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1月 の山行プラン

★10026回
高柄山            A中 級
期日 1月 8日 (土 )

集合・出発 JR中央線上野原駅改札 7時 30分 (高尾

7時 6分発甲府行 上野原着 7時 22分 )

昭文社/高尾・陣馬

一般登山用具

上野原駅―御前山一高柄山一大丸一四方

津駅

歩程   5時 間 40分 *地図によるコースタイム

参考 (昼食、休憩含まず)

ポイント 中央沿線の山 上野原～大月方面 (富士

急行線沿線)への尾根道  その①

申込み  1月 5日 (水 )まで 電話は 21時まで

メッセージ希望

リーダー 小松浩文  090(2254)5474
SL   未定(募集中)

備考   天候により参加者と調整する

ポ逢画～賃習ご     A中級
期日 1月 15日 (土 )

地図

持物

コース

集合 3出発

地図

持物

コース

歩程

ポイント

申込み
1メ ーダー

小田急線新宿駅 7時 30分発急行小田原

行車内(5号車あたり)または本厚木駅中

央政札口 8時 25分
1/2.5万図厚本、上溝

一般登山用具

本厚本駅 (バス)=鳶尾団地―展覧台公園

―金毘羅神社一展望台一鳶尾山一いこい

の森公園―八曹山0展望台一八菅神社一

八菅橋―一本松 (バス)=厚本駅

約 4時間

標高|ま低いが、冬晴れなら厚本市内をはじ

め関東平野、丹沢の山々、相模湾など展

望の良いコース.八曹神社はパワースポッ

トとか。

1月 13日 (本 )ま で

服部千重子 03(5934)6131
080(1076)1510

★10028回
焼山～二子山        A中 級
期日 1月 22日 (土 )

集合。出発 西武池袋線声ヶ久保駅 8時 45分改札前

参考 西武池袋駅 7時 2分発急行飯能行

飯能着 7時 49分 7時 52分発西武秩

父行 芦ケ久保駅 8時 35分着

地図  昭文社/奥武蔵・秩父

1/2.5万図 正丸峠

持物  一般登山用具

コース  芦ヶ久保駅一二子山一焼山一二子山一

芦ヶ久保駅

4時間 30分
岩場、クサリ場があります。

1月 20日 (本)20時まで

阿武信夫  048(822)7228
090(5429)1685
anno_nobu@ybb.ne.Jp

網代節子  03(3636)4793

★10029回
金沢八景野島公園から構名寺、金沢文庫

A級
期日 1月 23日 (日 )

集合・出発 京急金沢八景駅改札前 10時
(品川 9時 17分発特快久里浜行が 9時
55分に着きます。Lは京急り|1崎から乗車し

ます)

地図  京浜急行、横浜市などでお求めください

持物  タウンウォーキング装備 弁当

コース  金沢八景駅一平潟湾プロムナードー野島公

園展望台一 1日伊藤博文別邸―海の公園一

柴目駅―構名寺一神奈川県立金沢文庫

一京急金沢文庫駅

歩程   3時 間

ポイント 海なし県の埼玉県に住んでいる者にとっ

て、海面のキラメキは憧れです。

申込み  前夜 7時まで

リーダー 森田準之助  04(2946)3011
090(1105)5633

★10030回
レインボープリッジとゆりかも機  A級
期日 1月 29日 (土)      雨天順延

争
一
●
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歩程

ポイント

申込み

リーダー

SL



集合・出発

地図

持物

コース

歩程

ポイント

申込み

リーダー

SL

JR新橋駅ゆりかもめ乗車口 9時 30分
不要

ウォーキング用品。昼食|まレストラン

新績駅 =芝浦ふ頭駅―レインボープリッジ

ーお台場公園一潮風公園一船の科学館一

テレ憂ムセンター=豊洲 =新続駅

3時間

レインボープリッジを歩いて渡る。また、ゆ

りかもめの乗車を楽しむ。

1月 27日 (土 )まで

今西光輝   03(6780)1792
080(2043)9897

山崎玉枝  03(3861)3770
080(2370)4799

★10031回
北八ケ岳・北横岳     冬山入門

期日 1月 28日 (金 )～ 1月 29日 (土 )

