雪稜通信

第 558 号 H30,6,15 発行２９部 横浜雪稜会 6021pdok@jcom.zaq.ne.jp
9/3(月)

山行計画
７月２１日（土）～２３日（月）尾瀬
参加者：前田

三浦

芳賀

里岳⇒上二俣⇒尾根(新道)コース)⇒下二股

（前田）

清岳荘《７時間２０分、標高差 857m、距離 10Km》

吉田元

レンタカーで雌阿寒岳野中温泉へ

計画は次回集会で

9/4(火)

雌阿寒岳温泉口⇒雌阿寒岳⇒雌阿寒岳温泉口

《３時間４０分、標高差 794m、距離 5.8Km》

８月２日（木）夜行３日（金）～６日（月）室堂－薬師岳
－太郎兵衛平

清岳荘⇒下二股⇒(沢(旧道)コース)⇒上二俣⇒斜

余力があれば、阿寒富士からオンネトー湖畔周遊

（瀧）

２日：京急ホーム 20:45 集合

レンタカーで阿寒湖温泉へ

竹橋 22:30 発

３日：室堂 7:00 着－浄土山－ザラ峠－五色ケ原山荘

（予備日：順調であれば、雄阿寒岳登山）

（4 時間２０分）

9/5(水)

滝口⇒雄阿寒岳⇒滝口 《６時間、標高差 954m、

４日：五色ケ原山荘－越中沢岳－スゴ乗越小屋

距離 11.4Km》

（５時間４０分）

レンタカーで釧路空港へ

５日：スゴ乗越小屋－北薬師岳－薬師岳－薬師岳山荘－
太郎平小屋

９月２２日（土）～２５日（火）木曽駒ケ岳・空木岳・恵

（６時間１０分）

６日：太郎平小屋－折立―入浴後富山駅（タクシー）

那山 （一之瀬）

富山駅（新幹線）－東京―横浜

２２日：八王子 7:29－岡谷 9:22､9;45－駒ヶ根 11:07

参加者：加賀屋

佐藤

一之瀬

三浦

野間

瀧

（バス 11:30－しらび平 12:15,12:30－千畳敷－12:07－乗

星野

越浄土－駒ヶ岳－宝剣山荘

２３日：宝剣山荘－宝剣岳－極楽平－檜尾岳－熊沢岳－東

８月１７日夜行１８日（土）～２０日（月）
荒川三山・赤石岳

２時間３０分

川岳－木曽殿山荘

（一之瀬）

６時間２５分

１７日：竹橋 23:00（バス）－畑薙 5:50 着

２４日：木曽殿山荘－空木岳－池山小屋分岐－空木岳登山

１８日：畑薙（バス）－椹島ロッジ－清水平－駒鳥池－

口

千枚小屋

菅の野バスセンター-駒ヶ根駅 15:08－飯田 16:17

５時間５０分

こまくさの湯

6 時間１５分

19 日：千枚小屋－千枚岳－悪沢岳－荒沢岳・中岳－前岳（往

ビジネスホテル泊り

復）－荒川小屋－赤石岳－赤石岳避難小屋

２５日：ホテル 5:00（タクシー）－峰越林道－恵那山奥宮

６時間５０分

－恵那山－恵那山奥宮－登山口（タクシー）－飯田駅

２０日：赤石岳避難小屋－赤石岳－カンバ段－椹島ロッジ

（バス）－畑薙－毎日アルペン号 14:10－赤石温泉（14:15、 16;20（高速バス）－横浜駅東口 21:00
15;15 入浴・休憩－新宿 20:00
参加者：大沢

一之瀬

三浦

*恵那山に行かないで９月２４日に帰宅も可能です・

歩行４時間３０分

武石

野間
１０月 1３日（土）～１４日（日）北横岳～蓼科山
（武石）

９月１日（土）～１８（土）日～２０日（月）
北海道

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

参加者；前田

大沢

一ノ瀬

石井

（石井）
山行報告

砂川

9/1 日(土)：羽田空港⇒女満別空港

５月２２日（火）～２３日（水）尾瀬

レンタカーを借りて知床温泉又は岩尾別温泉へ
（98Km、2h15m）
9/2(日)

