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783
無雪期ハイ

キング
丹沢

弁天オグシ尾根
～鐘ヶ岳北尾根

12/1 12/1

愛甲石田駅7:30(車)=8:30広沢寺P8:40…9:10大釜弁財天
ウラ尾根取りつき…10:10弁天オグシ尾根…10:35P515…
11:25見晴広場Ｂ…12:50鐘が岳561ｍ…13:47Ｐ420…
15:20北尾根最北端…清川村役場バス停(タクシー)=15:50
広沢寺温泉(車回収)=愛甲石田駅

朝の出発時には小雨が残り、山行を躊躇したが30分ほど遅らせ
てのスタートとした。Ｐ515ではブロッケン現象が見られて天気
も回復した。渡渉、藪コギ、急登、岩場、作業径路、紅葉、濃
霧と変化に富んだコースで読図とＧＰＳ、総動員した。

784
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 陣馬山 12/3 12/3

町田駅7:40=八王子=相模湖駅8:30…与瀬神社…矢ノ音…
明王峠…陣馬山12:15…和田バス停14:30=藤野駅=町田駅

陣馬山からの下りは一ノ尾根から和田バス停に向かった。一面
に落葉している広葉樹林は、いつもの見なれた山道とは違っ
て、やさしい黄金色に染まっている。その風景を楽しみながら
下った。

785
無雪期ハイ

キング
中央沿線

坂脇峠～
恵林寺山(扇山)

12/3 12/3

町田駅5:55=6:20八王子駅6:35=7:49塩山駅=(タクシー)=
鈴庫林道ゲート8:00…坂脇峠9:30…稜線取り付き…10:30
滑沢山…1250ｍ標高点…1002ｍ標高点13:10…13:50恵林
寺山…15:00水タンク…15:30塩山総合公園(タクシー)=塩
山駅15:59=八王子=17:55町田駅

3度目の正直の山行でしたが、天候に恵まれ快適な1日でした。
鈴庫林道は道路補修中のため、ゲートが開いていて標高990ｍ付
近までタクシーが入れた。1002ｍ標高点の登りは45度くらいの
傾斜で大変でした。総合公園間近の尾根は倒木が多く荒れてい
た。

786
無雪期ハイ

キング
中央沿線 高柄山(北稜) 12/3 12/3

町田駅=上野原7:10…御前山…10:25高柄山11:00…P467…
杖突橋…13:50四方津駅=町田駅

11月に予定した尾根を下山できなかったのでリベンジ。前回ど
こで違ったのか地形図で確認しながら歩く。１ヶ月前と登山道
の様相が変わり思わぬ箇所で違う尾根に下りかけたがおかしい
と感じ確かな地点まで戻る。すっきりした山行となった。

787
積雪期ピー
クハント/

縦走
上越 谷川岳西黒屋根 12/3 12/4

12/319:00長津田駅 毛利車(白川・大島)・小田急線鶴川
駅 横谷車(熊野谿、鈴木)=水上IC=土合駅(泊)合流 12/4
土合駅6:00=ベースステーション6:30…西黒尾根…11:06
谷川岳山頂…11:10肩の小屋11:35…13:13天神平=ロープ
ウェイ駅=水上ふれあい交流館 解散

朝はピーカンの天気。天気に恵まれ、山頂でも富士山が見えた
恵まれた山行でした。でも、雪はやっぱり少ないですね。

788

岩登り（ア
ルパインク
ライミン

グ）

日光・那須 朝日岳東南稜 12/3 12/4

12/3 15:00下和田公民館前=海老名IC＝那須塩原IC＝大丸
温泉駐車場(仮眠) 12/4 7:00大丸駐車場…7:50峠の茶屋
…林道…8:30東南稜取り付き点…11:50朝日岳山頂…
12:30峰の茶屋13:10…峠の茶屋…14:20大丸駐車場

ルート上には雪も風も無く、岩は凍り付いておらず脆かった。
我々の他に３パーティーが取付いたが、総じて若者ばかりだっ
た。

789 沢登り 丹沢
大滝沢～原小屋沢カサ

ギ沢
12/3 12/4

12/3橋本駅7:00=早戸川林道ゲート8:30…早戸大滝12:50
…早戸川河原泊14:20 12/4テン場7:45…雷平9:00…原小
屋沢…カサギ沢左岸稜線12:40…伝道13:55…ゲート16:00

