
2013.3.13　三浦

No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

参加者（敬称略・順不同） 備考

1 1/8（日） 晴れ
日の出山
（902m)

伊藤、加田、岩井、三浦　　　　計4名 有志山行

2 1/22（日） －
明星ヶ岳
（1169m)
（箱根）

3 2/5（日）
曇り時々
晴れ

シダンゴ山
（758m)
（丹沢）

伊藤(L）、逸見、須永、中野、岩井、河
野、三浦、上島、加田　　　　　　　　　計9
名

シダンゴ山（震旦郷山）

4 3/11（日）
曇り時々
晴れ

日の出山
（902m)

伊藤（L）、逸見、須永、中野、岩井、岩
堀、河野、三浦、上島、加田、
領家（中野友人）、　　　　　　　ｹﾞｽﾄ：高田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12名

山頂付近から思いがけな
い雪景色が開けちょっと
した雪山ハイクとなった。

5 4/1（日） 晴れ

高川山
（975m)～
むすび山
（463m)

加田（L）、逸見、須永、中野、岩井、岩
堀、
河野、三浦、伊藤、上島、佐藤
ゲスト：中島（三浦孫）　　　　　　計12名

まさに日溜りハイクの様
な
好天気に恵まれた。
むすび山の野生のカタク
リ
が盛りだった。

6
5/4（金）

～5/5（土）
晴れ

唐松岳
（2696m)

河野（L）、三浦、上島、岩井、須永
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計5名

白馬岳で北九州の医師
ら６人パーティ遭難

7 7/15（日） 曇後晴れ
棒の嶺
（969m)
（奥武蔵）

加田（L）　河野、三浦、伊藤、佐藤、上
島、
逸見、岩井、中野、鈴木＊　　計10名
＊体験参加

熱中症ほか発症

風の会　2012年度　山行計画/実績

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　～：歩行

新松田9：05＝9：40寄9：50～11：10シダンゴ山（758m）11：55～
13：00宮地山12:50～13：30寄＝新松田   　実働時間　約3：40

武蔵五日市9：35＝（ﾊﾞｽ）＝上養沢10：20～（0：40）～養沢鍾
乳洞小屋跡11：10～（1：20）～12：25日の出山（902m）13：05～
（0：30）～顎掛岩13：45～（0：40）～14：30つるつる温泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約4：00

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com

JR初狩駅9：22～9：45登山道入口9：48～10：07男坂女坂分岐
10：12～10：33男坂女坂合流地点10：39～10：49羽根子山・大
岩山方面分岐～10：58高川山（昼食）11：52～12：00古宿（禾
生駅）分岐～12：55田野倉（馬頭観音）分岐～13：29天神峠
13：37～13：52峯山～14：46むすび山15：18→15:50JR大月駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：　約6：30

伊藤、加田、岩井、三浦
1/22　鷹ノ巣山（834m）～浅間山（801.6m）～城山～湯坂路（鎌倉古道）を
箱根湯本まで歩く。大平台（泊）
1/23　大平台＝大涌谷～冠ヶ岳（1412m）分岐を経由して神山（1437.8m）
～駒ケ岳（1357m）を目指すが雪のため駒ケ岳断念

3/11山行予定の下見山行

飯能＝「さわらびの湯」バス停9:45～10:11白谷橋（白谷沢登山口
331m）10:12～12:07東屋林道12：14～12：27岩茸石（793m）12：29～
13：00ゴンジリ峠（893m昼食）13：50～14：05棒ノ嶺（969m）14：28～
14：40ゴンジリ峠14：50～15：10岩茸石15：17～（滝ノ平尾根）～17：
00さわらびの湯（一部入浴）・河又名栗湖入口BT＝飯能

天候不良により会山行中止

八方ケルンから勇気ある撤退
白馬温泉旅館「深雪」　（泊）

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com/


8
8/2（木）
～5（日）

快晴

室堂～五
色ヶ原～
（薬師岳）～
室堂

河野（L）、上島（SL）、三浦、須永、中
野、
岩井、清水、逸見、岩堀　　　計9名

熱中症発症
当初予定の薬師岳断念

9 9/2（日） 晴れ
八海山薬師
岳（1654m)

三浦(L)、河野、青柳、逸見、須永、中
野、
上島、伊藤、加田、岩井、池田＊、橋爪
夫妻＊　　　　　　　　　　　　　　　　　計13
名
＊初参加

八海山ﾛｰﾌﾟｳｪｲに一番近
い宿ﾍﾟﾝｼｮﾝわかいに前
泊し、翌日登った。天気
は快晴
前泊組4人で坂戸山
(634m)に登る、猛烈な暑
さだった。

10 9/16（日） 晴れ
秋山二十六
夜山(972m)

三浦(L)、河野、逸見、伊藤、加田、岩
井、
岩堀、鈴木、宿輪＊、望月＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10名
＊初参加

