雪稜通信

第 559 号 H30,7,13 発行２９部 横浜雪稜会 6021pdok@jcom.zaq.ne.jp
千枚小屋

山行計画
７月２１日（土）～２３日（月）尾瀬
参加者：前田

砂川朝

鈴木

佐藤

芳賀

砂川秀

渡邊

三ノ宮

吉田元

19 日：千枚小屋－千枚岳－悪沢岳－荒沢岳・中岳－前岳（往

（前田）

三浦

武石

５時間５０分

瀧

復）－荒川小屋－赤石岳－赤石岳避難小屋

６時間５０分

２０日：赤石岳避難小屋－赤石岳－カンバ段－椹島ロッジ

尾瀬ヶ原パーテｲ

（バス）－畑薙－毎日アルペン号 14:10－赤石温泉（14:15、

21 日

15;15 入浴・休憩－新宿 20:00

鳩待峠－山ノ鼻－牛頸－牛首分岐－竜宮十字

歩行４時間３０分

路－見晴
22 日

見晴－燧ケ岳分岐－白砂峠－沼尻平－浅湖湿

９月１日（土）～１８（土）日～２０日（月）

原－尾瀬沼東岸

北海道

23 日 尾瀬沼東岸－三平下－三平峠－三平橋

参加者；前田

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳
大沢

一ノ瀬

石井

（石井）
砂川朝

砂川秀

9/1 日(土)：羽田空港⇒女満別空港

燧ケ岳パーテｲ
21 日

レンタカーを借りて知床温泉又は岩尾別温泉へ

鳩待峠－横田代－アヤメ平－長沢ノ頭－竜宮

十字路－牛首分岐－ヨッピ橋－東電小屋－見晴
22 日

（98Km、2h15m）
9/2(日)

《８時間２０分、標高差 1,420m、距離 13.5Km》

見晴－燧ケ岳分岐－柴安嵓－俎嵓－ナデッ窪

道分岐－浅湖湿原－尾瀬沼東岸

レンタカーで清里町へ
9/3(月)

小淵沢田代パーテｲ
23 日

木下小屋⇒羅臼岳⇒木下小屋

尾瀬沼東岸－小淵沢田代－赤安山分岐－奥鬼

清岳荘⇒下二股⇒(沢(旧道)コース)⇒上二俣⇒斜里
岳⇒上二俣⇒尾根(新道)コース)⇒下二股

清岳荘《７時間２０分、標高差 857m、距離 10Km》

怒林道－大清水

レンタカーで雌阿寒岳野中温泉へ
８月２日（木）夜行３日（金）～６日（月）室堂－薬師
岳－太郎兵衛平
参加者：佐藤

9/4(火)

《３時間４０分、標高差 794m、距離 5.8Km》

（瀧）

一之瀬

三浦

２日：京急ホーム 21:00 集合

雌阿寒岳温泉口⇒雌阿寒岳⇒雌阿寒岳温泉口

野間

瀧

星野

余力があれば、阿寒富士からオンネトー湖畔周遊
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

参加者；吉田

一ノ瀬

武石

野間

星野

２２日：八王子 7:29－岡谷 9:22､9;45－駒ヶ根 11:07
８月１７日夜行１８日（土）～２０日（月）
荒川三山・赤石岳
参加者：前田

大沢

越浄土－駒ヶ岳－宝剣山荘

（一之瀬）
一之瀬

武石

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

三浦

野間

２時間３０分

２３日：宝剣山荘－宝剣岳－極楽平－檜尾岳－熊沢岳－東川

１７日：京急ホーム 20:45 集合

岳－木曽殿山荘

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－空木岳登山口

１８日：畑薙（バス）－椹島ロッジ－清水平－駒鳥池－

こまくさの湯
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６時間２５分
6 時間１５分

菅の野バスセンター-駒ヶ根駅 15:08－飯田 16:17
ビジネスホテル泊り
２５日：ホテル 5:00（タクシー）－峰越林道－恵那山奥
宮－恵那山－恵那山奥宮－登山口（タクシー）－飯田駅
16;20（高速バス）－横浜駅東口 21:00
*恵那山に行かないで９月２４日に帰宅も可能です・
１０月 1３日（土）～１４日（日）北横岳～蓼科山
（武石）
コース：往路：バス or 電車
13 日
14 日

