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山行計画

てから、風化作用(物理的・化学的作用）によって形成さ

西穂高岳５月上旬（前田）

れたものです。
中間の 15 丁目石碑辺りで水分補給後、まもなく急な石

雪稜祭・芦ノ湖キャンプ村６月９日（土）～１０日（吉田） の階段が、なが～く長く続いてフーフー登り切ってやっ
ケビン棟（６名定員）を３棟＝１８名
車２台予定（前田、武石）

予約済み

と浅間神社に着いた。

参加者募集中

さぞかしご利益多々と一同社殿に向かって祈願。
鐘が嶽（５６１M）頂上は冷風が吹くが陽ざしがあり穏

山行報告

やかで、カスミの向こうにランドマークがかすかに見え

鐘ケ岳

る。

晴れ

２月２４日（土）
行程

参加者：大沢

5 時間 40 分
鈴木

集合：本厚木駅改札

佐藤文

芳賀

前島

池田

6名

7 時 40 分

【コース、タイム】
厚木バスセンター 8：00 発～8：45 広沢寺温泉入り口 ⇒
10：10 浅間神社 ⇒ 10:15 鐘が
嶽（休憩）11:25 ⇒ ⒒:00 山の神遂道

⇒ 12:00 広沢寺駐

車場（休憩）12:10 ⇒ 12:55
見城山（昼食）13:25 ⇒ 14:20 七沢リハビリ病院入り口 ⇒
14:24 バス⇒14:45 本厚木駅

解散

【行程概要】
厚木バスセンターから 40 分程乗り広沢寺温泉入口で下

鐘ケ岳

車。車道を 10 分ほど進むと鐘が嶽登り口の鳥居に着いた。

休憩後、次に目指す日向山で昼食にすることとし山ノ

鐘が嶽は昔の人々が「山の神」として深い信仰心を寄せ、 神隧道方面へ下る。
山頂手前の七沢浅間神社まで 1 丁目から 28 丁目までの箇所

途中何か所もロープがある急斜面を慎重に降りる。

に石碑が置かれている。

山ノ神遂道横の分岐に出て少し迷ったが右折し隧道を

1 丁目の鳥居を通り抜け雑木林のなか、石碑を数えながら
のんびり進んだ。

通り抜け 15 分程進んだ辺りで地図を確認すると逆走に気
づき折り返し、再度隧道を通り抜け３０分程下って広沢

途中、足元には幾重にも玉ねぎの皮を剥いたような不思

寺温泉の駐車場に着いた。

議な岩石が点在している、何だろう？？（厚木市資料：昔、
隆起でできた東丹沢山域だけに見られる凝灰石の摂理が露
出し風化した石類。通称タマネギ石）

養鱒場の女性に日向山への道案内を聞いたところ、ど
うやら途中、日向山へ続く林道分岐を 10 分程通り越した
らしい。しかし、すぐ前の神社側から見城山方面経由で
玉ねぎ石

長い石段

行けると聞きこのコースを上ることとした。

タマネギ石のできかた
タマネギ石は丹沢が隆起して凝灰岩類が地表に露出し

登山道は整備されて歩き易いが 40 分程上りが続き疲労
と空腹により頂上手前の見晴らしの良い広場で昼食を摂
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った。
眼下には厚木市内が広がり、遠くに横浜のビル群が一望
できる。汗をかいた体に冷たい風が心地よい。

見城（みじょう）山
見城山（３７５M）頂上には七沢城の詰城跡の案内板があ
った。
（厚木市資料；1400 年代この地域を支配した上杉朝昌
が城主とする七沢城があった。現在城址は七沢リハビリ病
院敷地となっており玄関前に城址碑がある）
この後、予定の日向山は中止し七沢温泉方面に下山した。
今回の山行は、途中コース間違いや予定変更もありまし
たが、余裕をもって楽しく終えることが出来ました。

