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49 山スキー 北海道 余市岳 1/31 2/1

1/31　札幌（車）7:00=キロロスキー場　ゴンドラ山頂
駅からハイクアップ …余市岳コル…南斜面樹林帯(滑
走)…15:00スキー場マウンテンセンター=札幌（車）
19:00　2/1　キロロスキー場上部　ＢＣ雪崩レスキュー
講習会に参加

２つ玉低気圧があるため、初日の山頂付近はガスで視界がな
く、ゴンドラ山頂駅から東にトラバースして南斜面の樹林帯で
深雪滑降の練習。４回登り返して終了。２日目はBCレスキュー
講習会に参加。大雪の降りしきる中、北斜面沢沿いにハイク
アップ。ビーコン探索、救助訓練の後、自分の雪洞を堀って、
穴の中でラーメンを食べて暖をとった。

50 山スキー 中央沿線 霧ヶ峰 2/1

2/1　町田ターミナルプラザ２F市民広場　6:10集合
6:30=八王子=10:30車山高原スキー場11:00…車山山頂
11:50…車山肩12:10…ゲレンデ分岐13:30…ゲレンデ練
習…車山スキー場15:40=八王子=19:10町田

霧ケ峰（車山スキー場）は思いの外人気スポットでした。リフ
ト券引き換え場には長蛇の列、更衣室、ロッカー室も大混雑。
もちろんリフト乗場にも同じ状況でした。山頂よりはBCの世界
で、雪質は良、数本のトラックはありましたが快適でした。ゲ
レンデは初心者向けの事もあり、道具が凶器になる意識が薄く
危険を感じました。私達自身の道具も扱いには常に留意しなけ
ればと痛感いたしました。

51 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 2/1 2/1
渋沢　バス6：53（臨時）＝大倉7：10…10：15塔ノ岳…
13：30大倉＝渋沢駅

52 ハイキング 丹沢 鍋割山 2/1 2/1
鶴川＝渋沢＝大倉7：50…金冷シ11：00…大丸…12：10
鍋割山…後沢乗越…15：30大倉＝渋沢＝鶴川

例年に比べて雪は少なく、案じられた風も弱く絶好の雪見ハイ
クであった。　花立山荘から鍋割山までは「軽アイゼン」のお
世話になった。金冷シ付近で「佐々木Ｌのグループ」と遭遇し

53 ハイキング 丹沢 大山 2/1 2/1
秦野＝蓑毛7：55…ヤビツ峠9：20～9：55…大山11：20
～12：50…下社14：50…大山ケーブルBS16：00＝伊勢原

快晴に恵まれ、山頂では風もなく素敵な富士山を眺めながらの
昼食でした、二日前に降った雪で登山道は所どころ凍ってまし
たが慎重に下山しました。

54 ハイキング 道志 鳥ノ胸山 2/1 2/1

淵野辺＝（どうし道）＝落合橋Ｐ9：00…雑木ノ頭10：
50…11：50鳥ノ胸山…（往路下山）…14：30落合橋Ｐ＝
淵野辺

落合橋から雑木ノ頭までは雪の上にトレースはなく金曜の積雪
から最初の入山者となった。山頂で道の駅側から登ってきた１
パーティと出会ったくらいで雪を楽しんだ山行であった。帰り
はアイゼンを使用した。

55 山スキー 中央沿線 霧ヶ峰 2/1

2/1町田ターミナルプラザ２F市民広場　6:10集合
6:30＝八王子＝10:30車山高原スキー場11：00…車山山
頂11：50…車山肩12：10…ゲレンデ分岐13：30…ゲレン
デ練習…車山スキー場15:40＝八王子＝19:10町田

霧ケ峰（車山スキー場）は思いの外人気スポットでした。リフ
ト券引き換え場には長蛇の列、更衣室、ロッカー室も大混雑。
もちろんリフト乗場にも同じ状況でした。山頂よりはBCの世界
で、雪質は良、数本のトラックはありましたが快適でした。ゲ
レンデは初心者向けの事もあり、道具が凶器になる意識が薄く
危険を感じました。私達自身の道具も扱いには常に留意しなけ
ればと痛感いたしました。

56 ハイキング 二宮町 吾妻山 2/2 2/2
小田急町田8：08＝藤沢8：46＝二宮…9：40吾妻山（ス
ケッチ・昼食）…二宮＝15：30町田

ポカポカ陽気で平日にもかかわらず多くの人が、菜の花越しの
富士山やキラキラ穏やかな相模湾に見入っていた

57 岩トレ 湯河原 幕岩 2/2 2/2
湯河原幕山公園駐車場集合8:30、桃源郷でフリークライ
ミング、16:00撤収、湯河原幕山公園駐車場解散

いんちきするな5.8、シルクロード5.7、サンセット5.10a、憧
れのハワイ航路5.11a、アボリジニ5.10a、夕暮れ時5.10bを、
リードやトップロープで

