
1 

 

SHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHC 

 新ハイキングクラブ 

横浜支部ニュース 
NO.633   2012年 4月号 

SHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHC 

横浜支部長 就任にあたって     2012年4月1日 竹尾亮三 

☆目指すこと☆           

Ⅰ 参加したくなる楽しい支部山行 

Ⅱ 参加したくなる例会と例会後の楽しみ  

Ⅲ 会員皆で支えあう横浜支部 

☆具体的に実施したい事、実施する事☆        

1. 山行計画に年10回、希望山行を実施したい。    ミズバショウ  K.I 

2. 山行計画に下山予定時刻などの安全上の情報記載をお願いする。     

3. 横浜支部の「ホームページ」を見てもらう方法を考え試行する。 

 

4. 見学者、新入会員への温かい対応方法を考え試行する。 

5. 例会後の飲み会、夕食会を出席者全員に知らせ、好きな所に参加して頂く。  

6. 会員から、疑問点、要望、改善方法などを例会やその他の機会に聴く。 

    

7. 役員、委員の仕事を知ってもらう機会、委員からのお知らせの場を作る。 

8. 救援者保険を義務付けたので、救援積立金の新たな使い方を決める。 

9. 本部集中と本部合同の保険料支払は個人保険と重複しているので止める。 

   

10. 年一回、山行中にごみ拾いの清掃活動を実施する。  

11. 支部ニュースを見直す。 

・会員に確実に知らせる事項、重要事項などは表紙に掲載する。 

・「FREE  BOARD」に個人山行以外に、会員が参加している会のお誘いと日程を 

掲載できる。（ボランティア活動、写真・絵画・スケッチ展や音楽会） 

12. 桂川・相模川流域協議会から支部として退会する。 

 

13.  例会日、委員、係の仕事などの見直しと収支予算作成などの新規取組。 

 

☆現状の問題点を抽出し今後の支部発展の為に知恵を出し、工夫をします。 

 

皆様のご支援とご協力をお願いします。 

 

発行日 平成２４年４月１１日 

発行者 新ハイキングクラブ横浜支部 

連絡先 〒２２１－０８６５  

    横浜市神奈川区片倉 

１－２３－３３－４０７ 

支部長  竹尾 亮三 
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《支部山行計画》 

第1966回 神
か

峰山
みねさん

(587m)・高鈴山
たかすずやま

（623m）・助川山
すけかわやま

(328m)  (再掲載) 

（日立アルプス）縦走 （一般向き強）  

期 日 ４月１４日（土） 雨天中止 

集 合 ＪＲ横浜駅 東海道線上りホーム前方   6時10分       

    横浜駅 東海道線6:15発（東京行）→新橋6:37/6:43→上野6:54/7:00常磐線 特急ス

ーパーひたち3号（いわき行）→日立8:34着 

コース 日立駅＝タクシー＝向陽台・高鈴山登山口…向陽台…賀比礼ノ峯…神峰山…向陽台…高

鈴山…金山百体観音…おむすび池…助川山…山の神…日立駅 

帰路 日立駅 17:12→17:35勝田始発 17:46特急フレッシュひたち 52号→上野 19:08→

横浜19:57着 

実歩行時間 約5時間 

費 用 約8,700円 （横浜起点 ジパング） 横浜～日立5,550＊2=11,100 (ジパング7､770)        

タクシ-3500/4=875 

地 図 国土地理院 高鈴山 

 係  小澤 勝太郎  

  

申込み 4月11日（水）例会まで 

持ち物 弁当 飲料水 手袋 帽子 敷物 灯具 雨具 

その他  高鈴山は田中澄江著の花の百名山に出てくる山で、記載されている花は「せんぶり」

ですが、それよりも「岩うちわ」の群生の方が楽しめるのではないかと思う。 

賀比
が び

礼
れい

ノ峯付近に群生が見られるとの情報あり。縦走とはいっても低山であるため、アップダウ

ンは少ない。 

 

第 1967回   街道を歩く（日光街道その 2）     （一般向き）  

期 日  ４月２１日（土）                     小雨決行 

集 合  JR北千住駅9時 

コース   北千住駅9:00…伝馬屋敷（横山家）…名倉医院…千住新橋（荒川）…明王院 

…日光街道石標…国土安穏寺…竹ノ塚３丁目（旧日光街道石柱）…  

…法華寺…浅間神社…草加宿本陣跡…神明神社…芭蕉像…蒲生大橋… 

蒲生一里塚…清蔵院…照蓮院…越谷駅―押上―横浜 

実歩行時間  約 4時間30分 約15ｋ（見学時間は除く）      

費 用  約1,800円（横浜起点） 

地 図  ガイドブック「日光街道をあるく」（創英社/三省堂書店）大高利一郎 著 

     外にインターネットで日光街道で検索すると多々あります。 

 係   ◎芹沢   ○青柳  

申込み  前日まで           乗車券は各自買ってください。 

持ち物  昼食、雨具、 その他 
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その他  「千住宿」は人口約１万人、本陣、脇本陣 各１軒 旅籠55軒、遊女屋36軒 

      地名由来は千手観音像からとか足利義政の愛妾、千寿の生地とか諸説あり。 

     「草加宿」は人口約3600人、旂籠67軒、「草加せんべい」は茶店の「おせん 

      婆さん」が団子が腐りやすいと嘆いていたのを聞いた武士が「団子を薄くのば 

      し、天日で乾かし、火で焼いてみなさい」と教わりそれが始まりという。 

   

 

第1968回   セーメーバン～宮地山
み や ち や ま

        （一般脚向き）    

期  日  ４月２２日（日） 雨天中止（降水確率40%以上） 

集  合   大月駅8時30分集合     （参考 東神奈川駅/6:10  高尾駅/7:46）  (おおぬた)  