復路：あずさ利用

麦草ヒュッテ－大石峠－五辻－山頂駅－北横

境内の裏の斜面を登りきると高水山（７５９ｍ）山頂に

岳－亀甲池－蓼科山荘－山頂ヒュッテ泊

到着。頂上は樹林で覆われ眺望は良くなかったがベンチ

ヒュッテ－蓼科登山口－プール平

があったので昼食にした。ゆっくりした後

入浴・昼食

山頂下は急

バス 13：16 茅野駅 14：14 八王子 16：12

な下りで慎重におりる。歩きやすいなだらかな尾根道の

バス代 8,500 円

あと急な登りで二山目の岩茸石山（７９３ｍ）山頂に到

蓼科山頂ヒュッテ泊 8,300 円

着。眺望は良く武甲山などの山々が良く見えた。
１０月２８日（日）～２９日（月）
日光沢温泉・奥鬼怒湿原
山行報告

７月１日（日）高水三山
参加者：前田

佐藤

野間

芳賀

コースタイム：八王子７：５０集合→八王子８：００
→軍畑９：１０→高源寺９：４５→常福院１１：４
５→高水山１２：００→昼食（～１２：４０）→岩
茸石山１３：００→惣岳山１４：１０→御嶽駅１５：
５０→１６：０６発青梅行乗車

岩茸石山（793m）
頂上は若い人たちがお昼休憩などでかなりにぎわってい

参加者：前田

佐藤

野間

（記録：芳賀

写真：佐藤）

芳賀

軍畑駅前の道標に６月に熊出現の張り紙がありドキ

た。記念写真を撮り最後の山に向かって出発。途中御嶽駅に
向かうまき道もあったが高水三山なので三山を制覇しなく
ては・・・と惣岳山目指す。

ッとした。気を引き締めて出発。車道をしばらく歩き

大きな岩や木の根が張り出した難所をよじ登っていくと

橋にぶつかったら川沿いに行くとまもなく登山道入り

惣岳山（７５６ｍ）山頂に到着。木立に囲まれ所に神社の奥

口に着く。高源寺を右側に見ながらさらに舗装道路を

の院がまつられている。小休憩した後

登っていく。史上最速の６月中に梅雨明けで今日は暑

急坂などアップダウンしながら無事下山する。

さとの戦いになりそうだ。ギラギラした太陽の下で汗
の出かた半端ない。こまめな水分の補給を心掛ける。
砂防ダムの堰堤の横の階段を登るとやっと登山道らし

ものすごい暑さの中

木の根が張り出した

低いながらも三山を登った達成感

でご褒美のソフトクリームがとても美味しかったです。
大変お疲れ様でした。

くなった。しばらくすると杉などの林になり所々日陰
もあり少し歩きやすくなる。途中ベンチがあり小休憩。 6 月 10 日ブレーケストーレン・ハイキング（ノルウェー）
風がとても心地よかった。ずっとジグザグした登りが

参加者：石井

続く。やっと常福院に着く。結構立派なお寺だった。

山行報告
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別紙 1 枚

集会記録 6 月 25 日（月）18：00～20：00（一之瀬） バス代 8,500 円

蓼科山頂ヒュッテ泊 8,300 円

出席者：前田、高橋英、鈴木、佐藤文、一之瀬、三浦、
⑦ 日光沢温泉

武石、瀧、野間、星野、角田
１、山行報告

古希山行にどうか。八ヶ岳と日程の調整が必要。

無し
山行計画

３．リーダー会

尾瀬

（前田）

日時：７月 20 日（金）夜～23 日（月）
集合：横浜駅東口

（前田）

五頭山の例に学ぶ。五頭連山周回縦走の途中遭難
・登山届を出す。捜索範囲が特定できる。

21：00 ペデストリアンデッキ

コース：A 鳩待峠－アヤメ平－見晴－燧ケ岳－尾
瀬沼東岸－小渕沢田代－大清水
B 鳩待峠－山の鼻－見晴－沼尻－尾瀬沼

・ GPS、地図。コンパスを合わせて現在地を特定する。
携帯端末だけでは全体の把握ができない。地図併用
・携帯端末の電池切れ対策をとる。
・ヘッドランプ、ツエルト、レスキューシートの携行

