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横浜支部ニュース 
  No.611    2010 年 6 月号  
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«ボランティア通信»    

新ハイ横浜支部は桂川・相模川の流域環境を保全するために「人

と自然との共生」を基本とし、持続可能な社会づくりを目指して

いるアジェンダ 21、桂川・相模川流域協議会に加入しています。

活動の要請がありましたら積極的に参加してください。  
 
 
会報係の交代が予定より 1 ヶ月遅れ、支部ニ

ュース 9月号の編集からになります。 

8月5日以後から小澤さんに支部ニュースの原

稿を送って下さい。 
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《支部山行計画》 

第 1801回  小
お

田
だ

原
わら

ウォーキング（荻窪
おぎくぼ

用水
ようすい

を歩
ある

く）   （一般向き）  

期 日 6月 18日（金）  雨天中止 

集 合 箱根登山鉄道 入生田駅改札口 9時 30分 

     ＪＲ横浜駅 8：00（熱海行）―小田原 9：02着      便利です 

     小田急ホーム乗り場 9：16発箱根湯本行―入生田 9：27着  

コース 駅…長興山紹太寺…荻窪用水…萬松院…山縣水源地…小峯の大堀切…城山公 

    園…小田原駅 

歩 程 4時間（ゆっくり歩きます） 

費 用 横浜～小田原  片道 950円 

    小田原～入生田 片道 220円 

地 図 こちらで資料を用意します。 

係  谷 眞理子  090-8102-0743 （携帯の留守電か E-メールへ入れて下さい） 

          Ｅ－mail:tani.mari-chan@ezweb.ne.jp 

申込み 6月 17日 夕方５時まで 

持ち物 弁当、飲料水、雨具、手袋、帽子、敷物、（日焼け防止対策を！） 

その他 荻窪用水は、塔の沢から早川の水を取り入れ旧街道沿いに山腹を貫く隧道で 

    10.3キロの用水路です。涼しさ求めてウォーキングです。 

 

 

 

 

第 1802回   和泉川
いずみがわ

から 境
さかい

川
がわ

へ謎
なぞ

のサバ社
しゃ

を歩
ある

く   （一般向き）   

期 日 ６月１９日（土） 雨天の場合は２０日（日）へ延期 

集 合 相模鉄道いずみ中央駅改札口へ９時３０分まで 

    横浜駅から湘南台行で３０分 

コース いずみ中央駅 － 左婆社（神田） － 左馬社（中の宮）－ 鯖社（鍋屋）

－ 市立天王森泉公園 － 県立境川遊水地公園 － 鯖社（今田）－ 鯖

社（下飯田）－ ゆめが丘駅 

歩 行 ３時間３０分 

費 用 ６００円位 

地 図 新ハイキング誌 ２０１０年３月号 Ｎｏ６５３を参照 

 係  祖父川精治 ＴｅＬ ０４５－３５２－３１１１ 

申込み 前日までに 

持ち物 弁当（駅構内にスーパー）、傘、ポット 

その他 境川と和泉川へ昨年秋、鮭が産卵に遡上して大きな話題となりました。１コ

手前の、いずみ野駅と間違えないように。 
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第 1803回    街
かい

道
どう

を歩
ある

く（中
なか

山
せん

道
どう

その 14）      （一般向き） 

期 日  6月 25日（金）～6日 26日（土）        雨天決行 

集 合  八王子 8：34（スーパーあずさ 5号内 自由席又は指定席） 

コース     

（1 日目）東神奈川駅 7：23―8：23八王子 8：34―10：28塩尻 10：50―11：31 宮ノ

越…中山道真ん中…出尻の一里塚…福島宿…御嶽遥拝所…木曽の桟…上

松宿（泊） ねざめホテル TEL:0264-52-2245 

約 16.4Ｋ 6.10(4.15)時間       

（２日目）上松宿…小野の滝…荻原の一里塚…倉本駅…倉本の一里塚跡…須原宿 

…天長院…鹿島神社…野尻駅 15：13－塩尻 16：22～17：07―八王子 

19：02～19：07－東神奈川 20：01～20：09－横浜 20：11 

 約 19.8Ｋ 7.55（5.25）時間 

費 用  約 26,000円 含宿泊代 8,000円  

地 図  ガイドブック「中山道を歩く」（山渓） 

 係   ◎芹沢 TEL＆FAX046-852-3008  ○岩方 

申込み  6月例会まで 

     乗車券は各自買ってください。 

持ち物  昼食（2）、雨具、 その他 

その他  1日目は中山道の中間点（67里 28丁）を通ります。ようやく半分です。福

島の関所、木曾の桟、寝覚の床、２日目は木曽八景の一つ、小野の滝、岩

出観音堂などを観ながら歩きます。  

 