コース   大月駅＝ﾀｸｼ＝登山口－0:30－サクラ沢峠－1:00－セーメーバン －1:30－大垈山  

－1:00－宮地山－1:40－宝鐘寺薬師堂－0:05－林沢戸入口15:00ごろ＝ﾀｸｼ＝大月駅  

実歩行時間  約6時間 

費  用   約4,500円 

地  図   大菩薩嶺（昭文社） 

 係   和 智    

申込み  ４月１５日（日）まで 

持ち物   弁当、飲み物、雨具、ヘッドランプ、その他 

その他  スミレの花の共演 

 

 

 

第 1969回 イタドリ沢の頭（505M）～矢の音（633M）（一般向き強） 

 

期 日 ４月２５日 （水） 雨天中止 

集 合 JR中央本線  藤野駅 改札口 ９時 

（参考：東神奈川 7:23  八王子 8:23/27  高尾 8:34/46  藤野着 8:59） 

コース 藤野駅･･（20）･･沢井川沿いの登り口･･（35）･･金黒離宮の石祠･･（45）･･イタド

リ沢の頭･･（50）･･矢の音･･（15）･･大平小屋跡･･（20）･･孫山の頭･･（30）･･与

瀬神社･･（15）･･相模湖駅 

実歩行時間 ４時間半    解散 15時頃  相模湖駅 

費 用 横浜起点で約4,200円 

 係  谷 眞理子   

地 図 昭文社 高尾・陣馬   資料はこちらで用意します。 

申込み ４月２３日（月）夕方まで 

持ち物 弁当、飲料水、雨具、灯具、手袋、敷物、帽子 

その他 相模湖北岸の尾根です。旧藤野町から旧相模湖町へ抜けます。現在は相模原市緑区 

    となっております。丁度新緑の頃で目に優しい春の光の中を歩いて見たいと思い 

    企画しました。 
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         かわ   のり  やま 

第 1970回  川
かわ

 苔
こけ

 山
やま

  （1363M）  （やや健脚向き）  
期 日 ４月２８日 （土）   日帰り    雨天中止 

集 合 JR青梅線  古里駅  北出口   ８時５０分 

コース 古里…（赤杭尾根）… 川苔山 … 舟井戸 … 大根ノ山ノ神 … 鳩ノ巣 

実歩行時間 ５時間５０分 

費 用 約2,500円 （交通費） 

地 図 昭文社  奥多摩 

 係  宮本 省治     

申込み ４月２２日（日）まで 

持ち物 弁当、水筒、雨具、灯具、その他 

その他 定員９名  当日くじにて記録係選定 

    駅から登り、駅へ下る山行、マイナーなルート=赤杭尾根を使います。 

    登り標高差約1,000M。しっかり歩きましょう。 

     

 

第1971回     日
ひ

  向
なた

  山
やま

 （1660m）       （一般向き強） 

期 日 ４月２８日（土）   日帰り          雨天は29日（日）に延期 
集 合 JR韮崎駅 改札口8:40（横浜6:22東神奈川6:26/6:29(6:19) 前2両目＝ 

新横浜6:38(6:27)=八王子7:23/7:29スーパーあずさ1号＝韮崎8:37 
（指定席の方は後 1,2号車を取って下さい。3～6が自由席  帰りは自由席) 

コース 韮崎＝8:50taxi ＝45＝矢立石（1120m）9:35/9:45---60---錦滝--1:05---雁ケ原---20---
日向山---1:10---矢立石15:00予定/15:20 taxi予約＝45---韮崎駅16:05 
/16:23発あずさ24号（自由席）＝八王子17:31/17:40＝横浜18:47 

実歩行時間  約3時間35分       （日の入：18:31） 
費 用 約8800円（横浜駅基準/ジパング、特急、taxi/4人基準 含む） 
地 図 昭文社 北岳・甲斐駒  「2.5万図」長坂上条 
係   竹尾 亮三 Tel（ 
申 込 ４月２５日（水）まで（taxi予約の為）     
持ち物 弁当、水筒、雨具、灯具、杖、その他 
その他 2010-11 月に登り、魅力一杯の山でした。今回は新緑と残雪の甲斐駒ケ岳の勇姿を

眺めながら登ります。山頂にかけて砂浜のような白い斜面と岩塔群が奇観です。 
山頂では八ヶ岳連峰の眺めも圧巻です。 
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第1972回   丹沢長大縦走シリーズ その２   (健脚向き）  （再掲載） 

  （山市場～不老山～湯船山～三国山(平野泊)･･鉄砲木の頭～高指山～山伏峠） 

期 日  ４月２７日 (金) ～ ２８日（土） 1泊２日 

     （天候・参加者の都合により期日の変更もあります） 

集 合  JR御殿場線 谷峨駅 改札口 ７時１０分 (松田駅 6:52発) 

予定コース 

                         第１日 谷峨==山市場･･(180)･･不老山･･(200)･･湯船山･･(210)･･三国山(30)=(送迎車) 

                =平野の宿舎 （１泊２食付） 

                      第２日  宿舎=(送迎車)=三国峠･･(30)･･鉄砲木の頭･･(50)･･切通峠･･(40)･･高指山･･(70)                

                                   ‥高指山･･(70)･･大棚の頭･･(30)･･山伏峠･･(60)･･平野==御殿場         

                               実歩行時間  第1日 約１０時間  第２日 約５時間                          

                               費 用  約１８，０００円 (タクシー利用を想定)                                      

