
無し 氏名

日 ～

記録者 牧野 安弘

湯沢源流篭岩山 山　域 奥久慈 山行目的

計画者 吉川 弘恭

山行期間 2022/11/20

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

研究登山1-11　冬山登山計画支援

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

コ
ー
ス

不動滝登山口7:45→7:50不動滝→8:30抱返し滝→9:15釜沢越分岐→9:20作業小屋分岐→二股左支沢→10:00
作業小屋分岐(ルート復帰)→10:50フジイ越分岐→11:30湯沢源流(小草越東側稜線に詰める)→12:00 Ｐ
536m→12:50 Ｐ500m西側尾根～東側尾根にトラバース→13:20ルート復帰
→13:25釜沢越分岐→13:35篭岩山→14:15篭岩展望台・亀ヶ淵分岐→14:30篭岩展望台
→15:25不動滝→15:30不動滝登山口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〖歩行時間：7時間30分　累計標高差：760ｍ〗

　スタート地点を「つつじヶ丘駐車場」から下山地点に近い「不動滝登山口」に変更し、7：45にスタート。不
動滝を通過。沢には2～3ｍ巨岩がゴロゴロと積みあがっている。沢を急登し、抱返し滝の鉄梯子を登る。ここま
で標高150mを一気に登る。抱返し滝の上部から沢の様子が変わり平坦になる。
釜沢越に通じる支沢を左手に見送り、作業小屋のある二股で左の支沢に入る。茂る笹をかき分け急な岩場を登
り、しばらく進んだ所でＣＬが地図を確認。計画のルートから外れていることを確認する。
来た道を戻るが岩場の急斜面でロープを出し、懸垂下降して作業小屋の地点に戻る。作業小屋の先の二股の左の
沢に入り計画のルートを進む。※地形が細かく複雑で分かりずらい。
その後、平坦な沢を進み、フジイ越に通じる支沢を左に見送り、標高500ｍから稜線に詰める。
等高線の詰まった斜面を50ｍ、笹を握りながら登る。11:30稜線に出て小休止。ここから篭岩山までの約2㎞は、
ほぼ平行移動。巻道なしの小ピークが多数あり、アップダウンが多い。篭岩山の手前の500ｍのピークで西の尾
根に進むとそれまで時折見かけたピンクテープがなくなる。ここでＣＬが地図を確認、ルートを修正。急斜面を
懸垂下降し、東の尾根にトラバースして予定のルートに復帰。
13:35篭岩山の山頂に着く。501mの山頂だが達成感を感じさせるコースである。最後の篭岩から不動滝への道も
急斜面を下る厳しいルートであった。15:30不動滝登山口に戻り車に乗ると雨が降り出した。
細かく複雑な地形・急斜面の登り下り・稜線の多数のアップダウン等があり歩き応えのあるコースでした。

荒川沖駅西口 18:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
奥久慈男体山の東、大円地越から南へ延びる尾根
が554ｍのピークの先で、東西2本の尾根に分岐
し、西側は表縦走路、東側は裏縦走路がある。そ
の間に緩い谷があり、複雑な地形を形作ってい
る。
表縦走路の西側は鷹取岩などの断崖絶壁である
が、東側は湯沢源流の低い谷という不思議な地形
で、湯沢源流は滝もなく、特に危険はないが、裏
縦走路も地形が複雑で、ルートを確認しながら歩
く必要がある。
■参加者（2名）
  吉川 弘恭(CL)・牧野 安弘(記録)
■リーダーコメント
奥久慈の山は標高が低いが、地形複雑で、岩場も
多いため、7点セット必携である。湯沢源流は篭
岩山－釜沢越えのラインが核心で後は退屈な沢歩
きであるが、枝沢には歩かれていないところもあ
り、興味がそそられる。

帰　着宿泊手段 費　用 4,200円 集　合

登山口の住所：茨城県久慈郡大子町

N

大岩の沢を登る 急な岩場を懸垂下降し計画のルートに復帰 稜線で連続するピークを直登
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無し 氏名

木 ～

[crl+q]キーで概要計画書の内容をコピーする

写真 写真

日
程
・

コ
ー
ス

荒川沖（5:28）⇒（6:34）東京（6:48）⇒高尾（8:24）⇒（9:09）大月（9:15）⇒（9:25）禾生→
（9:40）九鬼山杉山新道登山口（9:50）→（11:00）弥生峠（11:05）→（11:30）九鬼山（11:35）→
（11:50）天狗岩（12:00）→池山コーズ分岐（12:15）→愛宕神社（12:40）　→（12:55）禾生駅

■山行報告
平日だったが、いずれも東京まで常磐線、東京始発の中央線で座ったまま禾生駅まで行くことができた。禾生駅
からしばく国道139号線を大月方面に進み落合橋を渡ると、九鬼山登山口の標識がある。その先も標識が整備さ
れており、杉山新道への標識に従って進めば、登山口に着く。しばらくじめじめした沢沿いの道を登るが間もな
く急傾斜の尾根に取りつく。尾根は急傾斜であるが、道が九十九折れに作られており、あまりへばらずに弥生峠
に到達できる。弥生峠からは菊花山方面に向かう主稜線に沿って、ゆっくり登れば、山頂に達する。山頂から
登った道を少し戻り、愛宕神社に向かうコースの分岐を北西に進むと天狗岩の分岐に出る。景色が良いと書いて
あるので、天狗岩まで行くと、なるほど富士山が大きく見える絶好のロケーション。下りは意外と急傾斜の道を
40分ほどで愛宕神社まで降りられる。途中道標がたくさんあるので、道迷いすることはないだろう。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
富士急行の禾生駅、田野倉駅から歩ける山。山頂
から大菩薩連嶺、南アルプス方面の展望が開ける
うえ、山頂少し南の富士見平からは富士山の展望
がよい。

■参加者（名)
吉川1名

■リーダーコメント
一昨年の企画山行で計画されたが、私は個人的な
理由で参加できなかった。今回は、そのリベンジ
も含めて、富士山の展望を楽しみに一番簡単な
コースを周回してみた。駅から直接登れる山なの
で、交通の利便が良い。当日は荒川沖始発にのり
禾生（かせい）駅着9:30と遅い出発だったが、
12:58の大月行き列車に間に合って、大月駅で
ゆったり昼食を食べることができた。

帰　柏宿泊手段 旅館 費　用 7000円 集　合

登山口の住所：

山行期間 2022/11/24

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

冬のトレッキング

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車

山　名

記録者 吉川 弘恭

九鬼山 山　域 御坂山塊 山行目的

計画者 吉川 弘恭

N

山頂からの富士山 2年越しのリベンジ 天狗岩からの富士山は確かに絶景
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無し 氏名

木 ～ 金

日
程
・
コ
ー
ス

11/23　柏20:00⇒東京駅BT22:00⇒（高速バス）⇒
11/24　三宮BT6:00…神戸三宮駅6:30⇒須磨浦公園駅7:00初日Ⓢ…旗振山7:45…高倉山8:30…
　　　 須磨アルプス9:45…高取神社11:45…菊水山14:45…鍋蓋山16:15…
       市ケ原17:00初日Ⓖ➡三宮（BH泊）　　     　 所要時間  約10時間（休憩含む）
11/25  三宮➡市ケ原5:00二日目Ⓢ…摩耶山（掬星台）7:15…六甲ガーデンテラス10:00…
　　　 六甲山最高峰11:15…水無山12:30…塩尾寺15:15…阪急宝塚駅16:00二日目Ⓖ⇒神戸三宮駅
　　　 ➡三宮BT20:50⇒（高速バス）⇒　　  　　　  所要時間　約11時間（休憩含む）
11/26　東京駅BT6:30⇒柏8:00

山行報告：両日とも天候晴れ。初日：スタート地点の須磨浦公園駅を７時に出発。途中の旗振山から真近に明石
海峡大橋を眺めることができた。横尾山まで幾つかピークを登り、いよいよ須磨アルプス・馬の背。馬の背は両
側が切れ落ちた岩稜が続く山道で要注意個所。高取神社で昼食後、菊水山、再度山に登るが、思った以上に脚を
消耗したようで、初日ゴールの市ケ原に着いた時辺りは暗かった。その後三宮のBHに向かった。二日目：三宮か
らタクシーで市ケ原に戻り、５時に縦走再開。摩耶山に登る途中で日の出を迎えた。摩耶山山頂は掬星台という
名の展望広場で神戸市街を一望できる。摩耶山から六甲山まで車道歩きが増え、また六甲山に近づくほど観光名
所が多くなった。六甲山最高峰から縦走路は下り基調となり、平坦な区間も増えるが、ゴールの阪急宝塚駅まで
本当に長く感じた。そして駅到着時、思わず歓声を上げてしまった。

23日　20時 26日　8時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
〇全長約５０数KMの六甲全山縦走路を一泊二日で
縦走するプラン
〇登山道、標識等は十分整備されているが、長丁
場となることから体調万全で臨む必要あり

■参加者（１名）
荒井　一昭

■リーダーコメント
今回の山行において、生粋の関東人である私（横
浜生まれ、千葉在住、東京勤務）が気づいたこと
を記す。①関西の駅エスカレーターを歩行する
際、歩行者は左側通行（関東は逆）。②関西で
SUICAが使用可能になった（以前は使用不可）。
③関西では「ひやしあめ」という名の飲料水が販
売されている（関東で見かけない）。④夜行バス
を往復利用した山行は色々と大変。

帰　柏宿泊手段 BH 費　用 出　発

山行期間 2022/11/24 2022/11/25

 山 行 記 録 書 個人

前夜発 一泊二日

六甲全山縦走（２日間）

ルート 尾根 経験者 交通機関 バス・電車

山　名

記録者 荒井 一昭

須磨アルプス～六甲山 山　域 六甲山 山行目的

計画者 荒井 一昭

N

Ⓢ須磨浦公園駅

西宮駅

三 宮

六甲山

摩耶山

須磨アルプス

市ケ原

Ⓖ阪急宝塚駅

須磨アルプス・馬ノ背

摩耶山山頂は掬星台という
六甲全山縦走路の最高峰
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スタートの須磨浦公園駅

ゴールの阪急宝塚駅は撮り忘れ

旗振山から真近に見える明石海峡大橋

縦走路途中にある荒熊神社の鳥居
縦走途中で高取神社の御朱印

縦走路途中にある六甲ガーデン
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無し 氏名

金 ～

[crl+q]キーで概要計画書の内容をコピーする

写真 写真

日
程
・

コ
ー
ス

大月駅前宿（8:00）→（8:30）畑倉登山口→秋葉大権現（8:36）→（9:05）岩殿山山頂（9:15）→番所跡
（（9:25）→築坂峠（9:40）→兜岩（10:10）→天神山（10:35）→（11:00）稚児落とし（11:05）→県道
512号金山大月線（11:40）→大月駅前（12:10）

■山行報告
　宿の朝食をたっぷりいただいてから出発。しばらくは舗装道路を歩き、入山が禁止されている強瀬登山口、岩
殿登山口を過ぎて岩殿山北側の畑倉登山口に30分ほどで到着。登り始めるとすぐに小さな社があり、さらに鬼の
岩屋への分岐があるがスルーして登り続ける。登りやすい道で、汗が出始めたころに山頂についてしまった。山
頂からは秀麗富嶽十二景の富士山がよく見えた。稚児落とし方面への標識に従って下ると、岩の切通、駅から見
える岩稜の脇をつたって、尾根伝いに兜岩へ向かう。岩稜帯でロープや鎖が出てくる。兜岩は崩落危険のため、
通行止めで、北側を巻くが、こちらの道のあまりよくない。高圧線の鉄塔がある天神山を越えると巨大岩壁稚児
落としが現れる。想像以上に大きな岸壁で高度差は150m位ありそう。マルチピッチで登れば4ピッチはあるだろ
う。南へ下って一度平坦な尾根に出ると、道は西に向かい最後の急坂を下ると民家の玄関先を通り（失礼します
という感じ）、橋を渡って、県道へでる。吉田うどんをスルーして、中華料理の正華のおばちゃんのところで、
本日も昼食。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
岩殿山はJR中央線からでも、中央自動車道からで
も見える「山梨百名山」に選ばれる岩壁が印象的
な山です。晴れた日は山頂付近から富士山が望め
ます。山頂までの三本の登山道のうち二本は落石
などの危険があり、現在は通行止めで、岩殿山の
北側から登る「畑倉登山口」からのルートだけと
なります。
■参加者（名）
吉川（1名）
■リーダーコメント
標高差300mしかないお気軽な山だと思っていた
が、兜岩、天神山を経て稚児落としへと岩稜帯も
あり、なかなか楽しい山でした。道標がきちんと
整備されているので、安心して登れる山だが、一
歩間違えればあの世行きという、大岩壁もあり、
想像以上に楽しめた。

