
 

  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

  

  平成 30年元旦   丹沢 塔ノ岳山頂から初日の出 

 

 

      

 

 

 平成 30年も幕開けとなりました。 

 正会員、非会員あわせて 75 名。昨年は 68 コース予定しましたが 10 コース雨天で中止 58 コースを実施。    

774名参加いただきました。 山行やウォーキングで皆さんとご一緒できました事うれしく思います。 

 怪我なく、無事に一年間の予定をクリアーできたのは皆さんのご協力のおかげです。感謝申し上げます。 

 

 今年も新たな企画を練っております。 

 ご自分のお気に入りのコース、行ってみたいコースなどありましたら、どうぞお知らせください。 

 皆様の声を取り入れた会にしたいと思います。 

                               楽笑山歩クラブ 
 



笑 福 

         みんなで力を合わせ楽笑山歩クラブ築き 

                   笑顔いっぱいの年なりますように 

  

    2018年元旦   丹沢塔ノ岳山頂 赤富士 

 

 

 2018年 1月 1日 

丹沢 塔ノ岳～鍋割山【山行報告】 

参加人数： 3人（男性 2人女性 1） 

強弱度：  やや健向き 

天候：   晴れ 

行動時間： 7時間 40分 

地図：   昭文社 丹沢 

コース：  塔ノ岳山頂 8：05→金冷シ 8：26→大丸 1386ｍ8：38→小丸尾根二俣分岐 9：01→小丸 9：09→鍋割山山 

      頂 1272ｍ9：36→後沢乗越 11：10→栗ノ木洞 908ｍ→檪山 810ｍ12：27→車道 13：45→土佐原集落 14： 

      28→寄バス停 15：01→中津川右岸→田代向バス停 15：45。バス 16：40＝新松田駅 

 

 

  

 塔ノ岳山頂 初日の出、赤富士を待つ登山者      山頂 

 



  

 金冷シ 鍋割山、大倉への分岐            鍋割山稜コース 

  

 大丸                        鍋割山稜コース 

  

 小丸                        鍋割山稜コース 

  

 鍋割山稜コース                   鍋割山 

  

 後沢乗越へ                     登山道 

 



 

  

 後沢乗越 大倉、寄の分岐              寄へ下山道 

  

 下山                        栗ノ木洞 

  

櫟山                        林道から 

  

 土佐原集落 ロウバイ                ロウバイ 

 

 

後沢乗越に 11時到着、時間が早く伴さんは大倉へ、二人は下見をしながら寄バス停へ。 

土佐原集落で日当たりの良い斜面にロウバイが咲いていました。 係：濱坂 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2018年 1月 4日（木） 

横浜 瀬谷八福神めぐり【山行報告】 

参加人数： 9人（男性１人女性 8人） 

強弱度：  ウォーク 1②３ 

歩程：   ４時間    行動時間： 6時間 20分  16・7ｋｍ 

天候：   晴れ 

地図：   相鉄八福神めぐりマップ使用 

コース：  瀬谷駅 10：15→中央公園→妙経寺 11：22→北向地蔵尊 11：38→善昌寺 11：42→鎌倉古道北→日枝社 12： 

      20→本郷公園 12：25～13：25（昼食、甘酒）→徳善寺 13：36→寶蔵寺→13：59西福寺 14：18→左馬社 

      14：28→鎌倉古道南→宗川寺 14：43→全通院勢至堂 15：06→相沢川15：27→こどもの森公園 15：35→ 

      長天寺 16：17→瀬谷駅 16：35 

 

古来、七つの災難が除かれ、七つの幸福を授かるとして信仰されてきた七福神様。恵比寿神、大黒尊様、毘沙門天、 

弁財天、福禄寿、寿老人、布袋尊で、それぞれを祀った七つのお寺を巡拝する七福神めぐり。横浜瀬谷地区の八福神 

は、七人の神様に七転八起で知られるダルマ大師を加えた、珍しい八福神です。 

 

 

  

 

  



  

 妙経寺                       妙経寺 

  

 北向地蔵尊                     善昌寺 

  

 日枝社                       瀬谷本郷公園 

  

 徳善寺                       徳善寺 

  

 寶蔵寺                       寶蔵寺 



  

 西福寺                       左馬社 

  

 10月さくら                     宗川寺 

  

 全通院勢至堂                    相沢川 

  

  

 長天寺                       長天寺 

八福神巡り、昨年の健康で山歩きできたお礼、今年も健康で山歩きできるようにお願いの八福神をめぐりです。 

ゆっくり歩き、全員八福神様を初詣しました。 係：濱坂 



2018年 1月 7日（日） 

本陣山～子ノ権現～竹寺【山行報告】 

参加人数：  7人（男性 2人女性 5人） 

強弱度：   一般向強 

天候：    晴れ 

歩程：    5時間 00分   行動時間：6時間 15分   10.5km 

地図：    昭文社  高尾・陣馬 

コース：   西吾野 8:45→北東尾根登山口(217m)8:55→本陣山(442m)9:50→→森坂峠 10:00→イモリ山 10:30→ 

       柿の木峠 11:00→子ノ権現天竜寺(640m)12:00～12:45（昼食）→豆口峠 13:20→竹寺(490m)14:10→ 

              小殿バス停 15:00⇒飯能駅  

 

   

登山道入口                      急登 

   

本陣山                        森坂峠 

      

山道                    イモリ山 



 

 

   

柿の木峠（天寺十二丁目石）              林道 

   

教育地蔵尊                      きれいに・・・地蔵さま 

   

