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子犬を抱きながら登る夫婦ずれと抜きつ抜かれつだが、他
の登山者はどんどん追い抜いていく。
１ ２ 月 ２２ 日（ 土 ） 忘 年 山 行 明 神 ケ 岳 ・ 明 星ケ 岳
天狗の踊り場過ぎからは、左に仙ノ倉山方面への稜線がこ
（武石）
れまたくっきり見える。
集合：小田原駅大雄山線改札口 8:15 集合 8:24 発
山行計画

コース：小田原駅－大雄山駅（バス）－道了尊－明神ケ
岳－明星ケ岳－宮城野（バス）－湯本駅－小田原駅
参加者：吉田
一之瀬

前田
三浦

高橋
武石

加賀屋
角田

大沢
瀧

鈴木
芳賀

佐藤
石井

１月２０日（日）弘法山・権現山（新年会）
集合：海老名駅 8：30－イオンで買い出し‐鶴巻温泉駅
おでんパーティ会費 1000 円、お酒は各自持参
分担

コンロ：武石・前田・吉田
大根：芳賀、一之瀬

コッフェル：高橋

玉子：鈴木

参加者：吉田

前田

高橋

大沢

鈴木

三浦

武石

角田

芳賀

星野

佐藤

一之瀬

天神尾根 背景は縦走路
休み休みの上りだが、１３時０５分には肩の小屋に到着。
二つしかないトイレには長蛇の列。
３人だけでトマノ耳に向かう。トマの耳着１３時２５分、
記念写真を撮った後、オキノ耳には行かず、石原さんが待

山行報告

つ肩の小屋へ戻る。登山路のわきで昼食をとる。

１０月２１日（日）～２２日（月）谷川岳
参加者：前田、武石、井艸、吉田元(0B)、石原(OG)、
石井
コースタイム：天神平 10:00⇒熊穴沢避難小屋 11:00⇒肩
の小屋 13:05⇒トマノ往復⇒肩の小屋 14:00⇒天神平
15:40
東京駅で OB の吉田さんを除いた５人が集合した後、上
越新幹線たにがわに乗って上毛高原駅へ。
天神平ロープウェイ行きのバスは臨時便も用意されて
いたものの２台では乗りきれない人もいた。
皆紅葉の谷川を目指す人であろう。
我々はホームから降りる階段にわりと近い車両に乗っ
ていたこともあり、２台目の通常便に座れた。
９時前にロープウェイ乗り場に到着。
ロープウェイに乗る人の長い列の最後尾に並んだ。
２２人乗りのロープウェイに乗るのは初めてである。
頂上駅に着き、日帰りの武石さんは単独で先に登って
行った後、残り４人は身支度をし、１０時に出発。
尾根の中腹をトラ―バースして熊穴沢避難小屋迄まず
は登る。しっかりした小屋であるが、多くの人で中には
入れない。
小屋からからは快晴の青い空をバックに天狗の踊り場
や肩の小屋付近の指導標が良く見える。
登山路には多くの人が頂上に向かっているのもはっき
り見える。
たいした標高差ではないが、けっこう急登に見える。
一休憩した後、登り始めるが、なかなかピッチは上が
らない。