58 ハイキング 丹沢 鐘ケ岳北尾根 2/3 2/3

愛甲石田駅7:10＝広沢寺入口＝7：40清川村役場＝8:00
広沢寺駐車場8:10…大釜弁財天裏・尾根取付…弁天オグ
シ尾根…P672北東尾根下降10:20…11:40鐘が岳12:10…
北尾根下降…P420（福神山）南鞍部…13:10鐘が岳13:20
…北尾根下降…尾根最北端＝駐車場＝広沢寺駐車場　解

・弁天おぐし尾根で積雪・凍結部通過にロープ使用。P670北東
尾根で軽アイゼン着用。鐘が岳北尾根下降途中で頂上に忘れ物
に気付き高度210ｍ位を登り返した。鐘が岳最北端までは岩の
ヤセ尾根もあるが、支尾根が多く作業径路・巻き道・マーキン
グ等が錯綜し地形図とGPSフル活用の充実した読図山行だっ

59 ハイキング 富士・御坂 本社ヶ丸 2/3 2/3
淵野辺駅6:00＝追分＝東山梨変電所P8:00…清八峠9:30
…清八山10:00…本社ヶ丸11:30…清八峠11:40…変電所
P12:30＝日帰り温泉＝淵野辺駅解散

快晴、無風。さすが秀麗富嶽12景。青い空をバックに富士山、
南アルプス、北アルプス・・やっぱり雪をかぶった峰々の景色
は素敵！雪のある時期に12景の山を歩いてみたくなった。

60 山スキー 上信越
さかえ倶楽部・斑
尾・ヤマボク

2/5 2/7

2/5 6時川手宅集合=(関越自動車道)=湯沢IC=国道17・
117・353号=10:30さかえ倶楽部スキー場着･･･新雪ト
レーニング---車中泊(とまとの国、中条温泉　2/6　8時
斑尾高原スキー場＝(国道117号、県道503・97号)9時30
分着･･･新雪トレーニング---車中泊(上部第7駐車場)終
日･･･4時ヤマボクスキー場に移動　2/7　8時30分ヤマボ
クキヤットツアー参加及びタコチツアーコース滑走＝16
時帰宅(上信越自動車道)---川手宅20時到着

新雪滑走を十分トレーニングしました。怪我・トラブルなし

61 ハイキング 丹沢 丹沢表尾根 2/6 2/6
秦野駅＝蓑毛6:10…ヤビツ峠7:30…三ノ塔9:40…烏尾山
10:10…11:20新茅荘…12:10大倉＝渋沢

新雪の上を気持ち良く歩けました。三ノ塔からは先行者がいた
ので烏尾尾根からエスケープ。

62
アイスクラ
イミング

上州 霧積温泉周辺の氷爆 2/6 2/7

2/6 19:00堤宅＝東名厚木IC＝圏央道＝上信越道甘楽Ｓ
Ａにて車中仮眠 2/7 6:30甘楽SA＝松井田妙義IC＝7:30
霧積温泉きりづみ館駐車場集合(車デポ)･･･8:00～14:00
周辺氷爆にてアイスクライミング･･･14:20駐車場＝

霧積温泉の氷爆は、きりづみ館から徒歩５分とアプローチが短
く、初級者から上級者まで楽しめる絶好のアイスゲレンデ。マ
ルチピッチは出来ないが、毎シーズン訪れたい所である。

63 ハイキング 丹沢 鍋割山 2/7 2/7
渋沢＝大倉7：20…堀山の家…金冷シ…12：00鍋割山…
二股…15：40大倉バス停　＝渋沢

64 ハイキング 富士・御坂 位牌岳 2/7 2/7

海老名駅6:20＝東名沼津IC＝水神社P8:00…9:55つるべ
落としの滝…11:30位牌岳12:15…いっぷく平…13:20袴
腰岳…13:50馬場平…14:40愛鷹山…15:50柳沢橋…
16;40水神社P＝町田

積雪量は多くて20cm位で　予定通りの周回コースで歩けまし
た。位牌岳までは道標が細かに設けられていますが　袴腰岳方
面の　コースは　あまり整備もされておらず道標もかなり少な
い。位牌岳の山頂には桜、ツツジも多く　山の名前から創造で
きないですが季節を楽しめる山のようです。　季節がら　生の
桜海老、シラス丼も味わえました。