第 1804回     バーベキュー、ソーメン山
さん

行
こう

      （一般向き） 

期 日 ７月４日（日） 雨天中止（４０％以上の場合 7月 2日(木）に連絡します） 

集 合 新松田駅 ９：３０ 

    （御殿場線利用の場合 国府津 ８：４０発、新松田 ８：５５着  

                   ９：１１発、    ９：２７着 

コース 新松田 － ９：４０（富士急湘南バス） － 田代向 － ９：５８ 

歩 程 約１０分で寄自然休養村マス釣り場 ＴＥＬ０４６５－８９－２３２１ 

費 用 バス代（往復９００円） 

    バーベキュー食材費用１人１，５５０円（豚肉、ウインナー、７種類の野菜、

焼きそば） 

    ただし参加者１０名ごとにバーベキューセット 2990円無料。 食材の数量は

係りの方で決めさせてもらいます。そうめんは係りの方で用意します。 

    参加者は敷物、飲み物、おにぎり等々は各自ご持参ください。 

    それと魚介類、調味料、紙皿は係りの方で用意します。 

    費用（実費）は当日の参加人数で均等割りにします。 

 係  ◎小笠原 利満 ＴＥＬ ＦＡＸ ０４６５－４３－３７６９  

○石部     ＴＥＬ ＦＡＸ ８２１－８９８５ 

申込み 6月 27日(日） 食材予約のため早めに締め切ります。 
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第 1805回 南
みなみ

の耳
みみ

（1838m）～北
きた

の耳
みみ

（1829m）～ゼブラ山  （一般向き） 

期 日 7月10日（土） 日帰り  （雨天の時は 11日（日）、17日（土）に延期） 

集 合 JR上諏訪駅 改札口 9:20（横浜 6:22東神奈川 6:26/6:29 前 2両目 

八王子 7:23/7:29スーパーあずさ1号(新宿 7:00)上諏訪 9:14 

（指定席は後 1,2号車を取って下さい。3～6が自由席) 

コース 上諏訪＝9:50バス＝車山肩10:34---30---車山乗越---55---南の耳---15---北の

耳---35---ゼブラ山(1776m)---35---奥霧小屋---40---沢渡---40---車山肩

16:25予定/taxi16:40＝35＝上諏訪駅17:15/17:44=あずさ 30号＝八王子 19:34 

歩 程 約4時間 10分      

費 用 約10,000円（横浜駅基準/ジパング、特急指定席、バス、taxi/4人基準含む） 

地 図 昭文社 八ヶ岳 「2.5万図」霧ヶ峰 

係   竹尾亮三 Tel（Fax）045-491-3272   携帯 090-2930-8324（当日のみ） 

申 込 7月7日まで（taxi予約の為）     メール takeo-r.s@nifty.com 

持ち物 弁当、水筒、雨具、灯具、その他 

その他 梅雨の晴れ間をねらって花と展望の稜線/草原を緩登・緩下降を繰り返します。

SHC NO621 (07年7月号)の山行報告を見て計画しました。この時期ニッコウキス

ゲが咲き始め、山道の両側は花一杯で、色々の花が高原の風に吹かれて迎えてく

れます。蓼科山、浅間山、八島湿原などの展望も期待しましょう。 

 

第 1808回と第 1809回を入れ替えて掲載しています。 

 

