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

644 個人山行

縦走(1泊以

上)

東北

朝日連峰

以東岳・大朝日岳

9/29 10/3

9/29新宿24:00(バス)＝　9/30＝7:50鶴岡(タクシー)＝泡

滝ダム10:00…七ツ滝沢吊り橋…14:20大鳥小屋(泊)

10/1大鳥小屋5:30…オツボ峰…以東岳9:50…狐穴小屋

12:10…寒江山13:40…14:50竜門小屋(泊)　10/2竜門小屋

5:50…竜門山…6:45西朝日岳…大朝日小屋…8:50大朝日

岳…11:10小朝日岳…13:35鳥原小屋…16:30朝日鉱泉(泊)

10/3朝日鉱泉7:30＝左沢8:52＝山形10:02＝大宮駅

紅葉の最盛期に天気にも恵まれて、泡滝ダムから朝日鉱泉まで

の雄大な朝日連峰縦走が出来て大満足だった。以東岳から大朝

日岳は全山貸し切り状態でハイマツの緑と紅や黄金色の紅葉を

楽しみ、小朝日岳では岩壁と真っ赤な木々の対象に歓声を上げ

た。すべての避難小屋が綺麗に管理されて、水も豊富。以東岳

避難小屋は9/30に開所セレモニーが行われていた。

645

ハイキング

企画部山行

縦走(1泊以

上)