65 ハイキング 丹沢 丹沢三峰 2/7 2/7
町田駅6：21＝6：35本厚木駅6：55＝7：39三叉路7：55
…高畑山9：40…本間ノ頭12：00…丹沢山14：40…塔ノ
岳16：00…大倉20：35＝渋沢21：10＝町田22：00（解

雪は思ったほど多くはなかったが、アイゼンを付けたり外した
りを繰り返し、大倉の最終バスに間に合わず渋沢駅までタク
シーを利用した。

66
アイスクラ
イミング

南アルプス
尾白川下流・刃渡り
沢、岩間ルンゼ

2/7 2/8

2/7八王子駅改札横階段0631八王子0635=0854長坂=タク
シー=0930タクシー終点…1030日向山登山口…1130東屋
ベース設営1210…1255林道終点1300 時刻が遅いため予
定を変更…1330岩間ルンゼ　アイスクライミング1730…
1740ベース(幕営) 2/8ベース0630…0710林道終点…0800
刃渡り沢：アイスクライミング〜11:10…12:20出合…
1320林道終点…1400ベース　撤収1445…1710白州道の駅
1730=タクシー=1750長坂1806=八王子　解散

初めての尾白川でのアイス。タクシーにかなり手前で下ろさ
れ、1日目は予定を変更して岩間ルンゼ。3p目から上は氷が見
当たらず、最初の滝でトレーニングをした。2日目は雪の中を
刃渡り沢へ。ナメは雪に埋まっていた。バーチカルな双翼の滝
は後でTRで試そうと、先に大滝を登ったがここで燃え尽きて時
間もかかったので終了。長い長い林道と道路を歩いて下山し
た。

67 雪山 奥秩父 金峰山 2/7 2/8

2/7ＪＲ町田発９：４４＝＝信濃川上１４：00着＝（タ
クシー）＝廻り目平（幕営） 2/8 ６：2０…金峰山１
１：００…テン場１３：４０＝信濃川上＝小淵沢（解
散）

金峰山小屋までの樹林帯はトレースが有り、ワカンを使うこと
はなかった。小屋からは吹雪く中を歩き山頂に着く。視界もき
かずすぐに下山。タクシー代6,000円（片道）

68 ハイキング 丹沢 大山支尾根 2/8 2/8

秦野駅　バス7：35＝蓑毛8：00…9：30ヤビツ峠9：50…
イタツミ尾根（一般ルート）…11：00大山頂上11：20…
大山の肩11：40…石尊沢右岸尾根下降…13：30唐沢峠
14：00…15：00不動尻15：30…谷太郎林道終点…16：45
煤ケ谷バス停17：04＝本厚木駅

天候不良が予想され、実施するか・コース変更するか、判断に
とても迷い、登りのコースを一般道に変更した。　スタート時
は曇り・標高1,000ｍ位から雪・大山頂上では吹雪き、雨具・
軽アイゼンを装着した。石尊沢右岸尾根下降時は積雪15～20ｃ
ｍ位だが風雪ともに強く、思わぬ雪山歩行となった。ヤセ尾
根・支尾根も無事に通過。昼食が唐沢峠の東屋まで摂れず、空
腹に我慢しての歩行となった。悪天候の中、全員で地形図・コ
ンパスで読図したが、トラブルもなく無事に下山出来たのは
《参加者の協力・パワー》と感謝します。予報通り、唐沢峠以

69 ハイキング 上信越 黒斑山 2/8 2/8

JR相原駅6:30＝高尾山＝佐久北IC＝車坂峠＝高峰高原ビ
ジターセンターP10:00…表コース…トーミの頭12:00…
黒斑山12:30…中コース分岐13:00…ビジターセンター
P14:00＝日帰り温泉＝小諸IC＝相原駅（解散）

表コースを登り始めてしばらくして風雪がやや強くなり、トー
ミの頭に着いた頃にはホワイトアウト状態で、浅間山本峰は
まったく見えず、黒斑山までとした。下山に使った中コースは
展望はないが、歩きやすい傾斜の雪道であり、途中のやや急な
斜面で尻セードが楽しめた。車坂峠までの道路は、朝はほとん
ど雪がなかったが、帰路は一面の雪景色に変わっていて、運転
に注意が必要だった。

