
2018年2月7日（水） 

草戸山（城山湖）～法政大学【山行報告】 

参加人数： 10人（男性2人女性8人） 

強弱度：  ウォーク１２➂ 

天候：   晴れ 

歩程：   4時間     行動時間：  6時間05分 

地図：   昭文社 高尾・陣馬   2万5千図 八王子 

コース：  高尾駅南口9：20→初音坂 9：42→西公園（登山口）290ｍ9：58→305ｍ10：30→鉄塔 10：47→△・ 343八方 

      台11：07台→四辻分岐 11：10→草戸峠11：29→草戸山 364ｍ11：48→東屋12：06→本沢ダム12：15（入 

      口）～12：38（出口）→金毘羅宮12：45→林道→尾根入口 12：55→穴川226ｍ→鳥獣供養塔 13：27→風間 

      →法政大学13：55～14：40（昼食）→構内歩き15：09～15：20 →館ヶ谷団地15：25＝高尾駅 

  

 初音橋                       さくら階段 

  

 西公園                       西公園からの尾根 

  

 西公園からの尾根                  尾根に鉄塔 

  

 八方台 343ｍ                    四辻分岐 



  

 草戸峠                       草戸峠から草戸山へ 

  

 草戸山                       草戸山より下り階段 

  

 大地沢青少年センターへの分岐            あずま屋から城山湖 

  

 城山湖遊歩道                    城山湖であいの広場 

  

城山湖遊歩道に足跡があり柵外に出ることが出来る   城山湖 出入り口閉鎖でドアー施錠。柵を回り込む 

と思い出口へ向う 



  

 金毘羅宮への階段                  林道から穴川集落へ山道 

  

 穴川への山道                    穴川の山道に鳥獣供養塔 

  

 法政大学入口のセブンイレブン            法政大学ランチの一品 

  

 法政大学本部から別棟への吊橋            校内から館ヶ谷団地（バス停）へ 

 

西公園からのアプダウンがあり、所々残雪が凍結し慎重に歩く。草戸山から城山湖へ、城山湖入口ドアー施錠、25ｃｍ   

の隙間 10 人が道リ抜けるのに 30 分かかった。出口も施錠、柵を乗り越えと柵を回り込みで何とか無事柵外に出るこ  

とができました。今日のコースでいろんな体験できたとのことです。参加の皆さん全員下山、有り難うございました。 

                                               係：濱坂 

 

☆ 相模原市、積雪で城山湖の遊歩道、駐車場を施錠したとの事です。この時期注意が必要です。 

 

 

 

 

 



 

2018年2月14日（水） 

丹沢 シダンゴ山 【山行報告】 

参加人数： 23人（男性4人女性9人） 

強弱度：  一般向 

天候：   晴れ 

歩程：   3時間30分   行動時間： 4時間25分 

地図：   昭文社 丹沢 

コース：  新松田駅9：05＝田代向バス停 9：30→田代橋（ｗｃ）空き地集合 9：40～10：05→宮地山入口 10：10→宮 

      地山512ｍ10：55→宮地車道合流 11：31→新秦野線 33号11：30→車道ひだまりにて休憩 11：35～11：50 

      シダンゴ山758ｍ12：15～12：55（昼食）→車道（登山道）分岐 13：37→バス停14：05（解散）。寄→ロウ 

      バイ祭り会場→寄15：05 バス15：40＝新松田駅 

  

 田代から宮地山への車道               碑 

  

 登山道                       宮地山 

  

 大寺への分岐                    登山道 

  



 登山道                       登山道 

  

 登山道                       田代からの車道分岐 

  

 シダンゴ山へ 30分                 新秦野線33号鉄塔 

  

 車道この先で休憩                  シダンゴ山への登山道 

  

 登山道                       登山道 

  

 登山道（女坂）                       山頂へ50ｍ 



  

 シダンゴ山 山頂 馬酔木の群落           シダンゴ山 山頂（昼食） 

  

 下山道                       下山道 

  

 寄へ分岐 （車道、山道）              寄自然休養村管理センター 

  

 ロウバイ祭り会場                  会場内のロウバイ 

 

 

 春の近づきを感じさせる柔らかな日差しに誘われて行きのバスは超満員。心配していた雪もなく、たどり着いた 

 シダンゴ山の山頂では、青空に映える富士山をはじめ丹沢の山並みがくっきりと見渡せ、360度の大パノラマに大 

 喜びしました。また山頂には馬酔木の群落があり、春にはその可愛い花が山頂を飾ってくれることでしょう。 

 ゴール地点の寄で解散し、希望者で満開のロウバイの甘い香りの中を散策しました。  記：唐澤 

 

 

 

 

 

 



  

2018年2月18日（日） 

三浦アルプス縦走【山行報告】 

参加人数： 10人（男性3人女性７人） 

強弱度：  一般向強 

天候：   晴れ 

行動時間： 5時間29分 

地図：   葉山の山歩きコース（葉山・山楽会）資料使用 

コース：  ＪＲ逗子駅＝長柄交差点 9：23→御麗神社9：34→登り口 9：42→阿部倉山161ｍ10：00→二子山（下）10： 

      38→二子山（上）△・ 207ｍ11：02→北尾根入口11：17→東逗子分岐11：28→馬頭観音 11：57→鉄塔12：06 

      ～12：43（昼食）→田浦町 3丁目13：20→田浦梅林入口 13：26→梅林あずま屋13：33→梅林公園展望塔 

      13：53→梅林公園事務所 14：14→ＪＲ田浦駅14：52（解散） 

  

 御麗神社                      阿部倉山登り口 

  

