
1 

 

SHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHC 

 新ハイキングクラブ 

横浜支部ニュース 
NO.633   2012年 5月号 

SHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHCSHC 

 

 

支部ホームページを大いに活用してください   

 支部ホームページを開設して5年が経過しました。内容を少しずつですが変更してきました。 
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 ☆支部ホームページの閲覧方法は 

  １）「新ハイキング横浜支部」と入力して検索してくだい。 
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 ☆支部山行計画は、最新の内容に更新してありますのでご覧ください。 
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飯島さん 

 



2 

 

《支部山行計画》横浜の５月２０日 日の出４：３３ 日の入１８：４３ 

第1975回 5月18日 三 方 分 山  係 谷 眞理子    都合中止      

第1976回 5月19日 御 前 山    係 小澤 勝太郎   7月7日に延期     

 

第1977回      浅 間 尾 根            （一般向き強）      

期  日  5月26日（土）  日帰り       雨天中止 

集  合   JR五日市線  武蔵五日市駅  数馬行バス停   8時00 

コース  五日市駅 8時22分発のバス…温泉センターで下車 

     温泉センター…仲の平…仲の平分岐…一本松…浅間嶺…払沢の滝入口 

実歩行時間  5時間30分      

下山予定時刻  16:00頃 

費   用   約3,500円 （交通費） 

地  図   昭文社  奥多摩 

 係   宮本 省治   

申込み   5月20日（日）まで 

持ち物   弁当、水筒、雨具、灯具、その他 

その他   浅間尾根は昔の生活道路、歩き易い道が続きます。最後、滝見物をして帰りまし

ょう。 

 

 第1978回   街道を歩く（日光街道その 3）    （一般向き）      

 

期 日  5月26日（土）                     小雨決行 

集 合  東武伊勢崎線越谷駅9時 

コース   越谷駅9：00…塗師屋…越谷御殿跡…葛西用水…久伊豆神社…天嶽寺…本陣跡… 

香取神社…藤塚橋…碇神社…粕壁宿…郷土資料館…東陽寺…最勝院…春日部八幡神社 

…一里塚跡…日光道標…観音院…九品寺…近津神社…南側用水…杉戸宿…古川橋… 

15：30～16：00東武公園駅―押上―横浜 

実歩行時間  約 4時間30分 約17.3ｋ（見学時間は除く）      

費 用  約2,000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   ◎   ○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 

その他  「越谷宿」は人口約4600人、本陣１軒、脇本陣４軒 旅籠52軒、 

     「粕壁宿」は人口約3700人 本陣１軒、脇本陣１軒 旅籠45軒 

     江戸時代は「粕壁」が用いられた。「春日部」になったのは昭和19年の 

     町村合併の時。 
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第1979回 薬
やく

師
し

岳
だけ

（1420m）～夕
ゆう

日
ひ

岳
だけ

（1526m）～地
ぢ

蔵
ぞう

岳
だけ

  （やや健脚向き） 

期 日 5月13日（日）～15日（木）  2泊3日 
申 込 2月29日 本計画の申し込みは既に締切ました。 
 
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 

                                    自然 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  

                    下山予定時刻  17時頃                                

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。  

第1981回  明神
みょうじん

峠
とうげ

（900ｍ）～不老山
ふろうさん

（928ｍ）    （一般向き強）    

期  日  6月1日（金） 雨天中止 

集  合   駿河小山駅 9時30分集合 

    JR東海道線：国府津行き  前1両目～2両目 

    横浜駅 7:38分→ 国府津駅 8:27分着）→御殿場線 沼津行き8:35発 

→ 松田8:51→ 駿河小山9:09着 

コース  駿河小山駅===ﾀｸｼｰ===明神峠･･･50･･･湯船山･･･20･･･日クラの頭･･･40･･･ 

峰坂峠･･･45･･･樹下の二人･･･15･･･世附峠･･･40･･･不老山･･･110･･･金時神社===

ﾀｸｼｰ===駿河小山駅 

実歩行時間  約5時間30分      

下山予定時刻  駿河小山駅16時頃 

費  用   計4,160円 （横浜基準）横浜～駿河小山1280*2  

タクシー1600円/人 （5人乗車として） 

JRは往復スイカ、パスモ使用不可につき、切符を横浜駅～駿河小山駅まで通して

購入願います。 
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地  図   丹沢（昭文社）資料はこちらで用意します。 