参加者：前田

石井

山行報告別紙３枚：石井

木下小屋⇒羅臼岳⇒木下小屋
《８時間２０分、標高差 1,420m、距離 13.5Km》 レ

５月２７日（日）檜洞丸

ンタカーで清里町へ

参加者；大沢
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佐藤

一之瀬

野間

芳賀

６月３日（日）明神峠～不老山
参加者：鈴木 佐藤文 三浦 武石 野間 瀧
コースタイム：バス（8:１0）－明神峠 8:40,8:45－湯船
山 9:20 サンショウバラの丘 10:35－不老山 11:35（お昼）
12：10－駿河小山駅 14:20、14:34 発御殿場線
バスでだいぶ登ってから明神峠を 8:45 分に出発し歩き
出しは緩やかな登りで緑がとても綺麗で気持ちよく湯船
山に着きました。
コースタイムより少し早めに到着。
ここで水分補給し出発、ここから下山するような急な
下りが続きました。
不老山（９２８ｍ）
ところどころにある富士箱根トレイルと書かれた標
識の上に金太郎の人形が置かれていて、なんとも愛ら
しかった。
下山は行動予定を変更して、金時公園の方に下りて駿
河小山駅まで歩くことにしました。
最初の４０分くらいは山道であったが、あとはジャ
リ道の林道でとても歩きつらかった。
横浜の方は２８度の夏日で暑かったようだが、山は新
緑でとても気持ちの良い山行でした。
サンショウバラの満開の時期に、また登ってみたい山

少しアップダウンを繰り返しながら登っていくと、途

中にサンショウバラの丘があり、バラの木がたくさん植 です。
えられていましたが、花は残念ながら見頃の時期を過ぎ

富士山もバッチリでした。

ていました。

お疲れ様でした。（記録：三浦 写真：佐藤）

だが展望は良く富士山も見ることが出来ました。
少し休憩をとり出発、少し登り返して 1 時間くらいで ６月３日（日）夜～６日（水）平ケ岳
不老山に到着。

参加者：前田 杉澤

ここに大きなサンショウバラの木が真ん中にあり、見 3 日、車で奥只見湖へ。車中泊。
4 日、9：25 観光船で尾瀬口へ行き乗船。沼山峠行きバス

頃でした。

に乗車、平ヶ岳入口下車。下台倉山まで急登。尾根道を歩
き、白沢清水から池ノ岳まで登る。標高差 1300ｍ位の登り、
10 時間ほどの行程。テント場が雪の下だったので、姫ノ池
にテントを張る。
5 日、平ヶ岳に登る。天気が良く、燧岳、至仏山が良く見
えた。頂上の先の池付近で 360 度の大展望を楽しんだ。往

サンショウバラ

エゴノキ

路を下山し、15：48 のバスで尾瀬口へ。

サンショウバラ：日本固有種、本州の神奈川県、山梨 奥只見から銀山平へ行き、奥只見山荘に泊まった。
県および静岡県にまたがる富士箱根地区に分布し、山 温泉、イワナを楽しみ、6 日に戻った。
地に生育する。

虫が多く、大変だった。

名の由来はサンショウの葉に似ているため

もう虫除けの必要な時期になった。

ちょうど１２時なのでここで昼食にしました。

（前田：談、一之瀬：筆記）
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６月９日（土）～１０日

雪稜祭・芦ノ湖キャンプ村 ・芦

ノ湖西岸歩道
参加者：吉田

前田

相沢

三浦

賀

一之瀬

星野

生艸

高橋
武石

加賀屋
野間

大沢

前島

鈴木

角田

佐藤

池田

芳

砂川夫妻（２０名）

ケビン連立棟：３部屋 16～18 号
会計報告（三浦）
収入の部
会費

一人 10､000 円×２０名＝200､000

支出の部

スタート地点

ルームチャージ３棟

75､040 円

駐車料金、一台 500 円×２台

1,000 円

車代

20,000 円

一台 10､000×２台

（高速外代、ガソリン代、車使用料）
1620×２

テラス用鉄板使用料

3,240 円
37,414 円

食料・飲み物代
支出合計

136,694 円

西岸歩道

真田浜で昼食

一人 3000 円返金して、残金 3306 円は会に入金
差し入れとしてロースハム、ベーコン、フランクフルト、
ワイン、日本酒、お菓子などをいただきました。
ありがとうございました。
9日

