早橋→仙元山→森戸川林道→南沢尾

（山下）

日

時：2 月 25 日（土）

集

合：湯本

（国島）

根→乳頭山→田浦梅林のコースで、下見に行った。休
憩を含めて 5 時間位のコースになる。登り下り、急登

8:30 バス停に並ぶ・バスに乗る。

が 10 分位ある。沢を渡るので雨だと行かれないが、沢

バス（アウトレット行き）8:50 始発
・乙女峠着 9:22 9:30 出発－長尾山－金時山－矢倉

歩きは変化があって楽しい。5 日の予報は雨なので、

沢峠－仙石原バス停－湯本－温泉－湯本－小田原

延期も考えた方がよい。

参加者：吉田、鈴木、佐藤文、武石、瀧、国島、山下

③大島

久里浜＝大島のパックツアーに参加した。高速ジェ

（前田）1/16 時点
② 谷川岳 or 千畳敷
日

（山下）

ット船で 1 時間位。山頂までバス。歩くのは山頂の附

（前田）

近のみ。物足りない。

時：1 月 21 日（土）22 日（日）

横浜―大島（6 時間、2,450 円）金曜 23:20 発大島 6:00
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まで歩くコースが良い。復路は高速ジェット船 15:30 発

着。復興支援のため、3 月まで料金が安い。山頂

山行を希望する山

→久里浜 16:30 着 3,000 円

５月連休
２．山行計画
① 金時山
日

（山下）

時：2 月 25 日（土）

② 三浦アルプス

（国島）

涸沢、徳本峠、西穂独標

５月

東丹沢主脈縦走（カモシカ山行）

６月

雪稜祭

７月

北八ヶ岳

夏山

トムラウシ山

世附川ロッジ

日

時：2 月 5 日（日）雨天延期

夏山

黒部五郎岳、薬師岳

集

合：京急新逗子駅 9:00 改札口を出た所

夏山

飯豊山

秋

コース：4 時間+休憩時間

北八ヶ岳

新逗子→バス風早橋→仙元山→観音塚→連絡尾根

谷川連峰馬蹄形縦走

分岐→森戸川林道終点→南沢尾根→三国峠→乳頭

谷川岳～平標山

山→田浦梅林→京急田浦駅 or JR 田浦駅

不帰キレット
大岳山

参加者：前田、佐藤文、武石、一之瀬、野間、瀧、国

丹沢三峰

島→前島、
（1/30 時点）

本社ケ丸

③ 大島・三原山
日

時：3 月 10 日（金）23:20 横浜港出発

三ツ峠山

11 日（土）高速ジェット船で久里浜

三斗小屋温泉
本社ケ丸

※次回集会で参加者等詳細は決定する。
④ 雨山・桧岳 4 月
バス

高麗山

（吉田）

百蔵山

寄→林道分岐→やどりき大橋→雨山峠→雨山

九鬼山

桧岳→伊勢沢ノ頭→秦野峠→林道秦野峠→やどりき
大橋

周回コース、コースタイムでは 8 時間位。時

間が長いが、日が長くなるので可能。
３．その他
① 平成 28 年度会計報告

（瀧）

名簿確認。メールアドレスも載せる。
② 3 月以降の山行の候補
奥多摩（大岳山）
・丹沢三峰・大磯（高麗山）
次回以降集会日

場所

県民サポートセンタ

２月２７日（月）６０１号室

18:00～20:00

３月１３日（月）６０１号室

18:00～20:00

３月２７日（月）６０１号室

18:00～20:00

４月１０日（月）６０１号室

18:00～20:00

４月２４日（月）６０１号室

18:00～20:00
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