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４月例会山行

山行計画
３月例会山行

４月１４日（日）未定

３月２４日（日）矢倉岳（吉田）

集合：御殿場線山北駅 9:00

４月２７日（土）～２９日（月）尾瀬

東海道線利用：横浜駅 7:37－国府津 8:27、8:31－山北駅

鳩待峠

至仏山

（前田）

山ノ鼻

8:56
小田急線利用：横浜駅 7:30－海老名 7:55．8:02－新松田

５月２日（木）～６日（月）涸沢

（石井）

8:34、松田駅 8:47－山北駅 8:56
コース：山北駅－酒水の滝－矢倉岳－矢倉沢－（バス） ５月上旬

瀧

高橋

芳賀

石井

（吉田）

14:32．15:32、16:32 発

大雄山駅・新松田駅
参加者：吉田

大群山

鈴木

佐藤

三浦

武石

野間

（他 2 名）

池田茂

山行報告
１月２０日（日）弘法山・権現山（新年会）
海老名駅 8：30－イオン買物－鶴巻温泉駅－弘法山－

３月２７日（水）～２８日（木）千畳敷

（前田）

中央アルプス千畳敷カール泊の計画が決まりました。都

権現山－秦野駅
参加者：吉田

前田

合のつく人はご参加ください。

藤悦

日程は 3 月 27 日〜28 日です。

田

高橋

一之瀬

芳賀

加賀屋

三浦

星野

鈴木

武石

相澤佐藤文

野間

瀧

角田

佐
池

吉田正＆娘さん夫婦（車）

千畳敷ホテルは 5 人部屋を 2 室予約しました。

今年も天気に恵まれた新年会でした。

5 人から最大 10 人まで可能です。

大山の見晴台から権現山の山頂に場所を変えてから今年
で 5 回目となりました。

期日
3 月 27 日

千畳敷ホテル泊 10 人予約済み【5 人部屋 2 室】

1 泊 2 食付き
3 月 28 日

11880 円

千畳敷周辺〜帰宅（希望者のみ稜線まで上が

ることができます）
交通手段について
高速バス利用（片道 4250 円）

寒い時期ですが毎年２０名前後の参加があり、雪稜会の行
事のなかでも参加者が一番多くなっています。
吉田正子さんが娘さんの夫婦のサポートを得て元気な姿
を見せて下さったのも嬉しいことでした。
来年も楽しい新年会を期待したいですね。
（記録：吉田）

【1】横浜 6：26−新宿 6：57／バスタ新宿 7：35−駒ヶ根
バスターミナル 11：25

２月３日（日）吾妻山～下曽我丘陵（下見）

【2】横浜 7：34−新宿 8：07／バスタ新宿 8：35−駒ヶ根

参加者：前田

一之瀬

三浦

石井

バスターミナル
12：33

２月３日（日）三浦アルプス

仙元山～田浦梅林

参加者：佐藤文

前島

野間

芳賀

国島

鉄道利用（片道 7130 円）
【3】横浜 7：05−新宿 7：39／8：00−岡谷 10：19／10：
35-駒ヶ根 11：54

２月１２日〈火〉～１５日（金）
上高地スノーハイキング
参加者：前田

路線バス〜ロープウェイ

砂川

OB：渡辺伸

石井

山行報告：別紙３枚（石井）

駒ヶ根駅前 12：00-すずらん通り 12：01−しらび平 12：45
／13：05−千畳敷駅 13：12（往復 4320 円）

２月１７日（日）吾妻山～下曽我丘陵

駒ヶ根駅前発のバス〜ロープウェイはこのあと 13：00

集合：二宮駅北口 8:00

14：00 15：00（最終）があります。

参加者：A 班：石井
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鈴木

大沢

Ｂ班：一之瀬 角田
Ｃ班：三浦

瀧

Ｄ班：前田

芳賀

野間

池田茂

集会で前田さんが言われたように「芳賀さんは地図上にピ

佐藤文
加賀谷

販売所でザックがいっぱいになった人もいたようです。

吉田

今回の山行は菜の花の吾妻山から梅の咲く曽我丘陵ま
でタウンウォークも含めて地図の見方、コンパスの使い
方の実習を大きな目的とした計画である。
2 月 3 日に計画準備のために４名の方にコースの下見
していただき、前田さんには地図上にチェックポイント
地点を記入するという大変な作業をしていただきまし