                               地 図  昭文社  丹 沢   

                             係   齋藤 郁夫    

申込み  ４月１１日（水） 例会まで 

持ち物  弁当２食分、水筒、灯火、雨具兼防寒具、軍手、携帯カイロ、ストックなど 

その他  １. 参加人員は１０名を限度とさせていただきます。（タクシー２台） 

２．第１日目の歩行時間が長いので途中の明神峠で打ち切り、宿舎の送迎車利用も 

考慮中、この場合第２日は明神峠からスタート。 

３．この地域を最近歩かれた方から の情報提供をお願いします。 特に山市場 

（実際には棚沢キャンプ場）～不老山、湯船山付近。 

４．この計画はH23年10月号に掲載した第1924回（中止）と同じ内容です。 
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第1973 回   衣笠山
きぬがさやま

～大楠山
おおくすやま

(241.3M)          (一般向き) 

期 日 ５月１日 （火） 雨天中止 

集 合 JR 横須賀線 衣笠駅 改札口  ９時３０分 

コース 衣笠･･（30）･･衣笠公園･･（10）･･衣笠山･･（15）･･衣笠城址･･（35）･･大畑橋 

    ･･(10)･･車道･･(20)･･25 号送電塔･･(30)･･大楠山･･(70)･･前田川せせらぎ歩道･･   

(15)･･お国橋･･(5)･･前田橋=(バス)=逗子駅 

実歩行時間 約４時間 

費 用 横浜駅起点の交通費 約2,000円 

地 図 都市地図「横須賀」  資料はこちらで用意します。 

 係  谷 眞理子  

申込み ４月２９日（日）まで 

持ち物 弁当、飲料水、雨具、灯具、手袋、敷物、帽子 

その他 三浦半島の最高峰、大楠山には何本もの登路がある。僅か３～４時間程度のコースタイ 

ムで三浦半島の東西縦走が果たせてしまうことから、観光ガイドなどでは、一番に紹介 

されています。   

 

 

第1974 回  光
ひかる

城
じょう

山
やま

（912m）・京
きょう

ケ
が

倉
くら

（990m） （一般向き強）（再掲載） 

期 日 ５月２日（水）～ ３日（木・祝）  1泊2日 

集 合 八王子8:34発スーパーあずさ5号車両（横浜7:10＝東神奈川7:13/7:17＝ 

    八王子8:13/ス・あ・5号8:34＝松本10:38 / 篠ノ井線10:54＝田沢11:01) 

コース 2日：田沢駅（560m）11:15---25---田澤神宮---60---光城山---1:15---田澤駅 

15:40予定/16:16＝松本16:24---7---松本ウエルトン（ビジネス）ホテル（泊） 

      3日：ホテル---松本駅8:40発＝明科8:54/=taxi 9:05＝京ケ倉登山口9:30(600m) 

     /9:40---1:10---剣刷り---10---剣刷り南展望地---10---剣刷り---30---京ケ倉- 

---京ケ倉---1:30---京ケ倉登山口15:20予定/taxi 15:30=明科15:55/16:10＝ 

松本16:24/16:58ス・あ・28号＝八王子＝横浜20:11 

実歩行時間 2日：約2時間40分   3日：約3時間30分 （日の入 18:38） 

宿泊 松本ウエルトンホテル（Tel 0263-27-3000、シングル、バス・トイレ付） 

費 用 約20700円（横浜基準、特急、往路指定席、taxi、ホテル朝食含む） 

地 図 2.5万図 豊科、信濃池田  SHC NO618、NO666 

係  竹尾  亮三      

申 込 ３月３０日（金）まで            

持ち物 弁当2食（3日の分は松本で購入できます）、飲み物、雨具、灯具、杖、他 

その他 新聞記事「一歩二歩山歩」で京ケ倉を知り、SHC の松浦隆康氏の表現ヒカゲツツジが咲

き乱れ、百花繚乱の様子は「夢のごとし、幻のごとし」に魅せられて計画しました。 

光城山では1500本の桜が麓から頂上までピンクの帯に染まります。 

２山からの残雪の北アルプスと安曇野の展望も素晴らしいでしょう。 
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第1980回   丹沢長大縦走シリーズ その３         (健脚向き） 

  （山伏峠～菰釣山～城ケ尾峠（道志泊）～畦ケ丸山～白石峠～西丹沢自然教室） 

期 日  ５月２０日 (日)～２１日（月） 1泊２日 

     （天候・参加者の都合により期日の変更もあります） 

集 合  JR御殿場線 駿河小山駅 改札口 ７時１０分 (松田駅 6:52発)  

コース  第１日 駿河小山=（Taxi）=山伏峠下･･(200)･･菰釣山･･(120)･･城ケ尾峠･･(120)･･ 

道志      宿舎 水の元（１泊２食付 約6,000円）   

                         第２日  宿舎･･(150)･･城ケ尾峠･･(100)･･畦ケ丸･･(150)･･白石峠･･(150)･･西丹沢自

                            教室=(バス)= 新松田  （ 畦ケ丸への立ち寄りはその時で判断の予定）        

                               実歩行時間  第1日 約7.5時間     第２日 約９時間  

                    費 用  約２０，０００円 (タクシー利用を想定)                                      

                               地 図  昭文社  丹 沢   

                             係   齋藤 郁夫    

申込み  ５月１５日（火） まで 

持ち物  弁当２食分、水筒、灯火、雨具兼防寒具、軍手、携帯カイロ、ストックなど 

その他  １. 参加人員は１０名を限度とさせていただきます。（タクシー２台） 

２．この地域を最近歩かれた方からの情報提供をお願いします。  

 

 