早戸大滝で有名な大滝沢と原小屋沢から支流のカサギ沢を遡行
しました。ルート上の木橋は流され徒渉を要しますが早戸大滝
は一見に値します。一方カサギ沢は南東面でサンサンと陽が注
ぐ沢です。巨岩のゴーロと滝が交錯する沢ですが、co1080mから
カヤノ沢分岐1200ｍまでの連瀑帯は緊張を強いられます。帰路
は伝道沢と原小屋沢の中間尾根で伝道へ。葉が落ち大滝の全容
が観望できる晩秋が適期ではないでしょうか。

790
無雪期ハイ

キング
富士・御坂 大洞山・アザミ平 12/4 12/4

相模大野駅7:18=8:21御殿場駅8:40(バス)=9:15富士高原
ゴルフ場…9:30立山登山口…11:00展望台11:30…12:10ア
ザミ平…12:00大洞山12:30…アザミ平…13:20篭坂峠
13:43=14:30御殿場駅14:51=15:33新松田=16:20町田駅

タチヤマは30周年記念山行を思い描き行動いたしました。先週
の雪が気になりましたが、ほとんど消えておりました。昨日塩
山からの風景は富士山が逆光でしたが今日は姿が描写できてい
ました。

791
無雪期ハイ

キング
中央沿線 倉岳山～高畑山 12/4 12/4

町田駅6:18=八王子=高尾=7:31梁川駅7:50…登山口8:10…
10:30倉岳山10:44…11:50高畑山12:45…13:45石仏13:55
…15:00鳥沢駅

大人数での山行だったが、先輩方の多大なるご助力とメンバー
のご協力を頂き、誕生月山行を楽しむことができた。暖かな日
差しでオレンジに輝く木々とフカフカの落葉が美しかった。そ
して山頂からは秀麗富岳十二景の名の通り、真っ白で大きな富
士山を望むことができた。これまで登山道入り口に設置されて
いた登山届のボックスが、入山の人数を数えるだけのカウン
ターに代わっていた。

792
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 高尾山・城山 12/4 12/4

高尾山口駅9:00…高尾登山電鉄清滝駅=9:10高尾山駅…
9:35薬王院…10:00高尾山…10:30一丁平…10:55城山
11:40…12:00小仏峠…12:40小仏バス停

とにかく、高尾山までは人が多かった。城山への道中はグっと
人が減り、富士山を眺めながら歩けるので好きなルート。今回
も綺麗な富士山が見られてよかった。

793
無雪期ハイ

キング
上信越 鼻曲山・浅間隠山 12/4 12/5

12/4町田6:00(車)=あきる野IC=高崎IC=二度上峠P10:30…
11:30浅間隠山13:20…14:20二度上峠P=15:00金湯館(泊)
12/5金湯館8:10…10:40鼻曲山12:00…12:40金湯館14:30=
松井田妙義IC=18:00町田

2日間は小春日和の下、冠雪した浅間山が幻想的な山容にうっと
りした。又、山頂からのパノラナの眺望は飽きない景観だっ
た。妙義山の岩稜の峰が見事で思わずシャッタを切る。霧積温
泉「金湯館」の温かいおもてなしに感激。再訪したい宿であ
る。100年の歴史を感じる素朴な山の中の温泉宿とは正にこの宿
の事だと思う。

794
無雪期ハイ

キング
湘南 鎌倉アルプス 12/6 12/6

相模大野駅9:09=藤沢=北鎌倉駅10:00…明月院…大平山…
11:30六国峠12:00…(獅子舞コース)…13:30鎌倉宮…鎌倉
駅=相模大野駅

初めて下った獅子舞コースは初冬の紅葉が陽光を浴びて最後の
輝きを放っていた。この時期お勧めのコース。

795
無雪期ハイ

キング
丹沢 弘法山 12/9 12/9

町田駅9:22=秦野駅9:55…10:30権現山(スケッチ)11:30…
12:00めんようの里13:30…鶴巻温泉駅16:00=町田駅

権現山でスケッチを楽しんだ後、1週間遅れではあるが、まだ見
頃の紅葉をゆっくり楽しんだ後、めんようの里のテラス席でジ
ンギスカン料理を堪能し、話がはずみ「来年もまた来ましょ
う」となった。

796
無雪期ハイ

キング
丹沢 丹沢山 12/9 12/10

12/9橋本6:20=6:51三ヶ木7:00(タクシー)=西野々7:30…
黍殻山…姫次…蛭ヶ岳13:45…15:30丹沢山(深山山荘泊)
12/10深山山荘7:00…塔ヶ岳…鍋割山…後沢乗越…大倉
12:00=渋沢駅=町田駅