地図

持物

コース

集合・出発 JR中央本線茅野駅改札 11時 15分
新宿駅 9時発あずさ 9号茅野 11時

11分着 在来線八王子駅 8時 16分発

茅野駅着 11時 6分着

1/2.5万図 蓼科山・蓼科

冬山一般装備

茅野駅 (バス)=ピラタス回―プウェー前一

ベンシヨン()白 )

ベンションー□一プウェーー坪庭一Jヒ横岳

往復

歩程   2時 間/4時間

ポイント 久しぶりの雪山です。まずiま雪 :こ なれるこ

とです。

申込み  1月 21日 (金 )まで

リーダー 三ツ谷征志 042(324)5854
SL   大澤幸子

備考   天候、リーダーの調子により山頂に行かな

いで下山します。

山行ルポ
☆10012回
戸疑:が丘歴史公園  A級
期日 10月 17日 (日 )

10月 24日 (日 )を変更

会報記載の日程を前倒ししてしまつた。どのように

そのことを参加希望の方々に伝えようか、全員に伝え

る手段はない。今ある“ライン"を使つてみようと思い

案内を掲載。幸いなことに4名の方から連絡があつた。

当日は雨であつた。

3階にある松戸駅の改札目を右に出て階段を地上

まで降りると戸定邸の案内板があつた。

案内に従い飲食街を抜けると左には台地が、前方に

は緑の丘が見える。丘|ま戸定が丘歴史公園である。丘

の登り口|ま駐車場であり、門の手前の駐車場の片隅

にある直売所で生落花生を 100円でゲット.門を潜

り左側の戸定歴史館を訪れる。現在放映中の大河ド

ラマ“青天を衝け"に 関連した「幕府再興とパリ万博」

の展示会が開催されていた。時間を掛けじつ<り と見

学する。その後、前方にある戸定邸に靴を脱いで上が

つて見学する。廊下、通路が意外と狭くすれ違うには

“江戸仕車"でやんわりと。広間から見る庭|ま雨でしつ

とりとして目に優しく心が落ち着<。 各部屋に1ざ科学

と芸術の丘"松戸市と文化庁の催し物がどつしりと占

拠しており、特に庭の良<見えるところは特等席とば

かりになにをも憚ることなしにトーク番組を流してい

る。風呂場 |よ広いが湯舟は小さい。冬に|ま修験者の修

行を、風呂に入るたびに行つていたので:ま と思う、そ

こを離れ庭園の四阿へ移動して昼食.石川さん持参

の酒肴を楽しんだ。

となり|よ千葉大学園芸学部のキャンバスである、そ

のままスルーして入る。逆も可なり。

キヤンパスを一回りして丘を下つて欽食街に入るが、

日曜日、昼間のためか、店|よ閉まつている。駅ビル内

のショップで打ち上げ。

松戸駅市 |よ駅から10分、散歩場所として好適地を

お持ちである。 (阿武信夫)

(参加者)L阿武信夫。SL石川泰男 0坂井郁子・奥山冨

士子。井上恵子・三橋ヨシヱ(計 6名 )

(コ ースタイム)松戸駅 10:00-戸定が丘歴史公園

10130-千葉大学園芸学部キヤンパスー松戸駅 14:

20(タイム1ま参考値)

★10013回
榛名 水沢出からニツ岳(相馬山を変更)A上 級

期日 10月 30日 (土 )



久しごりの会出行、メンバーを見たらルボ当番も止む

なし。登山国の水沢観音は早朝のせいか、参加者|ま ま

ばらであった。登山∽安全を祈願しスタート。しヽきなり

73段の急な石段の登り、境内の飯綱権現の社、万葉

櫨物園跡地や歌碑などを見学しながら登山道を進

む。

やがで長い急坂の本の階段、頂上近くまで続 <。 結

構きつい。この登山道は地元のボランテイアの方々が

整備しているとのこと。たまたま整備中の方に出会い

話を聞くと、粘土質と軽石の急坂のため降雨時の流

出を防ぐため整備しているとのこと。その後しばらく

登ると突然十二体の石仏が並′3や 見晴台。眺望を楽し

んだ後、小さなピークを越えたところが水沢山の山頂.