『支部山行報告』 

第 1944回 報告  三 浦 七 福 神 

実施日 １月７日（土） 天候 晴れ  係り 祖父川 精治   記録 中村 純平 

報 告 新春の水仙咲き匂う、三浦半島路へ１ＤＡＹキップを使って七福神めぐり。最初は漁村

が点在する園福寺（恵比寿尊）。ダイコン畑を経て慈雲寺（毘沙門天）。半島の秘境と云われる毘

沙門海岸で一呼吸し、このコースで最も短い６分間で参拝しなければならない（バスに乗り遅れ

ると１時間以上待つ）見桃寺（布袋尊）へ急ぎ参拝。江戸時代には三浦半島の総鎮護となってい

る、国の重要民俗文化財に指定されているチャッキラコで有名な海南神社に向かう。 

 三浦漁港では全員でマグロ丼を食べる余裕はなく、軽い食事で済ませた。 

マリンブルーの中に点々と白いヨットが浮かぶ小網代湾をサイドにして、小網代の森の白髭神社

（寿老人）。数台のバスツアー客と競争しながら、高野山真言宗「花の寺」として又「石仏群」で

有名な妙音寺（福禄寿）。広大な斜面を彩る花と石仏を後に、最後の寺、日蓮宗高僧日範上人120

歳の長寿を祀る延壽寺（大黒天）へ到着。 

 今、青春の真中にいる参加した山友が揃って、長寿の祈願をした。新しい年を伺う、勇気と希

望・感動を培う充実した一日であった。 

コースタイム ８時３０分から１６時 約２００００歩 約１２キロ 

参加者 ○竹尾、芹沢、太田、井上忠秋夫人、井上妹、依田、川野、玉川、細井、金本、中村、

和智、◎祖父川  計 １３ 名 
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第 1955 回 報告  葉山ウォーキング 

実施日 ３月７日（水） 天候 晴れ        係・記録   谷 眞理子 

報 告 不動橋より歩き出すと、梅の花があちらこちらで咲き出しており、例年より開花が遅れ 

ているようでした。不動の滝にて小休止し、その後は棚田に向かい、見事な段々状の田圃に見と 

れ再び予定のコースに戻り、まみあな休憩所で馬とふれあった後は、湘南国際村にあるレストラ 

ンへ行きランチとする。お腹いっぱいになった後は、子安の地域を歩き、途中畑仕事の老夫婦よ 

りホーレン草を譲ってもらい、皆ホクホク顔で、久留和海岸バス停へと抜け、バス利用にて逗子 

駅へ行き、駅にて解散としました。 

コースタイム 衣笠駅=(バス)=不動橋…不動の滝（10：10）… 棚田…杉山神社（11：10）… 

まみあな休憩所…湘南国際村（12：30～14：35）…子安…久留和バス停=（バス）    

逗子駅（16：30） 

参加者  芹澤、 川野、 湯浅、 ◎谷   計 ４ 名 

 

 

第 1957 回 報告  巣 雲 山 

実施日 ３月２２日（木） 天候 晴れ        係・記録   谷 眞理子 

報 告 楽々登山をと計画し、タクシーを利用して峰登山口より林道歩きをし、山道へと入る。 

い１時間ほどで頂上へ出る。早目に着いたのでゆっくりとランチとする。景色の良さは抜群で、 

男性二人は「山座同定」を楽しんでいた。午後は大丸山に出て網代や宇佐美の街並みを眺めて 

下山したが、途中で地元の方々と出会い「みかん」をいただく。リュックは重く足取りは軽く、 

町の中へ出て、宇佐美の駅に辿りつき、ホッとしたところで解散とした。 

コースタイム 宇佐美駅=(タクシー)=峰登山口（9:40）…生仏の墓…（10：30）… 巣雲山頂上 

(10:45～12:00)･･･大丸山（12:50）…宇佐美駅（14:40） 

参加者  青柳、 齋藤(郁)、 ◎谷   計 ３ 名 

 

 

第 1959  回  報告  街道を歩く（日光街道その１）    

実施日 ３月２４日（土）  小雨   係 芹澤 隆久     記録 和智 邦久 

報 告  街道歩き第２弾、小雨の中日本橋から日光街道歩き始まる。 

日光を目指して元気に日本橋を出発する。伝馬町牢屋敷跡（吉田松陰はここで斬首された）から

横山町問屋街を見ながら国道６号線に合流し浅草橋・駒形橋・雷門へ。浅草寺でこれからの街道

歩きの安全を祈願する。待乳山聖天（まつちやま）（本尊の歓喜天は商売繁盛、夫婦和合の利益が

ある）・泪橋（小塚原の刑場に護送される罪人が身内との別れに涙した）を過ぎ、小塚原刑場跡・

回向院（安政の大獄で処刑された橋本左内、吉田松陰、桜田門坂下門事件に連座した浪士、二・

二六事件の青年将校磯部浅一等の墓がある）に立ち寄る。隅田川に架かる千住大橋を渡り、やっ

ちゃ場通り（往時野菜や鮮魚のヤッチャヤッチャのせり声が響いた通り）、日本橋より二里目の一

里塚跡へ到着。最初の宿場千住に入り千住宿本陣跡へ到着した。雨もやみ青空が見えてきた。歩
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く距離は短かったが見る所が多かった。今回は日光まで歩く距離は約190kmと短い。 

最後まで歩けるか。北千住駅で解散する。 （日本橋から千住宿まで8.8km） 

コースタイム 日本橋9:30----9:50日光街道道標—---9:50伝馬町牢屋敷跡—---待乳山聖 

       天---泪橋---13:25小塚原刑場跡---回向院---すさの神社---やっちゃ場 

通り---一里塚跡---15:07千住宿本陣跡----15:20横山住宅----北千住駅 

 参加者 ◎芹沢、○青柳、足立、熊谷、戸野部、佐藤、松本、和智   計 ８ 名 

 