1日目は丹沢山まで続く長い長い階段をひたすら登った。2日目
はピッカピカの富士山を眺めながら気持ちよく大倉まで下っ
た。
三ヶ木＝西野々　2800円/5人乗り

797 講習 富士・御坂 富士山 12/9 12/11

12/9橋本23:00=高尾山IC=河口湖IC=道の駅富士吉田0:30
（仮眠） 12/10道の駅富士吉田6:40=馬返し7:20…佐藤小
屋10:10(ﾃﾝﾄ設営) 11:00～15:40 【5合目周辺にて雪訓】
…佐藤小屋16:00（ﾃﾝﾄ泊） 12/11佐藤小屋6:30…【5合目
周辺にて雪訓】7:00～10:15…佐藤小屋(昼食・ﾃﾝﾄ撤
収)11:35…馬返し13:30【ビーコントレ】15:00解散

佐藤小屋テン場及び周辺には積雪はほとんどなし。雪訓は五合
目スバルライン近くまで側移動した斜面で実施した。初日は、
アイゼンなし歩行・アイゼン歩行技術、ピッケルワークを、2日
目は滑落停止、耐風姿勢、確保技術等の訓練を行った。

798
無雪期ハイ

キング
富士・御坂 黒岳 12/10 12/10

町田駅=高尾=大月=河口湖駅=三つ峠入口10:40…12:00御
坂峠12:20…13:30黒岳(展望台)13:50…16:10広瀬=河口湖
=町田駅

御坂峠を越えると北風が寒かった。雪はなかったが、3～5cmの
霜柱が成長していた。広瀬下山道は、急斜面ですべりやすく、
特に広瀬下山口付近は、登山道が落ち葉で埋め尽くされ、滑り
やすかった。

799
無雪期ハイ

キング
その他

高宕山
(千葉房総)

12/10 12/10
町田6:30=八良塚コース入口P9:30…高宕山13:10…八良塚
14:50…金つるし15:15…八良塚コース入口P16:05=19:50
町田駅

登山口に着く途中、若い猿に遭遇するが、その後は逢わなかっ
た。登山道は歩き易い。高宕山からの下山迂回ルートが地図記
載無く、理解するのに時間がかかった。この時期の房総の山
は、程良い山行となる。

800
無雪期ハイ

キング
伊豆・箱根 金時山 12/10 12/10

新松田8:10(バス)=8:50地蔵堂9:00…10:05足柄峠10:20…
11:00猪鼻砦跡…12:10金時山13:00…14:20仙石バス停
14:50(バス)=16:10小田原駅

快晴に恵まれ足柄峠より富士山が鮮明に見え皆、童心にかえっ
た様な楽しみ方でした。金時山頂上は登山者で一杯で、食事の
場所を確保するのも大変でした。
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801
無雪期ハイ

キング
丹沢 菰釣山～加入道山 12/10 12/11

12/10相模大野駅7:08=新松田…松田8:04=駿河小山駅(タ
クシー)=三国峠9:00…鉄砲ノ木頭…高指山…15:15菰釣山
…15:30菰釣山避難小屋(泊)　12/11小屋6:10…城ケ尾山
…9:00モロクボ沢ノ頭…11:30加入道山12:10…白石峠…
14:50西丹沢自然教室=新松田駅

富士山の雄姿を見乍ら両日快晴で軽やかな陽だまりハイキング
を楽しんだ。軽アイゼンは全く必要なかったが、城ヶ尾山山頂
－４℃。風も冷たくなかなか体が温まらなかった。ジャンボタ
クシー代5,700円。避難小屋単独1名。

802
アイスクラ
イミング

八ケ岳 裏同心ルンゼ 12/10 12/11

12/10相模大野駅17:00=小淵沢=道の駅 こぶちざわ(仮眠)
12/11道の駅=美濃戸6:45…8:45赤岳鉱泉9:10 …裏同心ル
ンゼ…14:10大同心稜…赤岳鉱泉15:00…16:30美濃戸=小
淵沢=相模大野　解散

やっと凍結した八ヶ岳は裏同心。前日に多くの人が登ったの
か、ボコボコだったが、ともかくアイス始めを楽しむことがで
きた。

803
無雪期ハイ

キング
丹沢 鍋割山～檜岳 12/11 12/11

愛甲石田駅6:45(車)=7:35寄大橋P7:40…9:15寄コシバ沢
左岸(地獄崩れ)…10:52稜線…鍋割山11:00…12:10雨山峠
…12:55雨山…13:30檜岳…14:10伊勢沢ノ頭…15:00秦野
峠…15:20林道秦野峠…16:50寄大橋=愛甲石田駅

