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!0月 の出行プラン

☆l③081回
う試くた働路(武田サ!|コ スモスロード)A中級

期回 10月 8(土)     雨天llE延

」R千葉駅内房線 8時 24分発本更津行

車内。本更津駅で久留里緑 9時 16分発久

蜜里行乗草。久留里線本―ム集合も可。

1/2.5万図主総轟強
ウオーキング用具

馬来団駅―武田堰一うま<たの路起点

(コ スモスロード)一万葉歌碑―ハンの本湿

原一いつせんぼ<湧水一万葉歌碑一従軍馬

碑一妙泉寺一万葉歌碑一うまくたの路一馬

来田駅 (コ ースは変更する場合あり)

歩程   約 3時間

ポイント 古代に|よ「宇麻具多国Jと 呼ばれ、万葉集に

も詠まれた由緒ある地。のどかな里山FIt景

の中に季節の花、湧水、湿原、万葉歌碑、古

栄Jな ど見所が多い。

岬込み  10月 6日 (本 )まで

リーダー 服部千重子 03(5934)6131
08③ (1076)1510

☆10082回
母の自滝から二つ峠     A中 級

期日 1◎ 月 16園 (爾 )    雨天中止

集合・出発 」R高尾駅 7時 24分発河国湖行

9時 13分河園湖駅着

地図   昭文社/富士山

持物   一般登山用具

コース  河目湖駅(タ クシー)=母の曲滝回一本無山

(開運山)一霜山一天上山一河国湖

歩程   5時 間

ポイント 前回母の自滝へ下山できなかったので今回

登りに使い府戸尾根を下ります。

申込み  10月 14圏 (金 )

1リ ーダー 熊澤美恵子 090(5318)9292

集合。出発

地図

持物

コース

☆10083回
宮ノ倉山～石尊山      A中 級

期爾 1◎ 月 22日 (土 )

図

物

地

持

集合。出発 東武東上線竹沢駅西口

参考 東武東上線池袋駅 7時発小川町行

小111町駅 8時 4分着、同駅 8時 14分発

寄居行 竹沢駅 8時 17分着

昭文社/奥武蔵 秩ヽ父

一般登山用具

竹沢駅一三光神社―天玉沼地一官ノ倉

山一石尊山一北向不動一大塚八幡

神社― (青 雲酒造)一小サ|1町 駅
歩程   3時 F86

申込み  10月 20日 (本)20時 まで
1」 ―ダー 阿武信夫 048(822)7228

090(5429)1685
attno_nobu@ybb,ne.Jp

SL    網代節子 OX3636)4793

積の禁攀由行
今年の夏は猛暑の日々でした。やつと 30度を切る日

が出てくるようになり、秋の気配を感じます。秋を実感

できるような“秋の集中山行"を 10月 末に 4本のコー

スで企画しました。みなさま、日頃一緒に山行をしてしヽ

ない方とお会いできる機会です。また、あまり山行 :こ 参

加されていない方でも楽に歩けるコースも用意しまし

た。お誘いあわせの上ご参加ください。

期日: 10月 30日 (日 )