山頂

気持ち良い天気

１４時に肩の小屋を出発。
下りは登りが嘘のような快調なペース。
１５時４０分にはロープウェイ天神平駅に到着。しかしこ
こも下りを待つ人の長蛇の列。約５０分程並んで、ロープウ
ェイに乗り、吉田さんの待つロープウェイ山麓駅へ。
自動販売機に囲まれたベンチで祝杯を上げ、歓談している
うちにロープウェイは終了し、辺りは人影がなくなってい
た。登山センターに泊まる前田さんと吉田さんと分かれ、
我々３人は暗くなった車道をヘッドランプの明かりを頼り
に谷川ロッジ迄歩いて行った。
快晴の紅葉のすばらしい山行だった。
ロッジに到着後１９時からの夕食前に風呂に入った。
小さな風呂であったが膝の痛みもなくのんびり入って出
た後、とんでもいないことが起こった。
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下着を着ているころから気分が悪くなり、まずいなぁ
と思っているあと、記憶が飛んでしまった。
大丈夫ですかという声にふと気づいた。
脱衣場の床に倒れていたが、又しばらく寝てしまった
ようである。
２度目に目を覚ました時、脱衣場には誰もいなく、気
分は最悪、朦朧としているがなんとか衣服をつけて、階
段をやっとの思いで登り部屋へ。
しばらく休んだ後、夕食をとるために食堂に下りて行
った。
その時腰を打っていたことに気づいた。
食欲は全くなく、メインの肉は全く食べることができ
なかった。
たいしてアルコールは飲んでいなかったが、風呂で血
管が膨張して血圧が下がったのであろう。
夜中に痛みは激しくなり、寝返りや起きるのも痛みで
一苦労の状態となった。
翌日は一の倉沢出合に行くのをあきらめ、一番バスで
山を下り、横浜に帰って、病院に直行。
レントゲン、血液検査、心臓のエコー検査をしたが、
特に問題なく、打撲だけであったのが不幸中の幸いであ
る。
一ノ倉出合の紅葉と一ノ倉の岸壁が見られなかったの
は残念だったが、今回も（谷川岳の）約４０年ぶりの山
行であった。
以上
（記録：石井 写真：前田）

一ノ倉沢出会
１１月１８日（日）扇山・百蔵山
参加者：吉田

高橋

鈴木

芳賀

星野

石井

佐藤

一之瀬

三浦

角田

コースタイム：鳥沢駅 8:39、9:00（バス）－梨の木平９:15、
9:25－扇山 10:55、11:30－百蔵山 13:50、14:15－猿橋駅 16:10、
16:17 発の快速電車で帰浜
中央線沿線で手軽に行ける山として知られている扇山と
百蔵山、富士山や裏丹沢の展望が楽しみでしたが、朝からあ
いにくの曇天でした。
しかし山歩きには歩きやすいちょうど良い気温でした。
中央線の車窓からどっしりと横長に見える扇山（1138m）
の山名の由来は南から見たときに扇を広げたように幅広く
見えることからきています。
百蔵山（1003m）には桃くらという山の名と近隣の地名と
から桃太郎伝説があるそうです。
隣の扇山のふもとに犬目集落があり。桂川沿いに鳥沢集
落、猿倉集落があって仲間をそろえた桃太郎は近くにある九
鬼山に鬼退治に出かけたという話だそうです。
両山ともに大月市が定めた秀麗富嶽十二景に選定されて

旧道の樹林

いますが残念ながら今日はあまり展望は期待は出来ない。
春から秋の休日には鳥沢駅前から梨の木平まで９時発の
ハイキングバスがあるので一時間の短縮になる、今日はその
バスも満員である。
沿線でいくつものハイキングバスを運行してくれる富士
急行は我々ハイカーにはありがたい存在と感謝。
大月 CC の横で下車、沢沿いの杉と紅葉した木々の混じっ
た傾斜の強い道を角田さんが先頭で歩きました。
尾根に到達すると今までの樹林とは違って、開放的な気持
ちが良い道に変わり扇山の山頂は直ぐそこです。
広い山頂でのんびりと食事を開始すると、あとから数パー

一ノ倉沢

ティが到着して賑やかになる。
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りんどう

猿橋より扇山・百蔵山

浄水場まで下りてくると舗装道路となり、あとは猿橋駅を目
指してのんびりと歩きました。（記録：吉田

写真：佐藤）

忘年会（幹事 前田）
日

時：１２月１０日（月）１８：３０～

会費６０００円
場

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
扇山

徒歩７分

出席者：吉田

前田

高橋

大沢

鈴木

相澤

佐藤

扇山を後にしてから小ピーク（818m）への下りはかな

一之瀬

角田

三浦

国島

武石

野間

瀧

り急である、そのあとは歩きやすい道を「日光沢の紅葉

星野

石井

を見た後ではここの紅葉がかわいそうだ」など言いなが

欠席者：加賀谷

芳賀

前島

ら前方に見える百蔵山を目指して歩き続けました。
山頂直下の急登をがんばると百蔵山山頂、午前中より
も明るくなり富士山や三つ峠も見えました。
ここまで 4 時間、角田さんが先頭を務めました。

