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山行計画

26 日：日光沢温泉(40 分)オロオソロシの滝展望台(80 分)

９月２３日（日）～２６日（水）

鬼怒沼湿原南端(湿原周遊 30 分) (60 分)オロオソロシの

木曽駒ケ岳・空木岳・恵那山

滝展望台(30 分)日光沢温泉(85 分)女夫渕

参加者:大沢

一ノ瀬

武石

（一之瀬）
野間

星野

芳賀

行程により

２３日：八王子 7:29－岡谷 9:22､9;45－駒ヶ根 11:07

①12:45 発のバスで鬼怒川温泉駅 14:20、15:14－浅草駅 18:11

（バス 11:30－しらび平 12:15,12:30－千畳敷－12:07－

②15:35 発のバスで鬼怒川温泉駅 17:10、18:00－浅草駅 20:51

乗越浄土－駒ヶ岳－宝剣山荘

２時間３０分

２４日：宝剣山荘－宝剣岳－極楽平－檜尾岳－熊沢岳－

日光沢温泉 電話 0288－96－0316

東川岳－木曽殿山荘

３名以上一泊 8000 円＋入湯税 150 円

６時間２５分

２５日：木曽殿山荘－空木岳－池山小屋分岐－空木岳登
山口

こまくさの湯

6 時間１５分

１１月例会山行

菅の野バスセンター-駒ヶ根駅 15:08－飯田 16:17

ビジ

１１月１８日（日）

目的地は次回集会で決定

ネスホテル泊り
２６日：ホテル 5:00（タクシー）－峰越林道－恵那山奥

山行報告

宮－恵那山－恵那山奥宮－登山口（タクシー－飯田駅）

８月２日（木）夜行３日（金）～６日（月）
室堂－薬師岳－太郎兵衛平

１０月 1３日（土）～１４日（日）北横岳～蓼科山

参加者：佐藤

（武石）
参加者：吉田

三浦

野間

瀧

星野

山行報告：別紙５枚（野間）
大沢

佐藤

一之瀬

芳賀

星野

12 日

京急横浜駅ホーム 21 時集合

武石

野間

前島

砂川朝

竹橋 23 時発
13 日

一之瀬

８月１７日夜行１８日（土）～２０日（月）
荒川三山・赤石岳

麦草ヒュッテ 6 時 15 分着予定

参加者：前田

麦草ヒュッテ－大石峠－五辻－山頂駅－北横

大沢

一之瀬

武石

三浦

石井

砂川夫妻

山行報告：別紙５枚（一之瀬）

岳－亀甲池－蓼科山荘－山頂ヒュッテ泊
14 日

ヒュッテ－蓼科登山口－展望台－プール平

浴場利用・昼食

バス 13：16

茅野駅 13：52

共同

あずさ

９月１日（土）～５日（水）
羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

20 号―八王子 16：12

参加者：前田

蓼科山頂ヒュッテ泊 8,300 円

山行報告：別紙４枚（一之瀬）

１０月２５日（木）～２６日（金）

９月９日（日）三浦アルプス

日光沢温泉・奥鬼怒湿原（古希山行）
参加者：吉田

高橋

大沢

三浦

野間

瀧

鈴木
芳賀

佐藤文

（吉田）

参加者：佐藤

石井

25 日：京急横浜駅 5:42 乗車－泉岳寺 6:06、6:13 浅草駅 会費
東武鉄道浅草駅 6:44 ー南栗橋 7:52、8:00－下今

バス 10:13－女夫淵 11:50（1540 円）
女夫渕(120 分)日光沢温泉

歩行 2 時間

野間

忘年会（幹事 前田）
日

市 9:07、9:26－鬼怒川温泉駅 9:49

三浦

一之瀬

一之瀬

１２名で日光沢温泉予約済
6:32 着

大沢

場

時：１２月１０日（月）１８：３０～
後日決定
所：中華街

龍華楼

（昨年と同じ）

045-641-7088 山下町 139 番地
待ち合せ：18:15 石川町駅北口

徒歩７分

④ 日光沢温泉
日時：10 月 25 日（木）～26 日（金）
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（吉田）

