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95 個人山行
雪山（アル
パイン）

八ケ岳 阿弥陀岳北稜 1/31 2/1

1/31 美濃戸口8:17=赤岳山荘9:23…南沢大滝アイスクラ
イミング11:23～16:21=17:40行者小屋  2/1 行者小屋
6:43…中岳登山道水場…阿弥陀岳北稜…10:37阿弥陀岳
11:03…11:50行者小屋12:43…14:51赤岳山荘=美濃戸口=
都内

前日までの降雪で雪が増えて八ヶ岳ブルーの下でやや風があっ
た。トレースが薄かったが藪は覆われ、先行１パーティーで２
か所の岩場で待ち時間が少しあったが、総じて条件に恵まれ、
快適に北稜を登った。下りは中岳のコルから下にトレースがな
く文三郎尾根に向かおうとしたところ、ちょうど登ってくる人
がいたためコルから下った。

96 個人山行
雪山（ハイ
キング）

上州 赤城山（黒檜山） 2/1 2/1
町田＝赤城山ビジターセンターＰ10：40…13：00黒檜山
13：20…14：25赤城山ビジターセンターＰ＝町田

行きの前橋市内走行中、雪が少ないと思われたが、現地到着
後、心配は失せた。出発点から積雪があり、良く締まった雪で
急斜面でも歩き易かった。天候プチ荒れ模様の為、駒ヶ岳経由
周回コースを断念。ピストンとした。

97 個人山行 ハイキング 丹沢 大山 2/1 2/1
秦野=蓑毛8:20…11：00大山11:50…雷ノ峰尾根…見晴台
12:45…クワハウス山小屋13:35…伊勢原＝町田

天気は良く遠くは房総半島まで見渡せた。雪は少なく軽アイゼ
ンは必要なかった。

98 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 九鬼山 2/1 2/1

町田＝八王子＝高尾＝大月＝８：０４禾生（４２３ｍ）
…愛宕神社…池の山分岐…１０：３０九鬼山（９７０
ｍ）１１：３０…池の山コース…１３：３０田野倉（３
９６ｍ）＝大月＝町田

残雪がパラパラとあるが、軽アイゼンは不要だった。富士見平
や天狗岩から眺めた青空の真白き秀峰富士山は最高。山頂での
甘酒も最高だった。

99 個人山行 岩登り 丹沢 広沢寺 2/1 2/1 伊勢原市P7:30=広沢寺P8:00…広沢寺岩場9:00～15:00
藤岩で練習した。貸し切りでした。土曜日にしては弁天岩も少
ないようでした。

100 個人山行 山スキー 山スキー 上信越 野沢温泉～七ヶ巻 2/1 2/2

2/1 昼頃各車野沢温泉スキー場着
午後は野沢温泉スキー場で各自滑走練習，ゲレンデにて
合流ののち宿へ
2/2 上の平9:30…水尾山頂下11:00…腕木信号機12:50…
旧七ケ巻スキー場跡19:00…20:20七ケ巻集落＝（タク
シー）＝野沢温泉

ツアーは大幅な下山遅れとなった。積雪はあり雪が途切れるこ
とはなかったが，北北西尾根では計画者の予想を超えた藪の繁
茂，さらには日没で滑走困難となり，前進するだけでやっとの
状態になった。コンディションがよければ割とライトな半日
コースとして紹介されてきたが，メンバーの体力・経験からす
るとかなりハードなコースとなってしまった。負傷者がないの
が幸いだった。

101 個人山行
雪山（ハイ
キング）

南アルプス前
衛

入笠山 2/2 2/2
橋本＝相模原IC＝諏訪南IC＝沢入登山口9:00…10:10トイ
レ前10:30…11:05入笠山11:30…11:50昼食12:30…13:45
沢入登山口＝諏訪南IC＝相模原IC＝橋本

沢入登山口まで道路の凍結なし。登りトイレ前まで軽アイゼン
装着せず。山頂は無風快晴で360度の大パノラマ。改めて雪の
後退が年々進むのを実感する。

102 個人山行 ハイキング 奥武蔵 丸山 2/2 2/2
芦ヶ久保10:05…赤谷…大野峠11:00…丸山…県民の森…
日向山12:40…琴平神社…14:30芦ヶ久保

