
2014.3.30　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
2013年

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

2 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。

3 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

4 4/14(日）
晴れ
ガス

今倉山・
二十六夜山
（道志山塊）

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

エイザンスミレが少し見ら
れた。
都留市温泉「芭蕉月待の
湯」
http://tsukimachi.velvet.j
p/

5
5/4（土）～
5/6（月）

雲取山
（東京都）

参加者：
河野(L)、三浦、伊藤、上島、加田、宿
輪、
荻山、逸見、中野、岩井、岩堀、鈴木夫
妻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計13名

三峯神社興雲閣三峯神
の湯
http://www.mitsuminejinj
a.or.jp/kounkaku/onsen/

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

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

5/4（土）新宿駅7：44＝（ﾎﾘﾃﾞｰ快速）＝9：14奥多摩駅9：30＝
　　　　　（西東京ﾊﾞｽ）＝10：08お祭⇒（3：30）三条の湯（泊）
5/5（日）三条の湯⇒（雲取山経由3：30）雲取山荘（泊）
5/6（月）雲取山荘⇒（4：30）三峯神社14：45＝（西武観光ﾊﾞｽ）
　　　　　＝16：00西武秩父

雲取山荘HP：http://www1.ocn.ne.jp/~kumotori/

風の会　2013年度　山行計画/実績

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　～：歩行

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com

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

大月駅＝（タクシー0：45）＝道坂隧道登山口8：50⇒9：20御正
体山分岐⇒10：25今倉山東峰⇒（1：10）松山/赤岩（1450m)⇒
13：25二十六夜山（花の百名山）⇒14：40仙人水⇒15：20上戸
沢登山口⇒都留市温泉”芭蕉、月待ちの湯”＝（タクシー）＝大
月＝新宿
今倉山～赤岩～二十六夜山/都留市
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_i
d=4619

http://www.mitsuminejinja.or.jp/kounkaku/onsen/
http://www.mitsuminejinja.or.jp/kounkaku/onsen/
http://www.mitsuminejinja.or.jp/kounkaku/onsen/
http://www.mitsuminejinja.or.jp/kounkaku/onsen/
http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com/


6 5/23(木）
晴れ一次
雷雨、
雹、春霞

三頭山/奥
多摩

参加者：加田（L）、伊藤、三浦、岩井、須
永

有志山行
加田車マイカー利用

7 6/9（日） 晴れ後曇
笠取山/奥
秩父

参加者：
上島（L）、逸見、中野、岩井、岩堀、池
田、望月、鈴木夫妻、河野、三浦、荻山、
加田　　テスト参加　藤木　　計14名

8 7/7（日）
晴れ時々
曇

黒川鶏冠山
/奥秩父

参加者：
上島（L）、河野、伊藤、加田、宿輪、荻
山、鈴木夫妻、逸見、須永、岩井、池田、
橋爪（智子）　　ゲスト：平出　　　　　　計
14名

9
8/2（金）～
8/4（日）

雨・晴れ
・雨

薬師岳/北
ア

参加者：
河野（L）、上島（SL）、三浦、逸見、岩
井、
岩堀、鈴木夫妻、池田、鈴木（優）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10名

都民の森駐車場10：05⇒10：12森林館10：18⇒（大滝の路）
10：50三頭ﾉ大滝⇒11：00大滝休憩所（雷雨のため停滞・昼食）
12：35⇒（ブナの路）13：45ムシカリ峠13：50⇒14：10三頭山西
峰（1524.5m)14：35⇒14：40三頭山中峰（1531m)⇒14：45三頭
山東峰（1527.5m)＆展望台14：55⇒15：23見晴し小屋15：40⇒
16：07鞘口峠16：15⇒森林館⇒16：30都民の森駐車場＝16：
52数馬の湯

JR塩山駅＝タクシー（1：00）＝作場平橋10：10⇒（2：25）⇒

11：50笠取小屋12：20⇒（1：00）笠取山13：50⇒（1：15）黒

槐分岐⇒（1：20）中島川橋16：30＝ﾀｸｼｰー）＝JR塩山駅

実働時間　約6：20

JR塩山駅＝（ﾀｸｼｰ）＝神金第二小中学校入口9：45⇒（1：

45）鶏冠山・黒川山⇒12：10⇒（0：25）⇒横手山峠13：50⇒

（0：45）⇒六本木峠14：35⇒（0：40）⇒15：15＝（ﾀｸｼｰ）＝

JR塩山駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：5：30

8/2　天候：雨のち晴れ
　折立7：40⇒白樺（1870M）⇒五光岩ベンチ⇒14：20太郎平小
屋　（泊）　　　　標高2,330m
8/3　天候：快晴
　太郎平小屋6：30⇒薬師峠⇒ケルン⇒薬師岳山荘⇒10：30
　薬師岳（2926m,)⇒薬師岳山荘⇒ケルン⇒14：30太郎平小屋
　　　　（泊）
8/4　天候：雨のち晴れ
　太郎平小屋6：30⇒五光ベンチ⇒白樺⇒10：30折立12：30＝
　（JR富山駅行ﾊﾞｽ）＝13：12亀谷温泉白樺ハイツで日帰り入
浴
　　亀谷温泉15：00＝（ﾀｸｼｰ）＝16：00JR富山駅
夢八/富山で夕食
　JR富山17：53（はくたか23号）19：59越後湯沢20：09（Maxとき
348号）20：54大宮21：08＝21：42新宿



10 9/2１（土） 快晴 高畑山/

参加者：
加田（L）、伊藤、青柳、荻山、須永、中
野、後藤　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
7名