ちょっと心配していたが雪は全くなかった。

同行の皆様に感謝です。

風が強かったので風の当たらないところを見つけ昼食

（記録：池田、写真：佐藤）

をとる。
H２９年５月に「金時山を愛する友の会」が寄贈した新

金時山

H３０年３月１１日（日）

しい標柱がありそこで写真を撮ったあと１２：２０下山

曇りのち晴れ
参加者：佐藤文

開始。１３：００矢倉沢峠→１３：１５登山口に無事下
大沢

三浦

前島

芳賀

山した。

コース：大船駅→小田原駅→箱根湯本→乙女峠バス停→乙

行きの箱根登山鉄道に乗っていた時に窓から見事な桜

女峠→長尾山→金時山山頂→矢倉沢峠→金時山登山口入口

が咲いていたのが見えたので途中下車して桜を見に行く

→仙石バス停→風祭→小田原駅

ことにした。

大船駅７：１８発に乗車→小田原駅 7：５６着。
8：１２発の箱根登山鉄道乗車→箱根湯本駅８：２７着。
８：５０発の御殿場アウトレット行のバスに乗車→９：
３０乙女峠バス停着。
残念ながら富士山は雲の中でした。
９：４０登山口を出発する。１０：２０乙女峠着。
展望台からは相変わらず富士山は拝めず集合写真を撮
る。少し上ったところのベンチで小休憩した。
１１：００広く平坦な長尾山頂（１１４４ｍ）に到着。
溶岩がゴロゴロしたところを登って１１：４５金時山山頂
（１２１２ｍ）に到着。
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１３：４０発の仙石バス停から乗車。
風祭で下車する。鈴廣前の駐車場に満開の桜がたくさん
あり見事でした。
『大漁桜』という品種だそう。
桜鯛の色と漁の時期にちなんでこの名がついたそうで
す。十分桜を堪能した後１５：４０発のバスに乗り小田原
駅へ。それぞれ無事に帰途についた。
残念ながら富士山は見られなかったが美しい桜に出会え
た楽しい山行でした。皆様ありがとうございました。
（記録：芳賀、写真：佐藤）
塔ノ岳（大倉尾根）H３０年３月１１日（日）
参加者：前田

鈴木

武石

野間

瀧

石井

（土屋）

ゆっくり富士山を眺めながら昼食をとる。
その後、足柄万葉公園の方面に下山。
山伏平の分岐を過ぎ万葉公園に到着。足柄明神の鳥居
に輪くぐりがあり、皆八の字にくぐり無病息災を祈った。
足柄古道に進む。石畳はだいぶ崩れたりして歩きにく
（写真：石井）
矢倉岳