雪がまったくなく、アイゼンもまったく必要なし。県民の森か
ら塗装路でない登山道を使った下山は相変わらずすっきりしな
かった。

103
ハイキング
企画部山行

ハイキング
①新入会
員歓迎山

行
丹沢

タケ山（ダルマ沢ノ
頭）、シダンゴ山

2/2 2/2

新松田＝田代向バス停下車8:30…田代橋…虫沢…10:00タ
ケ山展望台（大休憩）…タケ山(710m)11:00…林道横断…
（ダルマ沢ノ頭（880m））12:00…シダンゴ山
(758m)13:30…14:25寄BS

・当日参加不可が2名あったが14名で天候とメンバーの脚力に
も恵まれ、当初の予定通り3座を周回出来ました。・タケ山展
望台では山座同定・飛び入りイベント（豆まき？）も楽しみ、
新入会員・ベテラン会員との交流も十分に図れました。

104 個人山行 ハイキング 丹沢 蓬平・三ノ塔 2/2 2/2
秦野＝ビツ峠8:35･･･9:10青山荘･･･9:25ボスコキャンプ
場･･･11:10蓬平･･･12:15三ノ塔12:50･･･15:00大倉

ヤビツ峠から三ノ塔まで雪有で、慎重な歩行となった。ヨモギ
尾根ボスコルートは途中迄ブルドーザーによる登山道となる。
ぬかる為、斜面をショートカットする。三ノ塔休息小屋は新し
く綺麗、カウンターテーブルにて相模湾、富士山、丹沢主脈が
見渡せる絶景の休息ポイント。コヒー等を飲みながら、くつろ
げる。全体的に静かな山行ができた。

105 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 2/2 2/2
湯河原駅8:30=幕山公園P8:50…幕岩クライミング…
P15:15=湯河原駅

大山ボッカ山行の翌日。梅の宴が1日から始まった湯河原梅林
内の幕岩でセミプロにご指導賜る岩トレを実施。大混雑の桃源
郷で基礎訓練し、そのあと正面壁へ。初心者レベルの自分には
厳しい試練の一日でしたが、腕がパンプしながらも梅香の応援
で何とか。帰路入園券を見せると一人200円割引となる湯河原
駅前の餃子屋で祝杯をあげました。幕山公園とかけてビールと
解くその心は「どちらもウメ－」と感じ帰京しました。

106
アルパイン
企画部山行

雪山（アル
パイン）

東北 安達太良山 2/2 2/3

2/2 町田/相模原6:00=二本松IC=あだたら高原スキー場奥
岳登山口10:50…13:10くろがね小屋(泊)　2/3 くろがね
小屋7:20…峰の辻8:20…安達太良山9:50…くろがね小屋
11:00～11:30…奥岳登山口13:00=日帰り温泉・岳の湯=各
所

2日目、朝方から10:30頃まではホワイトアウトで視界不良の
中、GPSを頼りに安達太良山をピークハント。下山時、峰の辻
の手前に達した頃から天候が回復、雪山の絶景を堪能できた。
積雪は少なく、山スキーで気持ち良く滑降できたのは、峰の辻
からの数ターンのみ。くろがね小屋の改築工事は、1年延期と
なったとのこと。

107 個人山行 山スキー 滑降練習 北海道 夕張スキー場 2/2 2/4

2/2 羽田空港発ANN51便07:00＝千歳空港着08:30＝夕張ス
キー場着11:15 夕張スキー場で滑走練習
2/3 終日・スキー滑降練習
2/4 終日・スキー滑降練習＝夕張発17:00＝千歳空港発
ANN82便20:30＝羽田空港着22:10　解散

メジャーの多い北海道のスキー場の中でローカルなスキー場で
あり，久々の降雪に恵まれ新雪滑降を楽しめました。

108 個人山行 ハイキング 丹沢 檜洞丸 2/5 2/5

名古木交差点＝Ｒ246＝西丹沢ビジターセンター8:30…
ゴーラ沢出合9:40…展望地10:40…檜洞丸12:40…往路を
戻る…展望地…ゴーラ沢出合14:30…西丹沢ビジターセン
ター15:25＝Ｒ246＝名古木交差点

ピーカンの空の下、雪景色が広がる檜洞丸頂上では360度の展
望を楽しみながら自家焙煎珈琲を頂き、贅沢な時間を過ごすこ
とが出来ました。ゴーラ沢周辺にはミツマタの群生地があり黄
色いつぼみが少し色付いて膨らみ、ミツバツツジは沢山の花芽
を付けて春の訪れが近いのが伺われました。今年はミツバツツ
ジの当たり年になりそうです。