集会記録（一之瀬）8 月 27 日（月）18：00～20：00

・参加者

出席者：吉田、前田、鈴木、佐藤文、一之瀬、三浦、武

・集合

11 人
東武浅草

6：44 発

※出発時刻、検討する

石、星野、芳賀、角田、石井、砂川、
山行報告

集会記録（一之瀬）9 月 10 日（月）18：00～20：00

① 荒川三山・赤石岳 8 月 17 日（金）～20 日（月）

参加者：吉田、前田、鈴木、大沢、佐藤文、一之瀬、三浦、

（前田） 17 日、夜行で畑薙駐車場へ。送迎バスで椹島

武石、野間、瀧、星野、芳賀、角田、石井、砂川、

へ行き、18 日、8:07 出発。樹林帯の中をずっと登った。 山行報告
見通しのない距離のある道だった。30 分刻みに休憩をと

① 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

9 月 1 日（土）～

りながら、歩いた。駒鳥池を経て、千枚小屋に着いた。

5 日（水）

（前田、石井、砂川、大沢、一之瀬）

雄大で形の良い富士山が正面に見えた。19 日、朝食は、

1 日、予定通り、女満別空港へ。オホーツク海方面に向か

おにぎり弁当にしてもらい、早く出発した。丸山まで登

い、原生花園に寄った。斜里岳に雲がかかっていた。17：30、

り、大沢さんが下山。東岳から武石さんも追いかけ、3

岩尾別のＹＨに着いた。

人で先を目指す。岩稜伝いに下り、登り返して中岳避難

2 日、木下小屋 5：30 出発。オホーツク展望で朝食。650

小屋へ。中岳から続く稜線から軽く登り、前岳を往復。

ｍ岩峰で、石井さん引き返す。雲の中、雨具を付けて登った。

ここは高山方面に下る分岐になっている。前岳からの長

山頂に 12：30 に着いた。天候も悪く、下りに時間がかかっ

い下りを下り、荒川小屋に着いた。途中、水場で水を補

た。木下小屋に最終着いたのは、19：30.だった。登山者は、

給した。小屋から急坂を登った後は、砂礫の道を気持ち

途中で引き返す人が多かった。途中で夕食をとり、清岳荘に

よく歩いた。小赤石岳への登り、きつかった。赤石岳へ

10：30 着いた。宿舎の方は、遅いにも関わらず親切にして

登る頃、ガスが出てきた。山頂では見たこともないよう

くれた。

な雲海が広がっていた。小屋で、怪我人が出て、三浦さ

3 日、山行と観光に分かれた。観光組は、摩周湖、屈斜路

んが大活躍だった。20 日、4：45 出発。ガタガタの下り

湖の観光をした。山行組は、6：30 登山口。一ノ沢を渡渉し

を下り、小赤石岳の支尾根の沢を下った。赤石小屋で休

ながら登った。滝が連続し、その横や上を岩伝いに渡った。

憩し、東尾根を下った。ようやく椹島に着き、送迎バス

スリル満点だった。沢の上部から急坂を登り、11：00 山頂

に乗って、畑薙の駐車場へ。アルペン号に乗り換えて新

に着いた。上二俣まで戻り、新道を進んだ。新道は予想以上

宿へ。赤石温泉よかった。

に長く、下りの急坂も長かった。15：00、清岳荘で合流。阿
寒町へ。

１．山行計画
① 北海道

４日、雌阿寒岳へ。樹林帯からハイマツ帯へと登り、山頂

羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

（石井）

日時：9 月 1 日（土）～9 月 5 日（水）
・集合：羽田空港エアドゥ

10：45

・防寒のため、着替えは多めに

阿寒富士には回らずに下山した。野中温泉 2 代目、正造さん、

女満別空港へ

免許証持参

② 木曽駒・空木岳・恵那山

の手前から強風になった。強風のため、山頂で写真を撮り、
男性世界最高齢のギネス保持者。
５日、オンネトー散策。湖畔から雌阿寒岳が見えた。

（一之瀬）

日時：9 月 23 日（日）～9 月 26 日（水）

釧路に向かい、和商市場で「かって丼」の昼食を摂ってから、
お土産を買い、丹頂鶴自然公園に行った。１時間ほど見学し、

・ 25 日に帰宅予定の方へ、ＪＲ，バスの乗換案内

釧路空港へ。台風の影響もなく、予定通り、羽田空港に着い

・恵那山は、不要な荷物を預けて、登山する。

た。京急で横浜に戻り、各自帰路についた。翌日の地震は本

・宿泊代、交通費

当に驚いた。

各自持参

③ 八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

（武石）

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）
・ 12 日（金）竹橋 23：00 発
・参加者:10 人（変更）
・登山計画書

集合 21：20

寒さ対策必要

○今後の課題
・暗くなるまでに下山する計画にする必要がある。

21:28 発

・北海道の山は、低くても本州 3000m 級の山に匹敵する。
それをふまえた計画にする。

配布
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・飛行場で熊スプレー没収。ガスの持込の方法。
２．山行計画
① 木曽駒・空木岳・恵那山

（一之瀬）

日時：9 月 23 日（日）～9 月 26 日（水）
・変更なし
②八ヶ岳（北横岳－蓼科山）

（武石）

日時：10 月 13 日（土）～14 日（日）
・変更なし
③日光沢温泉

（吉田）

日時：10 月 25 日（木）～26 日（金）
・参加者
・集合

11 人
東武浅草

6：44 発

出発時刻は変更なし

・横浜駅 5:42 発の京急に乗る。泉岳寺で乗換
３．その他
① 11 月山行の日時
11 月 18 日（日）

方面は今後検討

② 忘年会
12 月 10 日（月）
集会日

場所

龍華楼

18：30～

県民サポートセンター

９月２７日（木）６０２号室

18:00～20:00

１０月１５日（月）６０１号室

18:00～20:00

×１０月２９日（月）６０１号室

取消

変更１０月３１日（水）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

１２月１７日（月）６０１号室

18:00～20:00

１月１０日（木）６０２号室

18:00～20:00

１月２４日（木）６０３号室

18:00～20:00

２月７日（木）６０１号室
２月２１日（木）６０１号室

18:00～20:00
18:00～20:00
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