
 

 

2018年7月1日(日) 

サルギ尾根～大岳山【山行報告】 

参加人数：  10人（男性5人 女性 5人） 

強弱度：   やや健向 

天候：    晴れ 

歩程：    5時間30分  行動時間：6時間30分   14.4Km 

地図：    昭文社 奥多摩 

コース：   登り口352m9:10→高岩山 920m11:15→展望台11:30昼食12:00→上高岩山（大クラミノ頭）12:15→ 

              芥場峠→大岳神社12:45/13:00→大岳山1266.5m13:15/13:30→鋸山分岐13:50→白倉分岐 14:20→ 

下山道15:15→白倉バス停 15:40→武蔵五日市駅 

 

 

   

養澤神社                       登山道入口 

   

急登連続                       大名子ノ頭 

   

岩場                         高岩山 920m 

 

 



   

展望台からの風景                   上高岩山（大グラミノ頭）  

   

芥場峠                        大岳神社 

   

大岳山頂へ向かう岩場                 大岳山頂 1266.5m  

   

岩とささやぶに囲まれた山道               分岐 

 

 



   

なだらかな山道                    祠 

   

白倉への山道                     

   

ギンリョウソウ                        白倉バス停へ向かう 

   

大嶽神社                       下山道 

 

梅雨明け猛暑の中、水分補給しながら大岳山頂まで登る事ができました。 

千足バス停への下山予定でしたが白倉バス停にコース変更しました事、お詫びいたします。   係：佐野 

 



 2018年7月４日（水） 

祖師谷公園～蘆花恒春園【山行報告】 

参加人数： 18人（男性1人女性17人） 

強弱度：  ウォーク1➁３ 

天候：   曇り 

歩程：   3時間40分 

地図：   昭文社 世田谷区   都立公園庭園霊園、周遊マップ使用 

コース：  成城学園前駅10：05→仙川 10：15→観世音堂10：38→祖師谷公園10：45→安穏寺 11：17→粕谷緑地11： 

      35→蘆花恒春園開放公園 11：41～12：10（昼食）→恒春園（徳富蘆花、夫妻の墓所、旧宅）12：20～12： 

      38→世田谷区文学館（休憩）→烏山神社 13：31→念仏堂・薬師堂 13：35→芦花公園駅 13：45（解散） 

  

仙川沿いの道                    観世音堂 

  

                          祖師谷公園 

  

祖師谷公園の中を流れる仙川沿いの道         祖師谷公園 

  

馬頭観世音                     安穏寺 



  

芦谷緑地                      蘆花恒春園公園 

  

恒春園入口                       

  

徳富蘆花夫妻の墓所                 徳富蘆花旧宅 

  

徳富蘆花旧宅                    民家の庭にサボテンの花 

  

烏山神社                      念仏堂 

 台風接近で強風があり、涼しいウォーキングができした。  係：濱坂 



2018年7月7日（土） 

平塚 七夕祭り～湘南平 【山行報告】 

参加人数： 10人 （男性1人女性 9人）  

強弱度：  一般向き 

天候：   曇 

歩程：   4時間 行動時間：5時間半 

地図：   湘南 ひらつか 観光マップ 

コース：  平塚駅9：20→七夕見学→平塚の宿跡→要法寺 10：10→平塚の塚10：20→高麗大橋下公園 

      10：50→高麗神社11：20→湘南平12：35～13：35（昼食）→横穴古墳群 14：00 

      大磯駅前14：25→島崎藤村宅跡 14：40～50→大磯駅 15：00（解散） 

 

 

 平塚 七夕祭り 

  

 

  

 



  

平塚宿の江戸見附 

  

平塚宿町役所跡                   平塚の里歌碑 

   

   

  

要法寺                       春日神社 

  



                          慶覚寺 

  

高来神社                      奥の院から女坂 

  

女坂                         

  

関東ふれあいの道                  高麗山県民の森 

  

高麗山への登り                   高麗山167・3ｍ 

  

八俵山 160ｍ                    浅間山・湘南平分岐 



  

浅間山 181・3ｍ                   湘南平へあじさいの道 

  

湘南平展望塔から高麗山公園             下山道 

  

曽我十郎硯水の碑                  掦谷寺谷戸横穴群へ 

  

横穴群                       揚谷寺谷戸横穴群（古墳時代） 

  
旧島崎藤村住宅・静の草屋              藤村の住宅 

  地元メンバー直枝さんの案内により、 平塚七夕、東海道平塚宿から高麗神社～湘南平へのハイキングを楽しみ、

途中で横穴古墳群や下山後の当村家跡まで盛りだくさんの計画を実行できました。 有難うございました。    

心配していた天候にも恵まれ、 心地よい風に助けられました。    記：唐澤 



 2018年7月11日（水）・12日（木） 

蓼科山～北横岳【山行報告】 

参加人数： 12人（男性４人女性8人） 

強弱度：  一般向強 

天候：   晴れ 

行動時間： 11日 6時間9分    昭文社 コースタイム 2時間50分 

      12日 8時間２６分   昭文社 コースタイム 4期間50分 

地図：   昭文社  八ヶ岳（蓼科・美ヶ原・霧ヶ峰） 

11日コース：  新宿スーパーあずさ 1号7時松本行乗車＝茅野駅 9時08～9時40分=🚖=女乃神茶屋（トイレ・休憩 

        10：52→蓼科山南西 2110ｍ△2113・3ｍ12：33～13：03（昼食）→幸徳平13：25→蓼科山山頂15：40 

        →蓼科山頂ヒュッテ（休憩・コヒータイム）15：54→蓼科山荘16：43（宿泊） 

  