109 個人山行
アイスクラ
イミング

八ケ岳 夏沢鉱泉/河原木場沢 2/5 2/6

2/5 二宮5:00=夏沢鉱泉アイスクライミング10:00～
15:30=諏訪市(泊) (青木啓一氏（アルパインガイド）ア
イス講習会)　2/6 宿舎＝河原木場沢アイスクライミング
9：30～14：00＝帰宅

５日は夏沢鉱泉G（ギャラリー）４で氷柱を中心に練習。６日
は醬油樽の滝手前でスクリュー打ち込みと氷柱とドライ壁ミッ
クス登攀の練習をした。

110 個人山行
雪山（アル
パイン）

標高2020
ｍの山

日光・那須
奥日光 於呂倶羅山

（おろぐらやま）と半
月山

2/6 2/7

2/6 浅草駅6:30（電車)=8:22東武日光8:35（バス)=9:25
中禅寺湖9:55…茶屋ノ木平11:40…中禅寺湖道路12:30…
湖畔ゲート14:00…中禅寺湖15:00（バス)=光徳牧場15:20
…幕場15:40  2/7 幕場8:30…山王峠…於呂倶羅山登山口
11:00…13:30山頂13:40…登山口14:40…光徳牧場16:20
（バス)=16:35湯元温泉16:45（バス)=東武日光駅17:55
（電車)=浅草駅

恒例の日光詣は2020年に因み標高2020ｍの山へ。超一級の寒波
到来のため初日は烈風となり半月山計画は途中で断念したが、
2日目は快晴無風なか2020ｍの頂を踏むことができた。赤テー
プに頼る藪山なので葉が落ち視界が開ける冬季は良いと感じ
た。朝気温は－15度まで下がり奥日光テン泊経験史上最も凍り
付いた山行となりました。

111 個人山行 ハイキング 陣馬・高尾 高尾山 2/7 2/7
町田＝高尾山口7:10…稲荷山コース…8:40高尾山…もみ
じ台分岐…4号路…吊り橋…琵琶滝…10:40高尾山口

下山後599でメンバーの誕生祝をしながらの会話は互いの年齢
を感じ楽しかった。

112 個人山行 ハイキング 丹沢 シダンゴ山 2/7 2/
町田＝新松田＝10:10寄（２８４ｍ）…12:10ジダンゴ山
（７５８ｍ）…14:10宮地山（５１２ｍ）…寄14:40…寄
ろうばい園散策…寄バスBS＝新松田

気温は低かったが風なく穏やかで静かな里山を旧友と楽しめ
た。ろうばい祭りにも行くことができてよかった。



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

113
山スキー企
画部山行

山スキー
山スキー
のための
滑走講習

北アルプス
栂池高原・天狗原・白

馬乗鞍
2/7 2/10

2/7 21:00JR町田駅ヨドバシカメラ前集合＝ネットカフェ
自遊空間松本インター店（仮眠）
2/8 7:00自遊空間＝9：30栂池高原スキー場
10：00講習スタート（ゲレンデ脇あたりでシール着脱練
習やシール登高練習など）
15：00講習終了　宿泊
2/9 宿8:15＝8:30栂池高原スキー場[山スキー班]…林道
入口…成城小屋13：00（ピットチェックをしたのち滑降
…15：00宿着
 [ゲレンデ班]…終日栂池高原スキー場で滑降訓練…
15:00宿着

1日目はゲレンデ脇でシール登高練習，キックターン練習など
を行った。2日目，山スキー班は天狗原を目指すが，前日から
の久しぶりの降雪で雪崩＆風が強い等の心配などがあったため
成城小屋までとする。ピットチェックの結果，この日のスキー
滑降はリスクがあると改めて実感することができ，とても勉強
になった。

114 個人山行 ハイキング 丹沢 大山～三ノ塔 2/8 2/8
日向薬師BS9:00…11:00見晴らし…12:00大山山頂12:30…
イタツミ尾根…13:00ヤビツ峠…15:00三ノ塔…牛首…
16:30大倉解散

好天のため、大山山頂は賑わっていた。雪ああり、泥あり、春
がすみではあったが、十分なトレーニングができた。

115 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳（表尾根） 2/8 2/8
秦野＝ヤビツ峠8:10…三ノ塔…11:15新大日11:35…12:15
塔ノ岳12:35…14:50大倉＝渋沢