天候に恵まれて檜岳山稜では何度も立ち止まり山座同定や自然
林の美尾根歩きを堪能できた。長いアップダウンの多いコース
だったが、コースタイム通り歩けたので予定通りの周回とし
た。

804
無雪期ハイ

キング
八ケ岳 飯盛山 12/11 12/11

町田駅6:06=八王子=小淵沢=10:30野辺山駅10:50…しし岩
…平沢山…12:45飯盛山…15:15清里15:50=16:12小淵沢=
リゾナーレ八ヶ岳=小淵沢駅17:59=大月=八王子=21:20町
田駅

野辺山駅も海抜1500mを越えているので歩き出しも既に寒い。登
山客も多く、冬場に人気の山である。小海線の列車の本数の少
ないのがネックです。

805
無雪期ハイ

キング
丹沢 辺室山～鍋嵐山 12/11 12/11

田名バスターミナル=宮が瀬P…9:00土山峠…9:50辺室山
…10:30鍋嵐山分岐11:10…往復鍋嵐山分岐12:50 …14:30
土山峠=田名バスターミナル

落ち葉が敷き詰められた登山道、冬枯れの眺望を楽しみながら
歩く。今日は千葉のグループ、単独行の男性が数人と、難しい
と聞いていたやせ尾根の鍋嵐山へ行く人が多くて驚いたが、先
頭を切って入った。往きは辺りを見る余裕がなかったが、復路
はゆっくり、しかし緊張していたせいかアッと言う間に分岐へ
戻った。山行を終えて嬉しさがふつふつと湧いてきた。

806 山スキー 東北 奥只見 12/14 12/15

町田19:30(車)=越後湯沢23:00=仮伯（健康ランド）12/14
越後湯沢6:30=小出=奥只見スキー場Ｐ8:00…滑降練習…
奥只見スキー場泊 12/15奥只見スキー場8:30…滑降練習
…スキー場15:30=小出IC=町田20:30

2日間降雪で、新雪滑降が楽しめました。

807
無雪期ハイ

キング
丹沢 大山 12/15 12/15

秦野駅8:18=ヤビツ峠9:10…林道コース…BOSCOｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ
ﾍﾞｰｽ…(諸戸尾根)…12:10大山13:10…見晴台…阿夫利神
社下社…女坂…16:00大山ｹｰﾌﾞﾙ=伊勢原駅

BOSCOｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場～ﾖﾓｷﾞ平周辺でﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる檜の搬出作業を
していて、10日間ほど立ち入り自粛要請中でした。大山への初
めてのコースで出だしは地図読みをしながら途中より登山道に
合流しました。

808
無雪期ハイ

キング
南アルプス深

南部
寸又峡　朝日岳 12/16 12/16

寸又峡温泉P7:30…登山口8:20…合地ボツ10:15…朝日岳
12:05…登山口15:10…15:55寸又峡温泉P

寸又三山朝日岳は頂上の展望は見られないが、この時期尾根筋
から水窪側の丸盆岳、不動岳を見る事ができる。誰とも出会わ
ず静かな原生林の山歩きであった。

809
無雪期ハイ

キング
丹沢 鳥ノ胸山～大界木山 12/17 12/17

道の駅どうし8:30…秋葉山9:25…鳥ノ胸山10:30…平指山
11:20…浦安峠…12:40大界木山12:40…忘路峠…野活セン
ター…越路林道…15:15道の駅どうし

出発が遅れたため計画を縮小した。忘路峠から野外活動セン
ターの間は道標がなく地図読みができないとお勧めできない。

810
無雪期ハイ

キング
丹沢 聖峰～高取山 12/17 12/17

伊勢原駅=栗原9:00…聖峰…高取山10:50…念仏山…善波
峠…弘法山…権現山…15:30秦野駅

快晴の一日、冬桜を愛で、白銀の富士山を眺め、名残の紅葉を
楽しみながらのんびり歩いた。

811
無雪期ハイ

キング
丹沢 西丸・東丸 12/17 12/17

山伏峠7:40…大棚ノ頭8:15…要所小屋ノ頭8:30…西丸
9:20…p925…10:35東丸…12:30西丸…13:25要所小屋ノ頭
…13:50大棚ノ頭…14:15山伏峠

西丸周辺は背丈以上の激ヤブ漕ぎながら、青空をバックに雪を
被った富士山と山中湖の素晴らしい景色に励まされて歩いた。
西丹沢の最奥部のこのエリアは丸一日誰にも会うことなく、静
かな山行を堪能した。