帰　柏宿泊手段 旅館 費　用 10000円 集　合

登山口の住所：山梨県大月市

山行期間 2022/11/25

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

冬のトレッキング

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車

山　名

記録者 吉川 弘恭

岩殿山 山　域 大菩薩・道志山系 山行目的

計画者 吉川 弘恭

N

富士山の絶景 迫力の稚児落とし岩壁に圧倒される山頂で撮ってもらいました
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2022年 11月 28日（月） 三方分山・釈迦ヶ岳山行記録（単独行） 

                                 記録 野田久生 

三方分山は、精進湖の北方に位置する静かな山である。その北に位置する釈迦ヶ岳と合わせ

て行くことにした。 

 自宅 4:30⇒柏 IC4:45⇒八王子料金所 5:35⇒河口湖 IC6:20⇒精進湖駐車場着 7:00 

 P発 7:10→昔の街道を歩く→女坂峠（阿難坂峠）8:05→三方分山山頂 8:50-9:00→ 

 釈迦ヶ岳山頂 9:50-10:00→三方分山 11:00-11:10→精進峠 11:45→下山口車道 12:20→ 

 P着 12:30     【所要時間：5時間 20分】 

 P発 12:50⇒道の駅「なるさわ」⇒河口湖 IC   ⇒柏 IC15:30⇒GS⇒自宅 15:50 

 高速料金 9,621円、ガソリン代 4,125円（27.3L）、走行距離：331㎞ 

 

平日のため富士五湖周辺の道路も混雑なくスムーズに走る。残念ながら天気は曇り、時々富

士山がチラリと見えるがほとんど雲の中。雪が随分積もっているようであった。駐車場から

昔の街道沿いに女坂に向かう、落葉の中の登山道に昔の名残りの石垣の残骸が有る。 

女坂で一休み。木々の間より精進湖が見えるが富士山は雲の中。この先三方分山まで明るい

尾根を進む。途中一組のパーティーに会ったのみ。山頂からも目の前に富士山が見えそうで

あるが残念ながら雲の中。一旦下り釈迦ヶ岳に向かう。釈迦ヶ岳山頂は開けたところであっ

た。再び三方分山に戻り、天気の回復が望めないので精進峠より下山する。残念ながら曇り

で富士山はあまり見えなかったが、精進湖周辺の落葉の山を楽しんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：山梨県西都留郡

N

精進湖駐車場

女坂峠

王岳方面

三方分山1422m

精進峠

根子峠

パノラマ台

精進湖
358号

釈迦ヶ岳1271m
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2022年 12月 3日（金）おかめ山・西金砂神社 茨城県北ロングトレイル山行記録 

                                 記録 野田久生 

茨城県北部の竜神大吊橋を起点とする健脚向きの周遊コースに挑戦する。これは県北各市に

またがる全長 320㎞のロングトレイルの一部である。 

柏 5:30⇒柏 IC6:00⇒那珂 IC6:55⇒竜神大吊橋第 2駐車場着 7:45  

P発 8:00→赤岩展望台 8:30→おかめ山東峰 10:05→おかめ山西峰 10:10→地割地域→ 

西金砂神社 12:50→車道出会 13:50→天下野集落→P着 14:50 【所要時間：6時間 50分】 

P発 15:00⇒那珂 IC16:10⇒柏 IC17:15⇒GS清算・解散 17:30 

 

参加者 CL小金井（車）、SL野田、会計：丸山、加藤 

会 費 3,250円   走行距離：260㎞ 

快晴の中、バンジージャンプで有名な竜神大吊橋第 2駐車場からスタートする。途中の赤岩

展望台から大吊橋が良く見える。木々の間よりこれから行くおかめ山が見える。おかめ山ま

でいくつものアップダウンを繰り返し、結構険しい岩場のおかめ山山頂に着く。低山ではあ

るが奥久慈の山々が一望でき素晴らしい景色である。この先も気の抜けない岩場を通り地割

と言われる奇妙な所に出る。突然地面が割れているといった感じの所で数カ所あった。この

先西金砂神社までは里山ではあるがアップダウンの多いくたびれるコースを歩く。西金砂神

社は歴史を感じさせる立派な神社であった。ここより天下野集落まで下り、車道に出て駐車

場まで戻った。このコース、低山ではあるがアップダウンが多く途中岩場、馬の背などがあ

り、健脚向きの侮れないトレイルコースであることが良くわかった。晩秋の奥久慈の里山を

十分に味わうことができた一日であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：茨城県常陸太田市

N

▲おかめ山440

●赤岩展望台

ⓈⒼ

▲荷鞍山

 西金砂神社

 天下野

坂本

エスケープルート

▲おかめ西

リーダーコメント（小金井） 

個人的には 4度目のおかめ山、毎回同じコースを歩かず（歩けず？）楽しませてく

れる。今回は念願の地割を見ることができて大満足。タフなコースに付き合ってく

ださりありがとうございました！！ 

 

 

おかめ山東峰山頂 440ｍ 
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有り 氏名

日 ～

写真 写真

霞ヶ浦方面の朝靄(アサモヤ) 小町山頂上

日
程
・
コ
ー
ス

大津ヶ丘団地駐車場5:58⇒6:12マミーマート北柏根戸店（川口PU）⇒国道6号線⇒7;20雪入ふれあいの里公
園7:35→8:20剣ヶ峰→840パラボラ山往復→9:05雪入山→9:25アキバ峠→黒文字平→10:05浅間山（せんげ
んやま）→アキバ峠→金名水→11:25雪入ふれあいの里公園
雪入ふれあいの里公園11:40⇒11:55小町の館→朝日峠ハイキングコース→12:50小町山→天の川沢コース→
14:00小町の館

小町の館14:30⇒15:00ばんどう太郎つくば学園店16:00⇒19号⇒マミーマート⇒17:45大津ヶ丘

■山行報告
7時20分では雪入ふれあいの里公園は閉じられているので、手前の駐車場に停め出発した。
いくつかの池を通って、急登を進み剣ヶ峰に到着した。この稜線はマウンテンバイク(MTB)も通行許可しており
何組かのMTBに逢った。
見晴らしの良い黒文字平で休憩し、浅間山で引き返し、アキバ峠からの林道を少し下ったところの脇のショート
カットコースを下り登山口に戻った。
それから車で小町の館へ移動し、登山道入り口の見事に黄色に色づいたイチョウの木を経て、朝日峠ハイキング
コースの急登を登り小町山頂上に着いた。
筑波山を望める絶景スポットで記念撮影し、天の川沢コースで下った。
途中、地元の人が登山道を整備しており、新しいベンチも設置されて、地元の人の誠意が伝わってくる。
1日で二つのコースを回り得した気分となり、途中、ばんどう太郎のうどんで温まり帰路についた。

団地6時 17:45

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
団地住民との交流山行第三弾。
今回は、千代田アルプスと小町山を案内した。
千代田アルプスとは、筑波山の東側で土浦市、か
すみがうら市、石岡市の境界付近の山々である。
■参加者（4名）
伊東（CL）、川口、佐久間、住民1名
■リーダーコメント
今回の二つのコースは私にとって初めてであり、
よく整備された登山道で初心者を連れて行くのに
は最適である。
川口さんのいつもの解説で飽きさせず、登山は10
年ぶりと言っていた住民の方も大変満足された様
子でした。
今日案内した方は団地管理組合の理事をしてお
り、この活動が横展開されることを期待してい
る。

帰　柏宿泊手段 費　用 500円 集　合

山行期間 2022/12/4

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

団地住民との交流山行

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

川口

記録者 伊東春正

千代田アルプス・小町山 山　域 筑波連山 山行目的

計画者 伊東春正
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‘22年 12月 04日(日) – 釜ノ沢五峰 

吉武CL・若林 SL・前田 

 

＜行程＞柏0530⇒0725法性寺駐車場 07:45→08:12岩船山(奥の院)→08:32大日如来→菅ノ沢四等

三角点→9:54雨乞岩洞穴→10:02釜ノ沢五峰登山口→10:35一ノ峰→10:57二ノ峰→11:14三ノ峰

→11:38四ノ峰→11:54五ノ峰(釜ノ沢五峰)→12:46中ノ沢ノ頭→13:04竜神山→13:47兎岩 

→14:00文殊峠登山口→14:36法性寺⇒18:15柏 (歩行時間 6h51m（休憩込）) 

 

<吉武CL> 

天候に恵まれ且つ若林さんの体調不良もあり、のんびりゆったりの山行でした。標高こそ高くありません

が、五峰からの眺めは良く、クサリ場の降下、緊張を伴う大岩の通過など楽しむことが出来ました。 

 

<若林 SL＞ 

 いい天気で眺望は最高の山行でした。私の体調がすぐれずスローペースになってしまいましたがクサリ

場等のある楽しいルートを満喫しました。 

 

＜前田＞ 

前半の岩船山周辺の岩場は滑りにくい砂岩ですが慎重に。下り鉄塔の先の岩場は左から巻いて急降

下。一旦下って、釜ノ沢五峰へ進みます。北に二子山・白石山なども確認できました。下り落ち葉で滑りや

すいトラバースは慎重に。変化のあるいい歩きが快晴の下楽しめました。 

 

  
＜ルート概要＞             ＜岩船観音がへさきに居ます＞   ＜大日如来への登り＞ 

 

 ＜亀岩。確かに＞          ＜武甲山が常時見えています＞   ＜二ノ峰先は鎖場＞

 

 ＜肺が痛い若林さん、五ノ峰で＞ ＜こんな岩場も乗り越えます＞   ＜兎岩＞ 
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有り 人数 1人

水 ～

木漏れ日の中 分岐 武甲山 丸山頂上

写真 写真

丸山登山口 丸山頂上

記録者 高野 理津子

山　名 丸山 山　域 奥武蔵 山行目的 初冬の山歩き

 山 行 記 録 書 個人 計画者 山内 桂子

電車

山行期間 2022/12/07 日帰り

ルート 尾根 経験者 高野 交通機関

日
程
・
コ
ー

ス

柏6：01⇒6：09新松戸6：14⇒7：06新秋津・秋津7：19⇒7：47飯能7：53⇒8：33芦ヶ久保駅　　　　駅8：
45→白髭神社→あしがくぼ果樹公園村9：05→丸山登山口8：50→高篠鉱泉郷分岐10：00→11：30丸山頂上
(昼食)12：00→大野峠12：20→老神13：10→芦ヶ久保駅14：00　　　　　　　　　　　　　　　歩行時間
約4時間15分　標高差640m