H３０年３月２５日（日）

参加者：佐藤文

三浦

かった。道もかなりあれている。
晴れ

途中「金太郎の金ぶた石」という標柱が立っていて上

芳賀

の方に大きな石があったが何のことかよくわからなかっ

コース；７：００大船→７：４８大雄山線小田原→８：３

た。車道に出たりまた古道に入ったりを何回か繰り返し

０箱根登山バス関本バス停→矢倉沢バス停→１０：５０矢

下って行った。じきに地蔵堂のバス停に到着。

倉岳→１２：００山伏平→１３：００足柄万葉公園→１４：

まもなくバスも来て乗車。無事帰宅に着く。

２５地蔵堂バス停→１４：５０関本→１５；３４小田原

二つとも目的を達成でき楽しい山歩きでした。ありが

今回の矢倉岳の目的は矢倉沢バス停近くの春めき桜と最

とうございます。（記録：芳賀、写真：佐藤）

近ずっと振られっぱなしの富士山である。
矢倉沢バス停で降り少し行くと川沿いの空き地に見事な
春めき桜が満開だった。

三浦アルプス集中登山４月１日（日）
A 班：神武寺－鷹取山－畠山－安針塚

ひとしきり桜を堪能した後、矢倉岳に向かって出発。

メンバー：武石、前田、芳賀

農道や山道をずっと登っていく。途中すみれの花に春を
感じながら、右の木立の間からは雪化粧した美しい丹沢の

B 班：逗子・新逗子－長柄交差点－森戸川林道－畠山－安

山々を見ながら気分よく歩くことが出来た。

針塚

メンバー：佐藤、吉田、角田

突然急に開けた山頂に出る。正面には大きな富士山のお
出迎え。最高の景色でした。

Ｃ班：逗子・新逗子－長柄古墳－阿部倉山－二子山－畠

山頂は結構な人でにぎわっていた。金時山や箱根の山も

山－安針塚

良く見えた。
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メンバー：鈴木、星野、高橋

① 鐘ヶ岳
Ｄ班：逗子・新逗子－長柄古墳－阿部倉山－二子山－畠山
－安針塚

（佐藤文）

・時間があれば、日向薬師のハイキングコースへ。

メンバー：三浦、瀧

② 訓練山行

塔の岳

・渋沢駅北口
E 班：安針塚－畠山－安針塚

隧道

（野間）

7：30 集合。バス停に並ぶ。7:36 発

・ヘッドランプ用意。

メンバー：石井

・参加者追加：武石、瀧、星野
③ 三浦半島里山歩き

集会記録

2 月 19 日（月）
（一之瀬）18：00～20：00

（前田）

日時：4 月 1 日（日）9：00 出発

出席者：吉田、前田、高橋英、鈴木、大沢、佐藤文、

3 コースで

参加者：19 日集会参加者全員

一之瀬、三浦、武石、瀧、野間、星野、芳賀、

・次回集会で、詳細提案。地図を読み、歩く。

角田、石井

・ 3 月 19 日の集会で、地形図の読み方、GPS の使

１．山行報告
① 大楠山

い方等について、研修する。

2 月 9 日（金）

（前田）

・国土地理院の電子地形図（A0～A4）必要な個所を

安針塚から、地図を頼りに歩く。塚山公園から里山

任意の範囲で切り取れる。有料。市販の三浦半島

を進み、大楠山に向かった。大楠山から前田橋に下山。

の地図もある。

16:00 頃、前田橋からバスに乗って戻った。コースタイ
ムの公表されていないコースを、地図とコンパス、GPS

３．その他

を頼りに、里山を歩くのは面白い。

① スポーツ安全保険

② 二子山

2 月 15 日（木）

（前田）

・ 3 月中に申し込み。

新逗子 11：00 過ぎに出発。住宅街を抜け、少し上が

・希望者：昨年度申し込み者継続、芳賀、石井

った所にある長柄古墳に着いた。古墳から長柄交差点

②雪稜祭について

に下り、森戸川沿いに進み、二子山の登山道を登る。

・候補地：世附川ロッジ、芦ノ湖キャンプ村、奥日

阿部倉山から森戸川沿いの林道に出て、駅へ向かった。

光湯元温泉・おおるり+日光白根山

ここは、いろいろなコースがあるので面白い。
③ 浜石岳

2 月 11 日（日）

（吉田）

・芦ノ湖キャンプ村で予約、白根山は、山行でも可。

（星野）

13 名参加。熱海で合流し、由比へ。電車旅も満喫で

集会記録 ３月５日（月）（前田）18：00～19：00

きた。由比駅から、1 時間位舗装道路を歩いて、登山

出席者：前田

道に入った。順調に登り、展望台に着いた。景色を楽

芳賀

しんで、山頂に向かった。12 時ころ、山頂に着き、昼

大沢