812
無雪期ハイ

キング
奥多摩 馬頭刈山 12/17 12/17

町田駅6:06=八王子=立川=7:34武蔵五日町駅7:39(バス)=
払沢の滝入口8:40…檜原小学校…(茅倉尾根)…11:30馬頭
刈山12：00…(泉沢尾根)…14:35龍珠院…瀬音の湯15:17=
武蔵五日市駅15:55=八王子=17:11町田駅

天候に恵まれ朝は寒かったが日が当たる所は温かく、スタート
からゴールまで計画通り歩くことができ目的を達成することが
できました。楽しい1日でした。

813
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 高柄山 12/17 12/17

町田駅6:06=八王子=7:03四方津駅7:20…林道終点…千足
峠…9:50高柄山…新矢ノ根峠…13:20上野原駅=藤野駅(送
迎バス)=東尾垂の湯(入浴懇親会)=藤野駅=町田駅

申年生まれの会員で懇親山行を行った。グラウスには申年生ま
れ会員が20名いる。(84歳1名、72歳8名、還暦8名、48歳3名）
内、11名が参加して楽しい山行を行った。来年以降も懇親山行
を行おうと言うことになった。

814
無雪期ハイ

キング
奥秩父 兜山 12/17 12/17

町田6:10(車)=山腹コース入口9:00…尾根コース入口
11:00…兜山12:30…新岩場コース13:00…14:00山腹コー
ス入口

815
無雪期ハイ

キング
九州 大根地山(宝満山山域) 12/17 12/18

12/17二日市駅14:30=15：00竜岩自然の家　12/18竜岩自
然の家9:00…大根地神社10:30…10:50大根地山11:00…
12:20竜岩自然の家13:20=13:45二日市駅

親睦を兼ての陽だまり山行でした。キャンプ場での寄せ鍋つく
りも楽しかったのですが翌日のスタートも9：00発とどこまでも
のんびりした山の体験でした。

816 講習 上越 谷川岳 12/17 12/18

12/17 7:00新宿=9:30水上(谷川岳ロープウェイベースプ
ラザ 車デポ)…10:30-15:00西黒尾根下部にて雪上訓練
=16:30水上館(泊)※歩き方の基本、ピッケルワーク、ア
イゼンワーク、ラッセルワーク、ロープワーク(ロープの
固定・トラバース・ボディフリクション下降) 12/18
7:30ﾍﾞｰｽﾌﾟﾗｻﾞPK=(ロープウェー)=8:00-14:00天神平～天
神尾根周辺にて雪上訓練=往路を戻る=19:30上野毛駅解散

初日は天候悪く、西黒尾根の下部樹林帯で訓練した。二日目は
天候に恵まれ晴天の中、訓練出来て良かった。多くのパー
ティーが訓練に来ていた。若者が多く嬉しいが、山岳会ではな
さそう。

817
無雪期ハイ

キング
丹沢 檜洞丸 12/18 12/18

町田(車)=道志=神野川=日陰沢橋9:00…(ヤタ尾根)…
12:30檜洞丸…16:00日陰沢橋=帰宅

818
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 草戸山 12/18 12/18

町田駅=相原駅(バス)=大地沢9:50…10:30草戸山14:30…
15:50高尾山口駅=八王子=町田駅

昨日までの寒さはなく山頂でのんびりした。

819
無雪期ハイ

キング
伊豆・箱根 満願峰・高草山 12/18 12/18

小田原駅7:18=沼津=9:17焼津駅(タクシー)=9:35花沢の里
P9:45…10:30日本坂峠…11:40満願峰12:50…12:15鞍掛峠
12:40…13:45高草山13:45…14:45高草山石脇入口バス停
14:52=15:02さかなセンター16:17(バス)=16:41焼津駅
16:50=沼津=18:58小田原駅

天気に恵まれ、頂上の絶景を堪能できた。満願峰と高草山を縦
走したことにより歩行量も増え、富士山、海、茶畑など静岡ら
しい風景を満喫しながら、予定通りのコースタイムで下山出来
た。下山後はさかなセンターに立ち寄り、休憩時間を持った。
けがや事故もなく山行出来、青春18切符も無駄なく利用出来て
良かったです。

820
無雪期ハイ

キング
丹沢 大山 12/19 12/19

町田駅7:59=8:27伊勢原駅8:45(バス)=日向薬師9:20…見
晴台…二重滝…下社…25丁目分岐…(イタツミ尾根)…ヤ
ビツ峠15:30=秦野駅=渋沢駅=大倉

じっとしていると風が冷たいが、歩くと少し汗ばむほどの天候
のもと、華やかな花こそないが、カンアオイの花やキッコウハ
グマの芽、落ち葉の観察などをした。見晴台～二重滝間は、崖
側に頑丈なロープ柵がつけられ、なお工事が続けられていた。
イタツミ尾根はしばらく歩かない間に、木道が増えたようだ。
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821
無雪期ハイ