 

第 1962 回 報告  丹沢長大縦走シリーズ   （その１） 

実施日 ３月２６日（月）～２７日（火）            記録 渡部 道明 

報 告 26日：渋沢駅からの丹沢山塊はくっきりと青空にそそり立ち期待を抱かせた。大倉バス

停で横浜支部旗をカメラに収め歩きだす。表題の長大縦走シリーズの第一歩のスタートでし

た。歩きだしてすぐに寒さで遅れていた白梅が満開で出迎え、見送られたのは誠に嬉しいこ

とでした。見晴茶屋を過ぎ木道が延々と続く大倉尾根、木々は未だ芽吹きの気配すら感じら

れ無い中をただ黙々と足を運ぶ、登るにつれ風が冷たく、薄雲が広がり寒冷前線の通過中な

のか雪がちらつきだしたが遠望はある。花立山荘が休みで寒い外での食事となったが塔ノ岳 

尊仏山荘で美味いコーヒーを戴く間に富士が姿を現しだした。シーズン外れの月曜日にもか

かわらずかなりの登山客を見受けられたが、鍋割山荘迄の雪解けの神経をつかう、ぬかるむ

山道ではちらりほらりであった。ブナの大木が多く春からの美しさを予想させる中３頭の親

子鹿も見られ鍋割山荘無事到着、その夕景の美しさは幽玄とでも云うのか至福の一時を過ご

したものでした。 

  27日：快晴の山行日よりで気分高揚 「茅ノ木棚沢ノ頭」前後の鎖場や多少のガレ場などの

難所を快調に通過。常に富士山を前に右手側に蛭ガ岳，檜洞丸、同角ノ頭、,蛭ケ丸、更に御

正体山、遠くに真っ白な南アルプス、八ヶ岳、奥秩父？などを木々の間からのぞき見ながら

唯一人として会えなかった「やまみち」トレッキングを楽しみました。 

  秦野峠に 12:50着。日影山・湯本平分岐～山市場までは時間を考え「寄」へと向かう。林道

秦野峠～寄バス停へ無事到着。長大計画の第一歩を踏み出すことが出来ました。 

コースタイム 26日 大倉バス停 9:15…雑事場 10:05…駒止小屋 11:10…12:45花立山荘 13:10

…13:55尊仏山荘14:45…金冷し15:00…大丸15:20…小丸15:50…16:10鍋割山荘 

  27日鍋割山荘7:15…鍋割峠7:45…茅ノ木棚沢ノ頭8:10…雨山10:00…檜岳10:25… 

11:15伊勢沢ノ頭11:50…秦野峠12:50…13:20林道秦野峠14::00…15:55寄バス停 

参加者 ◎齋藤（郁）、渡部  計 ２ 名 
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第1958回  報告  大山（1252m）～不動尻～広沢寺温泉      

実施日 ３月２９日（木）  快晴              係・記録 竹尾亮三 

報 告 大山に近づくにつれ青空をバックに真白い富士山の姿が大きくなり、丹沢の山々の展望

も素晴らしい。大山山頂近くにヘリコプターが荷物を下げて頻繁に往復している。大山直下の登

山道では残雪や氷の上を慎重に降る。唐沢峠を過ぎ、知られざるミツマタ群生地に入ると道は昨

年と一変していた。昨年の台風か、嵐で大きな杉が倒れ道を塞いでいる。慎重に迂回するとミツ

マタが姿を現す。丁度見頃で、上から、下からミツマタ群を楽しみながら不動尻に到着。バス停

までは里の白梅、紅梅などを鑑賞しながら予定時刻にバス停に到着する。久々にお天気に恵まれ

た春の山行でした。 

コース ヤビツ峠9:00---大山10:50---唐沢峠12:45---ミツマタ群生地13:25---不動尻 

タイム 14:00---広沢寺温泉入口バス停15:40着 

参加者 岩方、今井、上田、斉藤（郁）、佐々木、平川、宮本、◎竹尾   計 ８ 名 

 

 

『お知らせ』 
☆平成２４年度委員の紹介☆ 

平成２４年４月から支部の仕事をする方々をお知らせします。 

1. 竹尾 亮三（新 支部長 総括）         10. 今泉 美代子（新 印刷） 

2. 井上 忠昭（新 副支部長 山行兼 再）     11. 戸野部 武彦（新 印刷補助） 

3. 足立 忠彦（新 副支部長 保険兼 再）     12. 池田 邦雄（新 印刷補助） 

4. 小澤 勝太郎（再 会報）            13. 佐藤 哲夫（新 発送） 

5. 板垣 恵美子（新 会報）            14. 三浦 良三（新 発送） 

6. 平川 俊一（新 会報補助）           15. 服部 八重子（再 発送補助） 

7. 和智 邦久（再 H.P. 山行兼 新 ）       16. 福田 徳郎（新 書記） 

8. 青柳 征勝（再 会計）              17. 小笠原 利光（新 会場） 

9. 谷 眞理子（再 印刷）                     18. 大川 礼子（再 本部連絡） 

横浜支部の皆様のご支援とご協力をお願いします。 

 

☆委員の退任☆ 

芹沢 隆久（支部長）、金本 勲（副支部長、印刷）、飯島和子（山行）、平川俊一（会報） 

柿沢泰子（発送）、花島幸子（発送）、竹尾亮三（副支部長、書記、会場） 

皆様 長期にわたりご尽力ありがとうございました。 

  