70 ハイキング 中央沿線 岩殿山 2/8 2/8
成瀬８：０８＝　町田＝八王子＝9：34大月9:40…丸山
公園…岩殿山…13:10大月＝八王子＝成瀬

駅に着いたら小雪チラチラ。岩殿山山頂のあずま屋で雪見をし
ながらの“うどん”も乙なものでした。

71 ハイキング 丹沢 丹沢三峰 2/11 2/11

町田6:21＝本厚木＝バス停6:55＝三叉路7:45…本間の頭
…丹沢山13:15～45…塔ノ岳15:40～55…大倉18:20＝渋
沢（解散）

丹沢山を14時頃に着くことを目標に、2班構成で無風快晴の
中、雪山気分を味わいながら歩く。見晴茶屋でヘッデンを装
着。歩くの大好きなメンバーだったのでロングコースに充実感
一杯だった模様。本格的な雪は１１００ｍ位から。丹沢山から
はぬかるみが出てきた。

72 ハイキング 上信越
黒斑山（トーミの

頭）
2/11 2/11

小田急町田＝新宿7:20＝11:00高峰高原（アサマ2000）
…車坂峠12:00…中コース経由トーミの頭14:00…中コー
ス…15:20アサマ2000スキー場駐車場…（アサマ2000）
16:00 ＝20:00新宿駅

ツアーバス利用の為　出発時間が遅くなりましたが、トーミの
頭から　白い筋が入った見事な浅間山が見えました。雪が軽い
のですが、トーミの頭直前の急登では　雪が踏まれて固くなっ
ており　登リ、下りとも1歩づつ慎重に足を運びました。ス
ノーシューも傾斜、雪質により足の運びに注意することを　転
びながら経験しました。

73 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 2/11 2/11 高尾＝小仏…小仏峠…城山…高尾山…京王高尾＝町田 小仏峠から高尾山までは泥んこ道で転ぶと最悪です。

74 ハイキング 奥武蔵 宝登山 2/11 2/11
町田6:41=八王子=高麗川=寄居=野上10:00…萬福寺…野
上峠…12:10宝登山…ロウバイ園…14:10長瀞=寄居=高麗
川=八王子=町田

ロウバイは満開で薫りも漂い見ごろを迎えていました。同時に
マンサク・福寿草も咲いており黄色の花の饗宴が素敵でした。
人出も満開のなか、楽しく満喫してきました。

75 ハイキング 丹沢 丹沢表尾根 2/11 2/11
渋沢駅バス6：48＝大倉バス停7：15…堀山の家…11：15
塔ノ岳…三ノ塔…ヤビツ峠…17：00蓑毛バス停＝秦野駅
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76 ハイキング 丹沢 丹沢三峰 2/11 2/11

渋沢駅 バス6：48＝7：10大倉7：40…10：30塔が岳10：
50…11：55丹沢山12：30…丹沢三峰…15：40金冷し…
17：35三叉路バス停17：51＝本厚木駅（解散）

長時間の歩行に備えて、コンスタントに体力温存して歩くこと
を心掛けた。結果としてあまり疲れることなく、全員余力を残
して下山出来た。下山路の北側のトラバースで軽アイゼンを装
着したのは20分くらいで、他はアイゼン無しで歩行できるほど
の積雪だった。丹沢山頂上付近は30ｃｍ位の積雪だが凍結が無
く歩きやすかった。休憩の度にエネルギー補給をし過ぎたか

77 ハイキング 日光・那須 日光雲竜渓谷 2/14 2/15

2/14町田6:00＝東北道＝日光IC＝霧降高原9:40…11:30
赤薙山手前1900m地点12:00…丸山･･･14:50霧降高原＝日
光交流促進センター泊 2/15宿舎＝瀧尾神社駐車場7:00
…ゲート…展望台…10:00洞門岩…雲竜渓谷入口…11:00
雲竜曝直下11:30…往路戻る…14:30駐車場＝町田

赤薙山手前まで10人　交代でラッセル訓練。赤薙山と丸山分岐
点からの長い急斜面はアイゼン下山。時折　雪煙舞い上がる風
も体感できました。宿泊施設からは　思いもよらない冬の花火
を楽しめました。　二日目は洞門岩までは安全をとり長い林道
歩きでしたが　その先は数回の渡渉をしながら氷柱が見え始め
核心部のブルーの氷柱の裏側に周り込んだりしながら　突き当
たりの雲竜曝直下まで歩きました。不思議な形の凍った滝に！

78 ハイキング 奥秩父 西沢渓谷 2/14 2/14

7:00すずかけ台前広場＝愛川IC＝勝沼IC＝道の駅みとみ
10:30…西沢渓谷入口…西沢山荘…二俣…12:30七ッ釜五
段の滝…西沢山荘…西沢渓谷入口…15:00道の駅みとみ
＝勝沼IC＝すずかけ台駅（解散）

