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山行計画

なめこの味噌汁・味噌田楽で体があたたまる。

１月２０日（日）弘法山・権現山（新年会）

山頂標高（１２１３ｍ）にちなんで１２月１３日に金時ま

集合：海老名駅 8：30－イオンで買い出し‐鶴巻温泉駅

つりが行われ、臼でついたお餅がふるまわれたようだ。

おでんパーティ会費 1000 円、お酒は各自持参

残りのお餅をお土産に頂いた。

分担

コンロ：武石・前田・吉田
大根：芳賀

参加者：吉田

前田

佐藤文
瀧

一之瀬

角田

佐藤悦

加賀屋
一之瀬

芳賀

大沢
三浦

金時山は昔、猪鼻嶽と言われていたので来年いのしし年な
ので金時山にまた来て下さいと茶屋の方が盛んに言ってい

玉子：鈴木

高橋

池田

コッフェル：高橋
鈴木

相澤

武石

野間

ました。
ゆっくり休んでいる間に少し雨が降ったようだが、下山開
始するころには雨も上がっていた。

星野

ぬかるんでいるところもあり転ばぬよう慎重に下山。

吉田正＆娘さん夫婦（車）

無事に登山口に到着するころにはすっかりお天気も回復
青空も見えてきた。

２月１７日（日）吾妻山～下曽我丘陵
集合：二宮駅北口 8:00

空気の冷たい中の気持ち良い山行でした。

参考：横浜駅 7:10 発－二宮駅 7:50
参加者：吉田

前田

一之瀬
石井

加賀屋

三浦

武石

大沢
野間

鈴木
瀧

１２月２２日（土）忘年山行

佐藤文
角田

芳賀

明神ケ岳・明星ケ岳

参加者：吉田、前田、高橋、加賀谷、鈴木、相澤、武石、瀧、
芳賀、石井

池田茂

（記録：石井、写真:吉田）
コースタイム：道了尊バス停(9:15)⇒林が切れた後の林道

山行報告
１２月１６日（日）金時山
参加者：佐藤

三浦

曇り

芳賀

（記録：芳賀）

休憩(10:05～10:10)⇒神明水(10:40)⇒稜線前の二股(11:45)
⇒明神ガ岳(12:00～12:25)⇒宮城野への下り分岐(13:00)⇒
一般道路(13:55)⇒宮城野バス停(14:10)

コースタイム：小田原８；００→箱根湯本８：３８（バ

天気予報は登山開始予定時間から雨が降ることを告げて

ス）→仙石→金時神社入口→金時神社９：２０→金時宿

いたが、待合場所の大雄山線小田原駅の改札口には 9 名も揃

り石９：５５→金時神社分岐１０：３５→金時山山頂１

い、途中の相模沼田駅から吉田会長が合流した。

１：００→昼食（５０分）→金時神社分岐１２：１５→

初めて降りた終点大雄山駅には、駅横のバス停にトイレが

矢倉沢峠１２：３０→金時登山口１２：５５→仙石１３： あり、ほどなく道了尊行きのバスが来た。
２０（バス）→箱根湯本→小田原
今回は久しぶりに金時神社の方から登った。
神社には新しく社務所が出来ていて御朱印を頂くこと

10 分ほどバスに乗ると道了尊バス停に到着、多くのメン
バーが雨具を着て出発した。
出発直後は鬱蒼とした境内のスギ林の中の急な階段であ

が出来た。神社でお天気と無事下山をお祈りしていよい

る。右に最乗寺の建物を木々の間に見、ほら貝や太鼓の音を

よ登り始める。

聞きながらの急登がしばらく続く。

初めの頃はお天気もまずまずで芦ノ湖・大涌谷の噴煙・
ゴルフ場など良く見えたが段々とガスってきて山頂近く

境内の太いスギの林は次第に細いスギに代わっていくが、
樹林帯の中の上りは続く。

になると一面白くなり地面には昨日降ったのか雪もほん

一度樹林帯が途切れ、又樹林帯に入った所で小休止。

のわずか残っていた。

気温はこの季節にしては高く、雨具を着ていると暑く、こ

まもなく頂上に到着。
もちろん富士山は全く見えませんでした。寒いので外

こで着ているものの調整を行う。
再び樹林の中を歩いていくと右側に建設途中で中止とな

にいる人はわずかで皆茶屋で休んでいるようなので、 ったリフトの乗降跡が出てきた。
我々も金時茶屋に入りお昼を食べることにした。

４５年前のガイドブックにもこの残骸の記述があったの
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で、その後も放置されたままということだ。

