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=櫃11月の編集委員会 11月
11月の集会・役員会 11月

10日 (本)15時
30日 (水)15時

会場lIK卜 BiZ

(と しま産業振興プラザ)

電澤::03-3980-3131
◎9月の集会。役員会出席者…17名  ◎9用命編集委員会 ,・ 6名

◇山行届。事務報告などあらゆる曲行の連絡は  リーダーキャップ 熊澤美恵子

電葬話 090-5318-0292   メ‐一ル :qqqt19ssOKttasi l.ocno neo jp

◇入会。退会。住所変更 '会報の発送・集会その他に関する問しヽ合わせは  総務キャップ 井上恵子

属呈言舌
`乞

Fax  042-492-2592  勢毒弔諄  090-2234-5844

◇会費の納入などに関する間い合わせ|よ  会計キャップ  員鍋雅光

電邑言露&FAX  03-3302-2987  彰毒キ許  090-9300-4736

会費振込先 郵便振替口座記号番号 00150-8-291146 口座名称 具鍋雅光 (マナベ マサミツ)

◇ホームページに関する問い合わせ|よ  ホームページキャップ 阿武信夫 電話 048-822-7228

◇編集に関するFpnい 合わせ|よ  編集キャップ 三田村久子 03-3630-0988 携帯 0909239-2105

緊急連絡鐘
◇阿武信夫(会長 )

◇熊澤美憲子 (リ ーダーキャップ)

◆三ン`谷征志(遭対キャップ)

◆横塚征―郎 (保険担当)

048… 822-7228
042-492-697]
042-324-5854
042～ 323-6080

携導打090-5429-1685
携帯手[090-5318-0292

携鋼事:090-6021-1457

電話&FAX
電話&FAX
電話&FAX
議 舌&FAX

F22。
電電No。689

創立60年の歴史 続い山を歩く確
https1//、岬鐸wablkuiyama`jp

会員総数・60名 (2022011・ 1現在)



|]用 の山行プラ≫

☆10090回
大沢山(奥多摩の山)

期国 11月 12日 (上)      A呻 級

集合・出発 」R五日市線 武蔵五日市駅 1番バス乗

場 8時
参考 」R新宿駅 6時 46分発ホ|ガー快

速あきがわ 1号武蔵五日市駅着 7時 55
分 西東京バス 8時 10分発急行都民の

森行 都民の森 9時 18分着

地図   1/2.5万 図/五日市、猪丸 昭文社/奥

多摩

持物   一般登山用具

コース  武蔵五日市駅 (バス)=都民の森―森林館

一大沢山一三頭の大滝一部民の森バス停

=武蔵五日市駅

歩程   4時 間

ポイント 滝に紅葉、モミジに鹿が見れるかな。

申込み  11月 10日 (本)20時まで
iJ― ダー 阿武信夫 048(322)7228

090(5429)1685
anno_nobu@ybb.rl e.Jp

SL    網代節子 03(3636)4793
備考  都民の森バス停発武蔵五国市駅行

13105、 14:35、 15:45、 16:45

武蔵五日市駅着 14:21、 15:50、 17100、

17:53

集合・出発 東武日光駅 10時 10分

霧降高原行バス(2Dのりば)10時 27分
発乗草

参考 浅草駅 7時 13分発東武スカイツ:J

―ライン区間準急南栗橋行 南栗橋駅 8時
24分着 乗換 同駅 8時 25分発東武日

光行 東武濁光駅 10時 6分着 (LIま南栗

橋駅乗車)

又|よ、浅草駅 8時発東武特急けごん 7号

東武日光駅 9時 48分着

昭文社/日光

☆10091回
日光隠れ三滝         A中 級

期日 11月 19日 (土)    雨天中止

地図

持物   一般登山用具

コース  東武日光駅 (バス)=隠れ三滝入 El―

丁字滝―玉 簾 滝一マックラ滝一成辰

道―隠れ三滝入回バス停 =東 武 日光

駅

歩程   3時 間

ポイント 大山から隠れ三滝のコースを考えました

が、日も短 いので、三滝 のみとしました。

滝 までの道 は足元の悪 い所 もあります

ので、ゆつくり歩きたしヽと思います。

申込み  11月 17日 (本 )

リーダー 三田村久子  03(3630)0988
09◎ (9239)2105

☆1 0092 1nll

大戸緑地から草戸山      A中 級

期日 11月 26日 (土)    雨天順延

集合。出発 」R橋本駅改札国 8時 50分
Jヒ Elバス乗場 9時 07分発大戸行乗車。

新宿駅起点では、京王線 7時 57分発EXI聞

急行橋本行乗草。

昭文社/高 Ft・ 陣馬 新版高尾山登山詳細

図(吉備人出版)