キング
丹沢 三ノ塔 12/20 12/20

秦野駅=ヤビツ峠9:00…10:30三ノ塔…11:20牛首…秦野戸
川公園…12:00大倉=渋沢駅

二ノ塔付近の登山道は木製階段が設置され、歩き易くなってい
ました。

822 山スキー 上州 湯の丸 12/21 12/21
町田6:00(車)=あきる野IＣ=小諸IC=湯の丸スキー場9:30
…滑降練習…湯の丸スキー場16:00=小諸IＣ=町田21:00

平日は閑散としていてよかった。

823
無雪期ハイ

キング
沼津アルプス 沼津アルプス 12/23 12/23

町田駅6:36=小田原=熱海=8:21沼津駅8:45(バス)=8:52黒
瀬バス停…9:00香貫山…徳倉山12:10…13:00志下峠…志
下公会堂バス停…沼津漁港=沼津駅16:00=18:30町田駅

強風での山行でした、先週の満観峰と同様に里山はアップダウ
ンが激しくさすがアルプスだけのことはあると思いました。

824 講習 上越 谷川岳 12/23 12/24
12/23ロープウェイ10:00…天神平スキー場にて雪訓後近
隣樹林帯でテント泊 1/24テン場8:30…ベースプラザ
10:40

体を雪山に慣らすため天神平で雪上訓練を行いました。雨から
風雪と悪いコンデションのため、予定した訓練メニューは消化
できませんでしたが、それが功を奏し、初心に立ち戻り、雪山
の厳しさの勘を取り戻すことができました。夜中と明け方に雪
掻きをしないとテントが押し潰されるほどの降雪も久しぶりの
経験でした。

825
無雪期ハイ

キング
北アルプス 上高地 12/23 12/25

12/23町田駅6:39＝八王子＝11:15中の湯12:00…釜トンネ
ル…小梨平14:40(幕営)　12/24小梨平9:30…明神…徳沢
13:30…明神…16:15小梨平　12/25小梨平8:10…上高地ト
ンネル10:00…10:30中の湯＝平湯＝新宿

今年新設の上高地トンネル（約600m）を初歩行。所用時間は大
きく短縮されたように感じるも、味気なし。融雪後の積雪で歩
きづらかった。明神手前で狐と遭遇。

826
無雪期ハイ

キング
丹沢 浅間山・高取山・聖峰 12/24 12/24

相模大野駅8:10=8:40秦野駅8:55(バス)=9:12蓑毛9:25…
10:27蓑毛越10:35…11:48高取山12:25…12:53聖峰13:05
…13:52比々多神社14:02(バス)=14:17伊勢原駅

聖峰で陽だまりの中、相模湾を望む大展望を楽しんだ。

827
無雪期ハイ

キング
富士・御坂 蛾ヶ岳～三方分山 12/24 12/24

相原5:13=市川大門8:01(タクシー)=四尾連湖登山口8:40
…蛾ケ岳9:50…釈迦ケ岳12:35…13:35三方分山14:10…精
進バス停15:25=河口湖駅16:00=17:38相原

地蔵峠からアンバ峠、八坂峠を経て釈迦ケ岳に至るルートは、
地形図では境界線しかないが、新しい道標も整備されししっか
りとした登山道となっている。山と高原地図2016年版でも地蔵
峠から八坂峠の間は林道を経由して回り込むルートのままと
なっているので、注意が必要。

828
無雪期ハイ

キング
奥秩父 笠取山 12/24 12/25

12/24町田6:00(車)=作場平P10:00…ヤブ沢峠11:45…笠取
小屋12:10…笠取山13:15…水干…14:30笠取小屋(泊)
12/25小屋6:50…燕山7:55…古礼山8:45…雁峠10:00…笠
取小屋10:20…一休坂分岐…作場平登山口12:10=町田

今年も雪景色を見る事は出来ませんでしたが、古礼山では一面
の霧氷を見る事が出来ました。

829
積雪期ピー
クハント/

縦走
東北 安達太良山 12/24 12/25

12/24町田駅5:40=新宿=大宮(新幹線)=郡山(シャトルバ
ス)9:10＝安達太良スキー場10:30…くろがね小屋13:00泊
12/25くろがね小屋7:30…安達太良山9:20…安達太良ス
キー場12:40=帰郷