 係   谷 眞理子  

申込み   5月30日（水）夕方まで 

持ち物   弁当、飲み物、雨具、灯具、敷物、その他（日焼け防止対策を） 

その他    サンショウバラに会いに行きます。ゆっくり山行です。水場がありませんので 

         充分ご用意下さい。  晴れることを願って！ 
 

第1982回  日 光  鳴
なき

 虫
むし

 山
やま

（1,104m）          一般向き  

 

期 日 6月9日（土）  雨天中止 

集 合 東武浅草駅 東武伊勢崎線 改札口  7時05分 (切符は各自東武日光まで購入)      

    京急横浜駅（泉岳寺行） 6:06→泉岳寺6:30/6:34（浅草線）→都営浅草6:53着 

    電車前方乗車 A5 または出口 3 東武浅草駅方面…徒歩(7～8 分)…東武浅草駅 7：10

発（東武スカイツリーライン快速 東武日光行）→東武日光着9:16 

コース  東武日光駅…神ノ主山…鳴虫山…合峰…独標…憾満ガ淵…神橋…東照宮見学… 

東武日光駅→東武浅草→横浜 (19時40分頃) 

実歩行時間  約4時間30分  

下山予定時刻  東武日光駅 15時45分頃 

費 用 約3,760円 （横浜駅起点） 横浜～東武浅草 560円  

東武浅草～東武日光駅 乗車券1,320円 （快速特急券不要） 

地 図 日光 （昭文社） 

 係  小澤 勝太郎  

     

申込み 6月6日（木）まで 

持ち物 弁当、雨具、ステッキ、 灯具  

その他 都営浅草駅は 2つ手前の浅草橋ではなく浅草下車です。都営浅草駅から東武浅草駅間は

徒歩移動。（7～8分かかる）乗り換え時間が短いので注意して下さい。 

日光男体山、女峰山の眺めが素晴らしい。新緑のなか、アカ・シロのヤシオツツジも

見れるかも。豪快な水量の憾満ガ淵の水音や、お化け地蔵もおもしろい。 

（日光東照宮の拝観は時間の関係で中止します。） 

 

 

 

 

鳴虫山からの男体山 

         小澤さん撮影 
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第1983回      市沢のホタル観賞        （一般向） 

 
期 日 ６月１０日（日）小雨の場合は１２日（火）へ延期 
集 合 １７時３０分までに相鉄和田町駅前のタクシー乗り場付近 

（横浜駅から各停で所要１０分） 
コース 和田町駅前から相鉄バスで新桜ヶ丘行き乗車、終点下車 
    －仏向谷戸（ホタル生息地）― 横浜市たちばなの丘公園（新設の多目的トイレあり） 

―市沢谷戸（ホタル観賞地）― 市沢下町バス停。２１時頃解散予定、 
バスで横浜駅、和田町駅またはＪＲ東戸塚駅へ 

実歩行時間 歩行１時間、移動しながらホタル鑑賞１時間３０分 
地 図 保土ヶ谷区と旭区の地図、区役所で無料配布 
 係  祖父川  
申込み 当日昼まで 
費 用 ８００円 
持ち物 弁当（駅前にスーパーあり）、雨具とライトは（必携） 
その他 横浜駅から僅か１０キロの地点、今なお自然の丘陵や山林が保存されている。大正時代

に浅野財閥が、火薬工場建設のために危険防止の緩衝地域を含めて広大な土地を購入し、

日本の火薬史上に重要な位置を占めてきた。昭和時代には日本カーリット（株）保土ヶ

谷工場として操業を続けていたが、後、群馬県下へ移転して空地になったものである。

今も旧工場遺構の一部を見学用に整備されている。そのために部分的に手つかずの自然

が残り、いく筋かの谷戸清流にはゲンジボタルが今も生息している。 
     市では整備を進め平成２３年１０月、横浜市たちばなの丘公園として約半分の地域が

オープンした。同６月には、神奈川新聞が横浜市内最大のホタルの生息地として紹介し

てからは、多くの人たちが鑑賞に集まって来るようになってきた。市沢谷戸の最盛期で

は一晩平均３００匹、桜前線同様に季節変動があり見られなくても係りでは責任を負い

ません。 
 

第1985回     赤
あか

城
ぎ

山
やま

（黒
くろ

檜
び

山
さん

 1828m）          （一般向き強） 

期 日 6月16日（土）   日帰り          雨天は17日（日）に延期 
集 合 JR上越線 前橋駅 改札口9:25（横浜6:26 湘南新宿ライン 後 2両目＝ 