一般登山用具

橋本駅 (バス)=青少年センター入圏バス停

―雨乞い場の碑一権現平一段本入一草戸

峠―草戸山一はなさき休憩所一城山湖一

金刀比羅自―評議原一小松域址一小松橋

または堺橋バス停=橋本駅

3時間 40分
草戸山へのコースとして!ま あまり紹介され

ていないが、東京都の公園 ,大戸緑地に整

備された周回ハイキングコースから足を伸

ばす。草戸山を経て下山途中で|ま、穴場と

言われる評議原の紅葉を楽しみたい。

11月 24日 (本)まで

月長部=F重三千  03(5934)6131
080(1076)1510

地図

持物

コース

歩程

ポイント

率込み
1リ ーダー

☆爾0093回
秩父 プjヽ野原峠から天宮尾根      A申 級

期国 12月 3国 (土 )

集合。出発 西武鉄道池袋駅 8時 05分発急行飯能行

飯能駅 8時 52分着 同 8時 53分発



三峰EIl行乗換、秩父鉄遭武jll日 野駅 10時
12分着

地図   1/2.5万 図/秩父 '三峰  昭文社/奥武

蔵 秩ヽ父

持物  一般登山用具

働―ス 武・llll日 野駅―稲荷神社-11ヽ野原峠一大天狗

一品島 (シナシュウ)分岐―品晟往復―薬師

堂一秩父鉄道三峰口駅

歩程  5時 間

ポイント 雨天中止にした山行を再度行います。

申込み 12月 1日 (本 )まで

リーダー 熊澤美恵子 090(5318)0292
備考  西武鉄道からなら「秩父フリーきつぶ」が便

利かも(当 日券売機で、駅で確認 )

憑行為辟

納涼山行②

☆l⑬③74回 高麗から多峯主山,大黒山

A中級

期轟 8月 28日 (日 )

恒例の納涼山行。近年は飯能。吾妻峡と場所は決

まつているcコ ース取りに悩むところである。

子供の頃訪れた思い出のある高麗駅を定め、そこから

吾妻峡へ頭の中で線を描きコースを決めた。

高麗は、記憶の高麗と|ま まつたく変わつており田んば、

畑|ま なく、見渡す限り家々である。

駅を下りたってその家並みの続く舗装路を登って

行くと浄水場のタンクが現われ、垣根の隙間と言つて

しヽもヽほどの破れ間に多峯主山への看板が見えた。奈

良県にあるの|ま 多峯主山で1まなく多武峰(と うのみね)

なのですね。間違って覚えていました。曲緒ある場所

です。塀にぶつかりそうになりながら赤土を滑らない

ように気を使つて登ると少し開け、高麗の市街が一望

できる見晴場所があり、そこに市衝地に向かつてベン

チがあり、サクラとおばしき本々が植えられてしヽる。そ

こから望むと山Φ縁まで家が立ち並んでしヽる。半世紀

前の風景 |よ何処に。そこから、少し行くと急登、多分、

別の道があるのだろうが、そこを上り頂上へ。何か雨

が、気が落ち着かない。少し下り御嶽八幡神社の軒先

を借りで雨宿りをする。なんで枯れているのか分から

ないが、2本の茶色の葉の本が気にかかる。途呻、お

祭の準備なのか、神社の参遭整備の草払 tヽ をしてい

る人に会う。直ぐに派手な彩色の保育園、幼稚園、老

人ホームが一か所に並ぶ協を抜けると国道に出る。お

なじみのセブンイレプンかと思いきやクリーニング屋

に変わつており、対面のセイムスがその地位を継いで

いた。みんなで飲み物を購入し5分程で集合場所に一

番乗りで到着。ただ、楽をしただけである。(阿武信夫 )

く参 l」R者 >L阿武信夫 'SL網代節子・藤田勝平。海老

沼美幸 (計 4名 )

くコースタイム>高 麗駅9i3の一―多峯主山10:50
-御嶽八幡神社11100～ 11:20-番妻峡。ドレミ

フア橋12:20-永田大杉バス停12:50=飯能駅

☆10077回 富士見台(裏高尾))

期日 9月 覇 目(圏 )

A中級

眩しい日差しはまだ夏のようだ。バス停の屋根の陰

の中に入リバスを待つ。夏の喧騒 |ま去り、待つlljlよ も

う―‐時の半分ほどのように見える。我々の乗るバス|よ

土日のみの運行であり更に列 1よ短い。終点の八王子

城跡バス停で下り、バス停に続く舗装路を登つて行く

と、間もなく舗装路が切れ城跡の雰囲気がただよつて

くる。沢沿いの道 |よ木々に覆われ日差しが遮られ心地

好い。城跡内にある沢は、説明板によると秀吉に攻め

られ一日で落城し、将兵の血で血の沢になつたとのこ

とです。アケビがあるかと探し松がら更に登ると、どん

詰まりになり谷底から登るようになる。急登を登ると

やがて、北高尾山稜に出て狐塚峠からの登山路に出

た。

いくつかのビークの登り下りを経て、富士見台に至」

着するがまだ10時をチョット過ぎた頃である。これで

1よ 、予定の昼食の焼きそばにとりかかるには早すぎる

ので、富士見台の体憩場にザツクを置き杉沢ノ頭まで

往復する。お待ちかねの焼肉|よ L指示による上等な肉

でおしヽしかつた。かつての山行で、ウエルダンの内しか

食べられない人がいて、レアでも食べてしまう輩の前

で、他命人に食べられないように自分の分を箸で・ltuさ

えていたのを思しヽ出した。焼肉のあとは焼きそばであ

る。天気の良い日、本陰で食べる食事 |ま一段と食欲旺

盛になる。あつという間に大量の食材が腹の中に入つ

てしまつた。

/」 i下沢の水無き沢を下つていくと、林道に出て、沢

の水量も豊富 |こ なり子供たちが沢登りの遊びをして

いるのを目にする。中央道の車線増設工事現場の脇

を過ぎると間もなく日陰のバス停である。

(阿武 信夫)