第 1809回   唐松
からまつ

岳
だけ

（2,696ｍ）～五
ご

竜
りゅう

岳
だけ

（2,814ｍ）   （健脚向き） 

期 日 8月 12日（木）～14日（土）  雨天順延ないし中止 

集 合 12日 22.00（厳守）新宿駅西口都庁大型バス駐車場 

コース 第 1日（8/12）新宿 22.30発バス「さわやか信州号」 

=第 2日（8/13）6.40白馬八方尾根着（八方バスターミナル前）朝食後 7.30八方

（ゴンドラ）=8.00第一ケルン…9.10第 3ケルン…12.00唐松岳頂上山荘（昼食） 

1240…13.00唐松岳頂上13.20…13.30唐松岳頂上山荘13.40…16.30五竜山荘（宿泊）

第 3日（8/14）3.30五竜山荘…4.30五竜岳頂上（日の出遥拝）…5.30五竜山荘 

（朝食）6.30…10.30地蔵の頭（ゴンドラ）=10.50アルプス平駅…11.10ＪＲ神城 

駅（周辺にて入浴・昼食）12.34=14.19松本 14.49=16.49八王子17.10=18.10横浜  

歩 程 13日  7時間 20分 14日  6時間 00分    合計  13時間 20分 

費 用 概算合計 25,000円 

地 図 「2.5万図」白馬町、神城  「昭文社」 鹿島槍、五竜岳  

 係  三浦昌之 ℡ 045-784-5154 

申込み 7月例会まで（往路のバス便と山荘申込みのため） 

持ち物 弁当2食（13日朝と昼）飲み物、灯具、雨具、タオル、携帯（お持ちの方） 

その他 ・歩行時間は多少余裕を持って組んであります。 

・真夏の北アルプス  天候に恵まれれば大展望が望め、爽快な縦走となりま 

しょう。 
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第 1808回  立山三山・ 浄
じょう

土
ど

山
さん

（2831m）雄
お

山
やま

（3003m）別
べっ

山
さん

（2874m）      

期 日 8月2日（月）～4日（水）2泊 3日             （一般向き強）  

    天候により出発日を 3日、4日、5日に変更します。           

集 合 八王子8:03発 特急あずさ3号（指定席2号車）=信濃大町11:01 

        （横浜 6:38=東神奈川6:41/6:44＝八王子行 前2両目＝八王子 7:42着 ） 

コース 1 日目：信濃大町駅バス 11:35=扇沢駅 12:15/12:30 トロリーバス＝黒部ダム

12:46---20----黒部湖 13:06/ケーブル 13:20=黒部平 13:25/ロープウェ

イ 13:40=大観峰 13:47/トロリーバス14:15=室堂 14:25（2432m）---70---

浄土山---30----一ノ越山荘 16:45予定（泊 2700m） 

2日目： -一ノ越山荘 6:30 ---70---雄山---25--大汝山（3015m）---20----富士

ノ折山---40---真砂岳---70---別山---10---北峰（2880m）---10---別

山---35---剱御前小舎 14:30予定（泊 2750m） 

3日目：剱御前小舎6:30---60---新室堂乗越---30---室堂乗越---35---カガミ谷

乗越（2511m）---60---新室堂乗越---1:05---みくりが池温泉 11:45予定

（入浴）---10---室堂 13:15発＝/＝黒部湖14:05---黒部ダム14:35=扇

沢駅＝信濃大町駅15:35/15:59＝松本17:00/17:18あずさ30号＝八王子

19:34 

歩 程 1日目：約2時間  2日目：約4時間 40分  3日目 約4時間40分 

宿 泊 1日目：一ノ越山荘 090-1632-4629 2日目：剱御前小舎 090-7087-5128 

費 用 39,700円（横浜基準/ジパング、 交通費、宿泊代2泊/2食付 含む） 

地 図 昭文社 剱・立山（2.5万図付き） 2.5万図 立山、剱岳 

係   竹尾亮三 Tel（Fax）045-491-3272  携帯 090-2930-8324（当日のみ） 

メール takeo-r.s@nifty.com 

持ち物 弁当2食、行動食、水筒、雨具、灯具、フリース類（朝、晩）、杖、軽アイゼン(少

し雪の上を歩く可能性あり。初めての方、基本の歩き方を教えます。4～6本) 

申 込 7月 14日例会まで               

その他 08年 8月の白馬三山縦走路沿いの輝く残雪や雪渓、お花畑、展望が忘れられず、

残雪や雪渓が残る同じ時期に計画しました。3000mの稜線をゆっくり歩きます。 

    目前の剱岳（2999m）、北アルプスの山々、眼下の黒部ダムなどの展望。多種類の

お花に会えるでしょう。SCH622号（07－2月号）参考。  日の入 18:55 
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第 1810回   鳳
ほう

凰
おう

三
さん

山
ざん

（2780m、2840m、2764m）    （やや健脚向き）  

期 日 8月15日（日）～17日（火）2泊 3日 

                雨の時は出発日を 16、17、18日にずらします。 

集 合 甲府駅改札口8:30(横浜 6:04=東神奈川 6:07/6:10 前 2両目＝八王子7:04/7:29 

    Sあずさ1号/ 指定 1、2号車 自由席3～6号車 甲府8:28） 

コース １日目 甲府駅8:35taxi=60=夜叉神峠登山口（1380m）---1:10---夜叉神峠 

         ---2:00---杖立峠---2:00---苺平---30---南御室小屋 17:10 予定（泊 

2420m） 

                     

2 日目 南御室小屋 6:40---1:20---薬師岳小屋---15---薬師岳---45---観音岳

---60---赤抜沢ノ頭 / 地蔵岳---10---賽ノ河原---50---鳳凰小屋 

14:00予定（泊 2380m） 

        

3 日目 鳳凰小屋 6:40---50---五色滝---40---白糸滝---60---南精進滝

---1:20---青木鉱泉(1150m）11:50予定 入浴/taxi 13:30 =55=韮崎駅

14:25/14:54発あずさ 20号＝八王子16:01 

 

歩 程 1日目 約5時間40分  2日目 4時間20分  3日目 3時間 50分  

費 用 約28,500円（横浜駅基準 2食付宿泊費、taxi/4人基準、入浴を含。 

             8月 11日～20日はジパング、回数券共使用できません） 

地 図 昭文社 北岳・甲斐駒  2.5万図 夜叉神峠、鳳凰山 

係   竹尾亮三 Tel（Fax）045-491-3272 携帯 090-2930-8324（当日のみ） 

申 込 7月14日（水）例会まで      メール takeo-r.s@nifty.com 

持ち物 弁当2食、水筒、雨具、灯具、フリース類、その他 

その他 白峰三山の大パノラマと雲上の日本庭園、豪快な滝を楽しむ展望コース。 

甲斐駒ケ岳、千丈ケ岳など名峰が次から次に展開します。そそり立つ地蔵岳の尖

頭/オベリスクには登りません。賽の河原からの見上げるオベリスクは圧倒的な迫

力。夏のお花も楽しめるでしょう。青木鉱泉で入浴して帰ります。 

日の出 5:05  日の入 18:36 
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『支部山行報告』 
1787回報告    龍王峡・栃木 月山（1287m） 