9/8（日）、15（日）

の「編笠山」山行が雨

天のため中止となり、

有志山行となった。

11
10/12（土）
～
10/14（月）

快晴
鳳凰三山/
南ア

参加者：
前泊組：上島、鈴木夫妻、荻山、岩井、
宿輪、加田
夜行組：河野、鈴木（優）　　　　　　計9名

12 11/17(日） 快晴 妙義山

参加者：
伊藤(L)、逸見、須永、岩井、池田、望
月、
鈴木夫妻、三浦、上島、加田、荻山、河
野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　13名

13 12/8（日） 曇り
沼津アルプ
ス

参加者：
河野（L)、伊藤、逸見、須永、中野、岩
井、、岩堀、池田、望月、橋爪夫妻、青
柳、
鈴木（勝）、三浦、上島、加田、荻山、平
出

忘年山行
魚河岸「丸天」みなと店

14
2014年
1/13（日）

晴れのち
曇りのち
小雪

矢倉岳
（870m)

参加者：
加田（L)、逸見、須永、中野、岩堀、望
月、
鈴木（優）、鈴木夫妻、鈴木（典）、上島、
伊藤、荻山、河野　ゲスト：河崎　　計15
名

一部行程で、アイゼン着
用
有志6名「鶴巻温泉　弘法
の里湯」

15
2/9（日）
2/16（日）

－
顔振峠・越
上山

伊藤(L）
大雪のため交通機関不
通により中止

16
3/2（日）
3/9(日）

－
入笠山

加田(L)
現地天候不良のため中
止

中間道コース
JR信越本線松井田駅＝ﾀｸｼｰ＝義公園管理事務所登山口9：
45⇒（0:40)⇒11:10第4石門（広場）11:40⇒（1：00）⇒13：08四
阿⇒（1：20）⇒14：55妙義神社＝ﾀｸｼｰ＝JR松井田駅　　実働
時間約5：10

JR沼津駅＝ﾀｸｼｰ＝多比9：47⇒（0:35）⇒多比口峠10：20⇒
（大平山往復0：25）⇒多比口峠11：00⇒（0：40）⇒12：06鷲津
山（392m)12：40⇒（1：30）⇒志下坂峠14：02⇒（0：25）⇒香貫
台入口BS15：17＝（ﾀｸｼｰ）＝沼津漁港＝（ﾀｸｼｰ)＝JR沼津駅
実働時間約5：30

JR鳥沢駅9：30⇒10：15車道終点10：22⇒10：54石仏（高

畑山分岐）11：00⇒12：32高畑山981.9m（昼食）13：10⇒

13：50（天神山頂）14：05⇒14：10穴路峠14：40⇒石仏（高

畑山分岐）15：50⇒車道終点16：14⇒16：57JR鳥沢駅

（注）当初予定ｺｰｽ変更
JR鳥沢駅～小篠～石仏～高畑山～穴路峠～倉岳山～立野

峠～JR梁川駅　　　　　　　　　　　　　　　　　歩程コース（5時間

10分）

10.12　JR甲府駅＝夜叉神の森（泊）

10.13　夜行組と合流　夜叉神峠入口⇒南御室小屋（泊）

10.14　南御室小屋⇒地蔵岳⇒御座石鉱泉⇒JR韮崎駅

小田急線新松田駅=ﾊﾞｽ＝矢倉沢BS9：41⇒（1：30）⇒11：50矢
倉岳（870ｍ）12：30⇒（1：00）⇒万葉公園14：10⇒（足柄古道経
由0：50）⇒15：12地蔵堂BS＝新松田駅　　　実働時間　5：30

集合場所：西武池袋線ホーム（8時05分発 快速急行長瀞行）
池袋駅（8：05）＝（9：10）東吾野駅（9：20）⇒（0：50）⇒10：10ユ
ガテ10：20⇒（0：50）⇒11:10十二曲り11：20⇒（0：40）⇒12：00
越上山（566m往復15分）（昼食）12：40⇒（0：30）⇒13：10 顔振
峠（展望台往復20分）13：40⇒（0：55）⇒14：35吾野駅＝池袋
駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間約4：20

ゴンドラ山頂駅1780m⇒（0：20）⇒入笠湿原1734m⇒（0：15）⇒
入笠登山口⇒（0：55）⇒入笠山山頂（昼食）⇒　（0：45）⇒入笠
登山口⇒（0：15）⇒入笠湿原⇒（0：20）　⇒ゴンドラ山頂駅（ゴ
ンドラ下り最終16：30）



17 3/16（日）
晴れ
風強し

幕山・南郷
山/湯河原

参加者：
加田（L)、岩井、須永、中野、岩堀、池
田、望月、鈴木夫妻、鈴木（典）、河崎、
伊藤、河野、三浦　　　　　　　　　　　　　計
14名

2月、3月予定の山行が天
候不良等により中止にな
り
追加計画（加田案）
小田原駅構内「海鮮茶屋
魚国」でﾊﾞﾗﾊﾞﾗ席で会食

　
　

JR湯河原駅改札出口9時集合

駅前9：05＝タクシー（0：10）＝9：15幕山浄水場9：25⇒幕

山登山口9：28⇒9：55東屋10：03⇒10：38幕山山頂（昼食）

11：25⇒11：37自鑑水分岐⇒11：39白銀林道⇒11：44自

鑑水11：50⇒12：01林道・南郷山分岐⇒12：17南郷山（大

休憩）12：40⇒12：52白銀林道⇒13:25湯河原CC⇒14:00

鍛冶屋BS14：01＝路線バス（0：10）＝14：11湯河原駅
　
　