<参加者 >L藤圏勝平。今西光輝・藤圏弘治・三田村



久子。加藤和江・阿武信夫 (計 6名 )

くコースタイム>高尾駅北ロバス8:35=八王子城跡

8:55-登り回9:25-富士見台10:45-杉沢ノ頭

11:15-菫士見台11:30～ 12]50(昼食)一 調影バ

ス停14110=高 尾駅北El

☆10080回
座間駅から目久尻川沿 い歩 き

期目 9月 25日 (園 )

A級

「目久尻 jll」 という未知のサ||、 古墳や史跡、湧水が

多い地域ということに興味を持つた。ネット検索する

と、今回のコース通りのガイド|まなく、断片的で、地図

を見てもどう歩くのかよくわからなかつた。
やとやま

まず駅から線路沿いに谷戸山公園に向かう。FFDも な

く三峰神社があり、長い階段を登ると鬱蒼とした林の

中にオオカミの絵を張り付けた社がある。ここから公

園内の道に入るが、山の中にいくつもの遊歩道や見所

があり、1時間あまリウロウロした後、:」 ―ダーが目標

にしていた座間市役所に出た。

地形的には相模野台地南部の座間丘陵で、台地の上

から|ま大山をはじめ丹沢、箱根方面の眺望が良い。

丘陵は宅地化が進み、新しい家ばかりの坂道を下り、

栗原神社を経て目久尻川に着いた。ここから|ま しばら

くり|1沿いを歩く。相模jllに合流する延長 19 kmの 1級

河jllで 、川幅 |ま あまり広くない。護岸と柵で水辺に降

りられないが、水はされいで、流れがゆるいところに

|よ大きな鯉が群れている。

次の目的地「tlつ ぺぃ窪湧水」は、垣根で囲んだ民家

の敷地内にあるらしく標識もないが、湧水をサ11に 引き

込み、ミニ親水公園のように整備したところで昼食。

久し′5や りの晴天の休日で散策する人、釣り糸を垂らす

人なども多く、す|1沿いには赤と自の彼岸花、大木の芙

蓉の花、桜並木松ど季節を感じながら歩ける。遊具や
さんがわ

トイL/のある公園で休憩後、少し先の産 り|1橋を渡つて

り||を離れ、秋葉山古墳群を目指す。

河岸段丘の住宅地の中を適当に歩き、こんもりした

森本立を目指して行くと目的地だ。「秋葉山古墳群」は

1号墳から5号墳まであり、住宅が接したこんな場所に

驚くような規模で存在している、と思つたが現代人が

後からおじゃましたわけなのだ。もつと知られて良い

古墳群だと思う。

台地を下つて再び目久尻川に戻り、相模鉄道の高架

下まで行く。ここから住宅地の坂を登り、森本立の中

に入ると清水寺公園で、龍峰寺や弥生神社が隣接して

いる。また急な坂道を下ると相模線の線路に接し、相

模国分尼寺跡|ま どこかと思案していたら、通りかかつ

た地元の方が案内してくれた。そこは車道沿いの金網

に国まれた小緑地で、外から眺めただけ。同じ道路を

南に進むと相模国分寺跡、こちら|ま広大な緑地で礎石

が残り、石柱や往時の建造物の絵や解説が書かれた

案内板がある。

長い距離の終点、海老名駅に向かう広い道路の両脇

は大規模商業施設が立ち並び、それらを結ぶ空中国

路も見える。チマチマした風景の都区内居住者は驚く

ばかり。歴史と現代と地形、「ブラタモリJ的視点で歩

いたら、さらに興趣が増すコースだと思う。

(服部千重子 )

(参加者)L熊澤美恵子・三橋ヨシエ・山圏明子・服部千

重子(計 4名 )

(コ ースタイム)座間駅09[45-座間市役所10:50
-栗原神社11130-し つヽぺい窪湧水12:00-秋葉山

古墳群13:20-亀 島自然公園14:00-相 模国分寺

跡16:○○―海老名駅16:40

低山だよ叩

◎11月 の山行プランについて

本 1]月号掲載の山行プラン4本 (グレードのF/b訳 、

A中級 4本)が 9月 27日の役員会で了承されまし

た。

◎10071回 、10073回 |よ中止。

◎令和 4年 (2022年 )12月編集委員会 |ま 12日

(月 )、 集会。役員会|ま 23日 (金 )です。

◎9月 27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・三橋ヨシヱ・石川泰男・山崎玉枝。今西光輝。三固

村久子・阿武信夫。熊澤美悪子・奥山富士子・員鍋雅

光・森団準之助・村り|1征津子。森永孝子 計 17名
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