①

前田

武石 三浦

角田

生艸

砂川夫妻

武石

車、砂川車（7 名）12:00 発 14:20 着
②小田原からバスで箱根町港まで行き、芦ノ湖西岸歩道を
歩いてキャンプ村へ 15:00 着
吉田

高橋

加賀屋

大沢

野間

前島

池田

10 日

桃源台を 8 時２５分発小田原行きバス（１２名）芳

芳賀

鈴木

佐藤文

一之瀬

三浦

星野

キャンプ村入口

賀さんは車へ
芦ノ湖西岸歩道
【コースタイム】
小田原駅発 9：45 分発（バス）⇒箱根町港着 10：50
芦ノ湖西岸ウォーク⒒：10 発

⇒真田浜 12：45 着（昼食休

憩）13：20 発
⇒深良水門 14：25 着

⇒芦ノ湖キャンプ村 15：00 着

観光客のにぎわいをあとに芦ノ湖西岸歩道に入ると樹林
のなかの道はアップダウンも少なく、右に芦ノ湖。左は山
の斜面で日差しも遮られて歩きやすい道が続いた。
季節の花であるヒメアジサイが目を和ませてくれる。
芦ノ湖の東岸はこの西岸とは対照的に開発された観光施

歩き疲れたころに休憩ポイントの真田浜に着く。

設が多い、その背後の駒ケ岳を眺めつつ、湖の波の音を聞

真田浜で昼食、二つの水門を通過してからジャスト予定タ

きながら静かな湖畔を歩く。

イムの 15 時にキャンプ村に到着しました。
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日時：6 月 3 日（日）駿河小山
8：10