秦野からも大倉からも臨時便が出る。三ノ塔から烏尾山への箇
所で一部凍結あるもアイゼンを装着するほどでは無い。それ以
後はぬかるみ。大倉尾根は凍結全く無し。

116 個人山行 ハイキング 上州 黒瀧山（観音岩） 2/8 2/8

愛甲石田＝厚木西ＩＣ＝下仁田ＩＣ＝上底瀬P(548m)9:25
…黒瀧山登山口…Ｐ871…峠(752m)…黒瀧山不動寺12:00
…峠…馬の背12:20…九十九谷分岐…観音岩(880m)…鷹ノ
巣山(767m)…14:15P＝下仁田ＩＣ＝厚木西ＩＣ＝愛甲石
田

黒瀧山とは黒瀧不動寺を中心にした観音岩・九十九谷・馬の
背・鷹ノ巣山等の総称なのだが地形図上のＰ871を登ってし
まってから「ここは違う！」と間違いに気づいた。鎖場や鉄は
しご、両側が切れ落ちたヤセ尾根が続き祠や石仏も多い修験の
山であったことが伺えました。

117
ハイキング
企画部山行

雪山（ハイ
キング）

その他
南アルプス前

衛
入笠山 2/8 2/8

町田マツキヨ前＝愛川ＩＣ＝諏訪南ＩＣ＝9：10入笠山登
山口（沢入）…10；50五所平峠…11：30入笠山…12：00
五所平峠…13：30入笠山登山口（沢入）＝諏訪南ＩＣ＝
町田

冬の入笠山5回ほど登ったが今回一番雪が少なかった。年々少
なくなっているようだ。その分、夏が暑くなるのだろうか！

118 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 伊豆 城山 2/8 2/8
町田5:00=城山７:30…城山南面壁にてクライミング8:30
～15:00…城山16:00=18:30町田

午前中にA’ルート、午後三日月ハングルートを登って、ロー
プワークの練習をした。三日月ハングの乗越はA’ルートと三
日月ハングルートは2ｍ位で隣合うので分かりづらい。また、
エキスカーションルートとも並行しているので、先行していた
エキスカーションを登るパーティが三日月ハングルートのビレ
イ点を使っていたり、ビレイ点からメインロープが三日月ハン
グルートの方に垂れていたりして、登りづらかった。

119 個人山行 岩登り 東北
福島いわき 青葉の岩

場
2/8 2/9

2/8 三軒茶屋5:20=福島いわき青葉の岩場クライミング
9:00～15:00=湯の岳山荘(泊)　2/9 福島いわき青葉の岩
場クライミング7:30～15:00

天気も良く暖かかった。菊の天ぷら、シーラカンス、両手に
蛇、チープスリル、鬼の首、などトップロープで練習した。

120 個人山行 ハイキング 丹沢 シダンゴ山 2/9 2/9
新松田＝田代向BS8:50…宮地山…11:00シダンゴ山11:30
…12:35寄…(寄ロウバイまつり見学)…13:55寄BS＝新松
田

途中の田代向からのバスの乗車は、満員のために乗車拒否をさ
れる心配があるため、コースを逆方向からに変更。そのため、
土産の購入も出来た。

121 個人山行 ハイキング 丹沢
南山・権現平～宮ケ瀬
湖

2/9 2/9
本厚木＝半原9:05…宮ケ瀬ダムサイト9:45…南山登山口
10:20…南山11:35…権現平12:40…鳥居原園地…14:00宮
ケ瀬＝本厚木

ダムサイトから登山口までの道のりで、迷いがあり地図を出し
確認をした。丹沢山塊とエメラルドグリーンの宮ケ瀬湖を堪能
し、静かな冬の陽だまりハイクを楽しんだ。

122 個人山行 ハイキング 中央沿線 岩殿山 2/9 2/9
大月8:30･･･(Ｒ１３９)･･･9:30畑倉登山口･･･10:00岩殿
山山頂･･･山頂付近にてロープワーク講習（10:30～
15:00）･･往路を戻る･･･16:45大月

これまで一般的に利用していた大月駅から最も近い「強瀬登山
口」から山頂に至るコースは、崩壊の為利用出来ない。駅から
40分程の「畑倉登山口」から入山し、(崩壊地の迂回ルートを
利用し)浅利登山口に下山することが出来る。

