
 

2017年4月5日（水） 

秋川渓谷 桜めぐりコース 

参加人数： 12人（男性2人女性10人） 

強弱度：  ウォーク 

天候：   晴れ 

歩程：   3時間30分  行動時間： 5時間7分  11・7ｋｍ 

地図：   秋川渓谷五日市散策マップ使用 

コース：  武蔵五日市駅10：05→秋川橋→あゆみ橋 10：23→阿依留神社 10：48→小和田橋→五霊神社 11：16→広徳 

      寺11：26→岩瀬狭12：25～12：50（昼食）→桂月橋 13：05→黒茶屋（庭園）13：20→沢戸橋→光源寺13： 

      51→三嶋神社→星竹橋（秋川）→せせらぎ通り→百珍蒟蒻池谷（一穂のこんにゃく）（14：30～14：55） → 

      落合橋15：03→十里木バス停 15：15（解散））＝武蔵五日市駅 

 

  ＊ 武蔵五日市駅で観光ボランティアガイド小嶺博史さんと出会い、ガイドの申しでがあり、お願いしました。 

    あきる野、神社、寺院の歴史を詳しく説明いただき参加者大喜びでした、美味しい蒟蒻の池谷さんも紹介して 

頂きありがとうございました。桜は少し早すぎましたが、春の花々も見ることが出来ました。        

  

 秋川沿い遊歩道                   阿依留神社 

  

 五霊神社                      広徳寺 

  

 広徳寺 寺内                      広徳寺 寺内 



       

 広徳寺 小嶺博史さんより説明         小嶺博史さんより説明 

  

 秋川 桂月橋より                  三遊亭歌笑の碑 

  

 光源寺                       光源寺 寺内に 

  



 

 2017年4月9日（日） 

大月 九鬼山【山行報告】 

参加人数： 2人（男性1人女性1人） 

強弱度：  一般向強 

天候：   晴れ～小雨 

行動時間： 5時間44分 

地図：   昭文社 高尾・陣馬   2万5千図  都留。大月  

コース：  禾生駅9：31→井倉→登り口 9：56→弥生峠12：05→鈴懸分岐 12：43→田野倉分岐→九鬼山△・  

      970ｍ12：53～13：41（昼食）→弥生峠 14：06→（杉山新道）→下山口 14：44→天神社 14：56→  

 禾生駅15：15（解散）＝大月駅＝高尾駅 

 

  

 登り口                    登山道 

  

 ヤブ漕ぎしながらの登り             ヤブ漕ぎが続く 

  

 倒木 ヤブの登り                弥生峠 

 

 

 

 



 

  

 鈴懸峠への分岐                 靄の九鬼山 

  

 弥生峠～九鬼山への登り口            天神社 

  

  

＊ 登り口から弥生峠まで思ったより倒木、ヤブが多く時間がかかった、弥生峠～九鬼山にかけて靄がかかり 

  境界尾根は危険な登山道なのでコースを更し弥生峠～禾生駅に下りました。秋に再度歩きます。 

 

 

 



 

 2017年4月13日（木） 

南平丘陵公園～平山城址公園【山行報告】 

参加人数： 8人（男性１人女性7人） 

強弱度：  ウォーク 

天候：   晴れ 

歩程：   4時間   行動時間：  4時間53分 

地図：   昭文社 八王子市 

コース：  南平駅10：07→南平丘陵公園 10：17→かたらいの路 10：38→七生公園10：58→車道 11：47→平山一丁目 

      交差点11：51→多摩テック跡地入口→城址公園入口標識 12：03→平山支援センター→平山城址公園東園 

      入口12：15→平山城址公園東園見晴台 12：31～13：08（昼食）→東京薬科大道路横断→平山城址公園西園 

      ～六国台→季重神社14：16→宗印弾寺14：44→平山城址公園駅 14：57（解散） 

 

  

 南平丘陵公園                    南平丘陵公園内 木段 

  

 平山城址公園 東園                 平山城址公園 東園 

  

 東園内 展望台（昼食）               東園 

 

 

 



  

 平山城址公園 西園 六国台             西園 

  

 平山季重神社                    宗印寺 

 

＊ 平山城址公園 東園～西園 数々の山野草 

  

  

 キツネノボタン                   ハナイカダ 

  

 マルバスミレ                    ウグイスカグラ 

 



 

  

 タマノカンアオイ                  ヤマルリソウ 

  

 ケマンソウ                     スミレサイシン 

  

 ニオイスミレ                    マンゲソウ 

  

                           ミツバツツジ 

 晴天の中の公園、桜（ソメイヨシノ,オオシマ、ヤマ）と数々の山野草を見ることが出来、みなさん大喜びでした。 

 

 



 