高崎8:51/9:04 両毛線（桐生行）＝前橋9:18） 
コース 前橋駅taxi9:30 ＝50＝駒ケ岳登山口（1360m）10:20/10:30---70---駒ケ岳 

(1685m)---60---黒檜山---80---黒檜山登山口---25---赤城山ビジターセンターバス停

16:05予定/16:15=前橋駅17:10 
実歩行時間 約3時間55分      （日の入 19:04） 
費 用 約7000円（横浜駅基準/ジパング、taxi/4人基準、バス 含む） 
地 図 昭文社 赤城・皇海・筑波 「2.5万図」赤城山 
係   竹尾亮三  
申 込 ６月13日（水・例会）まで（taxi予約の為）    
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持ち物 弁当、水筒、雨具、灯具、杖、その他 
その他 赤城山の最高峰へ登ります。楽しい縦走コースです。全体が雑木林の道で明るく、

稜線でツツジや花も多い。大沼、上越の山々、日光連山の展望も良い。 
  

第1990回 白
しろ

馬
うま

岳
だけ

（2932m）～杓
しゃく

子
し

岳
だけ

（2812m）～白
しろ

馬
うま

鑓
やり

ケ
が

岳
たけ

（2903m） 

期 日7月29日（日）～8月1日（水）  3泊4日      （やや健脚向き） 
集 合 東京駅 長野新幹線 あさま 501 号 6:24 指定席 6 号車（久里浜発横浜 5:39=東京

6:09、小田原発横浜5:25=東京5:52）＝長野8:05/バス8:20=栂池高原9:50 
コース [29日] 栂池高原10:00＝ゴンドラ＝自然園駅（1840m）---1:20---天狗平--- 

1:25+雪渓10---乗鞍岳（2437m）---35---白馬大池山荘（2380m）15:45予定 
   [30日] 白馬大池山荘6:30---2:00---小蓮華山（2769m）---30---三国峠---60--- 

白馬岳---10---白馬山荘（2832m）13:10予定 
  [31日] 白馬山荘6:30---1:35---杓子岳---1:10---鑓ケ岳---20---天狗平分岐---1:15--- 

大出原---1:15---白馬鑓温泉小屋（2100m）14:45予定 
 [1日]  白馬鑓温泉小屋6:30---1:50+雪渓30---小日向ノコル---1:50---猿倉バス停（1230m）

13:10予定/バス13:35=白馬駅14:02/14:38あずさ26号=八王子18:01  
実歩行時間 29日 約3時間30分、 30日 3時間40分、 31日 約5時間35分、 

   1日 約4時間10分                  （日の出 4:53  日の入18:57） 
費 用 約40,700円（ジパング/ 往路のみ指定席、3泊/朝夕食付、バス、ゴンドラ 

などを含む） 
地 図 昭文社 白馬岳 「2.5万図」白馬岳 
係  竹尾亮三   

申 込 6月29日（金）まで       
持ち物 弁当3食（小屋で弁当可）、水筒、雨具、灯具、杖、軽アイゼン、その他 
その他 白馬三山の優美な山容、雄大な残雪の山岳風景、咲き誇る高山植物              

を楽しみながら縦走コースを３泊４日でゆっくりと歩きます。鑓温泉は標高では日本

NO3、湧出量では日本１を誇っています。小屋からご来光を楽しみます。      
 

『支部山行報告』 

第1956回報告    御岳山（929m）～日の出山（902m）～吉野梅郷      
 

実施日 ４月１日（日） 快晴              係・記録 竹尾亮三 

報 告 雨天と梅の開花遅れで２週間延期し出かける。御岳神社への直前の階段、坂がなかなか

きつい。日の出山に到着すると日曜日とお天気のせいか老若男女のハイカーで一杯。こ

の組合せに元気をもらう。長い尾根を下り梅の公園に着いたのは３時過ぎ。それでも公

園内は人で一杯。陽のあたる紅・白梅、黄色のサンシュユ、真白いゲンカイツツジが見

頃で素晴らしい。遠くの山々を見ながら、変化のある地形の散策路で梅の花を充分に楽

しめた山行でした。 
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コースタイム 御嶽駅9:05＝バス・ケーブル＝山頂駅9:50---御岳山10:20～30---日の出山 