123
ハイキング
企画部山行

ハイキング
③誕生月
山行

中央沿線 高川山 2/9 2/9

八王子＝高尾＝初狩9：12…9：30登山道入口…10：10男
坂女坂分岐…10：50合流地点…11：05高川山(昼食)11：
50…12：50馬頭観音…13：31天神峠…14：08三角地点
（513ｍ）…14：40むすび山…14:53むすび山登山口…
15：10大月

初狩駅での気温は－1度だった。山道では日なたは暖かかった
が日陰や風が吹き上げるときはとても寒く温度差があった。し
かし雪はなく下見時の落ち葉もなくなり、歩きやすかった。山
頂で美しい富士山を見ながらクリームと鮮やかなフルーツの
乗ったケーキを食べて祝った。地図にない三角点があったが、
分岐点での位置確認を意識出来た。

124 個人山行 岩登り 湘南 鷹取山 2/9 2/9 鷹取山10：00～16：30

125 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 2/9 2/9
大倉山岳スポーツセンター6:10=8:00幕岩桃源郷、シンデ
レラフェースで練習8:00～16:20=帰宅

朝一番乗りで夕方も一番最後まで、桃源郷・シンデレラフェー
スの5.8～5.10aをみっちり練習できた。

126 個人山行 ハイキング 伊豆・箱根 矢倉山 2/10 2/10
新松田＝9：15矢倉沢…11：10矢倉岳…清水越…足柄峠…
14：30地蔵堂＝新松田

127 個人山行 ハイキング 大菩薩 権現山 2/10 2/10
鶴川=上野原=初戸… 10:15960ｍ地点…11:15雨降山…
11:50 権現山12:50 …13:16 雨降山 …14:02 二本杉 …
14:56 用竹…15:47 新井=上野原=鶴川

快晴の中、静かな山登りを楽しみました。残雪はありますが、
アイゼンは不要です。権現山山頂の360度パノラマは、息をの
むほどの感動です。山頂を独り占めにして楽しみました。反省
点は、富士急バスが冬季ダイヤの平日なので、バス便が2往復
しかありません。用竹バス停から新井バス停まで徒歩50分を強
いられました。

128 個人山行
雪山（アル
パイン）

八ケ岳 蓼科山 2/10 2/11

2/10 町田6:56=八王子7:29=9:07茅野=女神茶屋10:35…
21:56幸徳平…蓼科山13:30…14:30幸徳平(テント)　2/11
幸徳平(テント撤収)7:15…8:30夫婦茶屋8:50…信玄棒道
…11:00プール平11:20=茅野14:45=町田

11日天候が悪い予報なので10日に山頂まで行くが、風が強く顔
が痛いぐらいでした。親湯ホテル横の橋は崩落寸前の状態で通
行止めでした。

129
ハイキング
企画部山行

雪山（ハイ
キング）

⑤東京近
郊の山

奥秩父 西沢渓谷 2/11 2/11

愛甲石田＝厚木西ＩＣ＝中央高速・勝沼ＩＣ＝西沢渓谷
入口駐車場8:55…吊り橋9:30…11:25七ツ釜五段の滝…
（往路を戻る）…駐車場13:55＝勝沼ＩＣ＝厚木西ＩＣ＝
愛甲石田

歩き始めは全く積雪も凍結も無かったが三段の滝以降で全員ア
イゼン装着。ツルツルに凍結した登山道にもアイゼンが気持ち
よく威力を発揮して感動されていました。日向は暖かく小春日
和のようでしたが、周囲の白く凍結した滝や渓谷、澄んだ水流
を十分に堪能できました。

130 個人山行 ハイキング 中央沿線 高柄山 2/11 2/11
町田＝上野原＝落合入口9:30…10:00P43011:00…
12::05P640…13:20高柄山…P620…16:30四方津

ｐ420地点で樹林とハイマツに隠れた尾根を探すのに苦労し時
間を費やす。地図読みの深さを実感。高柄山までのざれた急坂
の数ケ所は慎重を要す。



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

131 個人山行
雪山（ハイ
キング）

南アルプス前
衛

入笠山 2/11 2/11
町田＝富士見パノラマ＝ゴンドラ山頂駅10:00…御所平峠
…12:00入笠山山頂…12:50御所平峠13:50…14:30ゴンド
ラ山頂駅＝ゴンドラ山麓駅・富士見パノラマ＝町田