山頂は狭く既に多<の人で混んでしヽた。

谷り|1連峰、日光白根山、赤城山、相馬山を|よ じめ近

隣の山々|ま もとより、遠<富士山まで望む 360度の

パノラマを堪能することができた。

リーダーから予定していた相馬山へ|よ時間的に無理

とのことでニツ岳に変更するとの話があり、山頂を後

にした。急なヤセ尾根を一気に下り林道を横切り、森

林公国内へ。ツツジやモミジの林の中を進む途中、青

空と紅葉の美しさに足が止まる。

やがて三ツ岳の分岐標識にしたがい、巨石に囲まれ

た石段のつづら折の登山道を進む。

屏風岩を過ぎると避難小屋があり、ここが雌岳への登

山口。急な丸太の登りがしばらく続き傾斜が緩くなり、

さらに進むと雌岳の山I頁 、狭い山頂でしたが展望は

良かつた。

分岐に戻り雄岳へ、やはり石段の急な登山道を登リ

詰めたところがオンマ谷への分岐。さらに進むと前方

にテレビ中継の建物が見えてくる。この建物の裏猥」が

コ`ソゴツした者の山頂で体むところもなく、早々に下

l_、 分岐まで戻る。

三ツ岳登山目周辺|ま 菫岩と樹木に国まれた日本庭

園のようであった。

その後伊香保温泉へ、モミジ橋|まみごとな紅葉と多

く∽人で賑わつていた。

三つのピークはいずれもすばらしい眺望、そして紅

葉の美しさを堪能した山旅でした。

(小杉正司)

(参趣者)L熊澤美悪子。SL三囲村久子・藤沼淑江■ヽ

杉正司(計 4名 )

(コ ースタイム)水沢観音 9:30-見晴台 1l100-水
沢山 11:25-森 林公園 12:25-ニツ岳分岐 13:

15-雌岳 13:50-雄岳 14:30-ワ シノ巣風穴

15:45-伊香保温泉モミジ橋 16:20-伊香保バス

停 16:40

☆1◎ 014回
古賀志曲

期日 11月 7日 (日 )

A中級

」R宇都宮線の栗橋線路内に煙が出て予定の電車が

運体となり、30分以上の遅延というアクシデントが

発生する。宇都宮駅から赤川ダムサイト(公園管理榛

下)ま でタクシーで向かいスタートする。次の南コース

分岐まで森林公国の散策路も侮れず、途中コースアウ

トあり尾根に向かい軌道修正する。分岐で地図を見て

東登山口を探すも見つからず断念し、東南稜コースの

標識を見つけ進むが途中から作業道歩き、そして行き

止まりとなる。その時リーダーの一言で尾根に向かい

藪漕ざとなつたが無事尾根に取り付き、暫<歩くと東

稜コースに合流し山頂を目指す。登山道|よ岩場の鎖あ

り楽じめたが、昨年下山で通つた南コースであること

に気付く。

古賀志山は人が沢山なので見晴らしの良い御嶽山

へ迂回コースを通過しハシゴを登り向かう。頂上の展

望は最高で日光連山を一望、晴天にはグライダーが流

れゆつくり昼食を取る。

下山|よ分岐まで戻り瀧コースの標識を確認。山道、

岩下道 !ま踏み跡がしつかりあり途中アルヤマ堂跡(岸

壁直下の岩屋)を 見学。そして人の声が聞こえ、そこに

|ま多<のクライマーがリードクライミングをしていた。

それを横目で見ながら先を進む。

また弁天三社:こ 寄つたり、不動∽滝 (雄滝)は水が流

れておらず残念でヒ′た。山道の本々にはノ」ヽ学生の標

語が書かれたポスターが貼られ道案内にもなつており

癒されます。瀧神社に安全に下山できた事を感謝し、

アスファルトの林道を進み南登山道駐車場を目指しま

す。古賀志山に|ま 多<のコースがあり変化に富んでい

ますので第 3回 目に期待したいですね。

(酒匂和代 )