その他 尾瀬 三条の滝・至仏山 9/29 10/2

9/29町田22:25＝代々木上原＝北千住0:10＝　9/30＝3:18

会津高原尾瀬口4:20＝5:50御池6:30…三条の滝10:45～

11:15＝12:15温泉小屋＝(尾瀬ヶ原探索)＝見晴13:15～

14:35…15:10竜宮小屋(泊)　10/1小屋5:30…山の鼻6:40

～7:10…至仏山10:50～11:35…14:20鳩待峠＝尾瀬戸倉

15:30＝20:15新宿＝町田

夜行電車はリクライングにならない電車でした。紅葉は一部だ

けでしたが至仏山では本番で堪能できました。三条の滝の紅葉

は10月中ごろの様です。

646 個人山行

無雪期ハイ

キング

八ヶ岳

北八ヶ岳

ニュウ・縞枯山・茶臼

山

9/30 10/1

9/30白駒池12:00…雨池13:45～14:15…15:50白駒池(幕

営)　10/1白駒池7:30…ニュウ9:00～9:15…高見石小屋

12:20～12:45…13:30白駒池

紅葉シーズンのため駐車場が混雑していたため、初日と2日め

の予定を入れ替え、かつ縞枯山経由をやめて白駒池と雨池のピ

ストンとして。2日間とも天候に恵まれ、深まる紅葉を充分に

楽しめた。

647 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須 奥鬼怒 9/30 10/2

9/30金精峠P＝丸沼温泉P8:00…湯沢峠9:40…根名草沢出

会…日光沢…加仁湯…13:30八丁の湯(泊)　10/1八丁の湯

8:30…根名草山…13:30念仏平小屋(泊)　10/2念仏平小屋

7:00…湯泉岳…金精峠9:00…金精峠P＝11:00丸沼温泉P

山スキー学校同期にて親交深める。紅葉には少し早い。

648 個人山行

無雪期ハイ

キング

上州 皇海山・庚申山 9/30 10/2

9/30相原20:00＝高尾山IC＝伊勢崎IC＝22:30道の駅・富

弘美術館(仮眠)　10/1道の駅6:00＝国民宿舎かじか荘P登

山口7:00…一の鳥居8:20…庚申山荘9:30～10:30…お山め

ぐり…大胎内くぐり…12:50庚申山荘(自炊泊)　10/2庚申

山荘5:55…庚申山7:00…鋸山9:30…不動沢のコル10:20…

皇海山11:05～11:25…不動沢のコル12:00…鋸山12:45…

六林班峠14:00…庚申山荘17:05～17:25…かじか荘P登山

口19:10(庚申の湯)＝相原

庚申山～鋸山（鋸11峰）～皇海山の三山を通して歩くルートは

伝統的な信仰登山「三山駆け」と呼ばれる難ルート。天候不良

のため、復路は六林班峠回りの登山道は、滑りやすい笹薮の片

斜面が多く思いのほか時間がかかった。庚申山荘は小屋番の管

理（清掃、布団干し等）が行き届いていて、外のトイレもバイ

オトイレが整備されており快適な避難小屋だった。水は湧き水

を引き込んでいて、自由に使うことができる。

649 個人山行 沢登り 谷川 白毛門沢 9/30 10/1

9/30 藤が丘14:00=白毛門登山口Ｐ16:30…河原でビバー

ク　10/1 河原7:05…東黒沢…白毛門沢…11:40白毛門

12:15…14:05白毛門登山口

秋晴れの中、白毛門の沢と紅葉を堪能できた一日でした。白毛

門Ｐから登山口に向かう途中の東黒橋は、真ん中の板が割れて

朽ち、大きい穴が数か所開いてました。

650 個人山行 沢登り 奥秩父

東沢釜の沢支流東のナ

メ沢

9/30 10/1

9/30 秦野16:00=20:00東沢Ｐ(泊)　10/1 P4:20…山の神

6:10…乙女の滝6:50…7:10ナメ出合7:30…2段目上7:40…

3段目上9:00…4段目上10:10…11:30大滝上12:00…（一の

沢経由)…鶏冠尾根15:00…16:30Ｐ

天候と滝の状態は非常に良い条件で登る事が出来た。行程が長

いので行程には注意しました。4名なのでトップがダブルロー

プ、セカンドがタイブロックで登り、2名はロープ端末で登っ

た。詰めは踏み跡もあり、あまり迷う事も無く鶏冠尾根に出

た。スラブはフェルト底では滑るので早めにクライミング

シューズに履き替えた。中間支点が少なく、カム、ハーケンを

使用した。N氏が過去の情報を持っていたため、非常に助かり

ました。反省点は沢山あり、今後の山行に活かして行きたいと

