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山行計画

雪稜祭・世附川ロッジ６月１７日（土）～１８日（日）

明神岳東稜・涸沢５月２日（火）～１０日（水）
（前田）

（吉田）山北町世附８７４

参加者：前田 杉澤

集合 15：00

角田

生艸

ＯＢ：吉田元 砂川

☎

0465（78）3636

開始 16：00

朝 砂川秀 大屋 石原 渡邊伸

１８名で予約済み追加は可能

５月２日

前田・杉澤（Ｐ１）22:00 横浜発（車）

参加者は世附川ロッジ直行者と大野山登山者（谷峨駅

（Ｐ１）沢渡→上高地（シャトルバス）～明神

大野山～丹沢湖 歩行 4 時間２０分）に分ける

３日

参加者：吉田

～ひょうたん池（テント）
４日

（Ｐ１）ひょうたん池～明神東稜～明神主峰～ 吉田正

前田

一之瀬

高橋英

三浦

国島

５日

（Ｐ１）奥穂～西穂山荘（テント）

車提供者：前田 山下 砂川

６日

（Ｐ１）西穂山荘～上高地

車組：前田

（全員）上高地～

一之瀬

角田

山下

角田

山下

生艸

吉田元

高橋英

大沢

鈴木

佐藤文

三浦 国島 野間 瀧（１０名）

（全員）涸沢ヒュッテ～横尾山荘・一部は稜線 登山組は谷峨駅９時１０分集合（横浜駅 7:37 発、国府

津駅乗換え、谷峨駅 9:01 着）

往復（小屋およびテント）
１０日

吉田正

（全員）横尾山荘～涸沢ヒュッテ（小屋および 登 山 組 ： 吉 田 雅

テント）
：杉澤は下山

９日

瀧

佐藤文

砂川朝 砂川秀（８名）

横尾山荘（小屋およびテント）

８日

野間

鈴木

生艸 ＯＢ：吉田元 砂川朝 砂川秀（１８名）

前穂～奥穂（テント）

７日

大沢

（全員）横尾山荘～上高地（帰宅）
（予備日）

Ｐ２－１：角田

黒部五郎岳・薬師岳７月２０日夜行（木）～２４日（月）

生艸は上高地バスターミナルへ６日の１

交通機関：7 月 20 日（木）竹橋 22:30 発

３：００頃到着しＰ１およびＰ２－２と合流
Ｐ２－２：吉田

砂川

４：００横浜出発

砂川

石原

（一之瀬・瀧）

渡邊は砂川車で６日

毎日アルペン号

上高地ＢＴ１３：００頃到着

３列シート

コース

Ｐ１、Ｐ２－１と合流

２１日（金）新穂高温泉－わさび平－秩父沢－シシウド

Ｐ２－３：大屋 単独で任意の日時入山し上高地で合流
か横尾へ向かう

ヶ原－鏡平山荘（5:50）
２２日（土）鏡平山荘－弓折乗越－双六小屋－双六岳－
三俣蓮華岳－三俣山荘－黒部五郎小屋（5:55）

東丹沢主脈縦走５月２０日（土）～２１日（日）
（吉田）

２３日（日）黒部五郎小屋－黒部五郎岳－中俣乗越－赤

コース：ヤビツ峠～塔ノ岳～丹沢山～蛭ケ岳～姫次～
焼山～焼山登山口～（タクシー）横浜線橋本駅北口

木岳－北ノ俣岳－太郎平小屋（7:35）
２４日（月）太郎平小屋－薬師岳山荘－薬師岳－薬師岳

歩行時間１２時間３０分

山荘－太郎平小屋－折立（8:20）

コース：ヤビツ峠～塔ノ岳～丹沢山（みやま山荘泊）

＊薬師岳はサブザックでピストン

～蛭ケ岳～姫次～焼山～焼山登山口
みやま山荘：素泊５５００円

折立からタクシー（途中温泉入浴４０分待機サービス）

弁当１０００円

費用：毎旅バス 11700 円

水有料 500cc ペットボトル３００円
要予約 事務所 0463-81-8662

－富山駅－北陸新幹線－東京－横浜

山小屋 090-2624-7229

山小屋：9700 円×３泊

集合：秦野駅７時２５分 7：35 発ヤビツ峠行 並んで待

復路：新幹線 13470 円（3:40）

つ

タクシー：折立－富山

参加者：吉田 鈴木

武石

日帰り：山下（塔まで）
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ジャンボ 25100 円（９人）
普通 19100 円（４人）