郡山からのシャトルバスの運行は12月23日からです。安達太良
高原スキー場のゴンドラは運休のため（積雪不足）歩いて下山
しました。岳温泉のお食事処【成駒】のソースかつ丼ヒレ1,150
円、ロース1,100円。超大盛で満腹！岳温泉～郡山ジャンボタク
シー約13,000円(9名乗車可能)

830
無雪期ハイ

キング
丹沢 華厳山～経ヶ岳 12/25 12/25

星が丘=田名バスターミナル=8:30登山口…9:10荻野高取
山(発句石)9:30…10:00華厳山…10:40経ヶ岳11:40…
12:30大沢登山口=田名バスターミナル

冬枯れの落ち葉を踏みしめ、久しぶりに華厳山から経ヶ岳を歩
いた。寒い中、猪や鹿を捕獲のハンターが出ていた。砂利の採
掘も
かなり進んでおり山が無くなっているところも出てきた。痛ま
しいことである。帰路に取った道は前回地図読みで降りたが、
「西山を守る会」のお蔭で手作りの道標がつけられ感謝しなが
ら歩いた。

831
無雪期ハイ

キング
九州 二丈渓谷～二丈岳 12/25 12/25

天神9:00(車)=P10:00…ゆらりんこ橋10:15…二丈渓谷
11:15…12:05二丈岳12:30…木の香ランド13:10…13:45ま
むしの湯16:30=天神

12月とも思えない好天のなか糸島の海が眼下に広がり爽快でし
た。低山ながら海を含めた３６０度の景観が素敵な山でした。

832
無雪期ハイ

キング
丹沢 鐘ヶ嶽～大山 12/26 12/26

本厚木駅6:50(バス)=別所温泉入口7:30…別所温泉…
(鐘ヶ嶽北尾根)…P420…9:05鐘ヶ岳9:20…山ノ神隧道分
岐…P674…P718…P893…12:45大山13:15…下社…15:10大
山ケーブル駅=伊勢原駅

取り付きに少し手間取ったが尾根がはっきりしていたので目指
す鞍部に着きその後は急登もあったがスムースに鐘ヶ嶽に着い
た。鐘ヶ嶽から大山までは道標があり迷うことはなかったが
P893まで崩壊気味の急登があった。

833
無雪期ハイ

キング
丹沢 鍋割山～檜岳 12/26 12/26

町田駅7:22=8:02渋沢駅8:12(バス)=8:27大倉バス停8:35
…二俣…後沢乗越11:00…鍋割山12:30…後沢乗越13:45…
二股…15:50大倉

834 山スキー 北海道 ニセコ 12/26 12/28

12/26羽田=札幌千歳JAL501（0630-0800）リゾートライ
ナー101（0930-1210）ニセコ着　ニセコパークホテル泊
12/27終日深雪練習　12/28　8:30～14:00新雪滑降リゾー
トライナー116ひらふ16:40=千歳空港19:30JAL528（2100-
2240）町田23:40

予定通り行動はできましたが26日は雨、27日はアイスバーン、
28日は新雪がありました。

835
積雪期ハイ

キング
東北

西吾妻山
(吾妻連峰)

12/27 12/29

12/27相原19:30(車)=高尾山IC=福島飯坂IC=24:30米沢市
内(仮眠)　12/28米沢市内7:30=天元台スキー場P8:30=つ
がもりゲレンデTOP北望台10:00…13:35西吾妻小屋(泊)
12/29西吾妻小屋9:30…西吾妻山10:00…北望台ゲレンデ
TOP13:15…天元台ロープウェイ乗り場14:15=ロープェイ
P15:00=白布温泉・米沢市森林体験交流センター(日帰り
温泉)=福島飯坂IC=高尾山IC=相原

視界不良で、新雪のラッセルとルートファインディングに時間
がかかったことから、初日は西吾妻避難小屋泊に変更し、翌日
に
西吾妻山の登り、往路を天元台スキー場トップに下山した。避
難小屋は貸し切り状態、下山時に山スキーパーティ1組に出会っ
ただけで、新雪のラッセルを堪能した。

836
講習/岩ト

レ
伊豆・箱根 幕岩 12/28 12/28

8:05愛甲石田駅集合 茅ヶ崎ロックのﾏｺﾛﾝﾗﾝﾄﾞ、ｱﾘﾊﾞﾊﾞの
岩場にてフリークライミング 3:30　撤収 4:00  駐車場
解散

前日の雨で岩が濡れていそうだったので、正面壁から茅ヶ崎
ロックに変更。乾いていたが風で午前中は寒かった。アリババ
10b、シャワーコロン10a、アン10ab、アニー10ｂ、クリスマス
ローズ⒑b、マゾおけさ10b、スーパータクティクス12bをﾘｰﾄﾞと
トップロープで。