思いました。メンバーの皆様の協力で長年の目標であった沢に

行く事が出来て感謝しています。

651

ハイキング

企画部山行

無雪期ハイ

キング

東京近郊

の山

奥秩父 大烏山 10/1 10/1

町田5:24＝八王子＝高尾＝7:22塩山駅((タクシー)＝杣口

三号橋8:15…10:30大烏山…馬止根場12:00…1705ｍ…分

岐13:30…小烏山14:45…15:20杣口林道(タクシー)＝山梨

市16:13＝八王子＝町田

小烏山への分岐表示はわかり易いです。この先はガイドブック

では尾根上の岩場を右に見て岩場が切れてから戻るとありまし

たが、トラバースで戻るのに時間がかかりました。

652 個人山行

無雪期ハイ

キング

陣馬・高尾 草戸山 10/1 10/1

町田7:08＝高尾山口7:53…9:50草戸山10:20…11:40高尾

山口＝町田

653 個人山行

無雪期ハイ

キング

丹沢 塔ノ岳 10/1 10/1

小田急相模原6:45＝秦野7:37＝8:18ヤビツ峠9:00…塔ノ

岳13:30…花立山荘14:30…16:00大倉

今回は計画よりは早く下山となりました。ガイドブック通りの

時間でした。意外と人が多く鎖場では10分ほどの渋滞がありま

した。

654 個人山行

無雪期ハイ

キング

北アルプス 常念岳 10/1 10/2

10/1町田駅6:00＝安曇野IC＝一ノ沢登山口10:00…11:45

王滝ベンチ…16:30常念乗越(常念小屋泊)　10/2常念小屋

6:20…常念岳7:45～8:05…常念小屋9:35～9:50…11:55笠

原沢出合…13:00王滝ベンチ…14:15一ノ沢登山口＝安曇

野IC＝21:00町田

下ってくる人皆、口をそろえて“360度の展望がすッばらし

い”というほど初日は快晴であった。翌朝はモルゲンロートな

らぬ朝焼けとなってしまった。曇天ではあったが、常念岳山頂

から穂高連峰の峻厳な姿を見ることが出来、そして私たちも

360度の展望を楽しめた登頂であった。山小屋はグループごと

に一部屋をあてがわれてゆったり過ごすことが出来た。深田久

弥は“百の頂に百の喜びあり”という。登り詰めた頂に、冷た

い風がほほを打ち対峙する穂高の岩峰に2857ｍを実感する。

655 個人山行 沢登り 丹沢 葛葉川本谷 10/1 10/1

愛甲石田7:30=葛葉の泉Ｐ…葛葉川本谷入渓9:00…板立の

滝…林道下山…13:00葛葉の泉Ｐ=14:00鶴巻温泉

大分気温も下がり、全くヒルの被害は無かった。

656 個人山行

無雪期ハイ

キング

北アルプス 涸沢 10/3 10/6

10/3新宿22:25(バス)＝　10/4＝上高地5:20…上高地・明

神散策…10:30徳沢 徳沢散策(幕営)　10/5徳沢6:40…

11:10 　涸沢散策 涸沢ヒュッテ(泊)　10/6涸沢ヒュッテ

6:00…横尾…10:00徳沢…明神…上高地16:15＝21:30新宿

＝町田

ＢＳの番組で北アルプスをドローンで撮影し、涸沢の紅葉を見

た娘のたっての要望で上高地・涸沢の紅葉を楽しんだ。テント

泊、小屋泊と体験、山の空気、自然に触れて貴重な親子の山旅

が出来た。お天気にも恵まれて紅葉は真っ盛りであった。しか

し、幾組みものツアー登山者の長い列が傍若無人に歩く姿に辟

易した。我々も大勢で歩くときの戒めとしたい。

657 個人山行

無雪期ハイ

キング

奥多摩 浅間嶺 10/4 10/4

町田6:15＝八王子＝立川＝7:36武蔵五日市7:43(バス)＝

＝8:05払沢の滝入口8:20…払沢の滝ピストン…時坂峠…

浅間嶺休憩所12:10～13:00…一本松…数馬分岐… 15:40

浅間尾根登山口＝武蔵五日市＝町田

払沢の滝は派手ではないが、水量も多く、道もチップで整備さ

れていた。檜原は林業の町だけあって、植林地は結構手入れさ

れ明るかった。ツリフネソウやヤクシソウ、コウヤボウキ、レ

イジンソウ、オトコエシなど秋の花を眺めながら静かな山歩き

ができた。

658 個人山行

無雪期ハイ

キング

北アルプス 涸沢 10/5 10/8

10/5新宿23:00＝　10/6上高地6:00…明神…9:05横尾…

13:20涸沢(幕営)　10/7涸沢7:45…横尾…明神…14:25小

梨平　10/8小梨平8:40…明神池…12:55小梨平…上高地＝