実施日 5月 6日（木）～5月 8日（土）          係・記録 竹尾亮三 

天 候 6日 快晴  7日 小雨  8日 快晴 

報 告 [6 日] 予定時刻にホテルに到着、軽装で八重桜が満開の龍王峡駅から川岸

まで滝と新緑を見ながら下る。登り返して虹見橋から深い渓谷の美しさを見下

ろし、渓谷上の右岸を上流に向かって登ってゆく。鮮やかな朱色のヤマツツジ

がいたる所で若緑をバックに美しい。咲き残ったミズバショウの湿地を過ぎる

と最も眺めの良いむささび橋に到着。ここからは左岸を登る。渓谷の姿も変化

し、渓谷の巨岩や大穴など 4 か所のビューポイントを過ぎ、急登を登り終える

と白岩バス停に到着、ホテルへ。かけ流しの温泉にゆっくりつかり夜の部を楽

しむ。 

 [7 日] taxi を降り地元の登山者にアカヤシオは見頃との言葉に元気づけられ

出発。午後からの雨の予報が外れ、途中で雨具を着て登山口に着く。周回

コースが短く、標高差も 210mなので決行する。直ぐに霧の中にアカヤシオ

が山道沿いに次々に現れてくる。アカヤシオの木が太い、長いなど大きい。

山頂でもアカヤシオが迎えてくれる。下りもアカヤシオが多い。アカヤシ

オと松との景色も素晴らしい。山肌に桜の花と間違えそうなアカヤシオの

列を見ながらダム広場の東屋に着く。ここでもアカヤシオと桜の花が迎え

てくれる。昼食をゆっくりとり、迎えの taxiでホテルに向かう。 

[8日]  朝食前に、後に、鬼怒楯岩大吊橋までの散策をする方、温泉を楽しむ方

など、各自気ままに過ごし、ホテルをチェックアウトし湯けむり会館へ。

地元の山ウド、長いもなどを買う人、散策に出かける人、無料人情時代

劇を楽しむ人など、思い思いに過ごし、迎えのバスを待つ。 

渓谷ハイキング、小雨の中の見頃のアカヤシオ登山、散策、温泉、お酒、

カラオケ、観劇など格安で楽しめた 3日間でした。 

コース [6日] 横浜駅西口 8：10バス＝ホテルニューおおるり 11:30～12:40---鬼怒 

タイム  川温泉駅 13:03電車=龍王峡 13:16---虹見橋 13:45---むささび橋 14:25～

14:40---白岩バス停 15:10～17=鬼怒川温泉駅 15:25＝ホテル 

 [7日］鬼怒川温泉8:30電車＝川治温泉8:45～50taxi=栗山ダム広場9:20～30---

登山口（バーベキュー広場）10:05---尾根分岐 10:50---月山 11:00～

11:10---尾根分岐---ダムサイト管理等 11:50---ダム広場 12:05～

13:00taxi=ホテル 13:50 

 [8日] ホテル 9:30---ゆけむり会館 9:35～11:20バス＝横浜 15:25 

参加者 ○芹沢、☆板垣、御園、中村、佐藤（圀）、岩方、依田、 ☆印は班長 

☆湯浅、茂木夫妻、澤野、佐藤、柴田、坂間、 ◎竹尾 計 15名 
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第 1788回報告        西赤石山  
実施日 5月 7日（金）～9日（日） 8.9日快晴  係・石部 正子 記録・柿沢 泰子 