山頂は狭く、四方の見晴
らしも良くなかった。

11
10/5（金）～

8（月）
晴れ

中房温泉～
燕山荘・
燕岳
（2763m)～
常念小屋・
常念岳
（2857m)～
一の沢登山
口

河野（L）、青柳＊、逸見、須永、中野＊、
岩井＊、伊藤＊、上島、宿輪＊、岩堀
＊、
池田、三浦＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12名
＊前泊組

秋山の好シーズンの連
休でもあり、山小屋の混
雑が予想されたが幸い12
名の団体ということもあり
多少窮屈であったが個室
的部屋が与えられ、押入
れが有効に使えた。（燕
山荘）
常念小屋は、夏山で開設
される診療所がまるまる
与えられ、上下２段ベッド
でひとりワンセット以上の
布団が使えた。ただし、
暖房がなく少し寒かった。
好天気に恵まれ眺望抜
群

前夜発または前泊３（４）泊５日
8/1（水）前泊組：新宿7：00＝10：49信濃大町=扇沢＝（立山黒
部ｱ
　　　ﾙﾍﾟﾝﾗｲﾝ）＝室堂～雷鳥荘（泊）
8/2（木）室堂BT～一の越～龍王岳（2872m）～獅子岳
（2714m）
　　　＝ｻﾞﾗ峠　（2348m）～ 17:05 五色が原山荘（泊）
8/3（金）五色が原山荘～鳶山（2616m）～越中沢乗越
（2356m）
　　　～鳶山～　12：10　五色が原山荘（泊）
8/4（土）五色が原山荘～ザラ峠～獅子岳～一の越～室堂＝
立山

上野原8：28＝9：15浜沢9：25⇒（三日月峠）⇒11：25二十六夜
山（972m)-昼食-12：10-（二十六夜灯）⇒13：20下尾崎ﾊﾞｽ停
14：40＝15：10富岡入口⇒15：20新湯治場秋山温泉17：20＝
上野原17：59高尾行

前泊日帰り
7：00朝食7：45宿出発＝8：00ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅発＝8：07ﾛｰﾌﾟｳｪ
ｲ山頂駅着→8：20ｽﾀｰﾄ→9：45女人堂9：55→10：35休憩10：45
→11：20薬師岳（昼食）12：00→12：50女人堂13：15→14：20ﾛｰ
ﾌﾟｳｪｲ山頂駅着14：40→14：47ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅着＝宿のﾊﾞｽで
六日町源泉掛け流し公衆浴場→六日町駅前食堂「ほんだや」
で会食＊　六日町17：26＝17：48越後湯沢18：02Maxとき340号
＝19：20東京着

前泊組・夜行組合流
10/6（土）  曇り時々晴れ間　夜雪少し
　中房温泉登山口6:20⇒7：10第1ﾍﾞﾝﾁ7：20⇒7：55第2ﾍﾝﾁ8：
00
　⇒　8：37第3ﾍﾞﾝﾁ8：50⇒9：32富士見ﾍﾞﾝﾁ9：50⇒10：30
　合戦小屋11：00⇒12：40燕山荘（昼食）13：50⇔燕岳（2763m）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燕山荘（泊）
10.7（日）　曇り時々晴れ　ガス　雨後夜は快晴
　　燕山荘6：30⇒蛙岩⇒切通し岩⇒10：20大天荘（昼食）⇔
　　11：10大天井岳（2922m)　※⇒大天荘11：32⇒
　　東大天井岳⇒14：45　　　　　　　　　　　　　　常念小屋（泊）
10.8（月）快晴
　常念岳登山組：常念小屋5：25⇒6：50常念岳（2657m)7：10
　※⇒8：10～8：30常念小屋8：45⇒9：29最終水場⇒
　9：51胸付八丁⇒10：26笠原沢⇒11：21大滝⇒12：00
　山の神⇒12：10～12：30一の沢登山口
　　　　　　　　　　　　　　ﾀｸｼｰ待機：12：00　＝温泉入浴後帰京



12 10/21（日） 晴れ
湯の丸山
（2101m)

三浦、伊藤、岩井、上島夫妻、後藤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計6名

労山城西地区連盟主催
バスハイク有志参加

13 11/4（日） 快晴
秩父御岳山
（1080.5m)