 11:30～12:20---梅の公園15:10～16:00---日向和田駅16:30 

参加者 有山、今井、今泉、岩方、大川、大野、金本、服部、宮本、和久田、◎竹尾 

            計11名 

第1960回報告         棒ノ折山（９６９ｍ）                
 
実施日 ４月７日（土）  晴れ           記録  今泉美代子 
報 告 登山口より急勾配の登りが始まる、手入れの行き届いた杉の植林の中をひたすら登り杉

から檜の林に変わると直ぐに棒ノ折山の山頂です。明るい山頂にはめずらしく若者の姿が多く見

られ賑やかでした。早めの昼食を摂っていると風花が舞ってきたので早々に切り上げ黒山に向う

尾根にでる。これより今回のハイライト、大小のコブをいくつか越え高水二山を登り予定より早

く御岳駅に下山する。途中、薄日が射したり風花が舞ったりで風も冷たく奥多摩の春はもう少し

先のことでしょう。宮本リーダーの初めての山行は心意気の表れでしょうか予定よりかなり早く

駅に着きました。お疲れ様でした！ 
コースタイム 川井駅９：２７＝清東橋・・・登山口１０：００・・・棒ノ折山１１：１５ 

（昼食）１１：３５・・・黒山１２：００・・・岩茸石山１２：３５・・・惣岳山 
１４：２５・・・御岳駅着１５：５８ 

参加者 大島、柴田、今泉、◎宮本   計４名 
 
第1963回報告  海沢のカタクリ山（492m）～天地山（981m）        
 
実施日 ４月10日（火） 快晴              係・記録 竹尾亮三 
報 告 SHC松浦隆康氏のガイド誌と地図を片手に注意深く歩き、無事カタクリ群生 

地の麓に到着。春の日差しを浴びてカタクリの花は今が見頃と咲き誇っている。 
急斜面をジグザグに登りながら、赤紫の美しいカタクリを楽しむ。カタクリ山 
から貯水池を経て、無事に変形の五差路に到着。道標が無い天地山へ山道を注 
意深く登る。尾根に近づくと可憐なイワウチワが姿を現す。天地山山頂からは 
鎖、ロープがある岩場などを慎重に降り、鋸尾根を経て奥多摩駅に予定より早 
く到着。カタクリとイワウチワを探しての探索・冒険的貴重な山行でした。 

コースタイム 白丸駅9:20---カタクリ群生地入口10:00---カタクリ山10:15～20---変形の 
 五差路 10:45 ---（途中昼食）---天地山13:10～30---奥多摩駅16:40 

参加者 今泉、佐々木、平川、宮本、和久田、◎竹尾         計6名 
            

第1964回報告  広町緑地～極楽寺ウォーキング 

 

実施日  4月2日（月）天候 晴れ             係・記録 谷眞理子 

報 告  藤沢より新林公園を抜け、西鎌倉、津西と歩き腰越の行政センターの中庭でランチを

することにした。その時見知らぬ犬連れの婦人が向かい合わせにランチをしていたが、

まさか人なっこい犬と一緒に極楽寺まで行こうとは、思いもよらなかった。モンタナ入

口辺りで再会し、ご一緒していただき、足の達者なホーちゃん（犬）と飼い主の Kさん
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との珍道中が始まる。御所ケ谷入口より湿地帯を歩いていると、向こうの山側よりなん

と！支部会員のM・I氏が長靴をはき、ヌーッと現れた。大エノキでは写真を撮りまくる

人もおり、その後の賑やかさは、これまたホーちゃんのおかげと思った。 

     鎌倉山神社より極楽寺尾根を下り、ふもとで Kさん・ホーちゃんとお別れしたが、名

残惜しむオバタリアン達！ 谷間の住宅地を抜け極楽寺駅にて解散とした。 

コースタイム  藤沢～新林公園～西鎌倉～腰越行政センター（12:00～13:00）～モンタナ～広

町緑地～御所ケ谷入口～大エノキ～石切り場～鎌倉山～鎌倉神社～極楽寺尾根～極楽寺

(15:00) 