報 告 8 日 夜行バスは時間通り新居浜につく。タクシーにて東平へ、ゆっくり朝食を

済ませ、まずは銅山峰乗越を目指す。コンロンソウに見送られ、うららかな春の

日差しの中、稜線に出ると西赤石山が眼前に表れ、昨年来た時は一面ピンクに染

まっていた斜面が緑一色、中腹から下はピンクのかたまりが良く見える。明日の

下山が楽しみだ。 

「夜行疲れもあるので東赤石山は明日に」とリーダーの判断で石室越から赤石山

荘へ直行。 

9 日 おかめ岩迄直登、かなりきつい。カンラン岩の北アルプス並みの岩稜帯を

慎重に歩き、赤石山荘分岐でザックをデポし、東赤石山頂展望台へ行く。 

別子ダムを眼下に、遠くは石鎚山まで良く見える。なごりは尽きないが先を急ぐ。 

アケボノツツジ、トサミツバツツジ、イシヅチザクラ等、競って咲きほこり瀬場

谷には山シャクが群生し、八間滝を過ぎるとまもなく筏津分岐を左に折れ瀬場の

登山口に到着。関西一のスケールを誇る赤石山系のゴールデンコースを歩けまし

たこと、リーダーはじめ皆様に感謝です。 

コース 7日 品川バスターミナル 19：50発 

    8日 新居浜バス停6:25＝ﾀｸｼｰ＝7:05東平8:58…10:15銅山峰乗越10:25…12:15  

       西赤岩山 13:00…13:45物住頭 13:50…14:45石室越…15:08赤石山荘 

    9日 山荘 5:58…6:20おかめ岩…赤石山荘分岐 7:37…東赤石山 7:40…展望台 

       7:45…分岐8:10…瀬場筏津分岐11:10…11:30瀬場＝ﾀｸｼ＝12:31伊与三島

12:56＝14:09岡山 14:26＝新横浜 18:21 

参加者 ◎石部夫妻、飯島、佐々木、今井、青柳、柿沢 計 7名  

 

 

第 1790回報告       青 笹 山                        

実施日 5月 15日（土）曇                  係・記録 竹尾亮三 

報 告  静岡よりワゴン車に 7 人乗り出発。快調に走り葵峠に到着。茶畑を見下ろし,ヤ

マブキが咲く林道を登り正木峠に、ここから落葉の山道に入り稜線に上がると地

蔵峠である。お地蔵さんが屋根付きで鎮座している。オオカメノキの白い花が咲

いている。快適な尾根道にはドウダンツツジの蕾のみで、期待のツツジは咲いて

いない。寒さで遅れている事が感じられる。青笹山からの展望は全くない。ゆっ

くり休憩し細嶋峠まで戻る。ここからは杉林の急坂である。ガスも時折かかり、

赤テープを探しながら慎重に下る。栽培しているワサビ棚を楽しみながら車に戻

る。復路も景色を楽しみながら快調に走る。駅前で乾杯。 

コース トヨタレンタカー静岡 9:30=葵峠 10:35～45---正木峠 11:30～40---地蔵峠 

タイム  12:15～13:05---仏谷山 13:20---細島峠 13:45---青笹山 14:35～15:05---細島峠 

15:45～50---葵高原 17:10～20=トヨタレンタカー静岡 18:25 

参加者 金本、大川、平川夫妻、服部、山田（和）、◎竹尾       計 7名 
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第 1791回報告   雁ケ腹摺山～楢ノ木尾根縦走                

実施日  5月 17日（月） 快晴             係・記録 和智邦久                  

報 告 大峠から登る。途中富士山の雄姿、右に雪がまだかぶっている南アルプス 

    が、雁ケ腹摺山頂上からきれいな富士山。新緑（特にカラマツの新芽がかわ

いらしい）の木々の中をすれ違う登山者なし。秩父の峰々、反対側は道志の

山、遠く丹沢の山並みが素晴らしい景色の縦走路を、途中歩きながら歌まで

飛び出す快適な山行でした。 

コース タイム  

  大月駅 8:35＝ﾀｸｼｰ＝大峠 9:17――10:09雁ケ腹摺山 10:18-――10:56大樺の頭 

  ――11:35鉄塔 12:18――14:05泣の頭坂――14:21大峰 14:32――15:32水無山 

  ――16:35上和田＝ﾀｸｼｰ＝大月駅--- 16:14初狩駅 

参加者 春日井、飯島、今泉、板垣、小澤、青柳、渡部 ◎和智  計 8名 

 

 

 

 

 

 

 

第 1793回報告     第 61回全国植樹祭                   

実施日 5月 23日（日）  雨             係・記録 金本 勲 

報 告 横浜より送迎バスで秦野会場に向う、入場に際しては身分証明書等の厳重チ

ェックを受ける。秦野式典会場に到着後、南足柄会場で行われた天皇陛下（ケ

ヤキ、無花粉スギ、クヌギ）、皇后陛下（ヤマザクラ、イロハモミジ、シラカ

シ）のお手植えの実況中継を大型テレビで拝見した後、秦野式典会場に両陛

下をお迎えして式典が始まる、式典では表彰式の後両陛下のお手播きを見せ

ていただき、私達も森林づくりに協力したいと思いました。 

    降り続く雨で足許が滑りやすくなっている為と思われましたが、私達の植樹

は中止となりました． 

行事時間 秦野会場 10：10－天皇皇后両陛下お手植えテレビ中継 10：45～11：00 

     －両陛下ご出席記念式典 12：10～12：40－送迎車で会場出発 13：35 

参加者 ○芹沢、○竹尾、澤野、飯島、岡野、岩方、御園、服部、有山、今井、谷、

佐々木、齊藤博、青柳、古屋、◎金本 計 16名 
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第 1796 回報告    街道を歩く（中山道その１3） 