■山行報告
初冬の平日山行ということで、埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保にある丸山に行ってきました。朝晩の冷え込みが厳
しくなった影響で、歩き初めの登山道の落ち葉は凍っていて滑りやすかったです。武甲山を横目に緩やかなアッ
プダウンを繰り返し登っていくと、丸山頂上には展望台があり、冬の澄み切った青空のもと、両神山・日光白根
山・谷川岳・さらに筑波山まで望むことができました。あまり奥武蔵の山々は経験がありませんでしたが、西部
秩父線沿いには、日帰りで楽しめる山々があり、登山者の姿も見られました。今回の赤谷・大野峠コースはほぼ
コースタイム通りの4時間10分で歩き、冬の怠けた体には、最適なトレーニングでした。

柏駅5：50 帰　柏 17：30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
丸山は奥武蔵では、トップクラスに標高(960m)が
高く展望の良い山です。芦ヶ久保駅からぐるりと
周遊コースです。総歩行時間は約5時間、歩行距
離は約11kmです。頂上の展望台からは武甲山をは
じめとした奥武蔵、秩父の峰々、遠くには日光、
上信越、八ヶ岳まで見渡せます。時間があった
ら、駅前の道の駅でお買い物できます。

■参加者（３名）
加藤・菊地・髙野
■リーダーコメント
腰痛のためリーダーの私が突然の不参加。大変申
し訳なく思っています。当日は天候に恵まれて、
楽しいハイキングが出来たと思います。参加者の
皆様、有難う御座いました。
奥武蔵周辺は駅から歩けるハイキングコースがあ
りそうでこれから通いたい山域になりました。

宿泊手段 費　用 3000円 集　合

N高篠鉱泉分岐

■丸山登山口入口

■

⛩白髭神社

▲丸山(960)

■

芦ヶ久保駅

道の駅■

西武秩父線

芦ヶ久保果樹

公園 ■

姥神
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有り 氏名

水 ～

[crl+m]キーで山行計画書のルート図をコピーする

　 男体 山頂 から 女体 山を 臨む

写真 写真

女体山山頂にて 後方に男体山

日
程
・
コ
ー
ス

8:00登山口駐車場（8;15歩き出し）→8:40御神体の滝→9:10〆張場→9:30稜線（男体山と女体山の間のコ
ル）→（岩場コース経由）→10:00男体山ピーク→コル→11:30女体山→少彦名→足尾山→11：30二ッや山
頂（昼食後12時下山開始）→13:00月山→13:55駐車場⇒さはこ（三函）の湯⇒18:00柏

■山行報告
　一言でいえば少し怖いがなかなか楽しい岩山である。4月の鹿沼岩山はじめ会での訓練が非常に役立った（会
の企画に感謝します）。楽しく安全に登るためにはそれなりの装備は必須と思われる。（過去には死亡事故も起
きていた。）また、せっかく補助ロープを降ろして貰ったのに、とっさにカラビナに正しく装着できなかった場
面もあり、もっと練習しないといけないと思った。
いわき市内は晴れていたが、樹林帯の日陰には薄雪が残り山頂付近は雲が多くて寒かったので、時折の日差しが
ありがたく感じる天気だった。男体山の４０ｍの鎖場では登るのに時間がかかってしまい、ずっと下で見守り最
後をしめるSLは凍えてしまうくらいだった。帰りの温泉で冷えた体を温めることが出来て良かった。往復の道路
も駐車場も、平日なのですいていて非常に順調な1日であった。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
岩場コースは、垂直に近い鎖場が連続し、気が抜
けないルートであった。ヘルメット・ハーネス着
用、鎖場かけ替えで自己確保しながら登り降りし
た。鎖が無かったり短いところもあり、補助ロー
プも出していただいた。（6㎜×10ｍだが予想以
上に有用だった。）

■参加者（名）
小金井、牧野、飯島、相澤（4名）

■リーダーコメント
10月に二ツ箭山に行ったときは予習が足りずに、
少彦名や足尾山の奇岩が登れることは知らなかっ
た。牧野さんが入念に下調べをしてくれて緊張し
ながら4人全員クリア。やっぱり岩場は楽しい。

帰　柏宿泊手段 費　用 集　合

山行期間 2022/12/7

 山 行 記 録 書 

日帰り

鎖場を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

小金井

記録者 飯島 玉枝

二ツ箭山 山　域 阿武隈山塊 山行目的

計画者 小金井 由紀子

N
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有り 氏名

日 ～

[crl+m]キーで山行計画書のルート図をコピーする

写真 写真

記録者 吉川 弘恭

小町山・宝篋山 山　域 筑波山系 山行目的

計画者 吉川 弘恭

山行期間 2022/12/11

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

研究登山（臨時）ロープワーク

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

吉川

日
程
・
コ
ー
ス

小町の里（7:05）→紅葉谷分岐（7:31）→（8:00）朝日峠展望公園（ロープの結び確認）（8:30）→ハー
ト石（8:50）→（9:15）小町山（9:25）→（9:35）雄叫び処（懸垂下降）（10:35）→（11:00）鬼越山
（11:05）→（11:50）東城寺コース合流地点→天狗の庭尾根稜線（12:30）→（12:35）大岩尾根下降地点
（ローワーダウン）→（13:50）大岩尾根・周回路合流→（14:05）東城寺コース合流地点→（14:20）東城
寺→（14:30）三石下大岩（倍力引き上げ）（15:30）→（15:55）小町の里

■山行報告
小町の里から朝日山ハイキングコースに入り、紅葉谷を経て朝日山峠駐車場にて基本的ロープ結びの復習。峠か
らハート石に下るが枝道が多い。小町山まで登り返し手から、展望岩上まで一旦下り、等高線に沿って西に向か
う仲よし小道に入る。途中雄叫び場で半マスト結びでの懸垂下降。仲よし小道をさらに西に進み鬼越尾根の松の
木広場を経て鬼越山を往復。松の木広場より少し下ってから仲よし小道の西線に入り、平坦な尾根の末端を回っ
て沢に下り橋を渡ると東城寺コースのメインルートに合流。時間がないので、ショートカットして天狗の庭尾根
を直登し、宝篋山へ続く稜線上の439mの電波塔下達する。5分ほど林道を宝篋山方面に向かうと大岩尾根の下降
点につくので、ローワーダウンの練習をしながら、下り、東城寺コースに合流。水平道を純愛峠に向かうとすぐ
に東城寺コースへ下る分岐に出る。時間が無くなったので、宝篋山をカットし、東城寺を経て小町の里に向か
う。途中、三石下の岩場で倍力システムでの引き上げを実施したのち、小町の里へ下った。

小町の里　7:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
小町山・東城寺周辺には主要登山道のほかに、う
たの小道、仲よし小道等あまり人が入らない静か
な山道があり、他の登山者の邪魔にならずに訓練
ができる。今回は、こうしたマイナールートをつ
ないで、小町山・鬼越山・宝篋山周辺でハイキン
グロープの使い方の研究を実施する。
■参加者（名）吉川、横田、飯島、水落、伊東、
牧野
■リーダーコメント
ロープの使い方は日常的に反復しないとなかなか
身につかない。年に数回程度しか実施しない研究
登山でマスターするのは不可能。日常的な練習を
実践の場で確認するという考え方で臨まないと時
間だけ空費してしまう。今回も宝篋山をカットし
たが、それでもロープ扱いに時間がかかりすぎ
た。コースはもっと短くした方が良かった。

帰　柏宿泊手段 費　用 1500円 集　合

N

インラインエイトノット

で架け替え
半マスト結びで懸垂 小町の里に無事下山
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無し 氏名

木 ～

[crl+q]キーで概要計画書の内容をコピーする

写真 写真

記録者 吉川 弘恭

鐘が岳 山　域 丹沢 山行目的

計画者 吉川 弘恭

山行期間 2022/12/15

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

温泉を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車

山　名

日
程
・
コ
ー

ス

柏（5:57）⇒（6:53）新宿（7:02）⇒（8:06）伊勢原（8:20）⇒（8:45）広沢寺温泉入口（8:50）→
（9:05）鐘が岳登山口浅間神社鳥居（9:15）→（10:00）上杉公内室の墓→（10:35）覗き松→（11:05）浅
間神社（11:20）→（11:25）鐘が岳山頂→（11:45）山の神トンネル分岐→（12:00）林道→（12:45）広沢
寺温泉（15:30）⇒七沢（15:40）⇒伊勢原（16:29）⇒代々木上原（17:33）⇒柏（18:41）

■山行報告
平日だったので通勤客が多く、結局伊勢原まで座ることができなかった。広沢寺温泉まで行くバスは一日2本し
かないので、七沢行きのバスで広沢寺温泉入口で下車。舗装道路を広沢寺温泉方面に歩くとすぐに鐘が岳のバス
停があり、右に折れて5分程歩けば、浅間神社鳥居に達する。石段を登り、広い登山道をゆっくり登ると平坦地
になり、上杉公内室の墓を往復。しばらく行くと標高差50mの九十九折れとなり、一段上がって覗き松の展望台
となる。ここから標高差200m残っており、長い石段が続くが、ゆっくり登るとあまり負担なく登れる。道標の丁
目もどんどん通過して、ふと上を見れば、浅間神社の鳥居が見えるところまで来ていた。60m進んで、山頂。山
頂からは100m程西に下り、南西に向きを変えて下れば、山の神の分岐。右に道を取って、しばらく下れば舗装さ
れた林道に出る。山の神のトンネルを越えて、30分ほどで広沢寺温泉玉翠楼に到着した。玉翠楼で名物猪鍋とつ
るつる温泉を堪能して、帰宅の途に就いた。

柏駅:5:57

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
鐘ヶ嶽（かねがたけ）561mは、登り口から山頂手
前の浅間（せんげん）神社まで、1丁目から28丁
目までの石碑が置かれています。麓の広沢寺温泉
玉翠楼はアルカリ美人の湯として有名。下山後名
物猪鍋を楽しむ、贅沢山行。危険個所は無い。
■参加者（4名）
吉川、樫本、堂添、大橋
■リーダーコメント
標高も低く、行程も短いので軽い気持ちで臨んだ
が、意外と楽し山であった。28丁目までの道標を
数えながら登り、ゆっくりと楽しい登山となっ
た。途中に散在する玉ねぎ石も面白く、神社まで
の最後の階段もゆっくり登れば、負担にならず、
往時の信仰の深さを感じた。下山後、歴史を感じ
る玉翠楼での猪鍋、温泉も良かった。温泉はさほ
どつるつるではなかった。

帰　柏宿泊手段 費　用 10000円 集　合

登山口の住所：神奈川県厚木市七沢

N

道標は28丁目まで 山頂近くの浅間神社不思議な玉ねぎ石 玉翠楼名物の猪鍋
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2022年 12 月 17 日（土）～18日（日） 南房総会忘年山行記録  

                                      野田作成 

コロナの影響が少なくなってきたこの頃、久しぶりに泊りでの忘年山行を行い、多数の会員が参加

した。初参加の会員も多く、充実した忘年山行となった。 

12月 17日（土）現地 曇り午後雨 

 柏西口発 5:30⇒千葉北 IC6:20⇒市原 SA6:45⇒鋸南富山 IC7:40（1800円）⇒大日山登山口 P着 7:55 

 現地登山口 P発 8：25→大日山 9:15-9:25→宝篋塔山 9:40→鷹取山 10:30→御殿山 10:55-11:15→ 

 鷹取山 11:35→P 着 13:15  【所要時間：4 時間 50 分】 この後雨のため高塚山中止ホテルへ行く。 

 P発 13:30⇒道の駅「潮風大国」買物⇒南国ホテル着 14:40 ホテルフロント混雑 （泊） 

12月 18日（日）現地 晴、風強し 

 ホテル発 8:10⇒高塚不動尊 P8:30-8:40→高塚山 9:25-9:30→P着 10:15 【所要時間：1時間 35分】 

 P発 10:30⇒平群天神社 P着 11:20-11:30発→伊予ヶ岳南峰 12:35→北峰→南峰 13:00→P着 13:50 

 【所要時間：2時間 20分】 P発 14:00⇒鋸南「ばんや」（昼食）⇒鋸南富山 IC15:30⇒市原 SA⇒ 

穴川 IC17:00⇒大津ヶ丘 GS18:10（清算・解散）⇒柏西口 19:00   【総走行距離：300㎞】 

 