1.支部長会議の予定 

 日時：平成24年4月4日（木）18：00～ 

 場所：新ハイキング社 事務所    新任支部長の実務教室 

     

2.本部委員会の予定 
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 日時：平成24年4月24日（火）18：30～21：00 

 場所：豊島区民センター４階 

  

3.本部会費の値上げ 

 １月の例会でもお話ししましたが、１月号より１冊580円から680円に値上げされ、それに伴

い３月１日より年会費が１年分7,000円、２年分一括で12,500円に値上げされます。支部会員

の方はそのうち 300円（１年単位）を支部に納入して貰いますので、１年分 6,700 円、２

年分一括では12,200円を横浜支部と記入して本部へ納入して下さい。 

本部会費の支払い方法には３通りあります。 

①郵便貯金口座からの支払い・口座番号：00130-9-146915（現在、手数料無料） 

支部会費納入と要領は同じ。 

②ゆうちょ銀行 振込用紙利用の支払い 

本誌巻末の払込取扱票利用 手数料：ATM利用：80円 窓口：120円 

③口座自動引き落とし支払い 

２年の定期購読を申し込んだ会員限定の支払い方法 

いずれも詳しくは本誌３月号の場合は134頁を参照して下さい。 

４．今期支部会費等（3,300円）納入の件 
  ３月号でお知らせしましたように平成24年度支部会費等（3,300円）を下記振り込み口座  
  に平成24年３月末日までにお振り込み願うこととなっておりました。 

これは会計担当の負担を出来るだけ軽減する目的で、振込方式にしました。 
４月２日現在確認できたお振込み件数：７６名です。    
なお、３月末日までに未納の場合は退会する意志をお持ちの方とみなしましたが、お忘れに 
なっていた方は、支部長までお申し出で下さい。         会計係  青柳より 
 
ゆうちょ銀行    口座名：新ハイキング横浜支部 

記号 10200    番号 77216431   
イ. 郵便局のATMでカードで自分のゆうちょ銀行口座から送金する場合：手数料は０円 

（残金不足の場合は自分の口座に先ず入金してから新ハイ口座に振り込む） 
ロ. 窓口で通帳で送金する場合：手数料 140円 
ハ. 窓口で現金で送金する場合：手数料 525円 
ニ. 他の金融機関（銀行、信金など）からの振り込みの場合： 

店番        （普通預金）口座番号      手数料 
028          77216431          420円 

                                 

5．来期の個人保険契約書コピー送付のお願い 

 個人保険更新の時期が過ぎましたので、救援者保険と個人賠償保険の契約書コピーを保険係ま

で送付ください（メールでも可）。 

遅くとも４月下旬までに送付してください。 

用紙は、Ａ４版縦にコピーを貼って、右上に支部会員番号（1～82）書いてください、 

係がＡ４版ファイルに整理をするのに助かりますので。Ａ４版縦が無理なコピーの方は横使い

で良いです。 尚 今年度４月以降まで契約期間のある方、複数年度の方はその更新の時期で
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良いです。                            保険係  足立より 

 

6．支部委員会開催の予定 

  ５月２２日 (火)  18時～21時    603号室  委員会        

8月２８日 (火)  18時～21時        710号室  拡大委員会 

１１月２７日 (火）   18時～21時    603号室  委員会           

 

 

７．入会者  

  ３月の入会者はおりません。 

 

８．退会者  

  ３月の退会者は５月号の支部ニュースに掲載予定です。 

 

９．5月号支部ニュースの原稿送付先変更 

  ５月号（締切り:４月２０日分）の原稿は従来通り、小澤さん宛に送付して下さい。 

この４月号のみの臨時編集担当  齋藤(郁)より 

 

 

★３月の支部山行記録★ 

回 数 月・日 曜日 

 

山  行  名  係り 人数 

 1955 3/15 

 

 

 

木 葉山ウォーキング 谷 ４ 

1956 4/1に順延 日 御岳山～吉野梅郷 竹尾 雨天順延 

 1957 

 

3/22 

 

木 巣雲山 谷 ３ 

1958 3/29 

 

木 大山～不動尻～広沢寺温泉 竹尾 ８ 

1959 3/24 

 

 

土 日光街道 を歩く その１ 芹澤 ８ 

1962 3/26-27 

 

月～火 丹沢縦走シリーズ その１ 齋藤（郁） ２ 

1961 3/31 

 

土 ミツバ岳～権現山 小笠原 雨天中止 

    合計 ２５ 
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□ 山行委員より山行係へのお願い □ 

１． 山行実施前 
1) 山行係は登山計画書を作成し持参して下さい。 

・登山計画の詳細内容 

・参加者の氏名、連絡先（及び緊急の連絡先） 

・フォームは山行係にまかせます。 

2) 前日までに、下記の内容を山行委員に連絡してください。 
・山行計画書 （下山到着予定時間）、・参加者の氏名のみで結構です。 

２． 山行実施後 
参加者人数と、行動中に起きたアクシデント（怪我等）、山行委員に報告してください。 
尚山行報告は、今まで通り会報係に送ってください。 

３． 山行参加者に配布するもの には、参加者の氏名、コースの内容等、以外は記載しない 
で下さい。 

４．支部ニュースへの山行計画書の記載内容についてのお願い 

1) 下山口の到着予定時間の記載をお願いします。 
2) 「歩程」の時間を実歩行時間（休憩時間は含まない）にして下さい。 

５．山行日程の変更について 

山行日程の変更がありましたら、山行委員に報告してください。 
                            山行委員  和智より 

 