ンクのマーカーで通過点を記入していました」これは確認に
もなり、大変いいことだと思いました。
時代の流れで紙の地図の利用が減っていますが、地図に書
かれた情報を読み取ながら歩く楽しみを再確認することの
出来た山行でした。
国府津駅着が早かったので、駅前で皆さん揃ってのどを潤
した時間があったのもよかったです。

た。
参加者を４つの班に分け、下見の４名がスーパーバイ
ザー役になり行動しました。
菜の花で賑やかな吾妻山で三角点を確認後、前田さん
からコンパスで方角や距離の測り方の説明を受けて、各
班が時間差をとって出発。
わが D 班は吾妻山の下降地点を行き過ぎたためゴール

（記録：吉田

写真：佐藤）

まで他の班の姿を見ることが出来ませんでした。
地図を片手に歩くのですが、住宅街は建物、道路、川

角田さんより寄付金

など目印になるものも多く、それほど苦労もなく歩けま

角田さんより会員募集活動に使って欲しいという趣旨で

した。

５万円の寄付をいただきました。

学校、寺、神社などの地図記号を目標にして歩くのも

募集広告にありがたく使わせていただきます。
ありがとうございました。

楽しいものでした。
今回、はじめてお目にかかった地図記号が老人ホーム
でした家の中に杖の印で、なるほどと感心しました。

会員募集

調べたところ２００６年に出来たそうで、高齢化社会を

会員募集は前田、芳賀さんに担当していただきます

象徴するような記号だと思いませんか。

タウンニュース広告の掲載地域および時期などを検討しま

王子神社の近くの細い道に入るところと高山では地図
読みに苦労したが、他の班の待つ高山へ到着して昼食。

した。
次の内容で進めたいと思います。
【３月上旬】説明会は４月中におこなう。
戸塚区／６４０００部：金沢区／４７０００部：
港南区／５４５００部：
保土ケ谷区／４２０００部
【４月下旬】説明会は５月中におこなう。
旭区／５０６５０部：磯子区／３７０００部：
横須賀／９９０００部
掲載料は税込み２３１，６６０円です。角田さんから広告用
にと寄付いただいた５万円を使わせていただくと、少し余裕
ができます。２５万円の予算枠を考えると１８，３４０円残
ります。これで応募者への通信費や説明会場の追加変更があ
った場合の費用に充てられます。

高山
国府津に向かう途中、この時期には恒例のミカン類の

角田さんありがとうございます。
前田享一
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会長交代の件

・アライテント、1～2 人用

会の若返りを図るため４月１日より会長を石井さん、
副会長を一之瀬さんにお願することになりました。
多くの会員にも役員を担当していただきたく考えてお

軽量タイプ

決定

③ OB 会新規発足について
・年会費：1,000 円
・年 4 回程度、通信発行。
OB が参加できる山行を設定する。

りますのでよろしくお願いいたします。
雪稜通信の発行を吉田が担当するのは今回の５６５号

④ 山行希望

・利尻・礼文、聖岳・光岳、栂海新道

瑞牆山～雲取山～三頭山、雲の平、手白沢温泉

が最後となります。
長い間、拙い文章をお読みいただきましてありがとうご
ざいました。

集会記録

2 月 7 日（木）（一之瀬）18：00～20：00

出席者：吉田、前田、大沢、鈴木、佐藤文、一之瀬、三浦、
集会記録 1 月 24 日（木）（一之瀬）18：00～20：00

野間、瀧、角田、芳賀、石井

出席者：吉田、前田、鈴木、佐藤文、一之瀬、三浦、 １．山行報告
瀧

① 吾妻山・下曽我丘陵 2 月 3 日（日）

、星野、芳賀、

17 日の下調べに、4 人で行った。通過ポイントを決定する

１．山行報告
弘法山・権現山 1 月 20 日（日）

① 新年山行

（石井）

・天気に恵まれて、楽しい会ができた。吉田（正）さん

ため、二宮駅を出発。町役場をスタートにした。吾妻山に登
ると、天気が良く、富士山が見え、菜の花がきれいだった。
そこから六本松へ、ポイントを決めながら、進んだ。12500