参加者 CL川口、SL大下、山本尚（車）、山本久（会計）、伊東、野田（記録）（車）、佐々木、有賀、 

吉川（車）、堂添、小野寺（17 日のみ）、国友、大橋、前田、相澤  計 15 人（18 日は 14 人） 

会 費 2850円 （南国ホテル料金：5,898円、旅行割引利用のため安価となった） 

山行報告 

17 日（土） 曇り空の中大日山登山口を目指し、柏を出発する。予定通り現地駐車場に到着、大日山を

目指す。山頂から房総の山々が良く見える。この先海軍航空機墜落慰霊碑に立ち寄り、林の中の宝篋印

塔山を通り鷹取山、御殿山に向かう。堂添さんは体力的なこともありここまで。途中急な木の直登階段

があるが一気に登る。御殿山手前には、見事な椿の回廊が

あり房総の山の植生の豊かさを感じる。山頂で一休み。曇

天ではあるが房総の山々が一望でき、見ごたえがある。帰

路は足元に注意しながら、堂添さんと合流し駐車場まで下

山する。この頃雨が降り出したため高塚山は中止し、道の

駅経由で南国ホテルへ向かう。南国ホテルは野島崎の先端

にあるホテルで、当日は宿泊客で一杯であった。早めに到

着してゆっくりでき良かった。夕食はバイキング形式、二

次会も楽しく過ごすことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大日山・御殿山登山口の 15 人 

御殿山山頂 364m 
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18日（日） 朝から強風、波しぶきが立っている。昨日行けなかった高塚山経由で、伊予ヶ岳に向かう。 

 登山口の高塚不動尊 Pに駐車、お参りをして出発。昨日の雨のため登山道はぬかるんでいるため、滑ら

ないように注意して登る。暖かいためか植生が豊かである。途中より太平洋が良く見え素晴らしい景色

である。山頂の不動尊奥ノ院にお参りして下山、昔の人々の宗教心に感銘を受ける。下山後、快晴の中

房総半島を横切り伊予ヶ岳登山口平群天神社へ向かう。伊予ヶ岳の登山道は 3 年前の台風の影響で随

分荒れていたが、山の会などの人々の努力により現在は整備されている。整備された登山道を登ると、

頂上直下の岩場のとりつきに着く。岩場に自信のない数人はここまで。ロープを使い狭い岩山の山頂に

着く。風は強いが房総の山々が見渡せ絶景である。この後北峰まで行き、岩場の下りを注意して下りる。

全員無事駐車場に下山し、最後に CI,SL のハイタッチで終了する。この後「ばんや」で遅い昼食を取

り、全員柏に帰る。参加人数が多く楽しい忘年山行となりました。 

CL川口さん、SL大下さん、ありがとうございました。（野田記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダコメント（川口） 

まずは 全員無事下山に安堵いたします。心配された雨も丁度下山迄持ち、メーンの大日山から

御殿山間を雨なく良かった。高塚山を翌日にした雨のお陰で早めに宿に入り テント泊でない

夜を楽しむ、宿は全国支援のお陰で懐を気にせずに飲み食いを楽しめた。座談会では更に酒も入

り仲間の見知らぬ面も知り 親交が深まりました。翌日も岩と、ばんやの魚三昧で最後まで皆さ

んに喜んで頂きました。忘年山行を好きで長く担当して来ましたが今回は早めに準備し成功裏

に済みました。全て参加者の協力と SLのお陰です。ありがとうございました。 

 

 

 

高塚山山頂奥ノ院 216m 

伊予ヶ岳山頂 336m 伊予ヶ岳山頂からの展望 

南国ホテル 夕食が終わって 18 日 これからホテルを出発 

伊予ヶ岳の岩場を登る 
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参加者から感想を頂きました。（順不同） 

相 澤 今回初めて企画山行に参加させて頂き、とても楽しい思い出となりました！ 

自分が登山計画を立てるにあたっては 200%チョイスしないだろう山々を登ってみて感じた事は

意外にも楽しい〜っっっ‼︎ の一言に尽きます。コースの楽しさに加えて、グループで登る楽し

さが加算され、想定外の楽しさでした！機会があれば、来年も又是非忘年山行に参加させて頂

ければと思います。 

前 田 初の 1 泊忘年山行でしたが、皆さんとワイワイ喋りながら歩くことは単独の多い私にとって新

鮮でとても楽しかったです。山行自体はガッツリではなかったものの、千葉の名山を年末に歩け

てよかったです。CL川口さん、SL大下さん、皆さん、ありがとうございました。 

大 橋 CL川口さん、SL大下さんの綿密な計画のお陰様で日帰り山行では味わえない、楽しい山行とな

りました。山ではもちろん、お食事を共に味わえ、会話も弾み、笑顔が絶えない二日間でした。

ありがとうございました。 

吉 川 初日の御殿山も何とか天気がもち、二日目には晴れ渡る中、山頂から海を望める高塚山、房総の 

マッターホルンの伊予が岳と楽しい山行でしたが、ちょっと食べすぎました。 

山本尚 久し振りに大勢の山行と宴会で会員の親睦が図られ、会の創設時を思い出しました。仲間は良い

ものだと感謝しています。笑多 

山本久 久し振りの宿泊忘年山行、かがりびの仲間を感じる行列歩行は冬場のトレーニングのように楽

しかったです。 

有 賀 今年の忘年山行は南国ホテルでの夕食バイキングがメインで気軽なハイキンｸﾞ程度と思って参

加しましたが、私にとってはキツイ山行でした。でも宴会は楽しい思い出になりました。 

小野寺 入会した年以来の忘年山行でした。久しぶりに皆さんと大勢で歩いたり、話したり、食べたり、

飲んだり…とても楽しかったです。千葉の山は海が見えて気持ちが良い。早くからたくさんの準

備をしてくださった川口さん、大下さんに感謝いたします。また、私の勝手で途中帰宅したにも

かかわらず、快く受け入れていただいた皆様、ありがとうございました。    

野 田 大勢での南房総忘年山行、楽しかったですね。会ならではの活動と思います。今後もこのような

大勢の会員が参加して楽しめるような活動を続けて行きましょう。 

大 下 初めての忘年山行参加、そして SL。一日目は大日山から下山と同時に降り出した雨。（なんて運

が良いのでしょう）翌日は晴天なり予定通りの 6 座登頂となりました。これも参加者皆さんの

協力により達成出来ました。「楽しかった」の声に元気を頂き、今後の山行の励みにしていきま

す。本当に有難う御座いました。 
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有り 氏名

火 ～ 水

山頂からの夕日 朝焼けで草木が燃えている

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

１日目：435柏⇒701新松田7:15⇒826西丹沢VC840→＜ツツジ新道＞（110）1030展望園地→（９０）1150檜
洞丸1210→（110）1400臼ケ岳→（90）1530蛭ヶ岳山荘
（所要時間６時間50分）

2日目：700蛭ヶ岳山荘→（90）830丹沢山→（190）1140高畑山1155→（50）1245三叉路1250⇒本厚木
（所要時間5時間45分）

■山行報告
西丹沢からツツジ新道経由で蛭ヶ岳に行くルートは私にとっては修行だと思い何度か通っている。二日分の食料
と水5リットル、酒300mlを背負って出発。ゴーラ沢出合からは急登となり汗が雪の上にポタポタ落ちる。標高
1000ｍを過ぎると積雪も増えチェーンスパイク装着。檜洞丸で昼食を取りすぐに出発、遠くに蛭ケ岳山荘が見え
る、ここからが精神的にも辛くなる。臼ケ岳を越え、最後の登り、何度か立ち止まりながらも明るいうちに小屋
に着くことができた。　宿泊者が少なかったので、小屋番さんからのお酒の差し入れあり、消灯時間も延長さ
れ、楽しい宴となった。
翌日は丹沢山から宮ケ瀬へ抜けるルートをチョイス。丹沢山から11キロと長いが雪が適度にあり歩きやすかっ
た。最後はバスの時間との戦いとなり大汗かいてバス停に着いた。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
冬の蛭ヶ岳山荘から見る夜景は素晴らしい。

檜洞丸から蛭ケ岳は辛抱の区間。蛭ケ岳の山頂は
見えているがその道のりは長い。1泊の食料を背
負い16時までに小屋につけるように歩く。

蛭ケ岳手前の急登に注意。また、臼ケ岳も雪が付
いている場合はルートを見落としやすいのでこま
めにGPSで確認。

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 10,000円 集　合

登山口の住所：山北町　他

山行期間 2022/12/20 2022/12/21

 山 行 記 録 書 

宿泊

夜景と体力測定

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車　バス

山　名

小金井（一部）

記録者

蛭ケ岳　丹沢山 山　域 丹沢 山行目的

計画者 小金井 由紀子

N

N

▲蛭ケ岳1673

▲丹沢山1567

宮ケ瀬

▲檜洞丸
1601

Ⓢ西丹沢VC540

▲臼ケ岳

▲高畑山756
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無し 人数

水 ～

写真 写真

記録者 吉川　弘恭

鍋足山 山　域 奥久慈山塊 山行目的

計画者 吉川　弘恭

山行期間 2022/12/21

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

奥久慈のバリエーションルート

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

日
程
・

コ
ー
ス

荒川沖（6:00）⇒日立南太田IC（7:10）⇒湯草登山口（8:15）→南沢出合（8:25）→二の滝（8:40）→三
の滝（8:55）→四の滝（9:10）→奥の滝（9:30）→尾根取付き（10:00）→鍋足縦走路（10:30）→鍋足山
（10:40）→Ⅱ峰Ⅲ峰コル（11:10）→北尾根分岐（11:35）→北尾根ピナクル（12:10）→笹ピーク
（12:45）→湯草登山口（13:05）

■山行報告
湯草集落近くの道路わきの広い路側に車を止めて、集落の奥へ進む。廃屋の脇の沢を進むとすぐに澤和を渡る木
橋があり、渡るとすぐに南沢分岐。南沢に入ってすぐに小さな滝（一の滝か？）沢を素直に遡上すると二の滝、
三の滝、四の滝と続き、奥の滝に出る。いずれも10m～15mで傾斜も緩いが、黒くて滑るため、登山靴では厳し
い。滝の手前から高巻きをするが、高巻きも悪いので、沢登り②慣れていない者だとロープで確保した方が良い
くらい。奥の滝を越えてしばらくでピンクテープがたくさんある広い渓相となるが、ここまで来ると行きすぎ。
右岸の緩やかな尾根に取りついて登る。道ははっきりしないが、尾根伝いに進めば、鍋足Ⅱ峰の巻き道に飛び出
す。鍋足山を往復して、縦走路を猪鼻峠方面に向かい、北尾根分岐から急斜面を下って、北尾根に進むが道は不
明確。絶えず地図とコンパスを確認しながら進む。途中何ヵ所か間違いやすい尾根分岐がある。道は笹薮に入
り、最後のピークで南方向に進むと道らしきものが出てくるので、これをたどれば集落の果樹園に出る。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
鍋足山の湯草からのルートには南北2本の沢ルー
トがあるが、今回は南沢をたどるルート。多くの
滝がある鍋足山の真骨頂ともいえるディープな
ルート。南2，3，4の滝を越え、奥の滝を越えた
先、標高380m付近の尾根末端から主稜線に向かっ
て登る。529mの鍋足山を往復したのち、北尾根を
経て湯草に戻る。
■参加者（1名）吉川弘恭
■リーダーコメント
鍋足山から西に延びる尾根の南側を流れる沢をた
どった。途中5つの滝があるが、滑りやすいため
すべて高巻き。高巻きルートもあまりよくないの
で、歩きなれていない者はロープで確保した方が
良い。奥の滝を越えると沢は開けて緩やかになる
が、別ルートのピンクテープがたくさんあり、迷
いやすい。尾根に取りついて鍋足2峰に進む。核
心はむしろ北尾根の下り。