雪はしっかりと踏み固められていて歩きやすく、雪と氷の渓谷
を堪能できた。

79 ハイキング 伊豆・箱根 矢倉岳 2/14 2/14

町田駅7：36発＝8：24新松田駅　8：40バス＝地蔵堂バ
ス停9：30 …矢倉岳11：20…地蔵尊バス停13：50＝町田
駅16：00

行きのバス車中、話に夢中になり終点地蔵堂。逆コースからの
出発となってしまった。幸い逆コースは矢倉岳からの下り凍結
箇所が無くホットする。予定コースで行くと凍結箇所下り路の
為、神経を消耗していただろう。山頂は広々として景観も良
い。久々に明るい中、家路に着く。

80 山スキー 上信越 かぐら 2/14 2/15

2/13各所=ゆざわ健康ランド(仮眠)　2/14みつまたス
テーション8:00...かぐらスキー場にて深雪滑降実技講
習...和田小屋(東京山スキー学校OB懇親会・泊)　2/15
かぐらスキー場にて深雪滑降実技講習(2)...みつまたス
テーション13:00(解散)

強風のため、かぐらスキー場上部のかぐら高速リフト、第5ロ
マンスとも運休していたことから、一部シール登高し、ゲレン
デ内で深雪滑降実技講習を実施した。ジャイアントコース等の
ゲレンデ内でも深雪滑降の練習が存分にすることができた。和
田小屋での東京山スキー学校のOBの懇親会は、貸し切りだった
こともあって大いに楽しめた。

81 山スキー 上信越 かぐら 2/14 2/15

2/13　町田=(関越)=ゆざわ健康ランド(仮泊)　2/14　湯
沢高原スキー場=13:00かぐらスキー場...14:00和田小屋
(泊) 　2/15　和田小屋7:30...周辺でスキー...かぐら
スキー場11:30=帰京

5期東京山スキー学校同期の山行　和田小屋宿泊で東京山ス
キー学校の同窓集会(約50名)土日両日とも強風で和田小屋上の
リフトが停止して視界もほとんどない状態。わずかにリフト1
本のみではあったが吹雪の中深雪滑降した。山スキー学校の仲
間で楽しく懇親できた。

82 山スキー 上信越 かぐら 2/14 2/15
2/14　7時、橋本駅南口集合=(関越自動車道)=湯沢IC=国
道17号＝10:00かぐらスキー場＝越後湯沢　2/15　八海
山スキー場　2/16岩原スキー場

新雪が45cm降って新雪深雪のトレーニングができました。最終
日は晴天の岩原スキー場にて十分楽しめました。怪我や問題は
ありません。

83 山スキー 北アルプス 栂池 2/14 2/15

2/14町田午前6時(車)=中央道=安曇野IC=栂池スキー場
11:00=栂池スキー場にて深雪トレ　2/15 栂池=白馬コル
チナスキー場8:30・・・深雪滑降トレーニング・・・南
小谷14:40=安曇野IC=町田17:30

初日は強風のため栂の森までしか行けず、ゲレンデにて新雪ト
レをする。

84 ハイキング 丹沢 鍋割山 2/15 2/15

町田駅6：35発＝渋沢7：12着＝二俣（タクシー２０分）
…登山口８：４５…後沢乗越９：１０…鍋割山１０：２
５（食事５０分）…金冷し1２：１５…堀山1３：１0…
見晴し小屋１４：０５…大倉1４：５５＝渋沢駅（解

天候：快晴、風は山頂でやや強い、積雪：山頂は日陰にすこし
あったが、金冷やし分岐までの尾根は２０㎝位の積雪で全員軽
アイゼンを着用した。　花立小屋からの下山は雪なし。大倉へ
は予定より早く到着した。

85 ハイキング 丹沢 大山 2/19 2/19

秦野6：55＝簑毛7：25…簑毛越…10：25大山…（イタツ
ミ尾根）…12：05ヤビツ峠…13：00簑毛＝秦野

Ｈ700ｍあたりから積雪。簑毛から表参道合流点までは先行す
る登山者もなく初の足跡者となった。山頂は快晴無風、登山者
二人ほど。北側で積雪30～40ｃｍほどか。10時ごろから谷筋に
雲が湧いていたがあっというまに頭上を黒雲に覆われた。簑毛
バス停に看板だけ出ている手打ちそばやが前々から気になって
いたので途中下車して立寄る。桜の頃が人気のようだ。

86 ハイキング 八ケ岳 北横岳～縞枯山 2/20 2/20

町田6:00＝相模原愛川IC=諏訪南IC=9:00北八ヶ岳ロープ
ウェイ山麓駅=山頂駅9:45…坪庭…10:55北横岳…北横岳
ヒュッテ(昼食)12:00…坪庭…13:20縞枯山…14:20山頂
駅=山麓駅=諏訪南IC=18:40町田