(参加者)L熊澤美恵子・小杉正司。大澤幸子。藤沼淑

江・佐藤敦子 0酒匂和代(計 6名 )

(コ ースタイム)赤 jllダムサイト9:50-南コース分岐

10i35-古買志山 11:55-御岳山 12:20-瀧神

社 14:36-南駐車場 14:50



☆ loo16回
静岡県・千葉幽

期覇 11月 19日 (金 )

A中級

東京から5名 、現地参加の私と6名が轟爾駅からバ

スに乗り、30分あまりで『尾′li」 に着 <。 バス停すぐそ

ば命尾り|1丁仏参道入目から登る。

参道には赤いエプロンを掛けた石仏があり、両猥」|よ

高い樹林で覆われ、まわりの景色|よ見えないが、時々

茶畑が現れ、きれいにVl」 り取られて美しい。茶処静岡

である。2時間ほどで智満寺に着く。ここは天台宗の

古刹。本堂や千手観音立像が国の重要文化財になっ

ている。

ここから千葉山を目指す。裏山には国の天然記念物

に指定されている十本杉 (現在|ま 7本 )があり、どれも

巨大で立派な杉でびつ<り 1 山頂で昼食後、智満寺

に戻り(*L後述 )、 どうだん原に行く途中で私:よ疲れ、

足が重<なつてきたので残念だが0さんと二人で下

山することになった。(園 中紘子)

*智満寺 |ま裏山一帯の千葉山も含む広大な所有地

を持ち、古刹らしい風格を感じる。しかし何が原因か

わからないが、奥の院(山頂)への入口に『参拝の方以

外の立ち入り|まご遠慮ください」という大きな立て看

板があ呼、登山・ハイキング・トレランなど通行禁止と

書いてある。下つて<るハイカーがいるので、私たちも

通ることに。参道の途中に|よ「登山・ハイキングの方は

お帰りください」の看板が次々と出てきて、悪いこと

をしていなしヽつにいやな感じだ。

山頂からどうだん原へ向かう道があるはずだが、な

かなか見つからなかった。しばら<してガッシlり ≧封鎖

した竹垣の向う|こ道が見えた。しかし乗り越えてしヽく

わけ|こ もいかなり。やむをえず寺まで戻り、迂回路か

らどうだん原へ向かう。もう運いかなと案じていた紅

葉 |よ、起伏のある広い原を真紅に染勢、まだ十分見ご

たえがあった。誰もしヽない原で景色を堪能し下山し

蒸l。

1名が日帰り、5名が島圏に 1油し、翌副よ4名 で掛

り|1市の粟ケ岳へ。こちら|よ会報にプラン掲載が間に合

わなかった鈴で個人山行としたが、一面の茶畑の中を

登る、非常に展望の良い山だつた。(L)

(参加者)嘲艮部千重子・井上恵子。今西光輝キ奥山冨

士子・田中紘子。藤田弘治(計 6名 )

(コ ースタイム)島霧駅 =尾り||パス停 ,尾 jll丁仏参道入

襲 10・ 05-―亀石 11・ 45-智満寺 12,10～ 2の一千

葉山'奥の院 13・ 00～ 30-智満寺 14015-ど うだ

ん原 15,00～ 15-伊太丁仏参道 15・ 20-摯大和

璽の湯バス停 16,15=島田駅

☆10017理
堂所山から高尾曲ヘ

11月 20裁 (土 )