＊ホリデーパスが「休日おでかけパス」に＊  （再掲載） 
   日帰り山行に利用していたJR東日本のホリデーパスが3月11日でなくなり、3月17日（土）

から「休日おでかけパス」になります。料金が2,300円から2,600円になりました。 

フリーエリアも若干広くなります。例えば東海道線が平塚から小田原に、しかし肝心の中央線 

は大月までとホリデーパスと変わりません。 

   平成24年３月17日以降の土・休日及びGW（4/29～5/5）,夏休み（7/20～8/31）、年末年始（12/29

～1/3）に利用できる。詳しくはJR東日本のHPを参照して下さい。    (芹沢) 

♪来月の例会♪ 

５月９日(水）          18:20～20:00 

県民センター4階  403号室  司会  足立さん 

以後の例会： 6月 13日(水）、  7月11日（水）､  ８月８日（水） 

      司会：   和智さん          小澤さん       青柳 さん 

 



平成24年4月～平成25年1月まで

回数 月 日 曜日 山　　行　　名 行程 係 備　　　　考 掲載月

1966 4 14 土 高鈴山～神峰山 日帰 小澤 花の百名山イワウチワの群生 3・4月号

1967 4 21 土 街道を歩く（日光街道２） 日帰 芹沢 千住～草加～越谷 4月号

1968 4 22 日 セイメーバン～宮地山 日帰 和智 スミレの花の共演 4月号

1969 4 25 水 高尾山矢の音コ－ス 日帰 谷 高尾南西コース　相模湖～藤野 4月号

1970 4 28 土 川苔山 日帰 宮本 古里～鳩ノ巣 4月号

1971 4 28 土 日向山 日帰 竹尾 新緑と残雪の甲斐駒の展望 4月号

1972 4 27～28 金・土 丹沢長大縦走シリーズ－２ １泊２日 齋藤(郁） 山市場～不老山～山伏峠 3・4月号

1973 5 1 火 衣笠山～大楠山 日帰 谷 横須賀ウォーキング 4月号

1974 5 2～3 水・木 日光城山・京ヶ倉 日帰 竹尾 ヒカゲツツジと北アルプス展望 3・4月号

1975 5 18 金 三方分山 日帰 谷 精進湖沿い　富士の見える山 5月号

1976 5 19 土 御前山 日帰 小澤 奥多摩に新緑を訪ねて 5月号

1977 5 26 土 浅間尾根 日帰 宮本 仲の平から払沢の滝 5月号

1978 5 26 土 街道を歩く（日光街道３） 日帰 芹沢 越谷～粕壁～杉戸 5月号

1979 5 13～15 日～火 薬師岳～夕陽岳～地蔵岳 ２泊３日 竹尾 おおるり中禅寺温泉とアカヤシオ 4・5月号

1980 5 20～21 日～月 丹沢長大縦走シリーズ－３ １泊２日 齋藤(郁） 山伏峠～菰釣山～白石峠～西丹沢 4・5月号

1981 6 1 金 不老山 日帰 谷 サンショウバラを見に行く 5月号

1982 6 9 土 鳴虫山 日帰 小澤 男体・女峰山の眺め抜群 5月号

1983 6 10 日 市沢のホタル観賞 日帰 祖父川 横浜市内最大のホタル生息地 5月号

1984 6 15 金 二宮ウォーキング 日帰 谷 二宮～秦野市内へ 5月号

1985 6 16 土 赤城山（黒檜山） 日帰 竹尾 ツツジの時期、赤城山の最高峰 5月号

1986 6 30 土 六ツ石山 日帰 宮本 鴨沢からピストン 6月号

1987 7 7・8 日・月 至仏山～燧岳　 １泊２日 小澤 百名山２峰を２日で 5・6月号

1988 7 21・23 土～月 阿弥陀岳・赤岳・権現岳 2泊3日 井上 八ヶ岳の盟主赤岳へ 6・7月号

1989 7 26・27 木・金 北横岳～蓼科山 １泊２日 宮本 坪庭～北横岳～蓼科山～プール平 6・7月号

1990 7 29～8/1 日～水 白馬大池から白馬三山 ３泊４日 竹尾 展望と高山植物 5・6月号

1991 8  11～13土～月 大日三山 ２泊３日 井上（忠） 剣岳を展望し大瀑称名滝を見る

1992 8  12～13日～月　　奥鬼怒高層湿原 １泊２日 竹尾 涼を求め秘湯に泊まって高山植物

1993 8 18 土 鶴ヶ鳥屋山 日帰 小澤 １月計画が中止、再挑戦

1994 8 25 土 御巣鷹山 日帰 鈴木

1995 9 24－26 金～日 北岳 2泊3日 竹尾 日本第２位の高峰・花の名峰へ

1996 9 8 土 櫛形山 日帰 竹尾 原生林と花を求めて

1997 9 15 土 三本松山北尾根～陣馬山 日帰 和智 本部合同「夕焼け小焼けの赤トンボ」

1998 9  17～18月～火 根名草山 １泊２日 池田 縦走　　２３２９ｍやや健

1999 9  21～23金～日 針の木岳～蓮華岳 ２泊３日 小澤 21日前夜発北アルプス(小屋に１泊）

2000 9 22 土 深く歩く鎌倉  銭洗いコース 日帰 熊谷 第１１回

2001 9 29 土 街道を歩く４ 日帰 芹沢 杉戸～幸手～栗橋宿１４．９Ｋ

2002 9 丹沢大縦走-4 日帰 齋藤(郁） 白石峠～大室山～犬越路
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計画は変更や訂正があります。最新のものをご覧下さい。（H24/4/11現在）