北八ヶ岳ロープウェイへの道路は(ビーナスラインより先)きれ
いに除雪されてはいるが冬用タイヤでないと走行は無理。今年
は積雪量が多いとの情報があるが坪庭、北横岳は適度に締まっ
て風もさほど強くなく、気持ちよい雪山歩きだった。縞枯山斜
面の積雪は多い感じである。

87 ハイキング 三浦半島 城ケ島～剱崎灯台 2/20 2/20

町田6：00＝横浜駅＝三崎口駅＝城ケ島8：30…城ケ島灯
台…馬の背洞門…城ケ島公園…安房埼灯台…白秋碑前…
宮川湾11：30…白浜毘沙門天…剱埼灯台…剱崎バス停＝
三浦海岸駅15：45＝横浜駅（解散)

風はあるが好天に恵まれ、三浦半島を歩いた。海岸沿いの遊歩
道では海の美しさとその存在に圧倒される。海の幸を愛で、灯
台を三つ巡り、スイセンの香りを堪能した。

88 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 2/20 2/20
町田6:34＝7:07秦野 バス7:20＝蓑毛8:00…9:20ヤビツ
峠…11:00三の塔…13：30新大日…14:10塔の岳14:30…
大倉尾根　…17：10大倉＝渋沢＝町田戻り19時(解散)

特に三の塔から烏尾山まではアイゼンをつけてスノーハイクを
楽しめました。

89 ハイキング 北アルプス
栂池自然園・岩岳ス

キー場
2/20 2/22

2/20町田19:00＝中央道＝長野道松本ＩＣ＝大町泊 2/21
大町9:00＝栂池高原10:00＝ゴンドラ栂の森11:30…自然
園周辺スノーハイク15:30＝栂池高原16:00＝来馬温泉泊
2/22宿8:00＝岩岳スキー場ノアの里9:00=ノアの山…ス
ノーシューハイク11:30=ノアの里12:00＝中央道＝町田

栂の森から栂池自然園まで、澄み渡った青空に映える雪の後立
山連峰を仰ぎ見て、スノーシューハイクをしました。風もなく
暖かで、雪のテーブルを囲んでチーズフォンデユーとホットワ
インを楽しみました。

90 山スキー 上越 赤倉温泉 2/20 2/21

2/20町田日生ビル前　6:00 集合　町田＝＝妙高高原Ｉ
Ｃ＝赤倉温泉スキー場着11:30･･スキー＝まつや旅館
(泊)
2/21宿＝赤倉観光リゾートスキー場Ｐ･･･スキー･･･駐車
場14:00＝＝妙高高原ＩＣ＝高尾山ＩＣ＝町田 20:00

スキー日和に恵まれ、雪質もパウダーで楽しく滑れた。眼前に
妙高山を眺めてのゲレンデスキーも爽快である。今年は矢張り
積雪多し（３ｍ位）　尚、まつや旅館」は好評でお薦めの宿。

91 ハイキング 丹沢 丹沢・表尾根 2/21 2/21
秦野駅6:00＝蓑毛…ヤビツ峠7:40…9:30三ノ塔…烏尾山
10:00…塔ヶ岳12:00…14:05大倉＝渋沢

三ノ塔から烏尾山、新大日から塔ヶ岳まではアイゼンが必要。
稜線ではガスっていて見晴らしが利かなかったが、塔ヶ岳山頂
では富士山が望めた。

92 ハイキング 南アルプス 入笠山 2/21 2/21

町田6:06＝富士見9:10 （タクシー）＝戸山市立少年自
然の家…沢入登山口9:40…入笠湿原…入笠山12:00～40
…入笠湿原…沢入登山口…戸山市立少年自然の家 （タ
クシー）＝富士見（解散）

自家用車は沢入登山口に７～８台駐車していたが、タクシーは
登山口までは入らない。山頂は多くのハイカーで大賑わいだっ
た。無風快晴の大パノラマに満足。

93 ハイキング 伊豆・箱根 幕山・城山 2/21 2/21

町田駅7:18＝8:33湯河原駅 バス8:45＝幕山公園９：０
０…幕山登山口9:30…幕山山頂10:30…自鑑水分岐10:45
…大石ヶ平11:15…一之瀬橋11:30…ししどの窟13:10…
城山14:00…城願寺…湯河原駅15:30

沢山の方に参加頂き、梅園の梅も観賞出来、そして皆さんに助
けて頂いて、初リーダー楽しい山行となりました。懇親会も楽
しめて良かったです。参加者の皆さん、ありがとうございまし
た。

94 ハイキング 丹沢 鍋割山 2/21 2/21
町田６:２１＝渋沢７:０２=大倉＝二又7:30…後澤乗超
…鍋割山10:15…金冷やし…花立…堀山…大倉１５：３