 2017年4月19日（水） 

生藤山～浅間峠 【山行報告】 

参加人数： 13人（男性3人女性10人） 

強弱度：  一般向 

天候：   晴れ 

歩程：   5時間     行動時間： 5時間31分    17・6ｋｍ 

地図：   昭文社 高尾・陣馬 

コース：  ＪＲ上野原駅バス9時 36分＝石楯尾神社10：05→佐野川峠 11：09→甘草水11：39→931ｍ→三国山11： 

      56～12：23（昼食）→生藤山 990ｍ12：30→三国山12：40→軍刀利神社12：56→熊倉山 13：19→（笹尾根） 

      →浅間峠14：22→下山口 15：19→上川乗（15：26～14：26）ＢＳ待ち＝武蔵五日市駅 

 

 

 

  

 生藤山 登山口                   車道から登山道 

  

 佐野川峠                      甘草水分岐 ベンチ（山桜） 

  

 三国山付近                     生籐山ならの富士山 

 

 



 

  

 三国山からの登山道                 軍刀利神社元社 

  

 

  

 熊倉山                       浅間峠 

  

                          浅間峠から下山口 ＢＳまで500ｍ 

 

＊ 春のハイキングは集落で花桃、登山道は山野草が多く見る事が出来た。 

三国山から浅間峠は低山ですがアップダウンの繰り返しあります。 



 

 2017年4月23日（日） 

丹沢湖～大野山 【山行報告】 

参加人数： 10人（男性１人女性9人） 

強弱度：  一般向 

天候： 晴れ 

歩程：   5時間     行動時間： 6時間10分   15,7ｋｍ 

地図：   昭文社 奥多摩 

コース：  新松田駅ＢＳ9：35＝丹沢湖 10：37→大野山登り口 10：55→大野山への分岐 10：56→424ｍ11：35→神縄

トンネル上、分岐11：43→分岐11：59～12：26（昼食）→613ｍ13：00→分岐13：05→702ｍ13：40→林道 

      13：54→湯本平分岐14：08→大野山14：47→吊橋16：18→谷峨駅16：30（解散） 

 

 

  

 丹沢湖ＢＳ停 10：37                登り口 10：55 

  

 尾根上～大野山 6ｋｍ10：56             登山道11：18 

  

 ハシゴ 11：30                   クサリ11：32 

 

 

 



 

  

 登山道 11：37                   登山道11：49 

  

 大野山への分岐 11：59～12：26（昼食）       登山道 12：29 

  

 登山道 12：59                   登山道13：02 

  

 分岐 南西尾根13：05               林道へ13：54 

 

 

 



 

  

 湯本平分岐 14：08                 大野山14：47 

  

大野山 14：47                    下山途中15：13 

  

 下山路 15：49                   下山路16：12 

  

 つり橋 16：18                    谷峨駅16：30 

 

＊ 丹沢湖～大野山の全員未踏コース、思ったよりハシゴ、クサリ、ヤセ尾根あり危険な登山道。全員無事下山。 

 



 

2017年4月26日（水） 

奥多摩むかし道 【山行報告】 

参加人数： 2人（男性2人） 

強弱度：  一般向 

天候：   曇り～晴れ 

歩程：   4時間   行動時間： 4時間41分 15・3ｋｍ 

地図：   昭文社 奥多摩 

コース：  奥多摩駅9：30→羽黒坂 9：39→槐木10：47→不動の上滝→惣岳の不動尊 10：57→玉堂歌碑→休憩所（テ

ー ブル 11：35～11：55（昼食）→西久保の切り替えし→浅間神社→青目立不動尊休処（休）12：46→林

道 13： 04→水根沢口 13：09→みはらしの丘遊歩道→八方岩展望台 13：38→大麦代バス停 14：00→奥多

摩湖14：05→バス14：12＝奥多摩駅→もえぎの湯→奥多摩駅（解散） 

 

  

9：47                        9：57 

  

 10：12                       10：40 

  

 弁慶の腕ぬき岩 10：42               いろは楓 10：47  

 

 

 



  

 10：26                       惣岳の不動尊 10：57 

  

 ガード下 惣岳渓谷 10：00             11：35～11：55（昼食） 

  

西久保切り替えしからの道 12：10          12：24 

  

 12：25                       12：26 

 

 

 

 



  

 12：27                       12：29 

  

 むかし道 12：34                  青目立不動尊休憩処（本日休み）12：46 

  

13：05                        13：05 

  

 八方岩展望台への分岐 13：09            水根沢谷 13：13 

 

 

 

 



  

 みはらしの丘遊歩道 13：17             みはらしの丘遊歩道 13：19 

  

 展望台 13：38                   展望台からの見晴らし 13：55 

  

 展望台からの下り道 13：56             見晴らし展望台の地図 14：01 

  

昼食にお会いし新しいメンバー（青梅、東村山）の方と写真撮影   若い女性と記念写真 14：08 

 

＊ 雨予報で参加者一人。雨上がりの登山路は山野草が開花、花を見ながらゆっくり歩きました。 

 

 