帰　柏宿泊手段 費　用 集　合

登山口の住所：茨城県常陸太田市上高倉町

湯草
230m

鍋足山
529m

三角点
551m

P378m

二の滝 奥の滝 鍋足Ⅲ峰の岩壁が見える
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無し 氏名

土 ～ 日

日
程
・
コ
ー
ス

12/24（土）樫本家5:00⇒流山IC⇒常磐道⇒首都高⇒東名⇒伊豆縦貫自動車道⇒伊豆中央道⇒8:15城山登山
口P
城山登山口P8:40→（70）→9:50城山10:05→（120）→12:05葛城山13:05→（130）→15:15城山登山口
城山登山口P15:30⇒16:00モビリティーパーク（ケビン宿泊）
歩行時間：約5時間（コースタイム1.2倍）
所要時間：約6時間30分
12/25（日）モビリティーパーク10:30⇒11:45御殿場アウトレット15:20⇒19:30柏

K宅 19:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
城山（じょうやま）は太古の昔、マグマが冷えて
固まり、誕生した山。遠くからでも目立つ独特な
姿。ふもとを流れる狩野川と荒々しい山肌のコン
トラストは、静岡県自然百選にも選ばれている。
そそり立つ岩壁はロッククライミングの名所。頂
上からは天城連山から箱根・富士までの雄大なパ
ノラマが広がる。葛城山（かつらぎやま）山頂か
らは富士山と駿河湾の大パノラマが楽しめる。
ロープウェイでも簡単に登ることができるため、
山頂は観光地である。モビリティーパークに移動
し、ケビンに宿泊、キャンプを楽しむ。2日目は
御殿場アウトレットを楽しむ。
■参加者（5名）
CL:樫本、SL:横田、佐藤、神原、他1名
■リーダーコメント
2つの山からは雪化粧した富士山が美しく見え
た。葛城山背面登山口からは、かなりの急登が長
く続き、ふくらはぎがパンパンになった。危険が
いっぱいだった。

帰　柏宿泊手段 キャンプ場 費　用 16,000円 集　合

登山口の住所：静岡県伊豆の国市

宿泊 一泊二日

クリスマス山行とキャンプを楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

■山行報告
12/24（土）城山に近づくと荒々しい山様が見える。5台ぐらいのスペースに駐車。城山登山口から登り始めてす
ぐに城山の岩壁に挑戦するクライマーを見上げる。城山山頂からは、雪を被った富士山が美しく見える。葛城山
背面登山口からは、かなりの急登が長く続き、ふくらはぎがパンパンになるほど。滑らないように、転ばないよ
うにゆっくり慎重に登る。山頂手前に開けたところがあり休憩。パラグライダーが飛び立つところだろう。葛城
山山頂は富士山が美しく見える観光地「碧テラス」。さえずりの丘展望台、恋人の聖地、ボードウォーク、百体
地蔵像、りっぱな二等三角点、源頼朝公の鷹狩りの像、葛城神社、フラワークラフト花富士を見て下山。低山と
は言え、山らしい山を満喫した。宿泊のモビリティーパークに到着後、タープを張り、焚火を焚いて、ダッチ
オーブンで丸鶏を焼く。いろいろと準備が忙しかったが、天気も良く風もない星空の下で、皆で食べる夕食は最
高に美味しかった。暖炉のあるケビンで2次会を楽しんで就寝。
12/25（日）朝は全体に霜が降り、うっすらと白い世界。焚火を焚き、美味しいホットサンドの朝食。片付けが
大変ではあったが、とても楽しいキャンプだった。御殿場アウトレットでウィンドーショッピングをして帰宅。

記録者 樫本 越子

城山・葛城山 山　域 伊豆 山行目的

R4.12.16 計画者 樫本 越子

山行期間 2022.12.24 2022.12.25

 山 行 記 録 書 個人

N

▲

▲城山
342.3m

葛城山
452.3m

パノラマパーク

ロープウェイ

●山頂駅

城山登山口駐車場

●山麓駅

狩野川

🅿

414号

136号

城山山頂 ケビンの暖炉

葛城山山頂

ダッチオーブンで焼いた丸鶏

可愛いケビン前で
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2022年 12 月 26 日（月）～27日（火）雲取山山行報告書 

                                       作成：野田久生 

昨年に引き続き同メンバー3人で、奥多摩～雲取山～三峰神社の縦走に行く。昨年のリベンジ山行でもあ

る。12 月後半になって強烈な寒波が日本列島を襲い、北海道、新潟、北陸地方では大雪となり、生活に

影響も出ている。関東は晴天、乾燥した寒い日々が続いている。 

 26日（月）現地快晴、無風 外気冷たい 

 柏駅 5:18発⇒新松戸⇒西国分寺⇒奥多摩駅 8:05-8:42⇒バス（639円）⇒鴨沢バス停着 9:20 

 9:30発→小袖 P10:00-10:10→堂所 12:00-12:25（昼食）→七ツ石小屋 13:20-13:30→七ツ石山頂 14:00 

 →奥多摩小屋跡 14:55-15:00→小雲取山頂→（アイゼン装着）雲取山山頂（積雪 30㎝）16:30-16:40→ 

雲取山荘着 17:00（8,700円/人）  【所要時間：7時間 30分】   夕食 18:00～ 消灯 20:00 

早朝より電車には多くの乗客がいたが、運よく奥多摩駅まで座っていく。バスには登山客が 2 人乗って

いるだけ。鴨沢で降り準備をして出発。天気が良い。将門伝説の案内板を見ながら、堂所、七ツ石小屋で

一休み。富士山が良く見える。七ツ石山頂より雲取山が良く見える。景色の良いブナ坂を登り、登りがき

つくなってきたころ少し道を外れ目立たない小雲取山頂に着く。この先雲取山山頂までもう少し、積雪も

多くなってきた。山頂の手前でアイゼン装着。今年は明るい内に山頂に着くことができた。山頂で夕暮れ

の景色を堪能後、山荘に下山する。山荘に着きホットする。登山者は少ない。10人ほどか。 

夕食前に少しワイン、焼酎を飲んで今日の山行を思い出しながら至福の時を過ごす。小屋は炬燵が有り暖

かく過ごすことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三峰神社 

妙法ヶ岳（三峰奥院）1329m 

霧藻ヶ峰 1523m 

雲取山荘 

雲取山 2017m 

小雲取山 1937m 

七ツ石山 1757m 

奥多摩縦走路 

鴨沢バス停登山口 

三条の湯方面 

奥多摩縦走路 

奥多摩 
丹波山 

ブナ坂 

七ツ石山 1757m 

雪の雲取山山頂 2017m 

明るいブナ坂 
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27日（火）現地快晴、無風 外気冷たい 

山荘 6:30→雲取山山頂 7:00-7:10→山荘（朝食）7:30-8:10→芋ノ木ドッケ 9:50-10:00→白岩小屋跡 

10:25（鹿に会う）→前白岩山 10:55→お清平 11:50-12:05（アイゼン外す）→霧藻ヶ岳 12:25-12:30→ 

分岐→妙法ヶ岳（奥院）13:55-14:10→三峰神社参道入口そば屋 15:10   【所要時間：7時間】 

三峰神社参拝→バス 16:30（950円）⇒西武秩父駅 18:00⇒新秋津⇒新松戸⇒柏駅 20:00（解散） 

 

早朝山荘の若い管理人が寝過ごし朝食が遅れたため、先に雲取山山頂で朝日を見てから遅い朝食を食べ

出発する。このため予定より 1時間ほど遅くなった。登山者にとっては迷惑なことである。雪と氷と岩交

じりの尾根道を三峰に向かい下山する。途中鹿に出会う。尾根道より奥秩父の山々を、遠くに北アルプス

も眺められる。お清平まで来ると雪もほとんどなくなってきたのでアイゼンを外す。霧藻ヶ峰を通り、最

後に急な石段の有る三峰奥宮妙法ヶ岳に登る。ここからの景色が素晴らしい。目前に両神山、雪を被った

浅間山、奥秩父の山々が一望できる。この先三峰神社境内で遅い昼食を食べ、三峰神社に参拝して、バス

で西武秩父駅まで行き柏に帰る。今回も晴天に恵まれ、心地良い疲れの中、充実した山行となり昨年のリ

ベンジを果たすことができた。 

参加者 CL小野寺万里子、SL野田久生（記録）、大橋宣子 

 

CLコメント（小野寺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日の雲取山山頂 2017m 快晴の三峰奥院妙法ヶ岳 

縦走路より奥秩父の山々 

昨年のリベンジで企画した山行であったが、お天気も味方してくれたようで素晴らしい山々に見

守られながら歩を進めることができた。昨年向かうことのできなかった小雲取山や妙法ヶ岳の奥

院まで行き、そこからの景色がまた美しく、険しい階段を上ってきた甲斐があった。途中で出会

った鹿の群れもとても可愛らしかった。１年を締めくくるのにふさわしい長くて厳しい、そして

素晴らしい山行でした。 
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12 月 29 日（木）京都・愛宕山＋保津峡歩きで嵐山まで 

2022年 12月 30日 前田 周祐 

 

保津峡駅 06:48→07:05登山口→08:38水尾分かれ→09:02愛宕神社社務所→愛宕山（神社）

09:28→09:42展望広場→10:18月輪寺→11:23清滝→11:37渡猿橋→12:24 トロッコ保津峡駅→
保津峡右岸歩き→15:40嵐山・渡月橋→竹林の小径→16:16嵯峨嵐山駅 
  
奈良に帰省の際に、学生時代を過ごした京都の嵐山から見える愛宕山に登り、その後、保津峡沿い

を嵐山・渡月橋まで歩きました。 

JR保津峡駅を日出直前にスタート。登山口からは整備された急登が続く。稜線に出てからはアップダ

ウン少なく歩き易い。「水尾分かれ」からは表参道なので人が増える。この辺から積雪が数センチ。凍っ

ているので足の置き場に注意して進む。総門をくぐって愛宕神社の境内。最後の石段は安全のためチ

ェーンアイゼン装着。山頂の愛宕神社では安全登山に感謝。 

下りは月輪時参道コース。京都市街を一望できる展望台で少し感慨にふける。雪が標高 700m以下

まであるが凍ってはいないので助かる。月輪寺経由で下山。 

清滝からは京都トレイルで清滝川右岸を歩く。トロッコ保津峡駅の階段を降り、川沿いに進む。いよい

よ今日のメインイベント保津峡歩き。一旦線路をくぐって右斜面をジグザグに登り稜線からは赤テープを

頼りに稜線末端を左に下る。中腹の細いトラバースが切れ落ちているので慎重に。一旦保津峡の河原

歩きのあと大岩にぶつかるので高巻くが、足場が悪く細いトラバース続きが長くて心が折れかかる。再

度河原に出てからは終始河原歩き。先の見えない切れた岩場のヘツリなどが続く。時折手を使う投降は

あるが危険を感じる箇所は無い。旅館の建物からは平和な車道歩きで観光地の嵐山・渡月橋に出た。

約 30年振りの嵐山だったが、コロナ後ながら外人が多い（半分以上な感じ）のには驚きだった。 

 

＜ルート概要＞            ＜愛宕山への稜線＞       ＜総門に到着＞   

 

＜愛宕神社に到着＞       ＜清滝から京都トレイル＞    ＜保津峡の細いトラバース＞   

 

＜保津峡の河原歩き＞     ＜岩場のヘツリも多い（写真無し）＞ ＜表面の木が朽ちた橋＞   
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スポーツクライミング 

2022年 12月 5日 

 小金井由紀子 

 

