雪稜通信

第 544 号 H29,3,3 発行 32 部 横浜雪稜会 6021pdok@jcom.zaq.ne.jp
東丹沢主脈縦走５月２０日（土）～２１日（日）
（吉田）

山行計画
一ノ倉沢出合３月６日（月）～７日（火）

コース：大倉～塔ノ岳～丹沢山～蛭ケ岳～姫次～焼

（前田）

山～焼山登山口～（タクシー 37 分）横浜線橋本駅北口

参加者：前田他３名

歩行時間１２時間３０分
大島・三原山３月１０日（日）

詳細後日

（前田）

カモシカ山行と小屋泊も検討

集合 関内駅南口改札出た所 ２２時３０分
行き：大型客船（和室）大桟橋 23：30 発

大島６時着

帰り：高速ジェット船 大島 15：30 発 東京 16：45 着

雪稜祭・世附川ロッジ６月１７日（土）～１８日（日）

行程：大島・岡田港からタクシーでテキサスコース入口

集合 15：00

まで行き三原山登山（4 時間３０分）

参加者は世附川ロッジ直行者と大野山登山者（谷峨駅

交通費：東海汽船（行き）2650 円、（帰り）5420 円

～大野山～丹沢湖 歩行 4 時間２０分）とに分ける

タクシー代一人 600 円位

参加者：吉田 前田

参加者：前田、鈴木、国島、野間、角田、星野、生艸

野間

（佐藤文）

開始 16：00

鈴木

佐藤文 国島 武石

角田

車提供者：前田、武石

九鬼山３月１９日（日）

（吉田）

山行報告

集合：八王子駅８時 8：10 発甲府行き乗車

秦野・弘法山（新年会）１月１４日（土）

猿橋駅 8：52 着（横浜駅 6：50 発で八王子駅 7：55 着）

（写真：山下）

コース：猿橋駅－神楽山－御前山－馬立山－札金峠－紺
屋の休場－九鬼山－愛宕神社コースを下山－富士急禾生
駅

（歩行５時間３０分）

参加者：吉田 鈴木

佐藤文 武石 前島 野間 瀧

高麗山・湘南平（お花見山行）４月２日（日）

（吉田）

集合：大磯駅改札９時３０分
コース：大磯駅－高来神社－高麗山－八俵山－浅間山－
湘南平（花見）－大磯駅 （歩行２時間）
持ち物：ビニールシート
参加者：吉田 鈴木
瀧

佐藤文 国島 武石 前島 野間

角田

雨山・桧岳４月１６日（日）

（吉田）

集合：新松田駅 7 時４０分
コース：新松田駅（タクシー）－みんなの森オートキャ
ンプ（416m）－雨山峠－雨山－檜岳－伊勢沢ノ頭－秦野

三浦アルプス２月５日（日）

峠－やどりき大橋－寄（バス）16：40、17：40、18：05、 コース：京急逗子駅（９時集合バス）－風早橋－仙元
18：45、19：20－新松田駅
参加者：吉田 鈴木

歩行（７時間３０分）

一之瀬 武石 野間 瀧

星野

山－観音塚－連絡尾根分岐－森戸川林道終点～南沢～
三国峠出合－三国峠－乳頭山－田浦梅林
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参加者：吉田 前田

一之瀬 国島 武石 前島 瀧

（７名）
新逗子からバスで風早橋下車。ショートコースで仙元山
へ。富士山がきれいだった。２５０段の階段を上がり、大
山分岐へ。少し休憩して、観音塚、連絡尾根分岐を経て、
森戸川林道を下った。１１時過ぎに昼食にし、南沢を遡行。
初めは沢の横を歩いたが、六把峠分岐を過ぎる頃から沢の
中を歩いた。三国峠出会いから１０分ほど急登し、乳頭山
に着いた。急な下りを下りて、田浦梅林に１３時ころ着い
た。３０分ほど休憩して、帰路についた。予定より早かっ

ふじみ茶屋から富士山

た。
（国島）

前半は江ノ島と相模湾の先の雪の富士山、連絡尾根分
岐から森戸川までの急な下り、高低差はないが南沢の遡
行も興味深く歩け、三浦アルプスにもこんな所があるの
かと感心しました。
乳頭山から横須賀の海の先には横浜方面の眺め、田浦梅
林での一服と大変変化の多い楽しめるコースでした。
ガイド役の国島さんがいなければ辿れないルートを歩け
ました。ありがとうございました。
（吉田）
金時山２月２５日（土）
コース：箱根湯本駅（バス）－乙女峠バス停－長尾山－金
時山－矢倉沢峠－仙石（バス）－小田原駅

参加者：吉田 前田

高橋英

鈴木 高橋泰 佐藤文

武石 瀧 山下
（記録：吉田、写真：佐藤文、山下）
湯本駅から御殿場アウトレット行きの「施設めぐりバス」
は登山客満員で社名のとおりの“箱根登山バス”となり箱
根裏街道（国道１３８号線）を登り、乙女トンネルを通過
するとすぐに乙女峠バス停に着いた。
湯本と比べる標高も高くかなり気温が低いようだ。
昨晩に降ったのであろうか少し積雪も見られる、最近の