東岸－三平峠－大清水
・体力等に合わせて、A ・ B のコースを選択する。

集会記録

・小屋泊り・テント泊も、選択可

出席者：吉田、前田、砂川、大沢、加賀屋、鈴木、

・自由度を大きくし、のんびり尾瀬を味わう。

佐藤文、一之瀬、三浦、武石、瀧、野間、星野、芳賀

・参加者 12 名

7 月 9 日（月）18：00～20：00（一之瀬））

コース等は、次回決定する。
山行報告

② 薬師岳

（ 瀧 ）

日時：8 月 2 日（木）夜～6 日（月）
・集合

20：40 20：47 発

・共同装備の検討

高水三山

7 月 1 日（日）

（佐藤

）

軍畑駅より歩き出す、暑いので水分をとり、休憩を多

に変更する。

くとった。杉林では日差しがさえぎられた。

ツエルト・コンロ

・タクシー予約済 3,600 円

1

岩茸石山ではたくさんの人が休んでいた。

五色が原山荘 10,000 円

③ 荒川三山・赤石岳

奥多摩は往復 6 時間もかかるのが大変でした。

（一之瀬）

日時：8 月 17 日（金）夜～8 月 20 日（月）

②ブレーケストーレン・ハイキング

6 月 10 日

（石井）

・赤石岳避難小屋

6,000 円＋食事代 1,000 円（夕食）

退職したらフィヨルドに行きたいと思っていた。

・協同装備の検討

ツエルト・コンロ

たくさんのツアーがある。参加者 15 名、添乗員 1 名、
ノルウェー人のガイド 1 名の１７名で行動。

④ 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）

日本では味わえないような景色が見られるので、関心
のある人にはぜひお勧めしたい。

⑤ 木曽駒・空木岳・恵那山

（一之瀬）

山行計画

日時：9 月 22 日（土）～9 月 25 日（火）

（前田）
日時：7 月 12 日（木）～13 日（金）

⑥ 八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

日程：12 日

（武石）

横浜 5：44－上越新幹線－越後湯沢－

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）

蓬橋－茂倉岳避難小屋（簡単な寝具持参）

コース：往路：バス or 電車

13 日

13 日

復路：あずさ利用

麦草ヒュッテ－大石峠－五辻－山頂駅－北横

② 尾瀬

ヒュッテ－蓼科登山口－プール平

入浴・昼食

（前田）

日時：７月 20 日（金）夜～23 日（月）

岳－亀甲池－蓼科山荘－山頂ヒュッテ泊
14 日

谷川岳－万太郎山－土樽

・コースの概要

バス 13：16 茅野駅 14：14 八王子 16：12
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確認

・燧小屋、尾瀬沼ヒュッテ

集会日

泊

・参加者 13 名

場所

県民サポートセンター

夏山山行のため変更しましたので注意
７月２３日（月）取り消し２５日に変更

② 薬師岳

（ 瀧 ）

日時：8 月 2 日（木）夜～6 日（月）
21：00 変更

・集合
・参加者

6名

変更

日時：8 月 17 日（金）夜～8 月 20 日（月）
6名

④ 北海道

18:00～20:00

８月１３日（月）６０２号室

18:00～20:00

８月２７日（月）６０２号室

18:00～20:00

９月１０日（月）６０３号室

18:00～20:00

９月２７日（木）６０２号室

18:00～20:00

（一之瀬） １０月１５日（月）６０１号室

③ 荒川三山・赤石岳
・参加者

７月２５日（水）３０６号室

１０月２９日（月）６０１号室

18:00～20:00

１１月１２日（月）６０１号室

18:00～20:00

１１月２６日（月）６０１号室

18:00～20:00

（石井） １２月１７日（月）６０１号室

18:00～20:00

変更

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

日時：9 月 1 日（土）～9 月 5 日（水）
・宿泊先の検討

次回

提案

⑤ 木曽駒・空木岳・恵那山

（一之瀬）

日時：9 月 22 日（土）～9 月 25 日（火）
・参加者

4名

⑥ 八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

（武石）

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）
⑦ 日光沢温泉
日時：10 月 28 日（日）～29 日（月）
日程：28 日

東武浅草 6：44－鬼怒川温泉駅－（バ

ス）女夫淵－（歩 2H）日光沢温泉
29 日

オロオソロシの滝－鬼怒沼湿原周遊－日

光沢温泉－往路と同じ－浅草（歩行 5H）
・参加者

多数

３．その他
・集会日の変更

18:00～20:00

（吉田）
7 月 25 日（水）

・気象の激変に備え、慎重に行動する
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