 ２０２０東京オリンピックでスポーツクライミングが新競技となり、3種目が実施されましたね。2人速

さを競う「スピード」、いくつ登れたかを競う「ボルダリング」、そして高さを競う「リード」です。 

 私は 2014年に友達に誘われて初めてボルダリングをやりました。全く登れなかったけど、嫌いには

なりませんでした。それからは 1年に 1回くらい・・やっただけ。 

 最近ではクライミングジムもあちこちにできて、クライミング人口もだいぶ増えました。子供からお年

寄りまで楽しめるスポーツだと感じています。競うのではなく、自分のレベルにあった登り方をすれば

いいので、ちょっとずつクリアしていくことで達成感もあります。基本的な登り方、ギアの使い方を学べ

ば事故は防げます（怪我は・・・・それは何をするにしてもリスクはありますからゼロじゃないです） 

かがりびでも最近ひそかなブームになっています（笑）。 

 山行計画書を出さなくてもよいので、ご存じない方もいらっしゃるかなあ・・と思い少しだけ紹介しま

すね。 

 ちょっと空いた時間、雨で山行中止になった時・・など遊んでみるのもいいかもです。 

 恐怖感がなくなったら、外岩で登るのもとても気持ち良いですよ。 

 

 

 野田総合体育館  石田さん                印西体育館  石田さん 
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 印西体育館 野田さん                 スポーレクライミングジム  相澤さん 

      

                                      

      
 

 

 

 

 

 

モラージュ グリンアロー（写真下 右） 

小野寺 大橋 若林 飯島 小金井 
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2022年１０月１２日（水）かがりび山の会 例会の報告   司会・書記（大橋・有賀・飯島） 

Ⅰ．出席者：木村善、川上、山本尚、山本久、吉武、山内、川口、佐藤、高野、伊東、野田、西山、有賀、菊地、若林、

樫本、吉川、加藤、水落、石原、小野寺、堂添、大下、大橋、前田、飯島、牧野（２７名） 

Ⅱ．連絡事項 

１．会長より１0 月に入り急に寒く気温の変化が激しいので風邪などご注意。紅葉の見頃の季節となり、高山では雪も

あるので、ご注意ください。本日例会見学者（女性）が来られました。11/23（祝）の例会開催は未定。 

２．会山行計画（10月 １１月 12月） 

・10 月 15 日（土）王岳（西湖）CL 水落 参加者１０名、5 時集合悪天時は前日にメール 

・10 月 24 日（月）日光男体山 CL 吉武   １１名 5 時集合 

・11 月 12 日（土）花貫渓谷 土岳（高萩）CL 樫本 締切 10 月第二例会 早出予定 

・11 月 26 日（土）越前岳（愛鷹山）（富士南）CL 前田 SL 飯島〆切・打合せ 11/9 

・12 月 7 日（水）丸山（奥武蔵）；募集中 CL 山内 SL 高野さんに変更 

・12 月 17 日～18 日    忘年山行  CL 川口   

３．個人山行計画 ・・・一覧による 

４．各部連絡 

1）運営委員会（野田）： 10 月 6 日（木）19:30～20:30 オンラインで開催 

①来年度活動方針について協議   ②来年度役員の選出について協議 

③現状の会員の状況報告（入退会者の報告）④会報の見直し提案 本年度中に目途をつけたい ⑤その他 

2）総務部（小金井 野田） 

①会計 10 月から会計係が小野寺さんから大下さんへ変わりました。会計からは特に連絡事項なし。 

②ゼビオ割引アプリ「TeamHub」の運用について；以前のはアンインストールして新規に、詳細は小金井さん                 

③会報 103 号（7-8 月分）は 43 件、HP にアップされます。 

3）山行部 （伊東） 

①2023 年度 企画山行のアンケートを依頼中です。：締切は 10月 31日（月）です。 

②共同装備の棚卸：装備係は参加願います。11月 19日 (土) 9:00-12:00／豊四季台近隣センター 

会議室 A 

③第 1 回オンライン講習会で労山基金の説明がありました。 

労山基金の保障の範囲は、登山口から下山口まで／登山口とは最終交通機関を降りて歩き出した場所／ 

下山口とは歩いて下山して、最初の交通機関に乗る場所／駐車場から登山口まで自転車でいく場合は保証の

対象か？ →対象である。計画書に明示のこと。／バスの本数が少なくて、隣のバス停まで歩いた場合の補償

→基本は認められないが、計画書で歩行が明示されていれば対象となる。／※資料の閲覧希望者は総務部に。 

4）県連（吉武 野田） 

①来年度全国連カレンダーの申込あり。早めに総務部担当に。県連で一括して申込みます。1000 円/部 

②関東ブロック自然保護担当者会議がオンラインで開催されます。参加は自由ですので興味のある方は是非 

11 月 26 日（土）14:00～18:00 ZOOM 利用 会議 主催／千葉県連 自然保護委員会／ 関東各県連の発表 

③第 2 回オンライン講習会、テーマ：『ネパール・ピサンピーク』登山報告 

日 時： 10 月 27 日（木）19:00～20:30 講 師： 船橋山の会（海外委員）／締切り 10月 20日 

 ④2022 事故防止・経験交流集会（伊東）/日時 １１月５日（土）10 時－16 時 30 分 / 場所 千葉市幕張

勤労市民プラザ 多目的ホール／ 小野寺さんが山筋ゴーゴー体操の講師として参加 

５．企画山行報告（伊東）：10 月 6 日（木）  鷹取山 大楠山（三浦半島） CL 佐々木：菊地さんから詳細報告あり。 

６．個人山行報告（伊東）： 一覧による  ７．その他 1）田中陽希講演会 DVD のコピー 希望者に配布。 
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2022年 10月 27日（水）かがりび山の会 例会の報告   司会・書記（有賀・菊地・大橋（欠席）） 

Ⅰ．出席者：川上、山本尚、山本久、吉武、山内、川口、佐藤、横田、伊東、野田、有賀、菊地、若林、小竹、樫本、

吉川、沼尾、小金井、小野寺、堂添、大下、前田、飯島、牧野、相澤、丸山（２６名） 

Ⅱ．連絡事項 

１．会長より毎日の気温変化が激しくなってきました、皆さん風邪などひかないように元気に過ごしましょう。また、

収束しつつあった新型コロナも増加傾向にあります。まだ当分の間感染に注意しましょう。紅葉シーズンです。各地の美

しい紅葉を見に出かけましょう。 

２．会山行計画（１１月 12月） 

・11 月 12 日（土）花貫渓谷 土岳（高萩）CL 樫本 9 名参加 キャンプ場で山食 3 品を作る予定。 

・11 月 26 日（土）越前岳（愛鷹山）（富士南裾野）CL 前田 締切 11/9 若林参加で 11 名、車 3 台 

・12 月 7 日（水）丸山（奥武蔵）締切 11/9 CL 山内 SL 高野 吉川参加で 5 名 

・12 月 17 日～18 日    忘年山行  CL 川口 現在 16 名参加（MAX20 名）   

３．個人山行計画 ・・・一覧による 

４．各部連絡 

1）運営委員会（野田） 

①今後の運営委員会予定 11月 2 日（水）19：30～ (3 日が祝日のため日程変更、要注意） 12 月 1 日（木）19：30～ 

②佐久間さん、入会されました。11/9 に出席しますのでよろしくお願いします。 

③会報内容の見直しを行っています（委員会で協議中）例会でのフリーディスカッションでは以下のような意見が出た。 

・山行の記録や感動の言葉・新会員のページは大切な情報源で大切にしたい。・歴史のある貴重な会報である・会報の   

 情報をデジタル化して各々が、興味のカテゴリーで検索できるように変えていってはどうか・毎号興味を持って見て 

 いる人は 4 人で、ほとんどの人が見ていないことが分かった。 

 今後も、より良い会報にする為に意見交換する機会を設けていきたい。 

2）総務部（小金井 野田） 

①ゼビオ割引アプリ「TeamHub」の運用について：インストール→小金井さん連絡→認証→かがりび山の会柏→クーポン 

②カレンダー（佐々木）締め切りは 10 月末 希望者は小金井さんと佐々木さんへメールで申し込み。現在は 2 名                 

③会報 103 号（7-8 月分）HPにアップされています。印刷が必要な会員には郵送済み。 

3）山行部 （伊東） 

①2023 年度 企画山行のアンケートを依頼中です。：締切は 10月 31 日（月）です。現在 7 名のみ。 

②共同装備の棚卸：装備係は参加願います。11 月 19 日 (土) 9:00-12:00／豊四季台近隣センター 会議室 A 

③下山連絡メール遅延 

 唐沢鉱泉から 15 時過ぎに連絡したが、下山連絡担当者に配信されたのは 19時 11 分という事象が発生しました。 

 通常、電波不通区域からの送信は、電波が通じる場所になれば、自動的に送信されるはずですが、遅延しています。（原 

 因不明） メール：Gmail 携帯会社：ａｕ 機種：ギャラクシー 

 この様な事象を回避するため、電波不通区域からの送信に限り、自分にも送信し（ｃｃ）下山連絡通知の確認を行うよ

うにしてください。 

4）県連（吉武 野田） 

①10 月 20 日（木）県連理事会 19:00～21：00。オンライン実施 

②カレンダーの申し込みについて：各会にて直接全国連に申込む、代金の取りまとめ深草さん（岳人あびこ）

③第 2 回オンライン講習会、テーマ：『ネパール・ピサンピーク』登山報告 

 日 時： 10 月 27 日（木）19:00～20:30 講 師： 船橋山の会（海外委員）／吉武さん 前田さん参加 
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④第 30 回関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」 

 2023 年１月 21～22 日 谷川岳天神平、および白毛門登山口周辺 

⑤全国自然保護集会：11 月 12～13 日 オンラインで参加可能（会山行と重なっています） 

➅登山時報の体裁が来年度から変わります。電子データで無料で見ることができます。 

⑦今年は登山事故が昨年に比べ増えている。特に高齢者の事故が多い。 

 下山時に転倒し手をついて手を骨折する例が多くなっている。要注意。 

⑧2022 事故防止・経験交流集会８伊東） 

 日時 11 月５日（土）10 時～16 時 30 分 場所 千葉市幕張勤労市民プラザ 多目的ホール 

 伊東さん、野田さん、吉川さん（柏駅西口 7:00 車で 2 名をピックアップ）小野寺さん、牧野さんが参加 

５．企画山行報告（伊東）：10 月 15 日（土） 王岳（富士） CL 水落：川口さんから詳細報告あり。 

             10 月 24 日（月） 日光男体山  CL 吉武：詳細報告あり。 

６．個人山行報告（伊東）： 一覧による  

７．労山山岳事故保険事例（山本尚）：車から下りて滑ってケガをした。という事象では、登り出す時からが保険の対

象となるのでこれは認められない。 

死亡事故であったが、所属する会の山行ではなく、他の会に参加しての事故であり自分が所属する山の会に計画書を提出

していないので認められない。ですからツアーでの参加の時も計画書は必ず提出してください。 

８．その他  

①例会講習「ロープワーク・7 点セットの使い方」（伊東） 

②今後の例会予定（野田） 

 11 月 9 日           11 月 23 日 中止（祝日のため） 

 12 月 14 日（本年最後の例会） 12 月 28 日  中止（年末のため） 

  緊急に連絡が必要な場合には、メール連絡します。 

 

以  上 
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例会議事録 

                      令和 4年 11月９日（水） 

                          司会：有賀  書記：神原 

 

【参加者】川上、山本尚、山本久、吉武、山内、川口、高野、伊東、野田、有賀、菊地、 

若林、樫本、吉川、小金井、水落、石原、小野寺、堂添、木下、前田、飯島、佐久間、神原

（24名） 

                             