・バス発

8：00 集合

参加者：7 名

・番ケ平経由で、棚沢キャンプ場バス停へ
③ 雪稜祭について

（吉田）

日時：6 月 9 日（土）～10 日（日）
場所：芦ノ湖キャンプ村
・買い出し・車提供
・献立

レイクサイドヴィラ

砂川・武石・前田・三浦・角田

サラダ・バーベキュー他（担当：前田）

・前島さんから、ハム他豪華差し入れ（感謝！）
1 人：10,000 円（当日集金も可）

・費用
（雪稜祭写真：池田）

・歩き組、前日 50％の降水確率の時は直接現地へ

集会記録 5 月 28 日（月）18：00～20：00

・個人用の食器持参（カップ・お椀・箸）

出席者：吉田、前田、加賀屋、大沢、鈴木、佐藤文、一之 ③ 夏山
瀬、三浦、武石、野間、瀧、池田、角田、芳賀、

○ 薬師岳

星野、石井（１６名）

日時：8 月 2 日（木）夜～6 日（月）

１．山行報告

（ 瀧 ）

参加者：加賀屋、佐藤文、一之瀬、三浦、武石、

① 尾瀬 5 月 22 日（火）・ 23 日（水）

（石井）

野間、瀧、星野

上毛高原駅から鳩待峠へ。至仏山が登山禁止になってい

○ 荒川三山・赤石岳

（一之瀬）

たので、アヤメ平に向かった。アヤメ平の眺望を楽しみ、

日時：8 月 17 日（金）夜～8 月 20 日（月）

富士見峠に下った。アイゼン、ピッケルは必要なかった。

参加者：大沢、一之瀬、野間、武石、三浦

峠は静かだった。見晴に下り、テントを張った。デッキの

○北海道

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

（石井）

上で、水場、水洗トイレもあり、快適なテント場だった。

日時：9 月 1 日（土）～9 月 5 日（水）

翌早朝、尾瀬沼に向かった。沼の付近は水芭蕉が咲き始め

参加者：前田、大沢、一之瀬、石井、砂川夫妻

ていた。沼を半周して長蔵小屋に着いた。朝食を摂ってか

・航空券

ら、三平峠に向かった。雪が少し残る道を登った。大清水

・レンタカーで移動

まで下り、バスで上毛高原駅に行き、新幹線で戻った。

○ 木曽駒・空木岳・恵那山

② 檜洞丸 5 月 27 日（日）

各自手配

羽田－女満別、釧路－羽田
（一之瀬）

日時：9 月 22 日（土）～9 月 25 日（火）

（一之瀬）

新松田に 8 時集合、バスで西丹沢自然教室へ。9：30 出発。

・ＪＲ切符購入：各自（3 連休なので、指定席）

ゴーラ沢出合まで 1 時間ほど緩やかに登る。ここから急な

・恵那山に行かない場合は、24 日（月）帰宅

登りになる。展望園地に 11：30 に着いた。山頂付近の木道

○ 八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

（武石）

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）

まで急坂が続くが、木の階段が多数設置されていて、よく
整備されている。しかし、きつい。山頂付近になると、ミ

○ ネパール・ヒマラヤトレッキング
2019 年秋

ツバツツジやシロヤシオも残っていた。13：20 山頂に着い

20 日間ほど

（前田）

50～60 万円

た。昼食後、下山。16：30、西丹沢自然教室に着いた。登
りはきつかったが、風が冷たく心地よかった。

集会記録 6 月 11 日（月）18：00～20：00
出席者：吉田、前田、大沢、佐藤文、一之瀬、三浦、武石、

２．山行計画

野間、芳賀（８名）

① 平ケ岳

（前田）

日時：6 月 3（日）～6 月 4 日（月）
・奥只見遊覧船－尾瀬口－平が岳

① 不老山 6 月 3 日（日）

テント泊

・奥只見船便、尾瀬口へのバス便は完全予約制
② 明神峠～不老山

山行報告

（佐藤文）

（佐藤文）

駿河小山駅からバスに乗り、明神峠へ。8：40 頃歩き始
める。逢坂峠まで下り、そこから登り返す。登りはきつか
った。11：35 不老山山頂。昼食後、12：10 出発。
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14：20 駿河小山駅に着いた。道路歩きが長かった。

集会日

駿河小山駅 14：32 発で戻った。サンショウバラの時期は終

夏山山行のため変更しましたので注意

わっていて、花は少なく残念だった。

６月２５日（月）６０３号室

18:00～20:00

７月９日（月）３０６号室

18:00～20:00

② 平ヶ岳 6 月 3 日（日）～6 日（水）

（前田）

山行報告欄参照

県民サポートセンタ

６０３号室に変更

③ 雪稜祭 6 月 9 日（土）～10 日（日）
9日

場所

（吉田）

７月２３日（月）３０６号室

買い物・車組：12：00 東戸塚→14：20 着。

６０３号室に変更

歩き組：11：00 箱根町港出発。途中、昼食休憩をとりな

８月６日（月）取り消し

がら、芦ノ湖畔（10ｋｍ位）を歩く。15：00 着。

８月１３日（月）６０２号室

コアジサイが沢山咲いていた。日陰で涼しかった。

８月２０日（月）取り消し

10 日

18:00～20:00

18:00～20:00

雨のため、途中の散策中止。8：00 宿舎発。

８月２７日（月）６０２号室

18:00～20:00

歩き組：9：30 小田原で解散。各自、昼前位に帰宅。

９月１０日（月）６０３号室

18:00～20:00

車組：渋滞もなく、11：00 頃帰宅。

９月２７日（木）６０２号室

18:00～20:00

感想・振り返り
・宿泊施設、良かった。居住性良い。
・アクセスも良い。観光道路だが、混んでいなかった。
・バーベキュー、差し入れも多く、美味しかった。
・人気の施設なので、早めの予約が必要。
・他に登れる山

金時山、箱根長尾峠～深良水門

・ 20 名参加。3,000 円返金。
２．山行計画
① 夏山
○ 薬師岳

（ 瀧 ）

日時：8 月 2 日（木）夜～6 日（月）
・参加者 7 名に変更。
○ 荒川三山・赤石岳

（一之瀬）

日時：8 月 17 日（金）夜～8 月 20 日（月）
○北海道

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

（石井）

日時：9 月 1 日（土）～9 月 5 日（水）
○ 木曽駒・空木岳・恵那山

（一之瀬）

日時：9 月 22 日（土）～9 月 25 日（火）
○ 八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

（武石）

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）
○ ネパール・ヒマラヤトレッキング
2019 年秋
○ 尾瀬

20 日間ほど

（前田）

50～60 万円
（前田）

日時：7 月 21 日（土）～23 日（月）計画は次回
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