集合場所、時間 :鐘撞堂山山頂 13時
申込 :各リーダーに、10月 26日 (水 )ま で

費用 :約 200円の予定、パーティーごとに集金をお願

いこノます。なお、各lJ― ダーは、食材準備の都合上、事前

に食される人数がわかりましたら、狂Cまでお知らせく

ださい。

☆お汁粉を作る予定です。食器|よ 主催者便」で用意しま

す。

☆人数多数の場合|よ 、各パーティーに食材を依頼するこ

とがあります。

集合う出発 秩父鉄道 波久礼駅改札□ 9時 50分
参考 東武東上線池袋 8時 OO分発電ヽ川町行

快速急行

コース

集中山行①

☆10084回
羅漢島～鐘撞堂l_lo      A導 級



小∫:i釘駅 9時 03分着 9時 14分寄層行

寄層駅 9時 30分着 同 9時 35分発秩父

鉄道三峰回行 波久礼駅 9時 40分着

地図  曜文社/奥武蔵拿秩父

持物  一般登山層具

理―ス 波久礼駅一羅漢山一鐘撞艶 ―寄居歌

歩程  3時 間

ポイント 秋の集中山行です。紅葉 :こは早いかもしれま

せんが、青空命下、みなさまおしゃべりをしま

しょう。

つ一ダー 阿武信夫

SL   網代節子

048(322}7228
090(5429)1685
anno_nobu@ybb、 neoJp

03(363る )4793

集奉山行②

☆飛〇◎85回
八幡曲コース         A率 級

集合・出発 東武東上線池袋駅 7時 40分発急行小りll

町行車内申央。ノJヽり!1町で寄居行に、寄居駅で

秩父鉄道羽生行に乗換

昭文社/奥武蔵・秩父

一般登山用具

桜沢駅一八幡神社一八幡山一市町境界尾根

一鐘撞堂山一大正池一八坂神社一寄居駅

3時間 30分
いくつかある登路命うち、舗装道路歩きが短

<、 人も少ない静かな尾根道が続くコース。
~Fり

はメインルートの大正池コースを予定し

てしヽますが、変更もあり。
1ジ ーダー 選艮都千重子  03(5934)6131

080(1076)1510

集中曲行③

☆弯Q● 86回
大正池轟―ス A中級

集合 出ヽ発 東武東上線池袋駅 8時 40分発IIn速急行

小∫|1釘行 9時 49分着  同発 10時 00分
寄麗顧 0時 17分着またIよ寄居駅北国 10
時 20分
曜文社/奥武蔵・秩父

一般登山羅具

寄居駅一八坂神社一大正池―ふるさと歩道

―高根山分岐一鐘撞堂山(集合)一秩父線桜

沢駅

的 3時間

地図

持物

垂―ス

歩程

ポイント

蠅
動
車
歩程

歩程

ポイント

1ザ ーダー

SL

備考

ポイント 大正池や竹林の中を行き、下山|ま桜沢験に

降ります。

ワーダー 三囲村久子  099(9239)盆理⑫5

03(3630)0988

集中山行④

☆10087回
少林寺国―ス A申級

集合 =出発 寄居駅南観 9時 39分
地図  昭文社/奥武蔵 '秩父

持物  一般登山用具

コース 寄居駅 (タ クシー)=少林寺―羅漢山一胃良

田湖畔一鐘撞堂山(昼食)一大正池一寄居駅

2時間 05分
秋空のすがすがしひ散策を楽しみ、広々とし

た見晴らしのよしヽ山頂で音と合流する。

藤田勝平   090(1458)7850
三橋ヨシエ  03(3961)7162
駅から取り付きの少林寺までタクシーを使色ヽ

ます。

集合・出発 新宿バスタ高速バス乗場案内所付近 7時
30分. マ時 45分発京王バス本會福島駅

前行乗車

資料手渡し

一般登山用具、宿泊セツト

1日 目 新宿バスタ=奈良井宿一鳥居峠―

」R藪原駅 (」 R奈良井駅一藪原駅区髄 鳥

居峠を越えて歩く)=本曽福島駅一旅館

2轟目 旅館一本雷福島駅 9:20発バス赤

沢自然体費林(い くつかのグループに分かれ

てトロッコrl」車また|よ各自好きな散翻 ―ス)

=本曽福島駅

歩程  3時 間/3時間

ポイント 中山道の奈良井宿から鳥居峠へ。翌日、l‐7勢

神富に奉納する神本(本 霊杉)の国有地赤沢

林道を散策、本曽路の秋を満喫する。

申込み 10月 26爾 (水)まで バスのキップはまと

めて予約のため、早めの申し込みをお願いし

ます。行きバス、帰り」R。

・宿の関係で人数制限あり、10名

リーダー 三ツ谷征志 042(324)5854
SL    横塚1正―壼5 042(323)6080

鞭
拗
コ・ス

☆10088回                |

翻彎曹錮露褥説圏感
轍

|



備考  ・コロナ禍のため、高速バスの運行が祝日と

土日のみとなつており、帰りのJR特急指定

券|ま各自で購入してください。
t奈良井宿で昼食、JR藪原駅 15:42発 、本

曽福島駅 16:00着、宿まで徒歩 15分ひ
や赤沢自然体養林での遇ごし方 自由時間 4
時間。散策コースが沢山あり。昼食できると

ころあり。

帰ヽりの予定時亥彗赤沢自然体養林 14:30
発 =J獄 本曽福島駅 15115着

同駅 15:25発 15:58塩尻駅乗換あずさ

44号新宿駅 18143着
交通費 行き 高速バス新宿バスター奈良井宿片道

4,600円  帰り」R運賃|ま llj途

本曽福島駅一赤沢自然体養林バス往復

2,800円
赤沢自然体養林トロツコ列車 900隅

宿泊費 蔦屋 電話 0264(22)2010
-泊二食 15,070円 +入湯税 150円

☆弩③◎89国
戸倉曲 (伊那富士・1680m)と 風越山(1535
m)              A中 級

期国 瑶霧用 4(金 )～ 5日 (土)雨 天中止

集合・出発 西武池袋線保谷駅北IIl□ ―タリー

西武池袋駅 6時 19分発飯能行 保谷駅

6時 37分着

地図  1/2七 5万図 信濃溝口む市野瀬・飯圏

持物  一般登山用具 8犠泊用具

コース ー日目 保谷駅 6:50発 (車)=中央高速=
駒ケ根 11:00着 =神明社登山口 11:40-
御湯立場跡―金明水一戸倉山西峰。東峰一

(風神ノ風穴)一戸倉キヤンプ場―神明社登

山口(車 )=飯圏(泊 )