トムラウシ山８月１９日（土）～２２日（火）で検討

（前田）
山行報告
ミツバ岳・権現岳

３月２９日（水）

参加者：佐藤文 国島
別紙１枚：佐藤文
高麗山・湘南平（お花見山行）４月２日（日）

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）－善兵衛池コース－大磯港－大磯駅
参加者：吉田 高橋英 鈴木 相澤 高橋泰 佐藤文
一之瀬 三浦

国島

武石

前島

野間

瀧（１３名）

（記録・写真：吉田）
手軽な高麗山のハイキングと湘南平での花見の計画で
あったが、肝心の桜の開花が一週間遅れとなり残念なが
ら花のない花見となってしまった。
大磯駅から平塚方面に住宅街を２０分ほど歩き高来神
社に着く、裏手から女坂を登るとすぐに高麗山に着く。
家族連れやご近所の方が散歩で歩いている姿が多く見

湘南平にて

受けられる。
木々の間から相模湾が見える尾根道を行くと八俵山、

雨山・檜岳４月１６日（日）

右手には平塚、伊勢原方面の住宅街が広がり、湘南平の

コース：新松田駅 7:30（タクシー）－寄大橋 7:50－雨

シンボルのテレビ塔が視界に入ってきた。

山峠 9:52－雨山 10:00－檜岳（昼食）11:05、11:40－

大根草の咲く所を過ぎて少し歩くと湘南平に到着。

伊勢沢ノ頭 12:08－林道秦野峠 13:18－寄大橋 14:27－

桜が咲いていないので驚くほど人の姿が少ない。

寄バス停 15:05、15:40 発新松田駅行きバス

海側のテーブルを確保して花のない宴となりいまひと

参加者：吉田

つ盛り上がりに欠ける。

島

それでも南側には相模湾を北側には山肌に雪のついた

前田

鈴木

一之瀬

武石

野間

前

星野 （８名）

（記録：吉田 写真：前田）

大山の姿を望みながら小宴会

集合時間より早く 7 時３０分にタクシー２台に分乗

用事のある一之瀬さんが下山後、アルコールが入ってい

して２０分で寄大橋へ到着。
今日は雨の心配もなく気温も高く登山日和である。

るのでなだらかな善兵衛池コースを歩き大磯駅へ。

ここで４人が帰宅、残りはグルメ探訪に大磯港まで足

管理棟の横を通って河原沿いの遊歩道では満開のた

を伸ばしたが成果はなし、岸壁は釣りをしている人がた

くさんの桜が目を楽しませてくれる、協賛企業の表示

くさんいました。

板を見ながら１キロ程進むと山道となる。
寄大橋から雨山峠までは、私が知る限りでは丹沢で

大磯町が歴史的建造物の保存を目的として民間に貸し

出して、イタリアンレストランとして営業している築百年 最も身近に沢沿いの登山が味わえるコースである。

地形的には表丹沢とは異なり、西丹沢特有の崩壊し

という 大磯駅前の洋館を見学して大磯駅で解散しまし

た。

やすい石英閃緑岩の白く明るい河原を何度も対岸に渡っ
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たり高巻いたりして高度を上げていく。