松本＝町田

涸沢ではダケカンバの黄葉とウラジロナナカマドの紅葉の競演

を堪能。明神池では御船神事を見学。

659 個人山行

縦走(1泊以

上)

尾瀬 至仏山 10/6 10/8

10/6浅草23:55(夜行列車)＝　10/7＝3:20会津高原尾瀬口

4:20(バス)＝6:20尾瀬沼山峠7:10…尾瀬沼ビジターセン

ター9:00～10:30…浅湖湿原…沼尻12:00…白砂峠…14:10

見晴・弥四郎小屋(泊)　10/8小屋5:00…牛首…山の鼻

7:50…至仏山12:50～13:15…子至仏山14:15…16:20鳩待

峠＝戸倉17:35＝沼田19:01＝22:04新宿

燧ヶ岳は雨で登らず。沼山峠で雨がやみ尾瀬沼は美しい草紅

葉。ビジターセンターではイベント『葉っぱＷＥＥＫ』でオリ

ジナル手拭い作りを楽しんだ。見晴から山の鼻まで、早朝の尾

瀬ヶ原は朝霧に光が差し込み刻々と感動的なシーンの連続で何

度も見とれる。至仏山は最盛期の連休で好天も相俟って、数珠

繋ぎの登山者とぬかるみで時間を要したが、その分美しい紅葉

や尾瀬ケ原と燧ヶ岳の雄大な眺めを思う存分堪能できた。

660 個人山行

無雪期ハイ

キング

東北 安達太良山 10/7 10/8

10/7東京＝岳温泉(泊)　10/8岳温泉＝安達太良高原ロー

プウェイ9:00…表登山口分岐…安達太良山10:40～11：40

…

…13:20安達太良高原ロープウェイ＝二本松＝東京

紅葉はきれいだったが人も多かった。

661 個人山行

無雪期ハイ

キング

北アルプス 上高地 10/7 10/8

10/7新宿7:15(バス)＝11:59上高地…小梨平…岳沢登山口

…小梨平(キャビン泊)　10/8小梨平8:30…9:40明神・明

神池お舟まつり…12:00小梨平…上高地＝新島々＝松本＝

八王子＝町田

1日目は雨のため、岳沢登山口で折り返した。夕方から安田

パーティーと合流。2日目は素晴らしい晴天で三連休の中日と

いうこともあり、上高地、明神はすごい人出。御船神事は穂高

奥宮神社で行われる山の安全と神の恵みに感謝する祭りで、雅

楽を奏でながら龍頭の船が明神池に浮かぶ姿は、とても趣き深

いものだった。

662 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須 男体山 10/7 10/8

10/7町田10:00＝愛川IC＝14:40二荒山神社前(幕営)

10/8

二荒山神社前6:00…7:40四合目…男体山9:50～10：30…

12:50二荒山神社前＝愛川IC＝18:30町田

注意事項:紅葉にはまだ1週間位早い感じだったが、お天気に恵

まれ沢山の人が山登りを楽しんでいた。



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

663 個人山行

無雪期ハイ

キング

上信越

志賀山・高城山

(志賀高原)

10/7 10/9

10/7町田＝20:30飯山＝21:00ロッジ薪(泊)　10/8ロッジ

薪＝木戸池8:20…ひょうたん池…渋池…志賀山入り口…

志賀山11:30…裏志賀山…四十八池…大沼池…池尻…逆池

…大沼池いりぐち15:00＝温泉＝宿　10/9宿＝カヤノ高原

(ブナの原生林)＝宿14:00＝町田

さわやかな秋晴れに恵まれて赤、黄に色づいた志賀高原をきも

ちよく歩いた。山スキ-のオフトレとしての計画でしたが、ハ

イキング、アルパインのメンバーも加わってなごやかな山旅と

なった。

664 個人山行

無雪期ハイ

キング

上越 妙高山・火打山 10/7 10/9

10/7町田8:00＝しなの道の駅(泊)　10/8笹ヶ峰5:50…黒

沢…8:20富士見平…高谷池ヒュッテ9:20～9:50…火打山

11:30～11:50…高谷池ヒュッテ…富士見平…黒沢…15:15

笹ヶ峰キャンプ場＝燕温泉P(泊)　10/9燕温泉5:30…分岐

…7:50天狗平…鎖場…妙高山9:45～10：00…分岐…長助

池…燕新道

…麻平…14:50燕温泉P＝10:50町田

火打山は紅葉の盛りに行く事が出来大変満足です。しかし笹ヶ

峰の駐車場は溢れていてやっと止められた。2日目妙高山の下

山は大変歩き難く長いコースで疲れた。

665 個人山行

無雪期ハイ

キング

関西

熊野古道

(紀伊山地)