町田から富士見パノラマまで往復バスを利用したので時間に余
裕があり、３６０度の大パノラマをゆっくりと楽しみました。

132 個人山行 沢登り 丹沢 水無川中流とモミソ岩 2/11 2/11
渋沢7:36（バス)=大倉…戸川林道…倉見山荘より水無川
入渓9:30…モミソ岩（沢靴での岩トレと沢のロープワー
ク確認)11:30～14:00…新茅荘…大倉15:30

沢始めと岩トレを兼ねるコースとして水無川中流とモミソ岩を
チョイスしてみた。倉見山荘からモミソ岩までの中流部は河原
と両岸が切立つゴーロの渓相。中盤連続する堰堤を高巻かず右
岸からへつり高度感溢れる遡行となる。モミソ岩では石を詰め
たリュックを背負い、沢靴でリードとクライムダウンを行いま
した。最後にカラビナとシュリンゲで登り返す訓練を行い山行
終了。帰路新茅荘に立寄り、大倉から送迎バスで富士見の湯
へ。入浴後秦野駅に送迎してもらい、駅前の隠れ山小屋で体を
清め帰京しました。

133 個人山行 山スキー
深雪滑降
練習

東北 夏油高原スキー場 2/11 2/11

2/11 小田急町田駅4：47＝東京駅発6：04＝8：55北上駅
9：10＝スキー場10：00
午後2時まで終日・スキー滑降練習　スキー場発15：00＝
北上駅16：30＝19：00東京駅＝町田

1/22の時点より雪は増え沢もだいぶ埋まり，ツリーランが楽し
めました。山頂付近はブリザード状態，ゲレンデも凸凹が見え
づらいので早々に切り上げました

134 個人山行 ハイキング 湘南
上二子山（三浦アルプ

ス）
2/12 2/12

町田＝藤沢=大船＝田浦9:30…森川分岐…13:00上二子山
…15:10東逗子＝藤沢＝町田

森戸川分岐から東伊豆に下る登山道周辺の倒木がすごく、台風
の影響の大きを感じた。

135 個人山行 ハイキング 丹沢 聖峰～蓑毛越え 2/12 2/12
座間＝伊勢原＝栗原9:10…聖峰…高取山…12:30浅間山
13:00…蓑毛越え…13:50蓑毛＝秦野

蓑毛越えから蓑毛バス停までの登山道沿いに、草のように丈の
低いミツマタが数株あって、ちいさな蕾がひらきはじめてい
た。

136 個人山行 岩登り 伊豆・箱根 湯河原幕岩 2/12 2/12 秦野6:40=幕岩P8:00…岩場8:30～15:30クライミング

桃源郷エリア（フック船長10a、とけいワニ10c、アブラカダブ
ラ10a、ゼルダ11a）サンバリーエリア（グレゴリーおじさん
5.9、演歌の花道10c、ラブ・ミー11b、グローユアー・ロック
11b/c)で小さいカチに苦戦しながら練習。

137 個人山行 ハイキング 丹沢 畦ヶ丸 2/14 2/14

愛甲石田＝西丹沢ビジターセンター7:50…西沢…下ノ権
現沢出合…9:40Ｐ010付近…10:20善六山(1119m)…善六の
タワ…11:35畦ケ丸（1292ｍ）12:00…善六ノタワ…14:25
丹沢ビジターセンター＝愛甲石田

ショチクボ沢ノ頭（1033ｍ）周辺は自然林が美しい美尾根で何
度でも訪れたいお気に入りポイントです。その後のＰ1119へは
急斜面の荒れ地。畦ケ丸避難小屋は建て替えのための作業の方
たちが沢山集まっていました。西沢・本棚沢出合より上流部は
経路荒廃が著しく木道・木橋が崩落数か所。馬酔木の花が咲き
始め、ミツマタの群生も数か所確認しました。

138 個人山行 山スキー 山スキー 上信越 斑尾山・毛無山 2/14 2/16

2/14 小田急相模原駅7-11　20:30＝戸隠
2/15 【中止】斑尾高原スキー場＝戸隠奥社駐車場奥別荘
（泊）
2/16 宿発7:00＝9:00野沢温泉スキー場第二駐車場…毛無
山頂10:00…11:30スキー場…スキー場滑走
風呂：ふれあい広場しなのいこいの家　200円
宿泊：戸隠別荘　水、プロパンガス、薪ストーブ、食
器、調理器具、寝具、風呂あり。一泊3,000円