参加者  依田、木村、川野、◎谷、  計4名 

 
第1965回報告 （第57回本部集中） 小川げんきプラザ            
 
実施日 ４月8日（日） 快晴              係・記録 竹尾亮三 
報 告 梅の花満開の田園風景を見ながら道標の無い道を注意深く歩き天神山の登山口に

到着。山頂を経てげんきプラザ入口に到着。山道を登り大回りをして会場に着くと

各支部の人達がお弁当を広げていた。 
    支部紹介で最初に横浜支部が呼ばれる。全員で前に立ち支部長の簡単な支部紹介の

後、Hさんが全員に用意してくれた６色の鈴を鳴らし、Sさんが力強く応援シュプ

レヒコール。大いに横浜支部を印象づけてくれた。宝探しなどもあり終了。金勝山

を経ての暖かい楽しい春のハイキングでした。 
コースタイム 男衾（おぶすま）駅10:00---天神山11:0---小川げんきプラザ12:35 ～15:25 

 ---金勝山16:00---東武竹沢駅16:25 
参加者 〇和智、☆足立、依田、大川、熊谷、松本、小澤、☆斉藤博、今泉、服部、板垣、

金本、佐藤、◎竹尾                計14名 
 

第1966回報告     高鈴山～助川山（日立アルプス）縦走 
 
期 日  4月15日（日） 晴れ              係・記録 小澤 勝太郎 
報 告  当初の計画は14日（土）のところ降水確率50%予報のため、15日(日)に延期した。

コースを御岩神社の満開のシャクナゲを期待して高峯山をパスし、御岩神社から登った

ところがシャクナゲは未だ蕾未満でちょっと残念。春は未だ浅い感じ。 目的の「岩ウ

チワ」に奥の院で出会う。一抱えある岩の上に20輪位咲いていたが満開ではない。更

に上部の御岩山に期待して、一般道を外れトレースに従い辿る。これがスタンスの少な

い岩場ルートでチョイ苦労。ようやく「岩ウチワ」の群生に巡りあい、白、ピンクの可

憐な花々にホットする。高鈴山の山頂から久慈男体山、八溝山を望み、助川山まで縦走。 
    小人数で茨城の早春の山を軽快に歩き、予定より1時間早く帰浜しました。 
コースタイム  日立駅バス8:40→御岩神社9:15/25…奥の院10:05/15…御岩山11:15/35  … 

高鈴山12:05/45…金山百観音13:40/50…助川山14:35/50…日立駅16:15…横浜着19:00 
参加者  岩方、大川、◎小澤   計3名 
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★4月の支部山行記録★ 

回 数 月・日 曜日 

 

山  行  名  係り 人数 

 1956 4/1 日 御岳山～日の出山～吉野梅郷 竹尾 11 

1964 4/2 月 

 

広町緑地～七里ケ浜ウォーキン

 

谷 4 

1960 4/7 土 棒の折山 宮本 4 

1965 4/8 日 本部集中山行（小川げんきﾌﾟﾗｻﾞ） 竹尾 14 

1963 4/10 火 梅沢カタクリの山～天地山 竹尾 6 

1966 4/15 土 高鈴山～助川山 小澤 3 

1967 4/21 土 街道を歩く（日光街道その2） 

 

芹沢 8 

1968 4/22 日 セイメーバン～宮地山 和智 雨天中止

 1969 4/25 水 イタドリ沢の頭～矢の音 谷 都合中止 

 
1970 4/28 土 川苔山 宮本 都合中止 

 
1971 4/28 土 日向山 竹尾 5 

1972 4/27・28 金・土 丹沢長大縦走シリーズ（その2） 斉藤（郁） 5/6に変更 

    合計 

 

55 

♪来月の例会♪ 

6月 13日(水）          18:20～20:00 

県民センター4階  403号室  司会  和智さん 

以後の例会：  7月 11日（水）､ 8月 8日（水）、   9月 12日(水) 

      司会：      小澤さん       青柳 さん        谷さん 

 