10/7 10/10

10/7町田駅18:00＝横浜IC＝23:00安濃SA(仮泊)　10/8安

濃SA7:00＝新宮市＝熊野那智山＝16:00請川16:00(泊)

10/9請川7:00＝神丸＝小和瀬橋8:20…(小雲取越えコー

ス)…請川14:30＝熊野本宮＝16:00湯の峰温泉(泊)

10/10湯の峰温泉8:15＝熊野大社＝発心門王子9:00…(赤

木越コース)…湯の峰温泉12:10＝新宮市＝横浜IC＝21:30

町田

熊野古道の石畳の参詣道を堪能しました。外国のハイカーの多

さに驚きました。

666 個人山行 沢登り 北陸 白山 大白水谷 10/7 10/8

10/7 横浜・相模原=白水湖畔ロッジP(仮眠)　10/8 白水

湖畔ロッジP5:30…大白水谷入渓6:15…転法輪谷出合7:15

…F1大滝8:20～8:55…二俣(左俣)12:00…白山平瀬登山道

(2100地点)13:15…白水湖畔ロッジP15:05=日帰り温泉 大

白川温泉しらみずの湯=道の駅白川郷(仮眠)=藤ヶ丘・相

原

紅葉シーズンの連休の白山。白水湖畔の駐車場は前夜は空きも

あったが翌朝には道路脇にも車の列ができて檄混み。大白水谷

はロープを出した滝ではハーケンを打って、カムも使ったが、

おおむね登れる綺麗な滝が多く、透き通った透明な流れ、快晴

の青空、錦秋の紅葉を堪能しながら、充実した紅葉沢登りと

なった。

667 個人山行

無雪期ハイ

キング

中央沿線 倉岳山・高畑山 10/8 10/8

町田7:18＝八王子＝高尾＝8:39鳥沢9:00…小篠貯水池

9:40…高畑山12:00…天神山13:00…倉岳山13:50…立野峠

14:40…倉岳山登山口16:10…16:30梁川駅＝17:30町田

秋晴れの下、紅葉にはまだ少し早く静かな山歩きを楽しんだ。

秀麗富嶽十二景の2座共に、厚い雲の後方に隠れ残念ながら雄

大な富士山は観られなかった。登山者は思いの外、少なかっ

た。

668 個人山行

無雪期ハイ

キング

大菩薩 大菩薩嶺 10/8 10/8

小田急相模原6:15＝海老名6:30＝八王子IC＝勝沼IC＝上

白川P9:30…福ちゃん荘10:20…大菩薩峠11:20…大菩薩嶺

12:30…雷岩12:50…(唐松尾根)…福ちゃん荘14:50…上白

川P15:30＝20:30海老名

渋滞により海老名駅着が1時間遅れましたが、そのほかは計画

通りの時間でした。ガスのため富士山は下山まで見えず残念で

す。

669 個人山行

無雪期ハイ

キング

奥秩父 棚山 10/8 10/8

町田5:24＝八王子＝高尾＝7:49山梨市(タクシー)＝ほっ

たらかし温泉9:00…10:40棚山…神峰…岩堂峠分岐(太良

峠への分岐)…岩堂峠分岐(深草観音への分岐)…13:10兜

山…15:40春日居町＝高尾＝八王子＝18:00町田

ほったらかし温泉から棚山までは山を切り崩し林道が延びてお

りました。昭文社2015年度版とはかなり違うと思いながら歩き

ました。予定では積翠寺へ下山でしたが、都合で兜山への登り

返しとしました。

670 個人山行

無雪期ハイ

キング

奥武蔵 日向山 10/8 10/8

町田7:30＝八王子＝東飯能＝9:30芦ヶ久保9:40…日向山

11:30～12:30…15:45横瀬

芦ヶ久保果樹公園村の看板は立派なのに農家は1件のみ、ぶど

うを買いました。横瀬駅まで山肌の削られた武甲山がすぐ近く

でとても悲しくなりました。

671 個人山行

無雪期ハイ

キング

伊豆・箱根 矢倉岳 10/8 10/8

町田7:06＝新松田駅8:10(バス)＝8:40矢倉沢9:00…矢倉

岳10:40～11:45…足柄万葉公園12:50～13:15…14:00地蔵

堂(バス)＝15:00新松田

薄日が差す日和。富士山は頭が少し見えるだけだった。頂上で

はおでんに舌鼓を打ちのんびり過ごした。前日肌寒かった関係

か暑く感じた。

672 個人山行

無雪期ハイ

キング

北アルプス

白馬乗鞍岳

白馬大池

10/8 10/8

宿＝栂池高原ゴンドラ駅7:50＝栂の森駅…栂大門ロー

プーウエー駅8:30＝栂池自然園駅8:45…天狗原9:45…白

馬乗鞍岳10:30…白馬大池11:00…白馬乗鞍岳12:00…天狗

原13:30…栂池自然園14:30～16:00…16:20栂池自然園駅

連休で、天気にも恵まれ、行き帰りのゴンドラは、待ち時間が

長かった。自然園より下が紅葉の見頃だった。

673 個人山行

縦走(1泊以

上)

