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山行報告
弘法山・権現山（新年会）１月１４日（日）
参加者：吉田 前田 高橋

加賀屋 鈴木 佐藤悦 相澤

佐藤文 一之瀬 三浦 武石 野間 前島 瀧 角田
飯田 池田 芳賀（18 名）
集合：海老名駅 8：30－イオンで買い出し‐鶴巻温泉駅
‐弘法山‐権現山－秦野駅
（記録：吉田 写真：佐藤文、吉田）
恒例となった権現山（243ｍ）山頂での新年会です。
今年は風がない絶好の天気に恵まれておでんをメインと
したいろいろな食べ物、飲み物を食べたり、飲んだりしな
がら、話がはずみ楽しい時間を過ごしました。
前田さん持参のバーボンウイスキー（Four Roses）のホ
ットが大人気でした。
寒い時期ながら会の行事としては参加者が一番多いのも
歩行時間が短く手軽に参加できることがあると思います。
来年の新年会も多数の参加よろしくお願いします。
食材の準備、備品の用意、おでんの調理等、皆さんの
ご協力ありがとうございました。
山行計画
衣張山１月２８日（日）（池田）
集合時間：鎌倉駅 8：50 分。 ９：00 出発
・雨天中止（前日 17 時の天気予報で５０％以上雨）
・1 月 22 日（月）参加者決定
【コースタイム】
９：00 鎌倉駅 ⇒ 鎌倉鶴が岡八幡宮経由 ⇒９：30 鎌
宮（大塔宮））⇒ 永福寺跡経由 ⇒ ９：50 獅子舞登り
口

⇒ 10：15 天園ハイキングコース（右折） ⇒

瑞

泉寺下り分岐経由 ⇒ 10：40 明王院 ⇒ 10：50 報国
寺

⇒ 10：55 巡礼古道（衣張山）入口 ⇒11：20 衣張

山（１４０M）
（ 休憩）11：50 発 ⇒ 法性寺方面へ 12：
15 お猿畠の大切岸 ⇒ 12：20 まんだら堂やぐら群・名
越切通し ⇒ 12：30 小坪 7 丁目遂道前（注 1）⇒ 13：
10 鎌倉駅
（注 1）又は、ここからバスで逗子海岸沿いのイタリアン
年々会員の高齢化が進み、体力や健康面で山登りが厳し

「カンティーナ」で食事（要予約）

くなっても、この新年会に参加することで皆の顔を見て
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お互いにパワーをもらえるいい機会だと思います。