砂払温泉 電話 0265(22)1209
夕食・朝弁当 9千円

二日目 各自朝食 6時 30分出発(草)=滝
の沢登山El一虚空蔵山一展望台一風越山一

高鳥屋山一猿庫の泉一滝の沢登山口=(中
央高速)=保谷駅

歩程  4時 間/6時間

ポイント 車山行(会員以外の車利用)なので出発時間

が早いのですが、べニマンサクを見たくて計

画を立てました。一日目は、伊那富士から展

望を楽しみます。帰り入溶できたら入ります。

リーダー 熊澤美恵子  090(5318)029之
SL   藤沼淑粧

=   090(5193)2323

備考 車山行なので 4人で締め切ります。昼食等

|よ途中購入できます。朝食弁当はおにぎりな

ので副菜、汁物を用意、交通費等 |よ 、参加者

で書」り勘で負担します。

由行ルギ
☆10070回
高指山～明神山(鉄砲本鈴頭 )

期圏 8月 9爾 (火 )

A中級

富士in駅発の路線バスは、渋滞 1ま なかつたのに至」着

予定時刻より20分ぐらい遅れて平野に着しヽた。

パス停前の信号を渡つて県道 143号線に入り、15

分くらい行<と道標があり、左折して登山口に導かれ

る。

本段が敷かれた登山道 |よ樹林の中で涼しく、両脇に

|まかなり上の方までF」
lj荘が建つていた。やがて小平地

に出てひとやすみ。ここから山頂までは短いが急登に

なる。このあたりに咲くという「ヒオウギ」を見た<て

きたのだが、一株も見当たらない。高指山のヒオウギ

として美しい写真をたくさん見たので『ここに行こう1

と決めたが、どうやら 5～ 10年前に撮影されたらし

い。バス停の観光案内所で1よ情報を得られなかったが、

鹿の食害によるようだ。

高指山の山頂(1174m)か ら|よ 富士山の眺勢が素

晴らしい1まずだが、残念ながら雲で覆われ、山中湖と

周辺の山々が見渡せた。

ここから|ま切通峠へ向けて下る。自然林命道にlよ、

なんとも心地よい風が吹きわたり、登つてきた者だけ

に与えられるごほうびと感じる。樹林帯 |まずつと続き、

えぐれたところ、急登ありだが、比較的平坦な道にな

つてしばらく行くとバツと空が広がり明神山山頂

(1290m)に出た。

カヤトに囲まれた砂礫地に山中湖諏訪神社の製自が

あり、点在するフジアザミが圏いつぼみをつけでしヽた。

希少種のシロバナフジアザミかもしれない。富士山の
いただき

絶景ポイントながら 頂 |よ隠れたまま.

ススキの穂も見える草原の中の道をパノラマ台に向

かつて下る。これまでの登山道と違い、火山砂の地質

|ま雨で侵食さ絶で深<え ぐれ、片足しか入らない細い

溝状の道が続 <。 以前 |よもつと幅があつたのだろう。

補修をした形跡|よあるものの、手入れしてもすぐ崩れ

るのか、難儀しながらの下りはコースタイムの倍かかっ

てパノラマ台に着いた。ここ|よ車で来た観光客でにぎ

わつていた。

車道をショートカットしてハイキングコースに入ると

道|ま良くなり、「王国山ハイキング理―ス入圏」道標の



ある車道に出た。富士山駅に戻る人、平野まで歩いて

高速バスに乗る人、二手に分かれ終了。

例年にまさる猛暑であり、この山域 1よ夏に行く人は

少ないが、早朝に家を出て、冷房の効いた乗り物で涼

み、平地|ま ともか<、 稜線に登ればエアコンの冷気とiま

全く異なる快適な涼風の中菱歩|する。高曲でなくても

「あ甲だな」と思える夏山山行だつた。 (服部千重子)

(参加者)L服部千重子。今西光輝 t保本美恵子・三圏

村久子(計4名 )