北アルプス 燕岳～餓鬼岳 10/8 10/10

10/8町田6:47＝八王子＝＝松本＝穂高10:55(バス)＝中房

温泉12:00…15:10合戦小屋…16:30燕山荘(幕営)　10/9燕

山荘7:00…7:30燕岳…10:00東沢乗越…11:30東沢岳…

16:00餓鬼岳小屋(幕営)　10/10餓鬼岳小屋6:00…大凪山

9:20…魚止ノ滝…紅葉の滝…最後の水場11:30…白沢三股

14:00(タクシー)＝信濃大町＝松本＝八王子＝町田

天候と眺望に恵まれた素晴らしいテント泊縦走を堪能した。燕

山荘のテンバは満杯だったが、燕岳～餓鬼岳を縦走するパー

ティーは全くなく、テンバも2張だけで静かだった。燕岳～白

沢登山口までは危険度の高いクサリ場、桟橋、ヘツリの連続で

緊張が続いた。

674 個人山行

講習/岩ト

レ

伊豆・箱根 城ケ崎 10/8 10/8

小田原7:18=伊豆高原8:40…ファミリークラックエリア終

日、岩登り練習…18:00伊豆高原

昨日までの天気と気温に代わり今日は天気よく気温も暑い位で

した。3連休なのに、伊豆高原駅にクライマーの姿は無かっ

た。空いているぞと喜んでみたが、誰もいないと何かあるのか

と心配になるのが不思議だ。案の定岩場は誰もいない、まだ岩

に濡れている所もあり、滑りそう。トップロープで安全にと、

ベビークラック、シスタークラック、ファーザクラック、ブラ

ザークラック、アンクルクラックで登り方とカムの掛け方の練

習をした。クラックのジャミングのやり方、カムセットの仕方

の練習をして、クラックの難しさを再確認した。特にファーザ

クラックはカムセットの位置やムーブをいろいろ試して得るも

のが多かった。でもリードできる様になるまではまだ大分掛か

りそうだと思った。16：00頃に終了した。

675 個人山行

縦走(1泊以

上)