                           子ノ権現天龍寺 

   

                           福寿草 

 

 



 

   

道標                         豆口峠 

   

竹寺                         牛頭(ごず)天王本殿 

   

茅の輪                        道標 

   

山道                         下山道 

 

本陣山までは急な山道でしたが、竹寺本坊で甘酒頂き「元気・元気」になりました。 

皆様ご協力ありがとうございました。 係：佐野 



 

 2018年 1月 14日（日） 

大山 阿夫利神社下社【山行報告】 

参加人数： 8人（男性 2人女性 6人） 

強弱度：  一般向強 

天気：   晴れ 

歩程：   5時間     行動時間：  5時間 13分  10・1ｋｍ 

地図：   2万 5千図 伊勢原・厚木・大山     昭文社  丹沢 

コース：  菊屋前バス停9：20→子易登り口 9：30→尾根 9：56→280ｍ10：02→294ｍ→373ｍ→林道 11：15→エボ 

      シ山 653ｍ11：44～12：10（昼食）→九十九曲分岐 12：30→見晴台12：50→二重橋 13：27→阿夫利神社 

      下社 13：40→女坂→大山寺 14：10→ケーブル駅→バス停 14：40. 14：52乗車＝伊勢原駅 

 

 

  

 尾根 9：56                     280ｍ 

 

      

 尾根道                           373ｍ 

  

 登山道                       鹿除け柵横登山道 

 



 

  

 林道の手前                     林道から登山道 

  

 登山道                       エボシ山（昼食） 

  

 エボシ山からの登山道                登山道 

    

  九十九曲分岐                      地蔵 九十九曲分岐 

 

 

 

 



 

  

 見晴台への登山道                  見晴台へ 

  

 見晴台 広場                    見晴台からの下り 

  

 阿夫利神社下社                   女坂 

  

 女坂にミツマタ                   ケーブル駅付近に寒桜 

 

 菊屋前バス停（子易 145ｍ）からミカン畑農道を道リ尾根に。尾根から 281ｍ～林道～エボシ山～九十九曲分岐～ 

見晴台 766ｍまで登りが続く。脚と気合いが揃い全員完歩、頑張りました。 係：濱坂 

 

 

 2018年 1月 17日（水） 

横須賀市 大楠山 【雨天中止】 

 昼ごろから雨が降る予報で中止にしました。 

 係は逗子駅へ中止の連絡に行きましたが会員は無。 

 



 2018年 1月 24日（水） 

渋沢（四十八瀬川）コース 【山行報告】 

参加人数： 5人（男性１人女性 4人） 

強弱度：  ウォーク 1②３ 

天候：   晴れ 

歩程：   4時間    行動時間：  4時間 32分  12・7ｋｍ 

地図：   小田急沿線マップ使用 

コース：  渋沢駅 10：10→御嶽神社 10：37→四十八瀬川 10：46→馬場坂→上秦野神社 11：00→柳川児童館→長福 

      11：27→古塚之碑（竹林・ケンポナシ）11：45→本八沢橋→老人憩いの家 12：35～13：00（かわじ荘昼 

      食）→宗渕寺13：05→川路橋 13：16→登り坂→東光寺 13：44→浄徳院 13：49→国道 246高架下→田頭 

      橋 14：07→住宅急登→西公民館→渋沢駅14：45 

  

 御嶽神社                      甘柿橋 

  

 四十八瀬川                     上秦野神社 

  

 長福寺                    おれがやらずに誰がやる いまやらねばいつ出来る 長福寺 

  

古塚之碑                     憩いの家、かわじ荘（小部屋をお借りして昼食） 



  

 宗渕寺の碑                     宗渕寺 

  

 宗渕寺                       宗渕寺（桜の木あり） 

  

 小高い丘から丹沢稜線                東光院 

  

 浄徳院                       田頭橋（四十八瀬川 

    東京、川崎 横浜、前日 10㎝以上の積雪。渋沢地区

の残雪を心配してアイゼンを持参しましたがどこにも雪がなく晴天にも恵まれ、楽しくウォーキングができま

した。 係：濱坂 



 

 2018年 1月 31日（水） 

横浜 港北ニュータウン巡り 【山行報告】 

参加人数： 17人（男性１人女性 16人） 

強弱度：  ウォーク１➁３ 

天候：   晴れ 

歩程：   3時間    行動時間： 4時間 30分 

地図：   昭文社 横浜市 

コース：  あざみ野駅 10：00∼05→中川駅経由 10：40→（ウグイスカズラあり）→草笛の道→徳生公園 11：20～12： 

      00（昼食）→北山田公園（梅咲く）12：30∼40→横浜国際プール 12：50∼13：05（国際プールまわり一周） 

      散策→徳生公園 13：30∼40→大塚古墳歳勝土遺跡公園 13：55∼14：10→センター北駅 14：35（解散） 

 

 

 

  

  あざみ野駅                    なだ雪が残っている道をこわごわ歩く 

 

  

 徳生公園にてランチ、池にカモがいました       梅が咲いていました山田富士公園 

 

 



  

 横浜国際プール 立派な建物です           プールから戻った徳生公園で白サギ発見 

 

  

 白い蔵のある立派な家前へ道って大塚公園へ      最後の訪問場所大塚勝土遺跡公園入口 

 

  

センター北駅にて解散 

 

 

寒中なのに歩くと汗ばむ陽気の中、おしゃべりに花を咲かせながらのんびり歩きました。 

たくさんの方々のご参加、ご協力ありがとうございました。 係：唐澤 

 

 

 