回数 月 日 曜日 山　　行　　名 行程 係 備　　　　考 掲載月

2003 10 3 　水 黒川～多摩横山ウォーキング 日帰 谷 住宅地に残る田園風景を求めて

2004 10 5 　金 日川尾根から源次郎岳 日帰 和智 ハイカーが少ない静かな山域

2005 10  7～8 日～祝 磐梯山 １泊２日 竹尾 秀麗な表と荒々しい裏を縦走

2006 10  9～11 火～木 上高地～涸沢 ２泊３日 齋藤(郁） 又は、八方尾根を考慮
2007 10 13 　土 戸倉三山 日帰 宮本 元郷からのぼり今熊まで
2008 10 13～１5土～月 甲斐駒・仙丈岳 ２泊３日 小澤 南アの素晴らしい紅葉をみたい

2009 10 16 　火 高川山～むすび山 日帰 谷 ロングコース、昨年の計画に再挑戦

2010 10 19～20金～土 将監峠～和名倉山～秩父湖 １泊２日 和智 奥秩父主脈から外れた孤高の峰

2011 10 21 　日 越前岳 日帰 井上（忠） 富士を東正面から望む
2012 10 27 　土　荒船山 日帰 竹尾 トモ岩からの秋の展望は絶景

2013 10 27 　土　街道を歩く５ 日帰 芹沢 栗橋・中田～古河～間々田口宿13Ｋ

2014 10 28～29日～月　　毛無山 １泊２日 池田 柴野氏の追悼山行の意を込めて

2015 10 丹沢大縦走-5 １泊２日 齋藤(郁） 犬越路～桧洞丸～蛭ケ岳～塔ノ岳～大倉

2016 11 2 　金 相模川を歩く 日帰 祖父川 石器から縄文時代を訪ねて
2017 11 3 　土 御坂山 日帰 竹尾 広葉樹林の稜線は美しい紅葉

2018 11 8 　木 ウトウの頭 日帰 鈴木
2019 11 9 　金 ハマイバ丸～大谷ヶ丸～滝子 日帰 和智 大菩薩連嶺の南端まで
2020 11 11 　日 愛鷹連峰 日帰 井上（忠） 富士を南正面から望む
2021 11 13 　火 金剛山～鉢岡山～日連～宝山 日帰 谷 静かな里山を歩きます
2022 11 17 　土 二十六夜山 日帰 宮本 昨年のリベンジ山行
2023 11 17 　土 北高尾山稜 日帰 小澤 一味違う高尾山コースを歩こう

2024 11 18 　日 三浦アルプス 日帰 大川 馬頭観音～乳頭山～田浦梅林の紅葉

2025 11 20 　火 北条・武田合戦場の道 日帰 谷 三増合戦場周辺を歩きます
2026 11 23 金祝 街道を歩く６　　 日帰 芹沢 間々田～小山～小金井宿14．7K

2027 11 23 金祝 深く歩く鎌倉梶原コース 日帰 熊谷 第１２回
2028 11 25～26日～月 馬頭刈尾根 １泊２日 池田
2029 11 27 　火 草戸山～評議原 日帰 竹尾 紅葉のスポット評議原で昼食

2030 11 29 　木 いこいの森(本部合同) 日帰 飯島 スケッチとハイキング

2031 12 1 　土 矢平～高柄山 日帰 和智 矢平北西尾根と三本杉から登る

2032 12 3 　月 朝日山 日帰 谷 網代朝日山公園を訪ねて
2033 12 5 　水 鶴ヶ鳥屋山 日帰 小澤 ちょっとハードな山ですが
2034 12 8～9 土～日 忘年山行 １泊２日 委員 例年12月第二土・日に実施
2035 12 15 　土 九鬼山 日帰 鈴木
2036 12 15 　土 日の出山 日帰 宮本 鳩ノ巣から登りつるつる温泉まで

2037 12 20 　木 日向薬師～巡礼峠の道 日帰 谷 昨年の計画に再挑戦
2038 12 22 　土 街道を歩く７ 日帰 芹沢 小金井～石橋～雀宮宿
2039 12 23 　日 西丹沢 日帰 齋藤(郁）

2040 1 5 　土 江戸七福神を歩く 日帰 祖父川 白金から目黒へ
2041 1 7 　月 湯河原ウオーキング 日帰 谷 真鶴～湯河原
2042 1 12 　土 金時山 日帰 鈴木
2043 1 13 　日 湘南平塚七福神 日帰 熊谷
2044 1 19 　土 両崖山～行道山 日帰 竹尾 関東の高野山への縦走コース

2045 1 21 　月 三浦アルプス 日帰 谷 冬の木漏れ日を求めて
2046 1 26 　土 高畑山～倉岳山 日帰 小澤 冬の陽だまり山行
下記は希望山行として提出された山です。係を担当してくださる方を求めています。

支部の活性化を図るためにもぜひご支援をお願いします。
1 4 一の森～淡雪山～湯村山 日帰 未定 イワカガミを訪ねる
2 5 志賀高原 １泊２日 未定 志賀山・横手山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ以外の希望山行は紙面の都合で来月以降に掲載します。
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未定
未定



回数 月 日 曜日 山　　行　　名 行程 係 備　　　　考 掲載月

3 3 谷川岳 未定

4 4 瑞牆山 未定

5 5 金峰山 未定

6 6 燕岳 未定

7 7 七倉岳 未定

8 8 御嶽山 未定

9 9 蔵王山 未定

10 10 天城山 日帰 未定

11 11 鹿島槍ヶ岳 未定

12 12 那須岳(茶臼岳） 日帰 未定

13 13 編笠～権現岳 未定

14 14 両神山 未定

15 15 三ノ沢岳 未定

16 16 長九郎山 未定 石楠花が良い

17 17 青笹山 未定 ツツジと大きいブナ

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定
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