東北 安達太良山 10/9 10/10

10/9淵野辺5:12＝町田＝新宿＝大宮＝郡山＝9:01二本松

9:28(バス)＝9:53岳温泉9:55＝10:15奥岳10:30…　奥岳

登山口10:30…くろがね小屋12:45…安達太良山13:55…鉄

山14:55…15:00鉄山避難小屋(泊)　10/10鉄山避難小屋

6:45…箕輪山7:20…鬼面山9:00…旧土湯峠10:00…新野地

登山口10:20…新野地温泉13:55＝浄土平15:40＝福島

17:26＝新宿

勢至平先の紅葉は素晴らしくゴンドラ廻りの人で賑った。鉄山

の風強く、しかし頑丈な避難小屋で安心して眠れた。10日は時

折ガスが切れた時の箕輪山、基面山の全山紅葉が素晴らしかっ

た。新野地温泉からの福島行きバスは10～11/5全日運行1日2本

スカイラインの浄土平（1時間程停車）高湯経由の循環バス。

新野地温泉日帰り風呂は1時間ほどとの事。バスの時間待ちと

伝える事。

676 個人山行

岩登り（ア

ルパインク

ライミン

グ）

上州 子持山 獅子岩南東壁 10/10 10/10

3号橋6:40…獅子岩取り付き8:00…獅子岩クライミング…

11:10獅子岩山頂11:50…12:50 3号橋

ルートの支点もしっかりしているので安心感がある。蜂がつき

まとい登攀途中でじっと動かず去るのを待っているのが辛かっ

た。子持登山口林道は3号橋以後は道路崩壊で通行止めでし

た。

677 個人山行 沢登り 東北

森吉山系 桃洞沢～赤

水沢下降

10/13 10/15

10/13 長津田16:10=青葉IC=2:20鹿角八幡平IC=4:00森吉

山親子キャンプ場（仮眠)　10/14 鳥獣センター7:20…

8:05桃洞沢分岐…8:37桃洞滝9:06…六段の滝…9:41男滝

…9:55左の沢分岐…11:12赤水沢源頭…13:27兎滝13:47…

14:19赤水・玉川分岐…15:15桃洞沢分岐15:37…16:14鳥

獣センター=森吉山荘で入浴=親子キャンプ場泊　10/15

親子キャンプ場 8:00=鹿角八幡平IC10:00=18:35町田

紅葉の最盛期に当たり天候にも恵まれた。桃洞沢の桃洞滝、男

滝はステップが切ってあり、ロープを使わずに登れた。源頭ま

でテープがあり迷うことはなかった。赤水沢の下りで7回懸垂

下降し、舗装道のような川床歩きが長く、ナメ滝と紅葉を飽き

るほど堪能した。金曜16時に長津田駅を出発したが首都高の渋

滞が激しく東北道に入るまでに2時間かかった。渋滞回避のた

め圏央道がよい。鹿角八幡平ICから奥森吉までの県道309号は

豪雨後の通行止めに注意。親子キャンプ場（要申込だが無料）

は丘上の開放的な場所で整備されており、炊事棟の室内で調

理・飲食でき快適（常連者あり）。

678 個人山行

無雪期ハイ

キング

上州 赤城山 10/14 10/14

十日市場4:57＝前橋08:45＝黒檜山登山口11:10…猫岩…

黒檜山山頂11:45……駒ヶ岳13:15…駒ヶ岳登山口…覚満

淵入口14:40…赤城山ビジターセンター15:15＝前橋＝十

日市場

雨に一度もふられることなく紅葉の赤城山登山を楽しんだ。他

のパーティ数組に頂上であっただけであとは誰にも会わない静

かな山歩きとなった。紅葉は終わり始め。

679 その他

無雪期ハイ

キング

奥多摩 天祖山 10/14 10/15

10/14町田＝奥多摩＝東日原(泊)　10/15東日原8:00…

9:00八丁橋…天祖山登山口…10:20石灰岩採石場…12:10

東日原＝奥多摩

関東ブロック自然保護交流集会に参加。天祖山の石灰岩採石場

の視察を行った。

680

ハイキング

企画部山行

無雪期ハイ

キング

新入会員

歓迎山行

中央沿線 扇山 10/15 10/15

町田6:29＝八王子＝7:44猿橋8:18(バス)＝8:50浅川川

9:00…10:00浅川峠…扇山11:10～11:30…梨の木平…

13:50鳥沢＝八王子＝町田

小雨の山行だったが今回はあえて雨の経験してもらいたく実施

した。有志の皆様お疲れ様でした。

681 個人山行

無雪期ハイ

キング

湘南 鎌倉アルプス 10/15 10/15

極楽寺9:00…高徳院脇…(葛原岡・大仏ハイキングコー

ス)…13:00天柱峰…浄智寺…14:20建長寺…北鎌倉

簡単に歩けると考えていましたがハイキングコースと銘打つの

にふさわしいルートで雨のせいもありますが歩きがいがありま

した。建長寺から先は雨ふりがひどくなったので中止しまし

た。



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

682 個人山行

無雪期ハイ

キング

上信越 赤石岳 10/15 10/17

10/15新宿23:35(バス)＝　10/16＝5:08長野6:21＝湯田中

＝8:18硯川(泊)　10/17前山リフト8:30…渋池、四十八池

分岐…(忠右衛門新道)…鉢山…熊の湯スキー場＝硯川＝

長野16:00(バス)＝19:50新宿

17日はお天気も回復しましたが、秋雨前線の停滞の影響で登山

道はぬかるみ小川の様に流れていて、まるで沢登です。危険を

回避して鉢山経由で時間短縮で降りてきました。

683 個人山行

無雪期ハイ

キング

陣馬・高尾 高尾山 10/18 10/18

町田7:09＝八王子7＝高尾＝高尾山口9:00…(6号路)…高

尾山11:00…薬王院11:30…ケーブル駅＝13:00清滝

この日だけ晴れて高尾山を歩けて良かった。薬王院の紅葉御前

に外れてしまったが、高橋のお蕎麦と高尾山温泉に入れていい

日でした。

684 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須 男体山 10/18 10/19

10/18町田6:00(車)＝相模原愛川IC＝日光清滝IC＝中禅寺

湖P9:30…男体山12:30…(ピストン)…中禅寺湖P115:30＝

17:00鬼怒川温泉(泊)　10/19鬼怒川温泉8:00＝奥日光

10:10…小峠11:15…切込湖11:50…小峠12:40…奥日光

14:00＝相模原愛川IC＝19:00町田

天気に恵まれ紅葉を見ることが出来た。

685 個人山行

講習/岩ト

レ

伊豆・箱根 湯河原幕岩 10/18 10/18 幕岩クライミング8:20～15:00

雨上がりで岩場も少し濡れ気味であったが、正面壁と桃源郷で

練習した。

686 個人山行

無雪期ハイ

キング

上越 越後駒ヶ岳 10/20 10/21

10/20相原13:10＝高尾山IC＝小出IC＝ゆのたに道の駅(仮

眠)　10/21道の駅5:00＝枝折峠P6:10･･･明神峠6:40…道

行山7:30…小倉山8:15…百草ノ池9:00…駒の小屋10:00…

越後駒ヶ岳10:25～10:40…枝折峠P14:25＝日帰り温泉(ゆ

～パーク薬師)17:00＝小出IC＝20:30相原

台風が秋雨前線を刺激して関東地方は雨模様だったが、国境稜

線を越えた新潟側は幸い終日雨に降られなかった。夜明けに

は、銀山平～奥只見湖方面から立ち上る霧が、谷の器の縁から

こぼれ落ちるように尾根を越えて、山肌を滝雲となって流れ落

ちる様子と全山燃えるような紅葉を堪能しながら、じっくりと

歩くことができた。

687 個人山行

無雪期ハイ

キング

中国・四国 剣山・石鎚山 10/23 10/26

10/23町田4:55(バス)＝6:30羽田空港9:30＝高松空港

11:00＝14:30リフト乗り場＝リフト降り場15:10…15:50

剣山山頂ヒュッテ(泊)　10/24剣山頂上ヒュッテ7:30…次

郎笈…10:00大剣神社…11:30見ノ越＝かずら橋(民宿泊)