 登山道                       阿部倉山への分岐 

  

 阿部倉山 山頂161ｍ                二子山（下）への登山道 

  



 二子山（下）山頂                  登山道 

  

 登山道                       二子山（上）アンテナ塔 

  

 二子山（上）展望台                 林道 

  

 北尾根 東逗子駅への分岐              登山道 

  

 グリンヒルへの分岐                 馬頭観音 

  

 鉄塔下                       田浦・乳頭山 分岐 



  

 踏み跡の少ない道を下山               田浦梅林 入口階段 

  

 梅林公園                      梅林公園 

  

  

 梅林公園 展望塔                  展望塔からの梅林 

  

 展望塔からの横須賀                 ＪＲ田浦駅 

鉄塔下で昼食。ＫＦ3この分岐注意標識の分岐でコースを間違えて踏み跡の少ない道で田浦町 3丁目に下山した。 

晴天に恵まれましたが三浦アルプスは林の中、公園展望塔から梅園全景、横須賀港が見渡せた。 係：濱坂 



2018年 2月21日（水） 

南山（みなみやま）宮ヶ瀬湖【山行報告】 

参加人数：  11人（男性4人女性 7人） 

強弱度：   一般向き 

天候：    曇り 

歩程：    4時間 

地図：    昭文社  丹沢 

コース：   橋本駅北口8：55＝鳥居原園地 9：40→登山口10：05→権現台△・ 568ｍ11：05～11：20→南山554ｍ 

       11：45～12：20（昼食）→下山道 13：00→あいかわ公園 13：10～13：20→半原バス停 13：55（解散） 

       本厚木バスセンター行 14：00発乗車＝本厚木駅 

 

   

大沢橋                        道標 分岐 

           

登山口                蛭ヶ岳と虹の大橋 

   

道標                         登山道 



 

 

    

権現平△・ 568ｍ                     ルンルンで～す 

    

権現台                        雪道 

   

道標                         南山山頂 

     

宮ヶ瀬湖                       岩場の下山道 

 

 



    

宮ヶ瀬ダム                      急降下 

    

森のわたり橋（吊り橋）                あいかわ公園 

   

あいかわ公園 遊具とマンサク             あいかわ公園 

   

あいかわ公園 野外センター              半原バス停に向かう標識 

 

南山の山頂からは宮ヶ瀬ダム湖の先に広がる丹沢山塊の山肌に参加者全員で白馬を見つけました。 

心配していた雪の上もアイゼンなしで歩くことができましたし、風もなくあまり寒さも感じませんでした。 

冬ならではの低山歩きを楽しむことができた一日でした。    記：唐澤 



 

 2018年2月25日（日） 

越生町 大高取山【山行報告】 

参加人数： 6人（男性4人女性2人） 

強弱度：  一般向 

天候：   晴れ 

歩程：   4時間30分   行動時間： 6時間34分 

地図：   昭文社 奥武蔵・秩父 

コース：  越生駅9：16→法恩寺 9：19→生越神社9：25→西山高取 9：54→世界無名戦士の墓 10：14→西山高取10： 

      353→幕岩への分岐11：07→幕岩展望台11：14→虚空蔵尊さくら公園 11：53→虚空蔵尊 12：05～12：25 

      （昼食）→林道12；55→桂木峠→桂木観音13：12→桂木山→大高取山△・ 376ｍ13：46→越生自然休養村セ 

      ンター14：31→農道梅林散策→越生梅林入口 15：02→遊歩道→越生駅15：50（解散） 

  

法恩寺                       生越神社 

  

生越神社と高取山                  高取山へ登り口 

  

登山道                       登山道 

  



世界無名戦士之墓へ登山道下る             登山道 

  

無名戦士之墓からの展望               無名戦士之墓から尾根戻る 

  

登山道                       幕岩展望台への分岐 

  

幕岩展望台                     虚空蔵尊への分岐 

  

さくら公園                     虚空蔵尊 

  

桂木観音への分岐                  桂木観音 



  

分岐                        大高取山山頂 

  

休養村センターへの下り坂              越生町 梅林 

  

越生町 梅林                    福寿草 

  

  

 曇り空から晴れに変わり、樹林の登山道を歩きました。個人所有梅園ちらほら梅が咲き、満開まで日数がかかりそう

です。梅林公園～遊歩道の梅花を見ながら越生駅まで歩きました。参加者全員神奈川県民、埼玉の山への山行。参加

ありがとうございました。   記：濱坂 



 

 2018年2月28日（水） 

泉の森～ふれあいの森【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1②３ 

天候：   晴れ 

歩程：   3時間    行動時間： 4時間38分 

地図：   小田急沿線マップ使用 

コース：  鶴間駅10：10→こもれび広場 10：36→水源地11：20→くぬぎの森→しらかしの家 11：23→湿生植物園 

      （しらかし池）→ふれあいの森 11：58～12：30（昼食）→熊野神社 12：48→親泉広場 13：04→極楽寺13： 

      23→大和駅13：48（解散） 

  

泉の森入口                     泉の森 散歩道 

  

泉の森 散歩道                   泉の森散歩道 

  

国道246下                     泉の森・湿生植物園 

  

泉の森 湿生植物園                 泉の森 湿生植物園 



  

大和市自然観察センター・しらかしの家        湿生植物園内吊橋 

  

しらかしの池                    引地川沿いの歩道 

  

熊野神社                       熊野神社 

  

ふれあいの森                    ふれあいの森 出口 

  

極楽寺 馬酔木                      極楽寺 梅 

  泉の森・ふれあいの森に多くの花々があり、春が楽しめるコースです。  記：濱坂 