実施日 5月 28日（金）～5 月 29日（土）   係 芹沢隆久 記録 和智邦久 

報 告 5月 28日（金）晴れ  贄川宿（ﾆｴｶﾞﾜ）――奈良井宿 （7.3km） 

    贄川駅より、半年ぶりに中山道の街道歩きをスタートする。 

駅のすぐ先の陸橋を渡り贄川番所へ。贄川宿は大きな立派な家が今も残って

いる。途中から国道 19号に出る。諏訪坂の途中から左の旧中山道に入る。 

押込一里塚跡の少し手前で昼食。一里塚の先からまた国道に出るがすぐに旧

道に入り新緑の青々した木々の景色を眺めながら歩く。諏訪神社（天正 10

年（1582）鳥居峠で、木曽義昌に敗れた武田勝頼が火を掛ける。朱塗りの本

殿は享保 17年（1732）の再建）には御柱が 4本立っていた。 

    本日のゴール奈良井宿（「奈良井千軒」といわれ木曽路で最も繁栄し、「木

曽の奈良井か藪原か、麦もとらずに飯をたく」といわれた）に入る。途中「木

曽の大橋」を見て奈良井宿の家並みを見ながら、ならい荘に到着。 

旧中山道は国道から離れていて、新緑の木々を見ながらのんびりとした街道

歩きが楽しめました。 

 

5月 29日（土）曇り  奈良井宿――宮ノ越宿 （13km） 

      奈良井宿――藪原宿     １里１３町     （5.5 ｋｍ） 

       藪原宿 ――宮ノ越宿    1里３３町     （7.5 ｋｍ） 

 民宿より鳥居峠の入り口はすぐあった。石畳の急な登り、すぐに奈良井宿

が見える展望台へ。木々の間から奈良井宿がわずかに見える。登りきると峠

に「峰の茶屋跡」あり、左の山道の旧中山道に入る。林道に出て右に下り鳥

居峠（木曽路最大の難所と謂われた）着いた。 

御嶽山遥拝所（御嶽山をここから拝んだ）、義仲硯水（平家追討の願書を

したためた）、ここから下りになり一路藪原宿へ。途中藪原神社による。藪

原宿を通り藪原駅を過ぎると国道を少し歩く。吉田橋を渡りすぐ左に入り山

吹トンネルの手前を右に入りトンネルを迂回し旧道に入る。ここで木曽川の

急な流れを見ながら昼食をとる。巴淵（巴御前はこの淵に住む竜神の化身と

の伝説がある巴は義仲の養父兼遠の娘として生まれ生涯義仲を守り続けた）

を過ぎ、義仲館を見学し宮ノ越宿に入り本日のゴール原野駅に到着した。 

 今回は国道から離れていて、木々の新緑を見ながら楽しい街道歩きだった。 

   （日本橋から宮ノ越までの距離 263.7km） 

コース 5/28 贄川駅 11:10---贄川番所---11:30深川住宅---押込一里塚跡 

---14:46奈良井宿入口---木曽の大橋---16:00ならい荘 

タイム 5/29 民宿 7:57---8:20中の茶屋跡---9:14 鳥居峠---御嶽山遥拝所--- 

義仲硯水---藪原神社---10:30 藪原宿---義仲館---宮ﾉ越宿---14:00 

原野駅 

参加者 ◎芹沢 ○飯島 澤野 御園 今井 岩方 青柳 井上夫妻 茂木夫妻 

小池 西口 福田 和智  以上 15名 
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『お知らせ』    

1.新入会員紹介（5月 1日付け） 

 会員 NO.39270   小嶋 幹雄さん 

 

会員 NO.39300  井上 正（まさお）さん 

 
 

2.5月例会での支部山行保険の確認事項 

 本部の保険変更に伴い、日帰りは従来通りレクリエーション保険、 

1泊以上は出来るだけ個人で保険に入ってもらう。１年間はこの方針で 

いく。契約が９月まであるので、９月まではレク保険で対応。来年４月に改め 

 て検討。いずれにしても「事故と弁当は自分持ち」 
 

3.本部委員会報告（4/27） 

 1.新任本部委員承認  柳沢典男さん（Ｓ.12.3.10生）立教大学 山岳部出身 
  
2.新支部長の紹介（敬称略） 

  越谷支部：土屋勝俊   埼玉支部：横田秀穂   城北支部：椎谷明司 

  城南支部：篠原明彦 
 
3.2010年８月～2011年 1月の山行計画審議 

  本部合同 9/11 蕨山 やや健にて承認 
 
4.60周年記念山行「富士をめぐる山 60」 

  60座のうち 53座登頂 支部は明神ケ岳登頂（ほかに白鳥山） 
 
5.60周年記念・第 55回集中山行（4/11）の件 

  参加者は 21パーテイー・355名 次回は千葉支部担当、場所は 10月までに 

  決定とのこと。 
 
6.七峰縦走ハイキング大会（4/18） 

  新ハイメンバー46名協力、大雪でコース大幅変更 参加者 6085名 
 
7.保険関係（新ハイ ６月号にもお知らせ掲載） 

  本部山行：日帰り 従来通りレクリエーション保険、夜行日帰り、 

1泊以上は国内旅行保険で対応 保険料：１泊２日 300円、２泊３日 400円、 

救援費用、200万円、但し、レク、国内ともに通院支払いが１日 2000円から 1000

円に減額。 

 国内保険では実施後速やかに参加者名簿の提出が必要。 
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8.事故集計（H.21.6.1～H.22.5.31） 