良い天気に恵まれたが山頂ではガスっていたため展望なし。

95 ハイキング 陣馬・高尾 石老山 2/21 2/21
町田駅7:51＝八王子＝高尾＝8：53相模湖　バス9:00＝
石老山登山口9：40…11：40石老山12：40…プレジャー
フォレスト前14：40

絶好の山行日和でした。雪が残っていて山頂近くは凍っていま
したが、山頂は風もなくゆっくりお昼をいただきました。

96 岩トレ 丹沢 広沢寺 2/21 2/21
7：40本厚木駅東口改札前（集合）8：00厚木バスセン
ター発（広沢寺温泉行バス乗車）＝…広沢寺弁天岩でマ
ルチ等のロープワーク講習14：30＝本厚木駅（解散)

広沢寺の岩場は思いの外寒かった。多くのパーティーで賑わっ
ていたが初歩的な事から1/3引き上げまで講習をした。

97 雪山 上越 谷川岳西黒尾根 2/21 2/22

2/21集合：鶴川駅 17時集合　横谷車使用　集合場所=土
合駅　駅泊 2/22土合駅0600=ベースステーション0630…
西黒尾根1660M地点　10:00…12:00ベースステーション=
入浴=鶴川駅

朝は晴れて春山の陽気で山々も見えていた。しかし、9時には
ガスの中となり、1660m付近でホワイトアウト。雪庇が全く確
認できないので撤退・下山とした。雪庇は例年より大きく、気
温が高い事もありあちこちに亀裂が入っていたが、比較的雪は
締まっていた。

98 ハイキング 中央沿線 御前山～神楽山 2/24 2/24
八王子駅7:00=7:47大月駅8:00…9:00御前山10:00…神楽
山10:30…猿橋駅12:00=八王子

御前山山頂南側は断崖絶壁。北側は普通の登山道。雪や凍結も
無く、乾いた歩き易い道だった。逆コースも歩き易そう。

99 ハイキング 藤野 鉢岡山～日連山 2/25 2/25
八王子7：52＝藤野駅8：30…金剛山…9：45日連峰山…
八坂山…杉峠…10：40鉢岡山…杉峠…11：30日連山…宝
山…13：05藤野駅＝町田

400ｍクラスの山なれど適当にアップダウンがありあなどれま
せん。日連峰山からは藤野の町や陣馬、中央沿線の山々の展望
が楽しめます。

100 山スキー 東北 八甲田山 2/26 2/28

2/26羽田空港7:35=青森空港8:55=タクシー=酸ヶ湯温泉
10時…酸ケ湯温泉10:30･･･仙人岱ヒュッテ13:00･･･大
岳･･･酸ヶ湯温泉14:40 　2/27酸ケ湯9:00=銅像茶屋9:30
…銅像コース･･･銅像茶屋11:40=酸ケ湯12:30　2/28酸ケ
湯 8:30=ケーブル乗り場 8:40=山頂 9:50･･･中央ルー
ト･･･酸ケ湯 11:30=ケーブル乗り場13:00= 山 頂13:30
…宮様ルート･･･酸ヶ湯15:00=青森空港20:30=羽田空港

例年に比べ雪が少なかったが、降雪もあり山スキーが楽しめま
した。

101 ハイキング 丹沢 丹沢・主脈縦走 2/27 2/28
2/27橋本駅14:00＝三ヶ木＝焼山登山口15：30…18:00平
丸分岐…19:20黍殻山避難小屋泊 2/28小屋6:00…姫次…
9:25蛭ヶ岳…12:35丹沢山…塔ヶ岳14:30…17:00大倉＝

初日はヘッ電を頼りに歩く。避難小屋は快適に利用できた。二
日目も天候に恵まれて、富士山や南アルプスを眺めることが出
来た。姫次より塔ヶ岳までは軽アイゼンを装着。

102 ハイキング 丹沢 シダンゴ山～日影山 2/28 2/28
町田駅6:54＝新松田駅 バス7:55＝寄８：４０…シダン
ゴ山10:00…林道秦野峠11:00…秦野峠11:40…日影山
14:00…秦野峠分岐点15:00…神縄トンネルバス停15:40=

日影山の急登は浮石があり結構危険。

103 ハイキング 三浦半島 三浦アルプス 2/28 2/28

町田7:08＝藤沢＝大船＝JR逗子駅＝風見橋…登山口8:23
…15分…仙元山…50分…観音塚…100分…11:50鉄塔
12:20…20分…乳頭山…30分…13:15田浦梅林…JR田浦駅
＝町田