A中級

高尾駅発のバス停 |ま どこも長い行列で増便している。

車中で飲食ができなかったので少し食べてから歩き

出す。底沢峠に登ると稜線上|よ人の往来が日立つ。堂

所山を目指すが山頂からの関東平野 1よ霞んでいる。

景信山へ着くと驚<ほどの人達が休んでいる。山菜天

数羅を売り大繋盛の茶店は池袋の繋華衡より大密状

態だ。私達も早めの昼食にした。ここの見晴らし台も

展望 |ま良<ないので下る。登山道がひど<荒れている。

ショートカットや植樹帯に道が 2重 3重にできている。
「こ覇ま登山道で|まありません」と書かれ□一プが張ら

れている。一丁平を過ぎると紅葉狩り山行らし<なつ

て、銀色のススキともみじの紅葉の対比が素晴らしい。

モミジ台でエビネが種を付けているのを見た。階段の

途中に宴会組がいる。高尾山|こ 一歩踏み入れてのけ

ぞる。富士山も見えなしヽ見晴台に何重もの人垣がで

きている。慌ててマスクを付け、余り総人出に長居 |ま

無用と稲荷山コースを下つた。 (三橋ヨシエ)

(参加者)L阿武信夫 SL網代節子 三橋ヨシヱ

(コ ースタイム)高尾駅バス8110～ 陣馬高原下バス停

8150～底沢峠

10:05～堂所山10130～ 景信山11:30～城山1

3:05～もみじ台

14:20～高尾山E115]4◎

★10018回 丹沢大 ni l

期日 11月 21日 (日 )

から大 山三峰 ヘ

A上級

秦野駅に着くとヤビツ峠行バス停は長蛇のFljで 、取

り敢えず並び、2台目のバスに立つのを覚悟して乗り

込む。30分余り頑張つて立っていたので、下車してす

ぐ歩き出すのが幸かつた。少し体んでから階段状の所

から登岬始勢る。大山山頂までは、抜きつ抜かれつ、

途中の分岐か引よ家族連れの人達と一緒になった。

山頂 |よ凄い人たちであった。写真を撮り、これから歩

<登山道の協道で休憩した。晴れFElは 少しあるが、天

気予報で|よ 5時過ぎから雨とのことだ。もって<れよ

と祈りつつ、目指す三峰へと歩<。 遠くの山々には紅



葉が、また、ススキがあちらこちらと、秋の風景にとて

も心が癒された。まずは唐沢峠を目指す。標識もな<
て探していたら、折よ<後ろから来た男性に聞くこと

ができて、無事至」着した。ここで昼食タイムとする。煮

物、ポテトサラダ、漬物と、短い時間の中、美味し<食
べた。

これから先|よ、地図上で|よ破線の道、岩場もあり、し

っかりと鎖がついているが、何度登りを繰り返したん

だろう。梯子なども出て<る。緊張感があつたのでや

たら喉が渇<。 本々の間からは赤や黄色の紅葉が綺

麗。その落ち葉を踏みしめながら三峰山へ向かう。

やっと三峰山に着き写真を撮る。そして物見峠へと、

もう下りばかりと思つていたら、またい<つか登り降

りしながら、分岐までと頑張るが足がいう事を聞かず、

何度か尻もちを突いてしまつた。結局、バス時間にFFl

に合わないという事で、峠には行かず、煤ケ谷バス停

へ下山する。時々枯れ葉がまるで雨が降るように舞しヽ

落ち、神秘的な風景に心が和んだ。だんだんと9音 くな

リヘッドランプを点けると雨が降つているのに気付い

た。地元の人に聞しヽて無事バス停に着 <。 長い道のリ

であつたが充実した一日であつた。本厚本の反省会で

のビール|よ格別だつた。 (中島水保子)

(参加者)L熊澤美悪子・三圏村久子・藤沼叡江。大澤

幸子・佐藤敦子。中島水保子  (計 6名 )