(コ ースタイム)富士山駅 =山中湖平野バス停 10:10

-登 r_l□ lo:40-小平地 11:00～ 05-高指山

11:20～ 55-一切通峠 12:33-明神山(鉄砲本の

頭)13:45～ 14:00-パノラマ台 14:40～ 50-三
国峠ハイキングコース入回 15:20-山中湖平野バス

停 1群 40=ノ スヾタ新宿

☆100172回
箱根の滝めぐり

期国 8月 20圏 (土 )

A中級

久し′3:り の箱根。雨予報ではあるが、温泉があるあ

ると参加する。バス|よ湯元から万緑の中を登つてしヽ<。

足ならしに畑宿一里塚から巣雲lliへ 下ると釣り場が

ある。深しヽシアン色の水底に吸い込まれそう。水底と

同じ色め大型蝶を追いかけてスマホに収める。寄本会

館前からの急坂の舗装路が長い。「連理の桜」の標識

を見て右の登山道へ入る。明るしヽ樹林の中ヤマアジサ

イが咲き、沢の音がノ心地よしヽ。足元|ま石がゴロゴロし

て歩きに<い。抹茶を振りかけたような苔の石が並び、

斜ぬ∽地層の大岩壁を過ぎると飛竜の滝に着いた。

数段の壁が見え隠れしてしヽて落下する様 |よ 白竜で

ある。お立ち台があり、観光客も少し頑張れば来られ

る。急な本段が湯坂路入目まで続く。車両用道路が出

てきて地図と実地が一致しなくなり迷う。工事用道路

しかないが、直進すると防火帯命登山道に通じ、鷹の

業畿嚇 跡)に着く。緑に国まれて遅しヽ昼食をとる。

下つてい<と トラツクが止まつていて、大きい袋から

ゴミを投げ捨てている。悪い人たちだ。浅間山との分

岐から|ま大下り気味。この登山路|よ全体的に荒れてい

る。本の根がむき出しに検つていて、赤土は水が流れ

ていて滑りやすもヽ。2019年 10月 の台風の爪痕がま

だ残つているようだ。千条の滝は「水のカーテン」、下

つてきたときの緊張が徐々:こ ほぐれていいフィナーレ

だつた。新型働登由電車に乗つた。  (三 橋ヨシエ )

(参 加者 )L熊 澤美悪子・井上恵子・三橋ヨシエ

(計 3名 )

(コ ースタイム)畑宿バス停09:30-(散策)10:50
-飛龍ノ濤ヨ1145-湯坂分岐12:55～ 13:15-鷹
業山13130～ 1象 10(!甕食)一 千条ノ滝15:00-JJヽ

涌谷駅15:35

納涼曲行③

☆10075回
ゆうひ山～あさひ曲～吾妻峡 A級

朝から雨模様で傘をさ tノ て出発.飯能大橋を渡ってし

ばらく行くと「毘沙F]天前」のバス停があり、その先を

右に入ると武蔵野七福神の浄心寺に着<。 鐘楼もある

立派なお寺で赤しヽ戦旗が階段を彩どつている。そこか

らの美杉台のケヤキ並木も雨 :こ 濡れ、シットlJと した

趣で雨も又良きかな。

ひかり橋を渡リスーバーALPSの店の先に、「はん

のうウオーキングコースマップ」の標識があり、ここか

らゆうひ山へ登つてい<。 8月 11日 に下見に来た時

には、少し先で鹿に出会しヽビツク1り した :その時には

無かったキノコが、今日|よ色とりどりにたくさん生え

ていた。案内書には『ベンチ・看板あり」とあつたが見

つけられず、下の住宅街の出国に「ゆうひ山公園」の標

識を見つ|すた。下見の時に|よ気づかなかつたが、この

先の丘の上に看板等があるのかもしれないと思つた。

丸太を家の軒に積んだヨーロッパ風のおしやれな美

杉台ニュータウンの中を歩き、あさひ山展望公園に着

く。その名の通り南北東西の日時計があり、晴天なら

ば菫士山、丹沢、大山等 360度総大展望なのだが、こ

の日1よ金 <Fp」 も見えず。東屋で雨に濡れることもなく

ゆっくりと昼食をとる。その後.植林の尾押道を行き、

鎖の手すりがある急坂を下りて大河原に出、そこから

中平河原で吾妻峡′ヽ降りた。集合地のドレミフア橋ま

では汽車淵、兎岩などあり、鎖が付いているところも

あり、雨で石も滑りやす<、 慎重に歩 <。 下見の時|よ、

夏真つ盛りで大勢のり11遊びの家族連れが B8Qを した

り子供たちは岩からjllへ 飛び込んだりして大賑わいだ

ったが、今回1よテントが2張位とシンとしていた。ドレ

ミフア橋 :こ |よ既に2バーティーが着しヽていて、′」ヽ雨勢

中でのセレモニーとなつた。 (三団村久子 )