山行報告：鐘ケ岳

食にした。12：50、山頂を出発。下山路が長く、2 グ

鈴木

佐藤文

武石

本厚木のバス停が遠くて乗り損ね１時間待つ。天気良
広沢寺温泉までバス４０分くらい。

て下り、駅に向かった。興津駅から戻った。

石段が多い登り。何丁目、何丁目という案内。

④ 下曽我丘陵

たまねぎ石（凝灰岩）

（一之瀬）

5 名参加。上大井駅から、青い空に映える富士山や

瀧

２月２４日（土）
（佐藤）

ループに分かれた。薩埵峠の景色の良いところを歩い
2 月 17 日（土）

野間

浅間神社から少し先が鐘ケ岳

昼には早いので先まで行く

隧道に吸い込まれるように

梅を見ながら歩き、50 分ほどで四季の里へ。ここで野

行って道を間違えて３０分ロス。

菜などを購入した。少し歩くと、杉林の中の土道にな

日向山に行かず登り返しがいやなので未丈山に行き昼食

り、気持ちよく歩いた。六本松跡を過ぎると、舗装道

13：00

路になり、みかん畑の中を、曽我丘陵の緩やかなアッ

バス便少ないので車道歩き、途中バスに乗り帰る

プダウンを繰り返して歩き、農道記念碑のところで昼

低い山とあなどったが大変ひいひい言った

食にした。坂道を下り、国府津駅に着き、解散した。

前島さん（俺、もういいよ！）

２．山行計画

雪稜会：雪稜祭の当日の朝、車数台（有志）で買い出し、
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３０分休み七沢温泉に向かい降りる

乗り合いの都合で決める

場所：芦ノ湖キャンプ村

レイクサイドヴィラ

車提供：前田・武石
集会記録

3 月 19 日（月）
（一之瀬）18：00～20：00

・３部屋予約（18 名分）

出席者：吉田、前田、高橋、大沢、鈴木、佐藤文、一之瀬、

宿泊費合計

75,000 円

・小田原駅近くのスーパーで食材を購入する案。

国島、武石、野間、瀧、芳賀、石井

・ 10 日は、堂ケ島渓谷の川沿いを歩く。

１．山行報告
① 塔の岳

3 月 11 日（日）

（野間）

集会日

渋沢駅に集合、大倉行きのバスに乗り、8：00 頃歩き始め

場所

県民サポートセンタ

４月９日（月）６０２号室

18:00～20:00

た。堀山茶屋で、スパッツをつけた。登りの連続で足がつ

４月２３日（月）６０２号室

18:00～20:00

ったが、頂上まで登った。山頂は風が強く、尊仏山荘で昼

５月１４日（月）６０２号室

18:00～20:00

食をとった。12：50、鍋割山には寄らずに大倉尾根を下っ

５月２８日（月）６０２号室

18:00～20:00

た。山頂は霧氷がきれいだった。

６月１１日（月）６０２号室

18:00～20:00

６月２５日（月）６０２号室

18:00～20:00

② 金時山

3 月 11 日（日）

（佐藤文）

乙女峠から仙石原に下りるコースに行った。登り 2 時間、
頂上は期待した富士山が見えなかった。13：30 頃、バス停

山行を希望する山

に着いた。途中、風祭駅で途中下車し、お花見をした。大

毛無山

漁桜というきれいな桜が咲いていた。15：00 頃、バスに乗

三つ峠山

車、小田原に戻った。

木曽駒ケ岳・空木岳
薬師岳
北横岳・蓼科山

２．山行計画
① 三浦半島里山歩き

荒川三山

（前田）

日時：4 月 1 日（日）9：00 出発

北海道：知床（羅臼岳）
、斜里岳、雌阿寒岳等

3 コースで

Ａコース：神武寺‐鷹取－畠山－安針塚
Ｂコース：逗子－長柄交差点―阿部倉山－畠山
Ｃコース：逗子－長柄古墳－阿部倉山－後山－畠山
Ｄコース：前田橋－大楠山－後山－畠山
集合場所・時間：畠山、15：00
・地図、方位磁針、スマートフォンの位置情報を利
用し、コースを歩く。
・スマートフォン：地形図をダウンロードしておくと、
電波が通じない所でも現在地を捉えられる。
・ヤマレコ：歩いた跡が足跡マークで表示されるの
で、登山道が推定できる。
・ジオグラフィカ
・衛星によって位置を捉えるので、上空が開けてい
る所が良い。
３．その他
① スポーツ安全保険
・申込み

Ｃ： 2 名

（吉田）
Ｂ：12 名

②雪稜祭について
日時：6 月 9 日（土）～10 日（日）
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