10/25民宿お山荘7:00＝8:30三島川之江IC＝いよ西条＝

9:30石鎚ロープウェイ前…リフト…成就社10:30＝八丁＝

11:50夜明峠＝石鎚神社＝15:15成就社…ロープウェイ…

駐車場16:00＝17:00いよ小松(泊)　10/26小町温泉8:00＝

いよ小松IC＝さぬき豊中IC＝金比羅宮＝栗林公園＝17:00

高松空港19:35＝20:55羽田空港＝町田

前日夕刻に欠航の知らせがありましたが、羽田空港までは予定

通りに出発しました。次の便に変更ができましたが、1日目は

山頂ヒュッテに直行。翌朝は剣山で初氷・初霧氷がみられその

様子はNHKで放送されました。石鎚山は山頂付近でアラレ状の

吹きつけにあった。冬の山行を味わえました。

688 個人山行

無雪期ハイ

キング

道志 今倉山～菜畑山 10/24 10/24

自宅6:05＝道坂峠P7:50…今倉山東峰9:09…水喰ノ頭

10:20…11:03菜畑山…12:05水喰ノ頭…13:30今倉山東峰

…14:40道坂峠P＝自宅

往路では甲相国境尾根や道志の街並み、菜畑山では富士山も

くっきりと見えていた。しかし、下山時にはすっかりガスが掛

かり、何も見えなくなった。水喰ノ頭～今倉山は急傾斜が続

き、トラロープが多い。

689

ハイキング

企画部山行

無雪期ハイ

キング

スケッチ

ハイク

丹沢 ヨモギ平 10/24 10/24

町田7:22＝7:57秦野8:18＝ヤビツ峠…二の塔…三の塔

11:30～12:40(スケッチ)…ヨモギ平…三の塔…二の塔…

ヤビツ峠15:50＝16:45秦野

紅葉真っ盛り、秋の花々も鮮やかに咲き、富士山も目前に、最

高のスケッチ日和になりました。

690 個人山行

無雪期ハイ

キング

丹沢 大倉尾根 10/24 10/24

小田急相模原6:30＝渋沢＝大倉7:35…花立山荘10:00…金

冷し10:20…花立山荘10:40…13:30大倉

天気予報では良好とのことでしたが　花立山荘より上がガスで

何も見えず、途中で引き返し予定より2時間早く下山しまし

た。

691 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須

三本槍岳・朝日岳

・茶臼岳

10/25 10/26

10/25小田急相模原21:20＝愛甲石田21:50＝那須IC＝道の

駅　・那須高原友愛の森　10/26道の駅＝峠の茶屋P6:30

…峠の茶屋跡避難小屋…北温泉分岐…9:25三本槍岳…北

温泉分岐11:10朝日岳…11:55峠の茶屋跡…12:50茶臼岳…

峠の茶屋跡…14:00P＝那須IC＝相模大野

無風･快晴の下　快適登山を楽しみました。那須温泉の元湯の

「鹿の湯」は5段階の熱さの湯船があり面白いです。

692 個人山行

クライミ

ング及び

ハイキン

グ

上州

西上州 九十九谷岩場

及び谷周回

10/26 10/26

岩場偵察8:40～10:30…上底瀬九十九谷登山口11:00…鷹

ノ巣山11:30…観音岩12:50…五老峰入口13:30…上底瀬

14:00

九十九谷のクライミング岩場は、最近登られていないようで苔

が付き岩も脆い。クライミングはやめて九十九谷周回コースを

歩く。鹿岳（かなだけ）や妙義山が見え、ルートもクサリ場等

あり短くも変化があって楽しかった。

693 個人山行

無雪期ハイ

キング

中央沿線 生藤山 10/27 10/27

八王子7:39＝高尾＝8:09上野原8:30(バス)＝8:52石楯尾

神社9:00…佐野川峠…生籐山10:45…連行峰…醍醐峠…和

田峠13:40…陣馬山14:10…陣馬高原下バス15:20＝高尾

694

ハイキング

企画部山行

無雪期ハイ

キング

東京近郊

山

中央沿線 棚横手山～甲州高尾山 10/27 10/27

町田＝7:44勝山ぶどう郷(タクシー)＝8:10大滝不動尊

8:25…富士見台分岐…棚横手山10:00…10:30大滝山…

11:00棚横手山11:00～11:45…富士見分岐…13:00甲州高

尾山…柏尾山…大善寺14:25～14:45…15:25勝沼ぶどう郷

雨続きで山に行けなかったメンバーには圧巻の大滝の眺めや快

晴のもと雪を被った富士を見ながら歩いていることが嬉しく終

始笑みがこぼれていた山行だった。大滝山までの登山道も良く

歩かれていて問題なし。ぶどう郷駅～大滝不動尊のタクシー代

約2300円/台。

695 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須 半月山 10/27 10/28

10/27町田＝奥日光おおるり山荘(泊)・湯ノ湖散策

10/28宿＝湖畔前バス停8:27＝中禅寺温泉9:20…茶ノ木平

…狸山…中禅寺湖展望台…12:15半月山…半月峠…狸窪…

14:30立木観音…中善寺温泉15:30＝東武日光＝町田

中禅寺湖周辺は紅葉の真っ盛りでした！登山日も高曇りながら

全山紅葉の山肌を楽しめました。半月展望台からの八丁出島の

彩りは格別、狸窪の湖畔からは間近な出島の紅葉を楽しめま

す。黄葉のカラマツも見ごたえあるコースです。

696 個人山行 沢登り 上州

裏妙義 谷急沢中俣～

右俣下降

10/27 10/28

10/27 柿生21:45=24:30道の駅みょうぎ　10/28 道の駅

7:00=旧国民宿舎裏妙義Ｐ7:40…谷急沢8:10…中俣9:55…

大遠見峠11:00…右俣下降11:05…林道14:15

谷急山の東南面に展開される谷急沢（やきゅうさわ）は広葉樹

林の渓で、紅葉が終わると大量の落ち葉が埋め尽くす、落ち葉

絨毯の沢となります。左俣は穏やかですが、大遠見峠と三方境

の詰めあげる右俣は、登攀的要素が強い落差のある滝が続きま

す。準備不足か中俣を右俣と勘違い詰めてしまったので、女道

分岐から右俣を下降してきました。

697 個人山行

無雪期ハイ

キング

日光・那須 日光前衛の山 10/28 10/28

町田5:42＝代々木上原＝北千住7:12＝8:56東武日光(タク

シー)＝細野峠10:00…10:30薬師岳…三つ目…夕日岳

12:15～12:30…地蔵岳…ハガタテ平…14:50古峯神社

15:45(バス)＝16:32東武鹿沼16:51＝北千住＝19:30町田

ハガタテ平から「古峯ヶ原高原トレイルラン」競技と出会いま

した。やはりランナーは早いと感じました。台風が心配されま

したが、降雨予想は3時でしたので決行しました。2時15分頃ま

では、紅葉を眺めての山行でした。いつも代々木上原から混雑

で悩みの帰路ですが、北千住から唐木田行き急行に乗れ、ゆっ

たり町田まで帰れました。

698 個人山行

無雪期ハイ

キング

大菩薩 大菩薩嶺 10/30 10/30

自宅6:10＝相模台＝中央高速勝沼IC＝上日川峠P9:30…福

ちゃん荘…11:00菩薩峠…賽の河原…雷岩…大菩薩嶺

12:45…雷岩13:00…(唐松尾根)…上日川峠P14:00＝温泉

入浴＝相模台＝18:30自宅

台風22号が前日に通り過ぎたので快晴。下界では木枯らし１号

が吹いたようだが山中は大した寒さも無く、陽だまり山行と紅

葉の樹林帯からの木漏れ陽を堪能。大菩薩湖越しの富士山は台

風の大雨で冠雪は全て消えていた。

699 個人山行

講習/岩ト

レ

アイゼン

トレ＆ク

ライミン

グ

丹沢 広沢寺 10/30 10/30

広沢寺弁天岩8:30～14:30アイゼントレーニング＆クライ

ミング

前日の雨で沢の丸木橋が外れていて渡渉となった。岩場は濡れ

ていたがアイゼントレは問題なくでき、午後から岩が乾いてき

たのでクライミングも実施した。

700 個人山行

無雪期ハイ

キング

奥多摩 海沢三滝・大岳山 10/31 10/31

町田6:05＝八王子＝拝島＝7:59白丸8:10…9:50海沢園地

…三ッ釜の滝…ネジレの滝…大滝10:38～11:00…大岳山

13:00～13:40…15:42白倉15:51＝武蔵五日市＝町田

海沢三滝の他　此処そこに滝が　沢山あります。大滝は台風の

後なのか　水量多く風圧も感じました。大岳山への悪路は急

登。沢横断では水量が多かったので渡渉箇所を探しました。落

ち葉の多いので足元注意を！