今までは標識が少なくて判りにくく道迷いで有名だったが、分
岐毎にしっかりした標示版があり、道迷いの心配が無くなって
いた。だが、田浦梅林～田浦駅までの標識がなにもなく、「梅
まつり」ののぼりに従う。のぼりが無ければ道迷いとなるだろ
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八ヶ岳 南沢大滝 2/28 3/1

2/28淵野辺駅南口2100集合　淵野辺=0020道の駅小淵沢
仮眠 3/1道の駅0630=美濃戸口0730…1000南沢小滝・大
滝：アイスクライミング1430…1540美濃戸口=入浴=相模
大野

週末ごとに低気圧で八ヶ岳・南沢大滝に転進したが、昼からは
吹雪が強まり、早めに下山した。南沢小滝はすでに一杯、大滝
も数Pで混んでいた。大谷さんのリードで登攀。氷はやわらか
くて良く刺さった。そろそろアイスも終盤かな。

105 山スキー 上越 八海山 2/28 3/1

2/28 AM6時、JR橋本駅南口 集合=関越道=八海山スキー
場･･･車中泊　2/29　神立スキー場＝16時帰宅

初日、新雪を求めて岩原スキー場を探索したが滑走できそうも
ないため、スキー場を八海山に変更、林間に残る新雪をトライ
できた。2日目天候不順、強風と小雨のためスキー場を神立に
変更、45度と書かれた新雪の残る斜面を数回トライした。高温
による雪の溶解が思ったより早く、新雪といえども重く春ス
キーに近い状態であってた。

106 山スキー 上越
志賀高原・山田牧場/

草津ルート
2/28 3/1

2/28上諏訪（車）5:00=志賀高原 熊の湯…笠が岳…山田
牧場タコチコース…山田温泉15:00（車=志賀高原石の湯
（泊） 3/1志賀高原渋峠…(草津ルート）…草津国際ス
キー場13:30（車）=草津温泉=志賀高原石の湯18:00=上
諏訪着20:30

初日は晴天で、笠が岳を経由して１３KMの山田温泉の林間タコ
チコースに滑り込む。2日目は吹雪いていたが、森をぬけて芳
が平経由で草津国際スキー場までのスキー縦走。志賀高原まで
車で3時間かかって戻ったことを考えると山スキーの機動力は
素晴らしい。「私をスキーに連れてって」の舞台となる美しい
雪景色と最高のパウダーが味わえる「イチオシ」の楽しいルー
トだが、草津白根山は噴火警戒レベル2で火口周辺の規制が

107 ハイキング 奥多摩 御前山 2/28 2/28
立川6:58=武蔵五日市 バス7:40=宮ヶ谷戸8:15…仏岩の
岩10:40…11:45御前山避難小屋12:10…御前山12:35…大
河内峠14:00…藤倉15:15=武蔵五日市16:20

天候に恵まれ気持ちのよい山歩きであった。御前山にちかい１
０００Mあたりは雪も少しはあったが雪解けが凍っていてアイ
ゼンが必要かと思われる。又頂上からの下りは少しの間アイゼ
ンが必要だったが、南面の下山道なのでほとんどアイゼンなし
で大丈夫である。藤倉までの時間は普通に歩いても、昭文社の
地図の時間より２０～３０分ぐらい多くかかる。

108 雪山 奥秩父 金峰山 2/28 3/1

2/28町田ヨドバシカメラ前6:15 町田=相模原愛川IC=須
玉IC=8:40瑞垣山荘9:45…富士見平…12:00大日小屋（テ
ン場）…13:35大日岩…15:35大日小屋 3/1大日小屋6:20
…砂払ノ頭…2400稜線…砂払ノ頭…9:30大日小屋（テン
ト撤収）10:30…富士見平…12:00瑞垣山荘=須玉IC=相模
原愛川IC=15:25町田

瑞垣山荘までは除雪してあり道路中央部には雪がない。7日は
よい天気なので大日岩まで行き展望を堪能する。翌日8日は朝
から雪が降っていたがいけるところまでと出発するが稜線に出
ると強風のため撤退する。

109
雪山ハイキ

ング
八ケ岳 高見石～稲子湯 2/28 3/1

2/28町田6:06＝八王子＝茅野　バス＝11:30渋の湯…賽
の河原…14:30高見石小屋(泊)　3/1　7:35高見石小屋…
9:10中山峠…10:00黒百合ヒュッテ…13:00渋の湯15:00
＝茅野16:20＝18:30町田駅解散

初日夜、高見石小屋での星座観に感動した。尚、例年中山峠か
ら稲子湯へのルートは問題無く下降出来たが、今回は下降が難
しく、渋の湯に下山した。