   13件、顔面，頭部打撲、捻挫、ハチ刺され 一番重いのが歩行中転倒 

  他支部合同 鳥屋の丸（やや健） 11/15 AM.11.00  62歳（女） 右腕骨折  

入院 10日、通院 35日 

 

 

◇FREE BOARD◇ 
 個人山行及び最近の山の情報に限定して掲載しています。 

1.個人山行報告                  春日井 孝行 

5/1（土）夜～3（月）「蝶ヶ岳～常念岳」（支部員 3 名） 
5/2（日）：徳沢…長塀（ながかべ）山…蝶ヶ岳…蝶ヶ岳ヒュッテ（泊） 
5/3（月）：蝶ヶ岳ヒュッテ…常念岳…常念小屋…ヒエ平（一ノ沢） 

・長塀尾根の途中で、支部の M さんとすれ違う。横尾から蝶に登ったとのこと。 
・山頂泊はとにかく眺め（槍、穂高）抜群で最高、落陽・ご来光の楽しみも満喫。 
・雪の量は昨年より多いとか、だが特に問題はなし。あえて言えば、下山の一ノ沢沿

いの急斜面、雪崩のあとのデブリ多し（雪崩の巣は言い過ぎ？）。要注意ではある。 
5/30（日）～31（月）「ユーシン～（同角山稜）～桧洞丸」（支部員 6 名） 

5/30（日）：寄大橋…雨山峠…ユーシン（ユーシンロッジ避難部屋泊） 
5/31（月）：ユーシン…（同角山稜）…桧洞丸…（ツツジ新道）…西丹沢 

・ユーシンロッジ、現在トイレ使用不可（水道管故障の為）。釣り人 2 名と同宿だった。 
・お目当てシロヤシオは、つぼみ状態～満開～散って絨毯状態と花の一生を味わえた。 
                  

 

〖記録〗 

5月の支部山行記録 
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回数 日 曜日 山   行   名 係 人数 

1786 6 木 鉄砲木ノ頭～水ノ木林道～丹沢湖 齋藤（郁） 都合中止 

1787 6～8 木～土 龍王峡・栃木月山 竹尾 15 

1788 8～9 土～日 西赤石山 石部 7 

1789 14 金 伊豆山稜線歩道 谷 都合中止 

1790 15 土 青笹山 竹尾 7 

1791 17 月 雁ヶ腹摺山～楢ノ木尾根縦走 和智 8 

1792 20 木 矢倉岳～金時山 佐藤 雨天中止 

1793 23 日 全国植樹祭 金本 16 

1794 25～26 火～水 三方分山～パノラマ台・毛無山 渡部 雨天中止 

1795 27 木 剱崎～宮川湾 谷 都合中止 

1796 28～29 金～土 街道を歩く（その 13） 芹沢 15 



 

♪来月の例会♪ 

 

 

 

 

 

✰今後の支部山行計画✰     平成22年 6月～平成22年10月  
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回数 月 日 曜 日 山  行  名 行 程 係り 備     考 