斑尾：中止。毛無山：連日の高気温によりザラメ前の悪雪。ク
ラストに次ぐ滑り難い雪であったため，コルからラインを選ん
で滑走し，林道に出てゲレンデに戻る。

139 個人山行 山スキー

BCスキー
＆雪まつ
り下見山

行

頸城 妙高前山・妙高高原 2/14 2/16

2/14 町田5:00＝高尾山IC＝妙高高原IC＝妙高青少年自然
の家10:40
スキー班：赤倉観光リゾートスキー場滑降練習、雪まつ
り下見15:00
スノーハイク班：関温泉スキー場旧ゲレンデ、藤巻尾根
取付き、ツアーコース…青少年自然の家14:45（泊）
2/15 山スキー班：赤倉観光リゾートスキー場9:30…妙高
前山（スキー場トップから往復）
スノーハイク班：ビジターセンター9:30（ほんどりす
コース）…三ツ山13:00
…ビジターセンター14:15…池の平スキー場周辺下見
15:00…自然の家15:30（泊）
2/16 青少年自然の家9:00＝町田

3月に予定されている雪まつりの雪山班とスノーハイク班の
コース下見では積雪量が少なく，妙高高原ビジターセンターが
例年コース設定を行うコースの内1コースは未設定。山スキー
班の妙高前山の下見では予定していた滝沢尾根は積雪が少な
く，暖冬で雪質も悪いことから登高ルートを滑降した。

140 都連山行 山スキー

都連盟東
京山ス
キー学校
17期第2回
実技講習

頸城 妙高高原スキー場近辺 2/14 2/16

2/14 JR中山駅集合場所20:30＝相模原愛川IC=妙高高原
IC=ロッジしろくま泊
2/15 8:00宿舎発=黒姫高原スノーパークへ移動,滑走・登
行練習16:30…17:00宿舎帰着後救命・搬出について座学
2/16 8:00宿舎発=8:30赤倉観光リゾート=第5クワットリ
フト…9:30徒行開始…1700m地点終了…11:00滑走練習等
…13:00終了=14:00帰京

スキー場には雪は有るが山には雪がなく，薮が濃く登れず引き
返す事になった。

141 個人山行 ハイキング 丹沢 大野山 2/15 2/15
小田急相模原＝新松田…松田＝山北…8:40大野山入口…
大野山登山口…イヌクビリ…大野山11:05…嵐…12:30谷
峨＝松田

三椏のツボミ開花は1週間後位か？　山北からも谷峨からも
階段の登山道は　なかなか大変ですが山頂からの展望の素晴ら
しさを再確認しました。新松田の河津桜と菜の花は満開でし
た。オオシマサクラも開花しているのにはビックリです。

142 個人山行 ハイキング 丹沢 高松山～松田山 2/15 2/15
町田＝新松田＝高松山登山口7:45…農道終点…ビリ堂…
…10:30高松山11:45…尺里峠…13:40西明寺自然公園…
14:50高松山（桜祭り）…15:30新松田

事前の天気予報が変化し山行が実行できた。終日薄曇りであっ
たが、富士山がよく観えた。

143 個人山行 ハイキング 丹沢 塔ノ岳 2/15 2/15
渋沢＝大倉行BS＝大倉7:10…大倉尾根…塔ヶ岳11:20…行
者ヶ岳12:10…三ノ塔13:00…三ノ塔尾根…15:00大倉＝渋
沢

曇天で日差しは少ないものの風が少なく暖かく感じた。山頂付
近の眺望は開けており遠く南アルプスもくっきり確認できた。
登山道には雪がほとんど残っておらず、その分ぬかるんでいて
足元注意が必要。行者が岳の手前のやせ尾根で崩壊が進み、鎖
の支柱が３本抜けており危険な状態であった。ほかは特に問題
なく快適な山行でした。

144 個人山行 ハイキング 丹沢 大山北尾根 2/15 2/15
秦野＝ヤビツ峠8：30…（門戸口コース）…青山荘…9：
45地獄沢橋…境沢ノ頭…（北尾根）…13：05大山…（イ
タツミ尾根）…14：30ヤビツ峠＝秦野

行きかう人もまれな静かな山行を楽しみました。