Ⅰ．連絡事項 

 １．会長より 

      11 月になってやっと秋らしい天気が続くようになりました。TV 等でも各地の紅葉の

話題が多くなっています。また駅伝のシーズン到来で、ファンには楽しみが増えてき

ました。新型コロナがまた増加傾向にあり少し心配ですが、元気に過ごしましょう。 

   昨日は 442年ぶりの皆既月食、天王星食でした。本日佐久間さんが参加され入会が承

認されました。皆さんよろしくお願いします。 

２．会山行計画（11月 12月 1月）  

   ・11月 12日（土） 花貫渓谷 土岳 CL樫本 10名締切済 5:30集合  

   ・11月 26日（土） 越前岳（愛鷹山 CL前田（本日締切）11名 5:00スタート、配

車など以降メールで連絡実施 

   ・12月 7日（水） 丸山（奥武蔵） CL山内 5名 11/16下見山行予定 

・12 月 17 日～18 日 忘年山行 CL 川口 19 名 締切済 11/17 下見山行後計画書 

提出予定 ダニがいる可能性あり 

３．個人山行計画  

一覧による 

 ４．各部連絡 

  1）運営委員会（野田） 

 11月 2日（水）19:30～20:30 オンライン会議  要点を報告します。 

  ①来年度活動方針の協議開始。年内に総会議案書の原案取りまとめ。 

  ②来年度主要役員の人事協議。12月の例会で発表します。 

   候補の方々には事前に連絡しますので、よろしくお願いします。 

   役員、運営委員に立候補の方は連絡ください。 

  ③会報見直し協議 

    前回の例会時では HPの会報を見ていない会員が多かった。貴重な会報なので 

    どうすれば見てもらえるか。冊子にした方が良いのか。再度会報のあり方を会

員に確認する。 

  ④全国連、県連からの会員に展開が必要な事項は、これまで通り県連理事の吉武さ

んにお願いする。 

    ⑤下見山行の助成金の扱いについて、山行部長より会員に説明する。  

2）総務部（小金井 野田） 

①カレンダー（佐々木） 2名（野田、小野寺）代金 1,000円              
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  ②費用立て替えている方は会計に速やかに報告を。 

3）山行部 （伊東） 

①2023 年度 企画山行のアンケートは締め切り 9名より提出あり、取りまとめ中。 

②共同装備の棚卸を行いますので、装備係は参加願います。 

11月 19日 (土)  9:00-12:00 参加：吉川、小金井、若林、西山、石原 10名位必          

要 

③下見山行の助成金について 

・企画・訓練・特別山行で事前情報の収集が必要な場合は、下見山行を行ってくだ 

さい。 

・下見山行では助成金が支給されます。 

・助成金は、実施予定日の 2ヵ月前までに山行部長へ申請し、運営委員会の承認を 

得て支給されます。 

・計画書に「助成金申請」と記載する。 

詳細は会則の附則「助成金」を参照のこと。 

 4）県連（伊東 野田 吉武） 

①2022事故防止・経験交流集会（伊東） 

日時 １１月５日（土）10時－16時 30分 

場所 千葉市幕張勤労市民プラザ 多目的ホール 

      伊東さん、吉川さん、野田さん、小野寺さん、牧野さん参加。10会から

23名参加、来年開山祭にて報告予定。 

②第 3回オンライン講習会（伊東） 

日程：11月 24日（木） 午後 7時～8時 30分 

テーマ：ココヘリの紹介 

＊年会費が上がり、jRO 保障が付加されているため、既存会員の会費がどうなるの

か、労山基金保障との関係は？ 

などの話があるため、既存会員は参加したほうがよいでしょう。 

③10月31日 19:00～20:00 房総の山復興PJ オンライン会議 野田参加 （野田） 

    ・夏の日イベントの収支、約 20 万円の黒字となった。経理上今年度中に使い切る

必要があり、PJで登山道復興に必要な機材購入としている。 

     今後会員の皆さんに、復興作業への協力をお願いすることとなります。 

    ・県内山岳 3団体で県警に登山届窓口設置の依頼を行います。（現在千葉県では登

山届の窓口はありません。）その他、自治体との協議を進めます。 

    ・3団体での交流を継続する。（日本山岳会千葉県支部、スポーツクライミング千

葉県支部、労山千葉県支部） 

   ④11 月 3 日 14:00～16:20 県連役員会オンライン会議 野田さん、伊東さん参加 

（野田） 

    ・2023年 3月の合同会議の準備について協議 

    ・全国連、県連行事参加時の経費扱いについて確認 

      会費、交通費等経費が県連より出る行事があります。但し、参加後会員などに 

      その成果を展開することが必要。（ちばニュースに報告書を掲載するなど。） 

      （個人の利益のみでの参加時には、認められない可能性があります） 
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    ・労山基金の扱いについて、各会の基金担当者に県連より、必要に応じて情報展開

する仕組みができました。今後担当者（小竹、菊地）にメール連絡があります。

その時には会長、総務部長、必要な会員に情報展開して下さい。 

⑤10/27,第二回オンライン講習会実施 

   テーマ：ネパール・ピザンピーク登山報告 吉武さん、前田さん参加 

⑥ちばニュース 11月号配信済み、ご確認ください。 

   ⑦10/29.30  第 18回登山研究集会「山と人と街プロジェクト」 野田さん、山本久

さん参加 

 ５．企画山行報告（伊東） 

なし 

６．個人山行報告（伊東） 

  一覧により報告 

７．その他 

   ①冬山登山対策：低体温症 凍傷対策（伊東）  

   ②今後の例会予定 

    11月 23日（水）祝日の為、例会は中止  

12月 14日（本年最後の例会） 12月 28日 中止（年末のため） 

     緊急に連絡が必要な場合には、メール連絡します。 

 

 

68



2022年 12月 14日（水）かがりび山の会 例会議事録 

                 司会：樫本  書記：山内・髙野                          

参加者：川口、川上、山本(尚)、山本(久)、吉武、佐藤、横田、野田、荒井、有賀 

    吉川、伊東、若林、神原、大下、水落、大橋、前田、加藤、菊地、堂添 

    牧野、小金井、国友、相澤、佐久間、小野寺   (30名) 

連絡事項 

 １．会長より 

      今年最後の例会となりました。今年 1 年間大きな事故もなく山行活動ができ、皆さ

んの安全に対する意識の高まりによるものと思っています。今年はまだ忘年山行が

残っています。今後も引き続き安全登山を心がけ、充実した登山を楽しみましょう。 

   年末年始に登山を楽しまれる方も多いと思います。来年 1 月の例会で元気にお会い

しましょう。 

 

２．会山行計画（12月 1 月 2月）  

・12月 17日～18日  忘年山行     CL川口 17名 例会後打ち合わせ 

  ・1月 7日（土）   大山（丹沢）      CL神原(9名参加予定) 

              登山道が凍結している可能性あり 

  ・1月 21日（土）    関八州見晴台（奥武蔵） CL横田(8名参加予定) 

              軽アイゼンの準備お願いします 

  ・2月 4日～5日   白毛門（中級雪山訓練） CL伊東(7名参加予定) 

  ・2月 16日（木）   石老山（道志）     CL西山 欠席の為募集未定 

    ・2月 25日～26日  蔵王 スノーシュー   CL若林(10名参加予定) 

              CL 髙野  SL伊東に変更 

      ・1月 28日(土)   房総ロングハイク  水落担当 後日募集募ります 

３．個人山行計画  

一覧による 

 

 ４．各部連絡 

  1）運営委員会（野田） 

 12月 1日（木）19:30～20:30 オンライン運営委員会実施 

主な協議事項 

 ①来年度活動方針案協議 

 ②来年度役員推薦 

   ⇒ 14日例会時、了解を得ているものについて発表された。 

会長：野田、副会長(  ) 

運営委員：伊東・吉武・荒井・吉川・横田・小金井・水落 

山行部：部長・伊東 副部長・若林、前田 総務部：部長・小金井 副部長・水落 

 ③来年度山行計画協議（山行係） ⇒ 計画案にて承認された。 

 ④会登録車追加 来年度議案資料に追加する。  

吉川車（フリード、6人）発表済 
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    丸山車（エクストレイル 5人）11月運営委員会で了承。 

 ⑤ツアー山行参加時の計画書の提出について  

⇒ 山行係にて内容を決めて会員に説明する。 

 ⑥労山基金加入について 

   ココヘリ等他の保険に加入しており、遭難に対する補償がなされている場合に

ついては任意でも構わない。⇒ 会則第 11 条 労山山岳事故対策基金の内容変

更 

 ⑦今年の柏フェスタに来場された方より、使わなくなった登山用具の提供を受けま

した。整理して会備品または会員に提供します。 

  （ピッケル、アイゼン 4セット、ガスバーナー、カラビナ多数、 

   スノーシュー他） 

 ⑧2023 年 1月 5日（木）19:30～20:30オンライン運営委員会開催予定 

 

  

2）総務部（小金井 野田） 

①12 月３日にメールしました名簿の確認をお願いします。昨年度から住所、メー 

ルアドレス、緊急連絡先等変更した方は小金井まで連絡を。  

②12月 3日にメールしましたが、来年度の総会資料作成に当たり、休会等を考えて

いる方は小金井、または野田まで連絡下さい。  

③例年通り 1月末で会計の出納を締め切りさせていただきます。         

④会報を冊子で要望される方は例会時確認します。104 号の手配をします。（すで  

に連絡を頂いている方は不要です。） 

  ⑤会報 104 号の 11 月受領分について目次の確認を依頼しています。12 月分につい

てはできるだけ 12月末までに原稿提出お願いします。 

    ⑥会に長年ご尽力くださった、渡辺旻さんが退会されます。 

 

3）山行部 （伊東） 

 ①次年度の山行計画を配布 担当は 70歳以下の人に限定（野田・川口は例外） 

②概要計画の作成依頼 

・期限は 1/10まで 

③2023 年度版山行計画書フォーム 

・日程・コースにコースタイムと所要時間の記入欄追加 

   所要時間とは休憩や食事時間を含む登山開始から下山まで 

   連泊の場合は、一日単位で記入すること 

・特記事項欄に危険個所の記入欄追加 

 

 4）県連（伊東 野田 吉武） 

    

①4回オンライン講習会（伊東） 

日程：12月 22日（木） 午後 7時～8時 30分 

テーマ：山には 90歳までは登りますよね！ 
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（登山で使う筋肉、トレーニング、栄養学の話） 

参加申し込みは 12/15（木）まで 

   ②第 30回関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」 

     日程：2023年 1月 21日（土）9:00～ 22日（日）14:00 

          場所：谷川岳天神平及び白毛門登山口・土合山の家周辺 

     締切り：2022年 12月 31日 

③023 年合同会議 

   日程：2023年 3月 4日（土）13:00～15:00 

      ズーム利用によるオンライン会議を予定 

 

 

５．企画山行報告（伊東） 

・11月 12日（土）   花貫渓谷 土岳 CL樫本 参加者 10名  

  ・11月 26日（土）   越前岳（愛鷹山 CL前田  中止 

  ・12月 7日（水）    丸山（奥武蔵） CL山内 参加者３名  

 

６．個人山行報告（伊東） 

  一覧による 

 

７．その他 

   ①例会講習：救急法は中止（来年の開山祭に講習予定）  

   ②今後の例会予定 

    12月 28日 中止（年末のため） 

    2023年 1月 11日（水）、25日（水） 

     緊急に連絡が必要な場合には、メール連絡します。 

 

 