新年会中止
1 月 13 日（日）前田宅で計画されていました新年会は中止
となりました。

皆が感心するほどちょうどいい一定のペースだったの
で隊列が乱れることもなくコースタイムどおりに歩くこ

来年度年会費

とが出来ました。

通常会費 6000 円と臨時会費 2000 円で合計 8000 円

足元にはりんどうの小さな花が秋の終わりを告げるか
のように数輪さびしげに咲いていました。
百蔵山からは急な下りがあったので、石井さんにトッ
プを変わりました。

に決定しました
臨時会費は新入会員募集の費用に充当します
納入は 1 月 10 日（木）の集会日までに会計に納入して下さ
い、半期分 4000 円の分納も可能です
会員募集について
会員の高齢化に伴って、ここ数年会員が減少する状況が続い
ています。会の存続のためには新会員の加入が不可欠となっ
ております。集会で来年度にタウンニュース社に募集広告を
出す事とその原資として臨時会費、遭難対策費の一部取り崩
しを充てることは合意されていますが、金額や掲載回数など
まだ決定には至っていません。
それと平行して他の募集方法を検討する必要もあります。
次回以降の集会で多数の方の考え、意見を踏まえて決めてい

百蔵山

きたいと考えていますので多くの方の出席お願いします。
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ウェブサイトに会員募集広告掲載

集合：八王子 7：45（横浜駅発 6：42）

「スポーツやろうよ

参加者：12 人

サークルメンバー募集掲示版」

に無料の募集情報を掲載しました。
サイトにアクセスし登山、神奈川で検索してください

集会記録（一之瀬）

11 月 12 日（月）18：00～20：00

出席者：吉田、鈴木、加賀屋、大沢、佐藤文、一之瀬、武石、
集会記録（一之瀬）

10 月 31 日（水）18：00～20：00

三浦、瀧、芳賀、角田、石井

出席者：前田、鈴木、佐藤文、一之瀬、武石、瀧、星野、 １．山行報告
角田、石井

無し

１．山行報告
① 日光沢温泉

10 月 25 日（木）～26 日（金）（鈴木）

早朝だが、全員集合し、鬼怒川温泉駅に向かった。市

２．山行計画
① 扇山・百蔵山

（吉田）

営バスで、女夫淵まで行き、そこから 2 時間ほど歩いた。 日時：11 月 18 日（日）
宿の食事はよくないという前評判だったが、美味しか
った。温泉は 2 種類あり、露天風呂もあって良かった。

集合：八王子 7：45（横浜駅発 6：42）
参加者：12 人

翌日は、宿の人お勧めのヒナタオソロシの滝に行った。 ・前日の天気予報が雨 50％の時は、11 月 25 日に、延
宿に戻り、紅葉の中の道を、女夫淵まで歩いて戻った。

期し、同じ時間帯で実施する。

紅葉がとてもきれいだった。川の近くで休み、紅葉を

② 箱根（明神・明星岳）忘年山行

楽しんだ。バスで駅まで戻り、鬼怒川温泉駅からは、特

日時：12 月 22 日（土）

急スペーシアで、浦和まで戻った。

集合：小田原駅、大雄山鉄道改札口

（武石）

8：15

24 分発。

浦和から各自帰路に着いた。
② 谷川岳 10 月 21 日(日)～22 日(月) （石井、前田）

行程：道了尊行きバス－道了尊登山口－明神が岳山頂－明星

天気の予報が良かったので、急遽 6 人で出かけた。
上越新幹線で上毛高原駅に行き、臨時バスでロープウ

が岳山頂－宮城野－バスー小田原駅
参加者：12 名

ェイ乗り場へ。
9 時過ぎに着いたが、渋滞。山頂駅に 10 時頃、着いた。 ３．その他
日帰りの武石さんは先に出発した。快晴で、肩の小屋
まで人が列をなしているのが良く見え途中、天狗の踊
り場で戻ってくる武石さんと出会った。武石さんはその