837
積雪期ピー
クハント/

縦走
南アルプス 塩見岳 12/28 12/31

12/28 20:30町田=23:30松川 道の駅いいじま(仮眠)
12/29松川7:00=烏倉林道冬期ゲート8:30…登山口11:30…
15:10三伏峠　ベース設営 12/30 ベース6:20…11:00塩見
岳11:20…15:24ベース 12/31ベース撤収7:00…8:50登山
口9:10…11:20ゲート=入浴=町田

三日間ともに天気に恵まれて、塩見岳の上からは360度の大展望
でした。しかし、林道歩きは長く、尾根のアップ・ダウンもこ
れでもかの登り返し。やはり南アの山は大きいねぇ

838
無雪期ハイ

キング
伊豆・箱根 金時山 12/29 12/29

小田急相模原=新松田=御殿場=乙女峠9:30…12:05金時山
12:25…矢倉沢峠…金時登山口…14:19仙石バス停=箱根湯
本駅（温泉入浴）17:00=小田原=小田急相模原

金時山北側の1000ｍ以上は積雪やツララが多くみられ子どもた
ちが大喜びしていた。頂上は強風のため体感温度も寒くて長居
はできなかった。スポーツ少年少女の元気さと体力には負け
る。

839
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 城山北東尾根～城山 12/29 12/29

町田駅7:16=八王子=高尾駅(タクシー)=日影8:30…北東尾
根…10:30城山…11:30一丁平…(稲荷山コース)…14:00高
尾登山口…京王高尾山口駅=町田駅

寒かったが静かなコースを歩けた。(高尾～日影タクシー代
￥1460)

840
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 陣馬山～高尾山 12/29 12/29

高田駅5:50=藤野駅7:35…陣馬登山口…9:15陣馬山9:30…
10:45景信山10:55…11:30城山11:40…高尾山…13:30高尾
山口駅=高田駅

藤野駅始発の和田行バスが来ない。時刻表をよく見たら何と今
日から年末ダイヤであった。仕方なしに歩き出して、登山口か
ら１ノ尾根経由で陣馬山頂へ。風は少し冷たく霜柱に歓声を上
げているグループがあった。城山を過ぎたあたりから足が痛く
なりだした。2週間山に行っていないせいもあるか。天気がよく
景色を楽しめた。



No 山行形態  山　域 山       名 出発 帰着 　　　　　　　コースタイム 　　　　　　　　            感　　　　想

841
積雪期ピー
クハント/

縦走
南アルプス 塩見岳 12/29 1/2

12/29町田8:00=安倍海道Ｒ27=井川ダム先にて通行止め=
Ｒ152途中にて（テント泊） 12/30＝遠山川・北俣渡で通
行止め=塩見・鳥倉林道ゲート（テント泊） 12/31林道
ゲート…鳥倉登山口9:00…13:00三伏峠 1/1三伏峠7:00…
塩見岳12:00…16:00三伏峠 1/2三伏峠7:00…鳥倉登山口
…12:00林道ゲート=帰京

井川ダム先の畑薙ダム10ｋｍ手前で27日の土砂崩れで完全通行
止め、遠山側から聖岳を目指すが北俣度でこれも通行止め、食
糧が一週間分も有るので塩見岳に変更した。変更は前川山行部
長に了解を得た。

842
講習/岩ト

レ
伊豆・箱根 幕岩 12/30 12/30 湯河原幕岩でクライミング　　8:30～14:00

年末でも多数の人でにぎやかなゲレンデであった。初外岩での
本格的クライミングメンバーの参加もあり今後の活動を期待し
たい。

843
積雪期ピー
クハント/

縦走
北アルプス 燕岳 12/30 1/2

12/30町田5:33=5:58八王子6:06=6:13高尾6:14=9:35松本
9:54=10:19穂高(タクシー)=宮城ゲート11:00…14:30中房
温泉(泊) 12/31中房温泉6:20…中房登山口6:30…12:00燕
山荘…12:50燕岳…13:40燕山荘(泊) 1/1燕山荘9:50…
11:30ゲイロ岩11:40…12:40燕山荘(泊) 1/2燕山荘7:35…
10:30中房登山口11:00…宮城ゲート14:00=しゃくなげ荘
(入浴)=穂高駅=松本=八王子=町田駅

山行中は大変天気に恵まれ楽しい山行となった。真っ白な北ア
ルプスの山々が全て見えた。残念なことに初日の出のタイミン
グだけ降雪となり初日の出を見る事が出来なかった。