伊藤（L）、河野、三浦、上島、宿輪、逸
見、須永、中野、岩堀、望月、橋爪夫妻
＊、後藤＊、橋本＊、鈴木夫妻＊
計16名
＊新入会員および入会希望者

最多参加者数記録

14 12/2（日） 曇

達磨山
（982m)～
金冠山
（816m)
（伊豆）

参加者：河野（L）、三浦、鈴木夫妻、伊
藤、青柳、上島、宿輪、橋爪夫妻、逸見、
岩井、須永、池田　　　計14名

富士山眺望なし
忘年山行
沼津漁港
いわし料理「磯はる」

15 12/23（日） 曇り・霧
金時山
（1213m)
（箱根）

参加者：加田（L）、三浦、伊藤、

鈴木夫妻、岩井、池田　　　　計7名

有志山行
古刹「長安寺」立ち寄る。
湯本で「弥次喜多の湯」
入浴後「はつ花」で蕎麦と
酒

16
2013

1/13（日）
晴れ

仏果山
（747m）・
経ヶ岳
（633m)
（丹沢）

参加者：伊藤（L）、河野、三浦、須永、
中野、上島、加田、岩井、岩堀、谷本、鈴
木（優）、池田、鈴木夫妻、後藤
ゲスト参加：　荻山　　　　　　　　計16名

秦野温泉「さざんかの湯」
/
東海大前駅

17 2/3(日） 晴れ
浅間尾根～
払沢の滝
（奥多摩）

参加者：伊藤（L）、河野、三浦、須永、
中野、上島、加田、宿輪、荻山、逸見、
岩井、岩堀、鈴木（優）、、鈴木夫妻
ゲスト参加：　石井　　　　　　　　計16名

＊希望者9名
”瀬音の湯”立ち寄る。

18 3/3(日） 晴れ
高水三山
（奥多摩）

参加者：加田（L）、伊藤、三浦、逸見、須
永、中野、上島、岩井、岩堀、鈴木（優）、
池田、宿輪、鈴木夫妻、荻山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計15名

＊河辺温泉「梅の湯」河
辺駅から徒歩1 分
￥840
http://kabeonsen-
umenoyu.com/index.html

集合：JR 新宿駅１１番線ホーム７時２５分　（電車移動）新宿7：
44＝ﾎﾘﾃﾞｰ快速おくたま1 号＝8：42 青梅（乗換）8：56＝9：12
軍畑
行程：軍畑9：40⇒11：10 高水山（759m）⇒12：00 岩茸石山
（793m）＝（昼食）⇒13：30 惣岳山（756m）⇒15：00 御岳駅
（立ち寄り湯）御岳駅15：41＝ﾎﾘﾃﾞｰ快速おくたま2 号＝15：54
青梅（乗換）16：04＝16：09 河辺駅

池袋8：05快速＝10：17三峰口10：30⇒10：45万年橋⇒10：50
贄川登山口（準備体操）11：00⇒11：27二番高台⇒13：10昼食
⇒13：57御岳山（記念写真）⇒杉の峠⇒16：45強石ﾊﾞｽ停17：
05＝西武秩父駅－蕎麦屋で懇親会－西武秩父駅19：25＝
（特）ちちぶ46号＝20：46池袋

新宿7:15＝関越道＝上信越自動車道＝小諸IC＝地蔵峠
（1731m)⇒鐘分岐⇒湯の山（2101m）（昼食）⇒北峰⇒湯の丸
山
（南方）⇒鐘分岐⇒地蔵峠＝湯楽里館（入浴）17：00＝22：10
新宿

集合：小田急線本厚木駅改札口　　8：20

行程：　本厚木8：30＝（ﾀｸｼｰ）＝9：00仏果山登山口⇒

10:29宮ｹ瀬越⇒11：00仏果山(747m)（昼食）11：49⇒半

原越⇒14：16経ヶ岳（633m）14：28⇒15：50半僧坊前15：

59＝　（バス　２５分）＝16：30本厚木駅　　　解散　　温泉組

小田急箱根高速バス新宿8：00＝池尻大橋＝10：00「乙女
峠」バス停 ⇒乙女峠登山口10：25～11：22乙女峠11：28〜
11：55長尾山〜12：52金時山（1213m）（昼食）13：48〜
14：22公時神社分岐〜14：58矢倉沢峠〜15：19金時登山口〜
15：29金時登山口バス停
15：35長安寺15：55〜16：00仙石バス停

集合：JR武蔵五日市
新宿7：44＝ﾎﾘﾃﾞｰ快速あきがわ1号＝8：48武蔵五日市9：00＝
ﾊﾞｽ＝9：45人里（へんぼり）ﾊﾞｽ停⇒人里登山口10：23⇒人里
峠（883m）⇒11：59浅間嶺休憩所（昼食）12：43⇒12：55浅間嶺
（903m）⇒時坂峠⇒北秋川橋⇒15：29払沢の滝⇒払沢（ほっさ
わ）の滝ﾊﾞｽ停＝（16：10十里木ﾊﾞｽ停＊瀬音の湯）＝武蔵五
日市

JR三島駅9：15＝9：50修善寺駅10：00＝（ﾀｸｼｰ）＝10：30達
磨山ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ10：40⇒11：00達磨山⇒11：35小達磨山⇒11：
59戸田峠＝12：10昼食＝12：40金冠山⇒13：25奥山⇒13：25
奥山⇒14：15真城峠14：20＝（タクシー）＝15：00沼津漁港
（おみやげ買い・お茶）⇒磯はる16：30開宴＝（タクシー＆
バス）＝沼津駅