① 忘年会
12 月 10 日（月）18：30～
石川町北口

龍華楼

6,000 円

18：15 待ち合わせ

まま下山。13 時過ぎ、肩の小屋に着いた。
往路を戻り、ロープウェイで下山。渋滞していたが、
16：30 頃、下に下りられた。

② 新年会
1 月 13 日（日）前田宅

沢筋の紅葉がきれいだった。

会費：4,000 円

センターと谷川ロッジに別れて宿泊。

③ 新年山行

翌日は、石井さんが体調悪く早く帰ることになった。

１月 20 日（日）

残った人は、一ノ倉沢まで行き、戻った。

集合：海老名改札 8：30

上毛高原駅でおそばを食べ、帰路に着いた。

・おでんパーティ

２．山行計画
① 上高地（徳本峠～明神）

弘法山・権現山
買い物

④ 共同装備としてのツェルト購入
（前田）

日時：11 月 2 日（金）～4 日（日）

一般会計から支出する。
⑤ 次年度会費の件（案）

・最終のあずさで松本へ。松本泊。翌日、上高地へ。

新年度会費：年会費 6,000 円＋臨時会費 1,000 円（未決定）

② 扇山・百倉山

11 月 26 日、12 月 17 日の集会で集金する。

日時：11 月 18 日（日）

（吉田）

6 入会者募集の件（案）
○
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3 区位に絞って、２年位募集する。

参加者：12 名

遭難対策費と臨時会費（1,000 円）を充てる。
３．その他
集会記録（一之瀬）

11 月 26 日（月）18：00～20：00

出席者：吉田、前田、高橋英、鈴木、大沢、佐藤文、一
之瀬、国島、武石、三浦、星野、芳賀、角田、
石井

① 忘年会
12 月 10 日（月）18：30～
石川町北口

龍華楼

6,000 円

18：15 待ち合わせ

② 新年会

１．山行報告

1 月 13 日（日）前田宅

① 扇山・百蔵山

（三浦）

鳥沢からバスで、梨の木平へ。登山道を登る。扇山山

会費：4,000 円
③ 次年度会費・会員募集広告

頂で昼食にする。扇山からの下りが結構長かった。

・会費の値上げ・募集広告の範囲・期間、広告にかける費用

1 時間 30 分位のコース。百蔵山の山頂で休憩し、下山し

の捻出方法、賛助会員を募る、等について話し合う。様々な

た。

意見が出た。会費については、

下りは、枯れ草が積もって滑りやすく、厳しかった。

新年度会費：年会費 6,000 円＋臨時会費 2,000 円

登山口からは、バスに乗らず、猿橋駅まで歩いた。駅

とすることに決まった。他は、次回以降話し合う。

から八王子に戻り、帰路に着いた。

臨時会費は、会員募集広告の費用として集める。

② 徳本峠・嘉門次小屋

（前田）

12 月 17 日の集会で

最終のあずさで松本へ。始発バスに乗り、安曇支所で
下車。砂防ダム、二股、岩魚止小屋、力水まで、緩やか

集会日

場所

県民サポートセンター

な上りの道路を歩く。力水からジグザグの登りになる。

１２月１７日（月）６０１号室

18:00～20:00

13：40 峠に着いた。明神方面が良く見えた。

１月１０日（木）６０２号室

18:00～20:00

峠はうっすら雪、峠の小屋は、冬支度だ。

１月２４日（木）６０３号室

18:00～20:00

２月７日（木）６０１号室

18:00～20:00
18:00～20:00

15：15、明神に着いた。嘉門次小屋に泊まる。

２月２１日（木）６０１号室

翌日、西穂山荘まで登る。西穂の小屋からロープウェ

３月１１日（月）６０２号室

18:00～20:00

３月２５日（月）６０２号室

18:00～20:00

４月１１日（木）６０２号室

18:00～20:00

４月２５日（木）６０２号室

18:00～20:00

５月１３日（月）６０１号室

18:00～20:00

５月３０日（木）６０１号室

18:00～20:00

イで下山。
松本へ戻り、帰路に着いた。徳本峠を起点に、霞沢岳
の往復、蝶が岳へ抜けるルートもある。
いろいろ楽しめる。
２．山行計画
① 箱根（明神・明星岳）忘年山行

（武石）

日時：12 月 22 日（土）
集合：小田原駅、大雄山鉄道改札口

8：15

24 分発。

参加者：14 名
② 新年山行（弘法山・権現山）

（吉田）

日時：１月 20 日（日）
集合：海老名改札 8：30

イオンで買い物

・おでんパーティ
・会費

1,000 円

お酒は各自

・コンロ（吉田・前田・武石）コッヘル（高橋）
玉子（鈴木）大根（芳賀・一之瀬）
-5-