も家族連れで参加してくれてよかった。

分の 1 の地図だと、細かい道も出ている。登山道と農道の区

・新年会（おでんパーティ）会計報告
収入

20,000 円

別がつきにくく、畑に迷い込んだ。17 日のポイントは、高

支出

15,697 円（おでん材料・つまみ・菓子他）

山の三角点を目指すこと。地図の見方、記号などの学びにな

残金

4,303 円

雪稜会会計に入れる。

る。
2 月 3 日（日）

② 三浦アルプス

5 人で出かけた。9 時過ぎに風早のバス停に着き、浅間山

２．山行計画
① 2 月例会山行

吾妻山～下曽我丘陵

（前田）

日時：2 月 17 日（日）
集合：二宮駅北口

に登った。山頂から中尾根を通って、田浦の梅林に、14 時
頃着いた。梅が少し咲いていた。

8：00 集合 横浜 7：10→7：50 着

・ 4 グループで行動する。17km 6 時間位

２．山行計画

・ポイントを決め、そこを通過しながら、地図とコンパ

① 2 月例会山行

スを使って、目的地へ辿り着く。地図に親しむ。

吾妻山～下曽我丘陵

② 3 月例会山行

矢倉岳

日時：3 月 24 日（日）

（吉田）
洒水の滝から登る。

③ 2 月 11 日～16 日の天気の良い二日間
テント泊

3月

八ヶ岳

5月

連休直前

（前田）

スノーシュー or スキー

岩稜登り
尾瀬

5 月連休

西穂高

グループで行動する。17km 6Ｈ位

Ａ：石井、鈴木、高橋英、大沢
Ｂ：一之瀬、角田、野間、池田茂
Ｃ：三浦、瀧、佐藤文、佐藤悦
Ｄ：前田、芳賀、吉田、加賀屋
・スタート：町役場

ゴール：国府津駅手前トンネル

・地図の見方の講習

磁北線、偏角、コンパスの扱い

② 3 月例会山行

矢倉岳

（吉田）

日時：3 月 24 日（日）

３．その他
① 会計報告・会員確認
・ 30 年度

（前田）

日時：2 月 17 日（日）
・グループ分け

参加者：15 名

上高地

（佐藤）

（瀧）

集合：御殿場線山北駅

コース：洒水の滝－矢倉岳－矢倉沢－大雄山駅 or

会計収支報告

・会費納入会員 24 名（＋1 名可能性あり）
② ツエルト購入の検討

9：00（Suica 不可）

新松田駅
（吉田）

参加者：10 人
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歩程 5 時間

③ 2 月 12 日夜～14 日
上高地

（前田）
スノーシュー or スキー

テント泊

3月

八ヶ岳

5月

連休直前

２．山行計画

岩稜登り
尾瀬

下旬

山行計画欄参照

宝剣岳

5 月連休

西穂高

３．その他
① 角田さん５万円寄付をいただきました
②

３．その他
① 会員名簿

配布と確認

（吉田）

② ツエルト購入の報告

会長交代の件

③会員募集の文面について
出席者のそれぞれの案を記入してもらった結果を、前田さ

（吉田）

んと芳賀さんに決めてもらう

・アライテント、スーパーライト・ツエルト・針網セッ
合計 11,460 円

ト

④OB 会の会名について

③ 瑞牆山～雲取山～三頭山縦走の計画 5 月頃 石井

出席者のそれぞれの案を記入して検討する

集会記録 2 月 21 日（木（吉田））18：00～20：00

集会日

出席者：吉田、前田、鈴木、佐藤文、三浦、瀧、角田、

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

芳賀、石井

池田茂

１．山行報告
① 上高地スノーハイキング

（石井）

2 月 12 日（月）～15 日（金）
参加者：前田

砂川

石井

）

OB：渡辺伸

写真が目的の山行、新宿で最終のあずさに乗り松本に
12 時ころ着、朝食付きのカプセルホテル泊り
7:50 の始発バス、しまった雪なので大正池までそのま
ま歩く。
スキーやスノーシューのトラブルが続出

が

樹脂は経年劣化するので注意が必要、予備の持参も。
河童橋まで行ったが誰もいなかった。
小梨平のテント場のブロックを組んだ立派なテントの跡
を使う。
上高地は冬用トイレが 5 か所ある。
日の出に間に合うように 5 時起床でモルゲンロートの写
真を撮りに行ったが、寒さでシャッターが下りなかった。
石井さんはヤッケの前ポッケットに入れていたので OK.
だった。
バスの時間調整をして中の湯バス停まで戻る。
平湯温泉に泊り、帰宅。
スノーシューを初めて使ったがとてもよかった。
⓶吾妻山～下曽我丘陵
地図の勉強になった
芳賀さんがマーカーペンで通過ルートを塗っていたのが
よかった
次回は房総方面で行いたい
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場所

県民サポートセンター