平成24年5月～平成25年1月まで

回数 月 日 曜日 山　　行　　名 行程 係 備　　　　考
1977 5 26 土 浅間尾根 日帰 宮本 仲の平から払沢の滝

1978 26 土 街道を歩く（日光街道３） 日帰 芹沢 越谷～粕壁～杉戸

1979 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

1980 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

1981 6 1 金 不老山 日帰 谷 サンショウバラを見に行く

1982 9 土 鳴虫山 日帰 小澤 男体・女峰山の眺め抜群

1983 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

1985 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

2048 23 土 那須岳（茶臼岳） 日帰 佐藤

1986 30 土 六ツ石山 日帰 宮本 奥多摩湖～六ツ石山～奥多摩駅

1976 7 7 土 御前山 日帰 小澤 奥多摩湖を見下ろしながら登る

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

1989 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

1990 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

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  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

1994 25 土 御巣鷹山 日帰 鈴木

1995 24－26 金～日 北岳（希望山行） 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 15 土 三本松山北尾根～陣馬山(本部合同) 日帰 和智 「夕焼け小焼けの赤トンボ」

1998  17～18 月～火 根名草山 １泊２日 池田 縦走　　２３２９ｍやや健
1999  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 22 土 深く歩く鎌倉/銭洗いコース(支部2000回 日帰 熊谷 第１１回
2001 29 土 街道を歩く４ 日帰 芹沢 杉戸～幸手～栗橋宿１４．９Ｋ

2002 丹沢大縦走-4 日帰 齋藤(郁） 白石峠～大室山～犬越路

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 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  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  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 13 土 戸倉三山 日帰 宮本 元郷からのぼり今熊まで
2008 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 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 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 21 日 越前岳 日帰 井上（忠） 富士を東正面から望む
2012 27 　土　 荒船山 日帰 竹尾 トモ岩からの秋の展望は絶景

2013 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 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

2047 燕岳(希望山行） 未定 平川

2015 丹沢大縦走-5 １泊２日 齋藤(郁）

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 3 土 御坂山 日帰 竹尾 広葉樹林の稜線は美しい紅葉

2018 8 木 ウトウの頭 日帰 鈴木

2019 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 日 愛鷹連峰 日帰 井上（忠） 富士を南正面から望む
2021 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 17 土 二十六夜山 日帰 宮本 昨年のリベンジ山行
2023 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 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 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 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 23 金祝 深く歩く鎌倉梶原コース 日帰 熊谷 第１２回
2028 25～26 日～月 馬頭刈尾根（マズカリ） １泊２日 池田 奥多摩
2029 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 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

未定

☆今後の支部山行計画☆

未定

　未定

計画は変更や訂正があります。最新のものをご覧下さい。（H24/5/17現在）



2032 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 日の出山北尾根から金比羅尾根へ
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。

回数 月 日 曜日 山　　行　　名 行程 係 備　　　　考
2047 10 燕岳(希望山行） 未定 平川

1 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

3 谷川岳 未定

4 瑞牆山 未定

5 金峰山 未定

6 七倉岳 未定

7 御嶽山 未定

8 蔵王山 未定

9 天城山 日帰 未定

10 鹿島槍ヶ岳 未定

12 両神山 未定

13 三ノ沢岳 未定

14 長九郎山 未定 石楠花が良い

15 青笹山 未定 ツツジと大きいブナ

　

　変更履歴（5月号より、あらたに変更となったもの）
①第1975回　5月18日　三方分山　都合中止

未定

⑧第1995回　北岳の日程変更9月24～26日→8月24～26日

④第1984回　6月15日　二宮ウォーキング　都合中止
⑤第1986回　山行名変更　七ツ石山→六ツ石山　備考、欄奥多摩湖～奥多摩駅

⑦第1993回　8月18日　鶴ケ鳥屋山　12月5日と重複掲載につき削除

③第1977回　5月26日　浅間尾根　備考、浅間尾根登山口→仲の平～払沢の滝

未定
未定
未定

未定
未定

⑨第2047回　10月　燕岳(希望山行）追記

未定

⑥第1987回　7月7.8日　至仏山～燧岳　　都合中止

未定
未定

日程未定

未定
未定
未定

未定
未定

②第1976回　5月19日　御前山　日程変更5/19→7/7
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