(コ ースタイム)ヤ ビツ峠09015-大 山山頂10030
(30分休憩)一 唐沢峠12・ 15(昼食25分 )一不動尻

分岐 13・ 15-大山三峰主峰14000-物見峠分岐 1

5・ 30-煤ケ谷バス停17005

低山だより

:◎低い山を歩く会倉」立 60周年記念祝賀会参加御礼

と全員写真 7ページ

◎令和 3年上期会計報告書  8ページ

◎1月 の山行プランについて

本 1月 号掲載の山行プラン6本 (グレードの内訳、

A級 2本、A中級 3本、冬山入門級が 1本 11月

30日の役員会で了承されました。

◎2022年 2月 の集会。役員会 |ま 2月 25日 (金 )、

編集委員会は 2月 14日 (月 )です。

◎11月 30日の集会出席者

順不同 森田準之助・服部千重子・網代節子 `大澤幸

子・山埼玉枝・阿武信夫・森永孝子・三橋ヨシエ・奥

山冨士子・村jll世津子・具鍋雅光・武井光子・金沢正

秋。今西光輝稽姜澤美悪子。井上恵子・植竹早苗・横

塚征一郎。三田村久子・坂井有3子・三ツ谷征志 計

21名

◎メガネの忘れ物

新橋亭祝賀パーテイー会場 ZOFF製女性物老眼鏡

網代節子が保管しています。

◎編集に関する問い合わせ|よ

SC三田村久子

TEL&FAX 03(3630)0988

4氏 山 通巻 679号  2022年 1月 号 癸行/2022年
L月 1日 発行)発行人/阿武信夫 (低 い山を歩く会

会長)発行所//低 い出を歩く会 〒330・ 0064

さいたま市浦和区岸町 7‐ 3・3 容048-822-7228
頒価/300円 (送料 120円 )編 集委員/三田村久子・

浜橋lR―代 。金沢正秋・山崎玉枝 。伊東栄子・横塚

征一郎 版下作成/横塚征一部 〒185‐0021東京都

国分寺市南町 1・ 7・ 1l TEL&ごま  042・ 323・ 6080



低 しヽ山を歩 く会 ell立 6o周 年記念祝賀会参加御礼

11月 27日 に新橋事において、会員の約半数の方の参加をもち皆様のご協力の下
無事に終了できましたこと心から感謝いたします。ありがとうございました。 コロ
ナ禍の中、初期の日程から約 2か月延期することにより緊急事態宣言が解除され、
感染者数が激減 し落ち着いた状態となりました。いろいろな事情で参加できなかっ
た方々もいらっしゃったことと思います。参加された方々は旧交を温め話に興 じら
れ楽 しいひと時を過ごされた様子で した。会の運営につきご批判 もいただき、行 き
届かない点多々有 りましたことをお詫びいたします。これからも会の行事に積極的
にご参加 されることを希望しつつ御礼のご挨拶 とさせていただきます。

また、60周年記念祝賀会に合わせ服部副会長のひとかどならぬご尽力のたまも
ので 60周年記念誌を会場で参カロされた会員の方々にお渡 しすることができまし
た。末尾で申し訳ありませんが深く服部副会長に感謝申し上げます。

2021年 12月 低い山を歩く会会長  阿武信夫
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3.圭銭係誉管理状況

―‐ltiキ計:

みずほ銀行鳥二L支 購 低いJJを幸く会 一般会計口座

:||1見 主

郵貯銀行 彙錦雅光購座

計

輩難 iマ策費

みずほ銀行島二:支店 低い山を歩く会 遭難対策費口座

上記会計報告書は正確で島り適場に処理 されていること認めますさ

青ヤ13～ き晏30馨

_プ  _1多

会計監査委員 メ■ ド巧 ヴ

一

・れ・・一一一一一
疑tた_主主_
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収 入 支 聾

一則 期 繰 越 1,555,659 次 期 繰 越 12555、 665

膚、

1,555,665 計 1,555、 665

会幕̂監 査委員

令■ 3年 上期iテ1報 告書

支 饉

）群 期 越 報 印 代

毅 警
（

用 4,099

金 代 35,200

金 1,000 代 31,70Cl

費

費

ホ ム 関 係 費

住 所 録 作

一劇 ニ
ス

ニ
エ 13,500

次 期 繰 越 1,601、 854

〈
口

1,774.716