71



かがりび山の会　2022年度山行実績・予定

№ 山行日 山域 山名 区分 ＣＬ SL メンバー 交通 宿泊 備　　　考

168 10/1 関東 明山 訓練 吉川 牧野 車 日帰り 研究山行3-1

169 10/1 関東 宝篋山・小町山 個人 伊東 川口 他2名 車 日帰り

170 10/1,2 関東 白笹山・南月山 個人 横田 佐藤 若林、樫本 車 旅館

171 10/1,2 甲信 小川山 訓練 小金井 車 山小屋
労山クライミング講

習会

172 10/2 甲信 鳥甲山 個人 吉武 車 日帰り

173 10/4 甲信 塩見岳 個人 相澤 車 日帰り

174 10/4 関東 小町山 個人 吉川 車 日帰り

175 10/6 関東 鷹取山・大楠山 企画 佐々木 菊地 堂添、山内 電車 日帰り

176 10/7,8 東北 蔵王・栗駒山 個人 野田 加藤 大下、大橋 車 ホテル

177 10/7,8 東北
安達太良山・一切
経山

個人 佐藤 横田 車 テント

178 10/8～10 甲信 鹿島槍ヶ岳 個人 長島 若林 他4名 車 山小屋

179 10/7～9 東北
以東岳、栗駒山、
神室山

個人 前田 車 テント
湯殿山、以東岳は

中止
栗駒山、神室山

180 10/8 関東 道平川 個人 吉武 牧野 小野寺 車 日帰り

181 10/8 関東 幕山・悟空スラブ 個人 吉川 飯島 車 日帰り

182 10/9 北陸
八海山,越後駒ヶ
岳,平ヶ岳

個人 川口 他1名 車 旅館
八海山,越後駒ヶ

岳は中止

183 10/13 関東 小町山 個人 吉川 車 日帰り

184 10/13 関東 半月山 個人 山内 高野 他2名 車 日帰り

185 10/14 関東 筑波山 個人 飯島 車 日帰り

186 10/14,15 甲信 蝶が岳 個人 吉武 横田 車 山小屋

187 10/15 甲信 王岳 企画 水落 川口
野田、神原、小野寺、大
下、吉川、川上、菊地、
堂添

車 日帰り

188 10/16 関東 幕山・悟空スラブ 訓練 吉川 小金井 牧野、石田 車 日帰り 研究登山3-2

189 10/19 関東 天狗岳 個人 飯島 車 日帰り

190 10/19 関東 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り

191 10/21 北陸 苗場山 個人 野田 車 日帰り

192 10/22 東北 安達太良山 個人 飯島 車 日帰り

193 10/22 関東 四郎岳・燕巣山 個人 前田 他2名 車 日帰り

194 10/22,23 東北 尾瀬ヶ原 個人 佐藤 横田 大下、木村 車 山小屋

195 10/22,23 関東 新棚山 訓練 瀬下 伊東、吉川 車 旅館
関東ブロック救助
隊技術交流会に

参加
196 10/22,23 北陸

御神楽岳、二つ箭
山

個人 小金井 車 日帰り

197 10/23 関東 筑波山 個人 水落 他1名 車 日帰り

198 10/24 関東 日光男体山 企画 吉武 小野寺
吉川,菊地,大下,飯島,堂
添,神原,山内,有賀,川口

車 日帰り

199 10/25 北陸 火打山・妙高山 個人 相澤 車 日帰り
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200 10/26 関東 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り

201 10/28 関東 御宿トレイル 個人 小金井 山内 加藤、山本久 車 日帰り

202 10/29 東北 磐梯山 個人 水落 小野寺 大下 車 日帰り

203 10/29 東北 霊山 個人 吉武 樫本 車 日帰り

204 10/29 東海 越前岳（愛鷹山） 個人 前田 飯島 車 日帰り 会山行の下見

205 10/30 関東 古峰ヶ原 個人 荒井 他2名 車 日帰り

206 10/30 関東 高尾山 個人 石川 山本尚、山本久 電車 日帰り
全国登山者研究
集会に参加

207 10/30 関東 筑波山 個人 若林 車 日帰り

208 10/31 関東 小町山 個人 吉川 大下 大橋 車 日帰り

209 11/1 関東 戦場ヶ原 個人 飯島 菊地 堂添 車 日帰り

210 11/2 関東 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り

211 11/3 中国 三瓶山 個人 小金井 車 日帰り

212 11/3 東北 スッカン沢 個人 山本尚 山本久 西山,有賀,樫本 車 日帰り

213 11/4～7 北陸
千国城山他・富山
百山

個人 川口 車 旅館

214 11/4,5 九州
雲仙普賢岳・経ケ
岳

個人 前田 車 車中泊

215 11/5 甲信 石割山 個人 須原 荒井、他1名 バス 日帰り

216 11/5 関東 鶏足山 個人 吉武 他2名 車 日帰り

217 11/5 関東 丹沢大山 個人 神原 他1名 電車 日帰り 新春ハイク下見

218 11/5 関東 宝篋山 個人 横田 佐藤 他1名 車 日帰り

219 11/7 関東 二子山 個人 吉武 小野寺 車 日帰り

220 11/10 関東 子持山 個人 山本尚 山本久 高野、荒井、宮田、大橋 車 日帰り

221 11/10 関東
小町山・宝篋山周
回

個人 吉川 車 日帰り

222 11/12 関東 房総の山 個人 川口 大下 水落 車 日帰り 企画山行の下見

223 11/12 関東 花貫渓谷・土岳 企画 樫本 若林
川上、吉武、吉川、神
原、小野寺、堂添、大
橋、丸山

車 日帰り

224 11/12 関東 金洞山（鷹戻し） 個人 小金井 伊東 荒井、牧野 車 日帰り

225 11/13～17 中国 中国地方の山 個人 佐藤 横田 車 テント

226 11/14 甲信 御正体山 個人 小野寺 野田 車 日帰り

227 11/15 関東 筑波山 個人 吉川 車 日帰り

228 11/16 関東 丸山 個人 山内 高野 電車 日帰り 企画山行の下見

229 11/17 関東 鍋割山 個人 吉川 樫本 車 日帰り

230 11/19 関東
十二ヶ岳・足和田
山

個人 前田 車 日帰り

231 11/19,20 関東
ストーンマジッ
ク、東吾野の岩場

個人 飯島 電車 日帰り
クリアドベンチャー
ズのクライミング講

習、
232 11/19～21 関東 八丈富士 個人 山本尚 山本久 水落、小野寺 飛行機+車 旅館

233 11/20 関東 湯沢源流篭岩山 個人 吉川 牧野 車 日帰り

234 11/24 甲信 九鬼山 個人 吉川 電車 日帰り

235 11/24 関東 筑波山 個人 小金井 車 日帰り
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236 11/24,25 近畿 六甲全山 個人 荒井 電車 ホテル

237 11/25 甲信 岩殿山 個人 吉川 電車 日帰り

238 11/27 関東 篭岩山 個人 山内 加藤 深江 車 日帰り

239 11/28 甲信
三方分山、釈迦ヶ
岳

個人 野田 車 日帰り

240 11/30 甲信 権現岳 個人 相澤 車 日帰り

241 12/1 関東 おかめ山 個人 佐々木 山内 西嘉山 車 日帰り

242 12/1 関東 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り

243 12/2 関東
おかめ山・西金砂
山

個人 小金井 野田 丸山、加藤 車 日帰り

244 12/3,4 関東 阿寺・幕岩 個人 飯島 電車 日帰り
クリアドベンチャー

ズの講習

245 12/3,4 関東 鍬柄嶽・御堂山 個人 佐藤 横田 車 テント

246 12/4 関東 釜の沢五峰 個人 吉武 若林 前田 車 日帰り

247 12/4 関東
千代田アルプス・
小町山

個人 伊東 川口 佐久間、他1名 車 日帰り

248 12/5
スポーツクライミ
ング報告

個人 小金井

249 12/6 関東 浅間山 個人 吉川 車 日帰り

250 12/7 関東 丸山 企画 高野 菊地、加藤 電車 日帰り

251 12/7 東北 二ツ箭山 個人 小金井 牧野 相澤、飯島 車 日帰り

252 12/11 関東
小町山・宝篋山周
回

個人 吉川 横田 飯島、伊東、水落、牧野 車 日帰り

253 12/12 関東 日和田山・物見山 個人 吉武 小野寺 加藤 電車 日帰り

254 12/14 関東 阿寺の岩場 個人 飯島 電車 日帰り
クリアドベンチャー

ズの講習

255 12/15 関東 鐘が岳 個人 吉川 樫本 堂添、大橋 電車 日帰り

256 12/17 関東 高岩 個人 飯島 電車 日帰り
クリアドベンチャー

ズの講習

257 12/17,18 関東
大日山、御殿山等6
座

企画 川口 大下

山本尚,山本久,山内,伊
東,野田,佐々木,有賀,吉
川,小野寺,堂添,国友,大
橋,前田,牧野,相澤

車 ホテル 忘年山行

258 12/18 関東 雨巻山 個人 吉武 他2名 車 日帰り

259 12/20,21 関東 蛭ケ岳　丹沢山 個人 小金井 電車 山小屋

260 12/21 関東 鍋足山 個人 吉川 車 日帰り

261 12/21 関東 両神山 個人 相澤 他3名 車 日帰り

262 12/24 関東 生瀬富士 個人 吉武 有賀 水落、大橋 車 日帰り

263 12/24,25 東海 城山・葛城山 個人 樫樫本 横田
佐藤、神原、若林、 他1
名

車 テント

264 12/25,26 東北 安達太良山 個人 飯島 吉川 車 山小屋

265 12/26 北陸 かぐらスキー 個人 太田 小金井、他1名 車 日帰り

266 12/26,27 関東 雲取山 個人 小野寺 野田 大橋 電車 山小屋

267 12/28 関東 小鋸山　嵯峨山 個人 小金井 他1名 車 日帰り

268 12/28 関東 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り
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269 12/29 近畿 大台ヶ原 個人 相澤 車 日帰り

270 12/29 近畿 愛宕山（京都） 個人 前田 電車 日帰り

271 12/30 関東 川苔山 個人 吉武 電車 日帰り

272 12/30,31 近畿
大峰山（八経ヶ
岳）

個人 相澤 車 避難小屋

273 12/31 関東 高尾山～陣馬山 個人 佐藤 横田 電車 日帰り
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■ 会員情報 

入会者  

11月  佐久間 純子 さん  流山市江戸川台  携帯 090-8305-8046 

       皆様 よろしくお願いいたします。 

 

 

 

■ 編集後記 

10月 東北地方より紅葉始まる。前半、曇り、雨模様の天気が多かった。 

  11月 サッカーワールドカップ始まる。日本大健闘、勇気を与えてくれた。 

  12月 クリスマスにかけて強烈な寒波襲来、北海道、新潟、北陸 大雪で混乱 

     ウクライナ・ロシア戦争、終戦の目途立たず。 

  良いニースもありましたが、戦争に伴う物価高など気が重くなるニュースの年末

となりました。 

今回も多くの山行記録を提供して頂きありがとうございました。現在はＨＰに一

括掲載していますが、見づらい等の意見もあり、希望者には 104 号からしばらく

冊子で提供するようにしました。2023年度、電子データ化に伴う会報の有り方に

ついて検討していきます。皆さんからも、会報の有り方についてご意見等例会な

どで発言をお願いします。（野田） 

 

 

■ ひとこと 

雪山装備の中でアイゼンは重要なものです。最近の品物は以前の物に比べ、性能

が良くなり使いやすくなっています。30 年（？）以上前の物は重くて、装着も手

間がかかりました。（アイゼン：日本の造語らしい。語源はドイツ語で、英語・フランス語

の「クランポン」という呼び方もある。インターネット情報） 

  種 類：最近は色々な形状のものが販売されています。用途に合わせて選びましょう。 

締め具もワンタッチ式など便利なものが有ります。 

  軽アイゼン  ：4本歯、6本歯、8本歯、チエンスパイクなど。夏の残雪期、低山用 

  雪山用アイゼン：10本歯、12本歯 本格的な雪山用 

  参考写真 

 

 

 

 

 

 

 チエンスパイク 6本歯アイゼン 12本歯アイゼン 
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編  集   総務部記録会報係 

         担当 野田久生 

10月 苗場山山頂湿原 

  