金時山手前の登山道

天気の様子から雪はないと思っていたが意外であった。
ふじみ茶屋の駐車場で支度をして道路を横断して登山道

長尾山の広い山頂に着くと金時山山頂の小屋も視野に

に入る。北側の樹林を歩き乙女峠に着く。

入って来る、金時山山頂はいつも混雑しているが今日は

右は丸岳、左は金時山方面である。

登山者も少ないのでテーブルで食事をする。

このルートは最短で箱根外輪山の尾根に到達出来るので利
用価値が高い。

鈴木さんから頂いた美味しいおはぎを皆で味わいまし
た。ごちそうさまでした。

尾根をたどると北側の日当たりが悪いところは凍結してい
るが手掛かりとなる木が多いので楽に歩ける。

頂上からは芦ノ湖、神山、ゴルフ場など展望がすばら
しいが、風が冷たいので早めに下山を開始。
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金時山頂上＆おはぎ

五百羅漢

スポーツ安全保険
加入申込締切日

３月２７日（月）集会日

申込済者
Ｂコース（６５歳以上、1200 円）
冬の金時山登山で一番いやなことは南面の登山道が泥道

吉田雅、前田、鈴木、佐藤文、国島、武石、野間、瀧、

と化すことである、今日も山頂からｊん８うぐいす茶屋ま

Ｃコース（６４歳以下、1850 円）

では登る人も下る人も足元に気を使って歩いている。

前島

明神ケ岳へ延びているハコネザサの縦走路が見えるよう
になると矢倉沢峠のうぐいす茶屋は近い。

集会記録 2 月 13 日（月）18：00～20：00
（一之瀬）

茶屋には今日も居酒屋の幟が出ていて、先着の英さんの
話だとサービスが良いそうだ。

出席者：吉田、前田、高橋英、鈴木、佐藤文、一之瀬、
武石、野間、瀧、国島、星野、角田

男４人がその場を去り難くしていると、主人が旅する蝶
として知られるアサギマダラがここまで翔んできた写真と
その説明を始める。

１．山行報告
①2 月 11 日（土）三浦アルプス

（国島）

新逗子からバスで風早橋下車。ショートコースで仙

（アサギマダラは国蝶を選定するときにはその候補にもあ

元山へ。富士山がきれいだった。２５０段の階段を上

がったそうである）

がり、大山分岐へ。少し休憩して、観音塚、連絡尾根

後ろ髪を引かれる思いで下山して、登山口の蔵一のトイ

分岐を経て、森戸川林道を下った。１１時過ぎに昼食

レ前で汚れた靴を洗い、時間に余裕があったので五百羅漢

にし、南沢を遡行。初めは沢の横を歩いたが、六把峠

で名高い長安寺に立ち寄った。

分岐を過ぎる頃から沢の中を歩いた。三国峠出会いか
ら１０分ほど急登し、乳頭山に着いた。急な下りを下
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集会記録 2 月 27 日（月）18：00～20：00（吉田）
りて、田浦梅林に１３時ころ着いた。３０分ほど休憩して、 出 席 者 ： 吉 田
武石

帰路についた。予定より早かった。

前田
前島

鈴木
野間

高橋泰

瀧

佐藤文

国島

角田

○他の方の感想

１．山行報告

・高低差は少ないが、楽しめる沢だ。

２月２５日金時山

・近いので、晴れた日に行きたい。

・雪があったのでた良かったが富士山は全体が見えず

・連絡網があると良い。→

・乙女峠バス停からは登りやすい

全員となると難しい。参

・山頂は風があり寒かった

加希望者だけに連絡するので良いのではないか。
・変化に富んで楽しかった。

・バスが往復混んでいた

２．山行計画

２．山行計画打合せ（上記計画参照）

① 金時山

（山下）

時：2 月 25 日（土）

日

３、スポーツ保険
３月２７日までに希望者は申込む

※軽アイゼン・スパッツ必携
② 大島・三原山

他の保険に加入してない人は加入を推奨します

（前田）

時：3 月 10 日（金）23:20 横浜港出発

日

11 日（土）高速ジェット船で東京

集会日

場所

県民サポートセンタ

予約状況が厳しい。往路は椅子席。復路は、久里浜行き 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

コース：詳細は次回集会で提案。

５月１５日（月）６０２号室

18:00～20:00

参加者：前田、鈴木、佐藤文、一之瀬、国島、野間、

５月２９日（月）１５０２号室

満席のため、東京行きになった。
用：往路 2,650 円、復路 5,420 円

費

キャンセル待ちにしたため、割り引きは使えない。

星野、角田（2 月 13 日予約済）
百蔵山 or 九鬼山

③
日

６月１２日（月）３０６号室

18:00～20:00

６月２６日（月）３０６号室

18:00～20:00

山行を希望する山

時：3 月 19 日（日）

詳細は、次回

５月連休

④ 雨山・桧岳 4 月
日

（吉田）

北八ヶ岳

夏山

トムラウシ山

寄→林道分岐→やどりき大橋→雨山峠→

夏山

黒部五郎岳、薬師岳

雨山→桧岳→伊勢沢ノ頭→秦野峠→林道秦野峠

夏山

飯豊山

→やどりき大橋

秋

時：４月 16 日（日）

周回コース

参加者：吉田、鈴木、一之瀬、武石、瀧、野間、星野（2
月 13 日時点）
⑤花見山行
日

湘南

高麗山

谷川連峰馬蹄形縦走
不帰キレット

時：4 月 2 日（日）

大岳山
丹沢三峰

時：6 月 17 日（土）～18 日（日）

世附川ロッジ

北八ヶ岳
谷川岳～平標山

⑥雪稜祭
日

涸沢、徳本峠、西穂独標

７月

コース：バス

18:00～20:00

3 月、予約

３．その他

本社ケ丸

棒ノ折山

三ツ峠山

百蔵山・扇山

三斗小屋温泉
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