・1 月集会で検討
③ 浜石岳

浜石岳２月１１日（日）
（吉田）

（吉田）

横浜駅 6：36 熱海行乗車－熱海乗換 7：59、8：02－由比

・2 月 11 日（日）

駅 8：58 着 （2270 円）

・横浜駅 6：36→由比駅 東海道線 8 両目に乗る。

コース：由比駅－西寺山コース－浜石岳

・復路は、興津駅から乗車（往復購入は、興津まで）

：2 時間４５分

浜石岳－薩埵峠（さったとうげ）３時間

・参加者：吉田、前田、高橋英、鈴木、佐藤文、

薩埵峠－興津駅 ：１時間１０分 帰りは興津駅から乗車
参加者：吉田

前田

高橋英

鈴木

佐藤文

三浦

武石、三浦、野間、瀧、芳賀（12・18 時点）

武石

野間 瀧 芳賀 星野

３．その他
① 次年度会費納入

鐘ケ岳２月２４日（土）（佐藤文）

（ 瀧 ）

会費納入者：26 名 退会：4 名

参加者：鈴木 佐藤文 野間 池田 芳賀

② 新年会 参加者募集中

（前田）

1 月 7 日（日）13：00～16：00
集会記録（一之瀬） 12 月 18 日（月）18：00～20：00

ＯＢ・現会員 京急鶴見駅集合 12：45

出席者：吉田、前田、高橋英、佐藤悦、大沢、鈴木、佐藤

会費：5,000 円＋飲み代

文、一之瀬、武石、三浦、野間、瀧、堀江、芳賀、 ③ 山行届の提出について
角田
１．

個人山行を計画し、会に届けた場合、下山後、会長（副
会長）に報告する。会として対処するために、メールで

山行報告

① 箱根三国山

（吉田）

11 月 26 日（日）

よいので、連絡する。

（吉田）

湖畔から歩き始め、途中、揚げたてのコロッケを食べて

④ 近況報告

展望台に向かった。展望台は眺めがよく、観光客も多かっ

佐藤悦：３月位まで行ったり来たりする。近場を歩

た。芦ノ湖スカイラインの脇の登山道を歩いた。天気も良

いている。山は行きたいが…

く、雪をかぶった富士山が正面に見えた。途中の尾根で昼
食。山頂から 30 分程で下に下りた。県営キャンプ所の横

４．リーダー会

を通り、バス停へ。強羅までバスに乗り、登山電車に乗っ
て戻った。
② 石割山

（前田）

勉強会をしてはどうか。健康・体力作り、体力の維持
など、持ち回りで調べて発表してはどうか。

12 月 2 日（土）

（武石）

八王子に 7 時集合。富士山駅からバスで登山口へ。

５．山行を希望する山

10：30 頃から登り始めた。神社に続く長い石段を登り、

日向山、毛無山、三つ峠山、日光沢、薬師岳、八ヶ岳、

石割の大きな石の周りを歩いて、山頂に向かった。山頂は

北海道、荒川三山、木曽駒・空木岳、

すごい人だった。頂上はガスで、期待した景観は見られな
かった。山中湖畔に続く山を歩き、14：30 湖畔に着いた。 集会記録（吉田）1 月 8 日（月）18：00～20：00
バスで富士山駅に行き、往路を戻った。

出席者：吉田 前田 鈴木 佐藤文 武石 野間 瀧
池田 芳賀（８名）

２．山行計画
① 弘法山・権現山 1 月 14 日（日）

２．
（吉田）

山行報告

タカトリ山（ハイキング）1 月 26 日（日）前田

・分担 コンロ：武石・前田 大根：芳賀、一之瀬

２．山行計画
① 弘法山・権現山（新年会） 1 月 14 日（日）

玉子：鈴木 コッフェル：高橋
・下山：今年度は秦野駅へ下りる。

田）

・参加者：吉田、前田、高橋英、佐藤悦、大沢、鈴木、

集合：海老名駅改札８：３０

佐藤文、一之瀬、武石、三浦、野間、瀧、堀江、

鶴巻温泉駅‐吾妻山‐弘法山‐権現山‐秦野駅

芳賀、角田（12・18 時点）

会費１０００円
-2-

（吉

② 衣張山

（池田）

・分担 コンロ：武石・前田 大根：芳賀、一之瀬
玉子：鈴木 コッフェル：高橋
・参加者：吉田 前田 高橋 加賀屋 大沢 鈴木
佐藤悦

相澤

佐藤文

一之瀬

三浦

武石

野間

前

島
前島 瀧 角田 飯田 池田 芳賀 堀江（２０名）
② 衣張山

1 月 2８日（日）

山行計画参照

（池田）

（池田）
③ 浜石岳 2 月 11 日（日） 山行計画参照（吉田）
３．その他
前回の集会に続き今年度の登りたい山について。

奥鬼怒温泉郷（日光沢温泉）
谷川岳
岩木山
北海道の山 南アルプス

集会日

場所 県民サポートセンタ

２月５日（月）６０３号室
２月１９日（月）６０２号室
３月５日（月）６０１号室
３月１９日（月）６０１号室
４月９日（月）６０２号室

18:00～20:00
18:00～20:00
18:00～20:00
18:00～20:00
18:00～20:00

４月２３日（月）６０２号室

18:00～20:00

５月１４日（月）６０２号室

18:00～20:00

５月２８日（月）６０２号室

18:00～20:00

６月１１日（月）６０２号室

18:00～20:00

６月２５日（月）６０２号室

18:00～20:00
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