今の時期は木々が葉を落としているので蛭ケ岳から檜洞丸

指導標は以前から比べると格段に整備されていて迷

にかけての稜線の眺めがすばらしい。

う心配もない、沢の中を歩く所もあって楽しい。

武石さんが先頭で適当に休憩を取りながら軽快なテンポ
で進み檜岳で昼食、伊勢沢ノ頭を通過し秦野峠に向かって下
り始めると右下に丹沢湖の湖面が見えた。

秦野峠への下り

林道に出る

秦野峠から急な道を林道秦野峠まで下ると舗装された林
道に出て登山道は終了、あとは林道を黙々と下り続けると赤

沢筋を歩く

い寄大橋が見えてとほっとする。

予定よりかなり早く雨山峠に着く。
ここに来るたびに思うのは、登山用具も揃わない昔の
若者たちが夜を徹して歩き、雨山峠を越えて小川谷やザ
ンザ洞など西丹沢の沢登りに挑んだという情熱である
雨山峠を直進するとユーシン、右は鍋割山、左が雨山
方面で急な登りから始まるが雨山、檜岳とゆるやかな道
で足がはかどる。

スタート地点の寄大橋に戻る
ここからさらに３０分歩いて寄バス停に着く。
しだれ桜祭りが行なわれており、花吹雪の下でバスを待つフ
ィナーレでした。

鋸山４月１６日（日）

参加者：山下
集会記録（一之瀬）4 月 10 日（月）18：00～20：00
出席者：吉田、前田、高橋英、鈴木、佐藤文、一之瀬、
三浦、国島、瀧、角田
１．山行報告
①3 月 29 日（水）ミツバ岳・権現山