１月１０日（木）吾妻山

この後、リフトの鉄塔の残骸２つと荒廃した見晴茶屋

参加者：佐藤文

国島

を左にやり過ごし、少し行くと神妙水に出た。
水は枯れていたようであった。ここを右に登って行っ
たあと、尾根の左を行く開けた道となる。

新入会員
1 月 10 日に池田茂雄さんが入会されました。

１１時頃からは雨が本降りになってきたので、傘をさ
して歩く。１１時４５分に明神ガ岳と明星ガ岳に分岐す

合同新年会

る地点に到着。その後右にひと登りして１２時に明神ガ

1 月 13 日（日）現役会員（8 名）と OB 会員合同の新年会が

岳頂上に到着した。

１２時から前田宅で行われました。

開かれた頂上には誰もおらず、視界もなかった。

2000 円会費、一品持ち寄りで 20 名以上が参加してたいへん

風をしのぐ為に、少し金時山方面に行ったクマザサに

な盛況で時間のたつのを忘れるほどでした。

囲まれた山道沿いに座って昼食をとった。

前田さん、奥様ありがとうございました。

２０分程の昼食の後、頂上に戻り、丁度登ってきた家
族ずれの娘さんに記念写真を撮ってもらい、雨の明神ガ

集会記録（一之瀬）5 日（月）18：00～20：00

岳を後にした。

出席者：吉田、前田、鈴木、大沢、加賀屋、佐藤文
一之瀬、武石、三浦、瀧、野間、芳賀、角田、石井
１．山行報告
① 金時山 12 月 16 日（日）

（佐藤文）

仙石原までバス。9：30 頃、金時神社から登った。神社は
きれいに整備されていた。11:00 頃、山頂。霧がかかり、寒
かった。1 時間ほど、小屋で休憩。1 時間ほどで下山し、バ
スで戻った。
② ナビゲーション講座 12 月 1 日（土）

（前田）

飯能で行われた講座に参加した。午前中は座学。午後は、
明神ケ岳
明星ガ岳への下りの尾根道は雨で滑りやすい赤土の

裏山を使った実地訓練。二人一組で、12500 分の 1 の地図と
コンパスで、複雑な地形を読み解き、目的地を目指した。中

道。気をつけながら進んでいく。

高年の道迷い、低山の道迷いが多い。迷わない歩き方を、来

３０分強歩いたところで、宮城野へ下る道への分岐点
が現れた。計画通り明星ガ岳まで行くか、宮城野へ直接
下りるか少し議論をしたが、雨も降り続くので、宮城野
迄４０分の看板の魅力には勝てず、下ることにした。
樹林帯の中を下りていくが、特に急な所もなく、快調
なペースで下りていく。
しかし４０分過ぎても宮城野にはつかず、一般道路に
出るまでには小一時間かかった。
雨も小降りになり、靄の上の箱根の山影を眺めながら
道路を思い思いに歩いて、宮城野バス停に着いたのは１
４時１０分。
ここで次のバスに乗る帰宅直行組と、勘太郎の湯で一
休みする温泉組に別れて今日の山行を終了した。
雨の中の眺望もまるでない今年最後の山行は、忍耐の
山行でした。

年から定期的に行いたい。地図読みの技術を研究してほし

１２月２８日（金）奥沼津アルプス
参加者：石井

山行記録別紙 2 枚

い。
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：12 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）
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集合：二宮駅北口 8：00 集合 横浜 7：10→7：50 着