(参加者)L三田村久子→井上恵子碗ヨ藤和江・服部千

重子(計 4名 )



(爾 ―スタイム)飯能駅 10100-浄心寺 1◎ :29-ゆ

うな山入囲 10140-― あさひ山入目 11:10～ 11:45

-一大河原 12;15-番妻峡入E112:35-ド レミファ

橋 12155

納涼山行④

☆弩O076回
あさひ山展望台から柏本山 A呻 級

♪あんときや どしやボリ♪ 雨の中の山行となり

ました。

飯能三山最高峰303m、 手軽に登れ、低山ながら眺望

が楽しめる魅力釣な柏本由に登る。お天気ならのんび

りしたいあさひ山展望台から、音はここを分岐にあちこ

ちへ向かう交通の要衝であり、飯能焼命陶上が出たら

しい赤根ヶ峠を経て柏木山へ.途中有名なお煎餅工場

で買い込みをする。

高尾山の三分の一位の広さの頭上広場で、お天気な

らどれ程の人出かと思う位景観が良く、高ドツケと書か

れている□―マ字の看板がある。秩父地方の方言で「峰

の尖つた部分」と言われ、高山、高峰の意味らし<展望

から充分理解できる山でした。

早めの下山となり、茜台自然/AN理 にある四阿屋で、集

合時間にも余裕があるので、雨の中、集合場所に他的

グループが持つているとは知らずに、落ち着いて食事し

ちゃいました。

吾妻峡で集合後、ベテラン三圏村さんの初リーダーに

ついての話や、面倒見の良しヽ人藤沼さんの紹介『あれ

貴女新人かいな ?」 等など、各グループの紹介で解散

となる。 (松沢治子)

(参加者)L熊澤美悪子 esL藤沼淑江じ三橋ヨシヱ。

松沢治子 (計 4名 )

棒 ―スタイム)美杉台ニュウータウン(あさひ山展望台)

11:30-茜 台自然公園12:]0～ 12:35-吾妻峡

13:③◎

糧山ガ贔膨

お詫び 9月号の会報で、プランのナンバリングが間違つ

ていました。正しくは 10077～ ]0080で した。

(編集委員会)

◎10月 の山行プランにつしヽて

本 10月号掲載の山行プラン9本 (グレードの内訳、A

中級 9本 )が 8月 24日の役員会で了承されました。

◎令和 4年 (2022年 )11月編集委員会|よ 10日 (本 )、

集会。役員会|よ 30日 (水 )です。

◎8月 24日の集会出席者 (順不同)

服部千重子・井上恵子。植村早苗。金沢正秋。武井光

子 三ヽ橋ヨシヱ。石り|1泰男。山崎玉枝。今西光輝。三田村

久子・阿武信夫・熊澤美恵子・網代節子。奥減1冨士子。

員鍋雅光・横塚征一部 計 16名

09:10-赤根ケ峠入回1◎ :00-柏木山11:10～   : ………‐・‐・一一一――一――……………一――一―……
「

……………‐・'~´ ――"― ―̈―"¨ ―…………́""― ―――――――̈―――"・・・……………
!

:低 I饉  通巻 688号  2022年 10月 号 発行/2022年 101

1月 1日  発行人/阿武信夫 (低 い山を歩く会会長)発
|

:行所/低い山を歩く会 〒33併0064 さいたま市浦 |

1和区岸町 7-33 愛048-3227228 頒価/300円 (送 |

1料 120円 ) 編集委員/三日村矢子・浜橋保代 金ヽ
|

i沢正秋・山崎玉枝 。伊東栄子・横塚征 一郎     |
1版下作成/横塚征一郎              |
:〒 185-0021 国分寺市南町 1-7-11         1

HP(意 ―ムベージ)闘 甕0おすす織

しばらくの間 HP命更新 、メンテナンスを藤 国弘

治 さんのご家 族 にお願 しヽをいたしておりました。

長 い間 ありがとうございました。この度 、再 度 低

い山 を歩 く会 メンバーで行 なうことになりました。

8局 会報 より、りR盤 が変わつています。

https://www.hikulyama,ip
HPで は最 新 の山行写 真 、その月の会報 、およ

び次 月の会 報 掲 載 予定 の山行 プラン、および現

在検 討 が行 われてしる 会 員」の改 定 原案 松どをス

マホでも見 ることができます。小 さくて見 に<い

場 合 |よ 拡 大 してご覧 ください。

また、掲示板 もありますので皆様 ご自由 にお書

き込 みください:

ホームページキャップ  阿武信 夫