平坦な尾根を行く
雨山、檜岳も標識がなければどこが頂上なのかわから
ないほど平坦の山頂である。

浅瀬入口までバス。滝壺橋まで歩き、登り始める。初
め慎重に登る。ミツマタは見頃だった。香りが良かった。

石英閃緑岩体に属する山々の特徴として、檜洞丸や畦ヶ
丸なども頂上付近が丸くなっているそうです。

頂上付近で雪、権現岳、二本杉峠まで雪だった。慎重に
下った。平日だったので、バスは谷峨駅までしか行かな

この山域は 登山者の多い丹沢山塊の中では、登山者が少な
くて静かな山歩きが味わえる。

（国島）

かった。御殿場線はすごく時間がかかった。
②4 月 2 日（日）高麗山・湘南平

-3-

（吉田）

崩は起こる。

予定通り出発。高来神社の裏から登る。あっという間
に高麗山に着いた。小さい山を越えて湘南平へ。花は全く

・何年もやっているので、自分たちの判断で実施したの

咲いていなかった。海を見ながら宴会。帰りは海の方へ行

では。地元の人に聞くべきだった。
・降雪中、降雪直後はとても危険だ。雪崩は起きる。

ったが何もなく、駅に戻り解散した。雪をかぶった大山が

・安全か危険かの意識がなかったのではないか。

見えた。よいコースだった。
③4 月 9 日（日）塔ヶ岳

（前田）

8 日は風が強く、9 日に行くことにした。大倉に 7 時に着
き、7：45 小雨の中、登り始めた。途中から風雨が強くなっ

集会記録（一之瀬）

4 月 24 日（月）18：00～20：00

出席者：吉田、前田、高橋英、鈴木、大沢、一之瀬、三
浦、武石、瀧、星野、角田、山下

た。11：30 山頂に着いた。下山は三ノ塔尾根を下る。避難
小屋で温かいものをとり、下山。始めは急坂、30 分ほどで

１、山行報告

なだらかな下りになった。16 時頃大倉に着いた。三の塔尾

①4 月 16 日（日）雨山・桧岳

（一之瀬）

新松田から寄大橋までタクシー。林道を歩き、登山口

根下りは良い道だった。

から登る。寄沢を 4 回ほど渡り返して、緩やかに登る。
雨山峠から急登。尾根を登り、雨山山頂。湘南の海が見

２．山行計画
①

雨山・桧岳

える。広い山頂から下り、急なヤセ尾根を登り、11：05

（吉田）

桧岳山頂。40 分ほど昼食・休憩。再び下って登り、伊勢

・タクシーで一番奥まで行く。蛭の出る所、要注意
② 涸沢、5 月北アルプス
日

沢ノ頭から秦野峠に向かって下る。急坂、慎重に下る。

（前田）

時：5 月 6 日～9 日

コース：横浜－沢渡－上高地－横尾

鈴木さんのパイナップルをいただいて、元気が出る。林
本谷橋－（雪道）

－涸沢小屋－涸沢－上高地

スに乗り、新松田駅へ。新松田駅で解散。各自帰路へ。

明神

長いコースだったが、歩き通せた。

東稜登る。

②4 月 16 日（日）鋸山

参加希望者募る
③ 東丹沢主脈縦走 5 月 20 日～21 日

（吉田）

り、久しぶりに歩いた。登りは 1 時間位、下りは階段が

④ 雪稜祭・世附川ロッジ
・宿泊

（山下）

前田さんの山行を聞いて、行こうと思った。直登の登

小屋泊。自炊（各自用意）コンロ・コッヘル用意

多く、2 時間位かかった。

ロッジまたはバンガロー

・車利用

メニュー考えて買い出し（5 月）

・登山
⑤ 夏山

道秦野峠から長－い林道を歩き。寄バス停へ。15：40 バ

２．山行計画
①5 月 2 日～9 日

谷峨駅－大野山－丹沢湖－ロッジ

上高地

（前田）

OB 含め 10 名参加。行動予定、装備等の説明

黒部五郎岳・薬師岳

・折立－薬師岳－黒部五郎岳－双六岳－新穂高

アイゼンの装着、事前に装着の練習をし、習熟して

・歩行時間長い。新穂高から入るコースを考える。

から山に入る。
② 東丹沢主脈縦走 5 月 20 日～21 日

３．その他

コースの変更

（吉田）

表尾根から入る。

参加者 1 名増：瀧、日帰り参加：山下

那須岳高校生雪崩遭難について意見交換
・樹林帯を出た所で雪崩に遭遇したグループが亡く

④ 雪稜祭・世附川ロッジ

なっている。第 2 パーティーが離れていた。ラッセル

・参加者増：大沢、瀧、山下、砂川夫妻、吉田 OB

は時間がかかる。ビーコンも持っていない。

・車利用

・ 3、40ｃｍ積もったら、雪崩は起こると考えるべき、危
険だ。怖くて登れない。

前田、山下、砂川
メニュー考えて買い出し（5 月）

・歩き組：11 人

・雪崩は起こらないと考えていたようだが、スキー場雪
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谷峨駅集合

・宿泊代、食費は当日集める。

棒ノ折山（高橋泰）

・布団、毛布借りられる。実費必要。
⑤ 夏山

黒部五郎岳・薬師岳

（一之瀬）

・コースの提案：新穂高温泉→双六岳→三俣蓮華岳
→黒部五郎岳→薬師岳→太郎平→折立
・毎旅バス、新幹線、観光タクシーを利用
⑥ 夏山

薬師岳

（

瀧

）

・コースの提案：室堂→ザラ峠→鳶山→越中沢岳→
スゴ乗越→北薬師岳→薬師岳→太郎平→折立
・天候が悪く、薬師岳にトライできない場合、来年
実施してもよい。
⑦ トムラウシ

（前田）

程：8 月 19 日（土）～22 日（火）

日

・山中 2 泊、食料、シュラフ持参。
・防寒対策は本 3000ｍ級の山に登るつもりで準備すると
良い。
集会日

場所

県民サポートセンタ

５月１５日（月）６０２号室

18:00～20:00

５月２９日（月）１５０２号室

18:00～20:00

６月１２日（月）３０６号室

18:00～20:00

６月２６日（月）３０６号室

18:00～20:00

７月１０日（月）６０２号室

18:00～20:00

（７月２４日（月）６０３号室

18:00～20:00）

２４日は山行日と重なるので変更予定
８月７日（月）６０１号室
８月２１日（月）６０１号室

18:00～20:00
18:00～20:00

山行を希望する山
夏山

飯豊山

秋

北八ヶ岳（佐藤文）

秋

北八ヶ岳（武石）
谷川連峰馬蹄形縦走
谷川岳～平標山
不帰キレット
大岳山（高橋泰）
丹沢三峰
本社ケ丸（吉田）
三ツ峠山（吉田）
三斗小屋温泉
百蔵山・扇山
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