参加者：20 名

・二宮

③ 2 月例会山行

吾妻山から下曽我

グループに分かれて地図を

日時：2 月 17 日（日）

読みながら、歩く。17km 6 時間位

（前田）

参加者：14 名

多比峠で下山路が見つからず、

３．その他

多比口峠まで戻って下山した。道はしっかりしていたが、ア

① 新年会

ップダウンがきつかった。

1 月 13 日（日）12：00～
会費：2,000 円

③ 吾妻山公園 1 月 10 日（木）

前田宅

京急富岡駅 11：45 集合

二宮駅下車。300 段の階段を登り、吾妻神社、浅間神社を

・一品持ち寄り

通って、山頂へ。頂上は菜の花が満開で、丹沢～富士山の稜

② ツェルト購入
・一般会計から支出

（佐藤文）

線が見えた。四季の花が見られる。
吉田会長が選定・購入

③ 退会者で、新年会や忘年会等に参加したい人
・ OB との兼ね合いで考えていく。

２．山行計画
① 新年山行（弘法山・権現山）

（吉田）

③ 会員募集の件

日時：１月 20 日（日）

・東戸塚カーブスに募集要項を貼らせてもらった。

集合：海老名改札 8：30 イオンで買い物

・「スポーツやろうよ」に掲載、101 人閲覧した。

参加者：21 名

・会員募集の方法について、話し合う。

③ 2 月例会山行

決定したこと

日時：2 月 17 日（日）

・タウンニュースに会員募集広告を載せる。

集合：二宮駅北口

・費用は 20 万円かける。

・二宮

災害対策費 15 万円＋臨時会費 5 万円

（前田）

8：00 集合 横浜 7：10→7：50 着

吾妻山から下曽我

小グループで行動する。17km

6 時間位

・広告を載せる区等、具体的なことは、前田さんが次回

参加者：15 名

提案する。
３．その他
集会記録（一之瀬）1 月 10 日（木）18：00～20：00
出席者：吉田、前田、鈴木、大沢、佐藤文、一之瀬、三
浦、瀧、星野、芳賀、角田、石井、池田

1 月 13 日（日）12：00～

前田宅

② 会員の状況・募集等について話し合う。
・会費納入者は 22 名、退会者は 4 名。（1 ・ 10 現在）

１．山行報告
① 明神ケ岳・明星ケ岳 12 月 22 日（土）

① 新年会

（吉田）

９時頃のバスで大雄山登山口に。登山口付近で、ポツ
ポツ雨が降ってきたが、雨の中を登った。

・家族会員は、＋1,000 円で名簿登載してはどうか。
・募集広告は 3 月掲載。4 月より受入れる。
③ 新規入会者

明神ケ岳の山頂脇の風の当たらないところで昼食にし ④ 山行希望

池田茂雄さん
・利尻・礼文、南アルプス、栂海新道

た。明星ケ岳に行く途中で下山することにした。

集会日

１時間ほど下り、バス停で、そのまま帰る人と温泉に行

１月２４日（木）６０３号室

18:00～20:00

く人に分れた。温泉組は、勘太郎の湯に入り、小田原で

２月７日（木）６０１号室

18:00～20:00

下山祝いをして、帰路に着いた。

２月２１日（木）６０１号室

② 奥沼津アルプス 12 月 28 日（金）

（石井）

場所

県民サポートセンター

18:00～20:00

３月１１日（月）６０２号室

18:00～20:00

長岡に出かけたついでに、奥沼津アルプスを歩くこと

３月２５日（月）６０２号室

18:00～20:00

にした。ネットで検索した地図を頼りに、歩き始めた。

４月１１日（木）６０２号室

18:00～20:00

登りは急で、倒木が何か所かあった。

４月２５日（木）６０２号室

18:00～20:00

茶臼山、大嵐山と進んだ。低い山だが、岩稜帯もあり、

５月１３日（月）６０１号室

18:00～20:00

面白い山だ。大平山で初めて展望が開けた。

５月３０日（木）６０１号室

18:00～20:00
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