1801 6 18 金 小田原ウォーキング 日帰り 谷  

1802  19 土 和泉川から境川へ謎のサバ社を歩く 日帰り 祖父川  

1803  25～26 金～土 街道を歩く（その14） 1泊2日 芹沢  

1804 7 4 日 バーベキュー、ソーメン山行 日帰り 小笠原 寄 

1805  10 土 南の耳～北の耳～ゼブラ山 日帰り 竹尾 長野 花と展望の草原を歩く 

1806  27 火 貴船まつり 日帰り 祖父川 真鶴 

1807  31 土 本社ヶ丸 日帰り 小澤 山梨 山頂からの富士山を見よう 

1808 8 2～4 月～水 立山三山 2泊3日 竹尾 富山 目前の剱岳と高山植物 

1809  12～14 木～土 唐松岳～五竜岳 夜行１泊2日 三浦（昌） 長野 爽快な夏山縦走と大展望  

1810  15～17 日～火 鳳凰三山 2泊3日 竹尾 白峰三山の眺望と快適尾根歩き 

1811  26～27 木～金 富士山 1泊2日 齋藤（郁） 静けさの戻った富士山に挑戦 

1812  27～28 金～土 霊泉寺温泉と独鈷山 1泊2日 澤野 長野上田 秘湯めぐりとハイク 

1813 9 4 土 柳沢峠～大菩薩峠～石丸峠 日帰り 和智 大菩薩峠～高尾山縦走（その1） 

1814  11 土 （本部合同）蕨山 日帰り 竹尾 奥武蔵と奥多摩展望の尾根歩き 

1815  11～12 土～日 蓼科山～双子池～北横岳 1泊2日 小澤 長野 山頂小屋から360度の大展望 

1816  18～19 土～日 那須岳～三斗小屋～北温泉 1泊2日 金本 栃木 三斗小屋（泊）～北温泉へ下山 

1817  25～26 土～日 八ヶ岳（硫黄岳・天狗岳） 1泊2日 春日井 山梨 （渡部希望） 

1818  10 2 土 石丸峠～棚倉～小菅の湯 日帰り 和智 大菩薩峠～高尾山縦走（その2） 

1819   2～3 土～日 苗場山～巻機山 1泊2日 小澤 長野・新潟 百名山2峰を2日で 

1820  7 木 三島ウォーキング 日帰り 谷 静岡 

1821  8～9 金～土 雨飾山 1泊2日 三浦（昌） 長野・新潟  紅葉・温泉・眺望 

1822  9 土 長柄桜山古墳群と上山口の棚田 日帰り 祖父川 逗子・葉山 

1823  9～11 土～月祝 厳美渓・栗駒山 2泊3日 金本 岩手・秋田・宮城 

1824  上旬 平日 剣沢～池ノ平～仙人池 3泊4日 齋藤（郁） 大島希望／裏剣・黒部峡谷を歩く 

 
7月 14日（水）    18：30～20：00  
  
県民センター 4階 403号室  司会柴野さん 

 

以後の例会日：8月11日（水）、9月8日(水)、10月13日（水）、11月10日（水） 
        （春日井さん）（足立さん）（金本さん） （小澤さん） 



 
✰今後の支部山行計画✰     平成22年 10月～平成23年 1月  

計画は変更や訂正があります。最新のものをご覧下さい。 
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回数 月 日 曜 日 山  行  名 行 程 係り 備     考 

1825 10 14～15 木～金 浅草岳・守門岳 １泊2日 春日井 新潟 守門岳（昨年登れず再挑戦） 

1826  15～17 金～日 中禅寺湖・半月山 2泊3日 竹尾 おおるり奥日光湯元温泉で紅葉狩り 

1827  16 土 杓子山 日帰り 渡部 道志山塊西部 

1828  18 月 玄岳 日帰り 谷 熱海 

1829  20～21 水～木 丹沢主脈縦走 １泊2日 齋藤（郁） 焼山～蛭～塔（蛭ヶ岳山荘泊） 

1830  23～24 土～日 八千穂高原～八柱山 １泊2日 大島 北八ッ 紅葉を求めて 

1831  24 日 文台山～尾崎山 日帰り 熊谷 富士急 

1832  30 土 日向山～尾白川渓谷 日帰り 竹尾 山梨 甲斐駒ケ岳の前衛の山 

1833 11 2～3 火～水 わたらせ渓谷ウォーク 1泊2日 澤野 群馬 レークサイド草木（泊） 

1834  6 土 筑波山 日帰り 小澤 最も低い百名山に1度は登ろう 

1835  7 日 鶴峠～棚倉 日帰り 和智 大菩薩峠～高尾山縦走（その3） 

1836  11 木 戸塚ウォーキング 日帰り 谷 ウイトリッヒの森 

1837  23 火・祝 奥多摩むかしみち 日帰り 竹尾 紅葉のなかに歴史をしのぶ 

1638  25 木 南山 日帰り 谷 丹沢 

1839 12 4 土 北鎌倉ウォーキング 日帰り 石井（純） 台峯～源氏山～散在ヶ池 

1840  5 日 石割山～忍野八海 日帰り 小澤 一日中富士山を堪能する 

1841  8 水 善波峠～高取山 日帰り 谷 丹沢 

1842  11～12 土～日 忘年山行 1泊2日 芹沢  

1843  18 土 （おでん山行）湘南平 日帰り 足立 大磯 

1844  22 水 扇山 日帰り 谷 山梨 

1845  23 木祝 西丹沢・三国山塊 日帰り 齋藤（郁） 鉄砲木ノ頭～三国山～須走 

1846 1 12 水 根府川ウォーキング 日帰り 谷 早川～根府川 

1847  15 土 倉岳山 日帰り 竹尾 大月市 陽だまり山行で秀麗富士を 

1848  15 土 三浦のチャッキラコ 日帰り 祖父川 ユネスコ世界遺産に指定された 

1849  22 土 陣馬山～高尾山 日帰り 小澤 ちょっとロングなコース 

1850  29 土 箒沢権現山 日帰り 春日井 丹沢 下棚、本棚滝見も 

1851  30 日 三浦アルプス 日帰り 谷  

 

支部ニュースの原稿送り先 
241－0815   横浜市旭区中尾２－18－12 岡野 達 宛 
E―mail：okano333@aurora.ocn.ne.jp 
 
 

mailto:okano333@aurora.ocn.ne.jp
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