女乃神茶屋                     駐車場のトイレ 

  

バス停                       バス停からの登り口、笹ヤブの登り 

  

笹ヤブが続く                    笹ヤブが終わり岩場の登り 

  

岩場の登り                     岩場の登り 



  

岩場の登り                     岩場の登り 

  

蓼科山南西                     蓼科山南西の近くに三角点 

  

幸徳平                       岩場の登り 

  

山頂の登り                     山頂近くからの展望 

  

山頂へ岩場の登り                  着きました山頂です 



 

11人の笑顔  

  

山頂ヒュッテで休憩（コーヒー）           ヒュッテからの岩場の下り 

  

岩場の下りが続く                  蓼科山荘 

  

蓼科山荘夕食                    美味し夕食に大満足 

 

12日コース： 蓼科山荘2350ｍ6：34→赤谷の分岐→大河原峠分岐 2100ｍ6：48→佐久市最高地点 2380ｍ7：01→大河原

峠登山口 8：12→大河原峠 2093ｍ→双子山 2223ｍ8：59→双子池ヒュッテ 2034ｍ9：44～10：30 休憩



（コーヒー、長門牧場アイスクリーム）双子池（雄池・雌池）→亀甲池 11：16→北横岳2480ｍ11：18

→北横岳ヒュッテ 2400ｍ→坪庭14：24→山頂駅2233ｍ14：34＝山麗駅15：00（解散）=🚖=茅野駅 

  

蓼科山荘 朝食                   出発まえの記念写真 

  

登山道                       大河原峠 

  

登山道                       佐久市最高地点 2380ｍ 

  

                          登山道 

  



登山道                       大河原峠登山口 

  

大河原峠から                    大河原峠2093ｍ 

  

双子山への登り                   双子山へ登り 

  

双子山                       ハクサンフウロ 

  

シナノオトギリ                   登山道 

  

双子池 雄池                    双子池 雌池 



 

  

双子池ヒュッテ 気をつけてくださいの声で見送り   双子池を巻いての登る 

  

亀甲池へ 下り岩場                 亀甲池 

  

亀甲池                       北横岳へ岩場の急登が続く 

  

イワカガミ                     ゴゼンタチバナ 

  

岩場登山道                     北横岳 



  

シャクナゲ                     シャクナゲ 

  

                          ロープウェイの分岐 

  

ロープウェイへ向かう登山道             坪庭 

  

  

 

初日から晴れ、2日目も晴れ、山小屋の店主は良い日に登って来た、来週からは混雑するするとの事でした。 

今回の参加者 12人の中に3人初山小屋泊、一人 2回目、疲れた疲れたと言っても怪我も無く完歩する。記：濱坂 



 

 

 

 

 

 2018年7月21日（土） 

百草周遊・倉沢緑地歩き【山行報告】 

係：    濱坂 

参加人数： 6人（男性1人女性5人） 

強弱度：  ウォーク１②３ 

天候：   晴れ（猛暑） 

行動時間： 3時間47分 

地図：   昭文社 日野市 

コース：  百草園駅10：03→真照寺 10：09→登り口10：19→落川→倉沢緑地 10：44→御林山農園 11：08→帝京大学

グランド横→観音堂公園 11：28→百草画荘11：39～13：27→大宮神社13：47→百草園駅 13：50（解散） 

 

 

 



 

 

 

 

  

真照寺                       小高い丘への登り口 

  

緑地                        倉沢緑地 

  

直射日光を避けて小高い丘を歩く           御林山農園 



  

御林山農園                     御林山農園 

  

直射日光を避けて山道                 山道 

  

観音堂公園                     観音堂公園 

 

  

観音堂公園                     百草画荘入口 

  

次女小島敦子さんより善太郎さんの生い立ちの説明を頂きました    小島善太郎先生 作品の一部 



  

呈茶頂きました。                  画荘のお庭 

  

画荘のお庭                     画荘お庭 

  

晴れたらお庭から大山、丹沢見えます         アトリエに併設の茶室 

  

茶室                        大宮神社 

 

唐澤さん 参加しての感想 

土曜、日曜、祝日のみオープンしているという小島善太郎画伯のアトリエ工跡を訪れたのは暑さの中をウォーキングし

てそろそろ喉を潤したいと思った時でした。アスファルトの道から急な石段を上り詰めた先には和風の落ち着いたたた

ずまいがありました。まず 最初に通されたのはお茶室でした。ここで、ご当主の敦子様より画伯の人となり、作風、

生き方などお話を伺いました。次に、間仕切り（これが言葉では説明できない初めて目にするものです）の向こうにあ

るお部屋には作品の数々が展示されていました。作品のジャンルは様々でしたが、共通しているのはどれもこれも優し

い目線で描かれている、というとことだと思いました。自然に対して、人に対して、物に対してどの作品からもその心

根が感じられました。汗が引いたころ、敦子様の立ててくださったお茶とお菓子をいただきました。ここの水がお茶を

おいしくしてくれるのよ、といわれる敦子様はとても 91 歳とは思えぬ若さでした。真夏の暑い一日ここにお邪魔させ

ていただいたおかげで、清々しい、優しい気持ちになれました。皆様本当にお世話になりました。ありがとうございま

した。     



 

 2018年7月25日（水）・26日（木） 

南アルプス 鳳凰三山（薬師岳・観音岳・地蔵岳）【山行報告】 

参加人数： 12人（男性4人女性８人） 

強弱度：  一般向き強 

天候：   25日 晴れ  26日 晴れ 

行動時間： 25日 5時間57分     昭文社コースタイム 5時間30分 

      26日 9時間06分     昭文社コースタイム 7時間10分 

地図：   昭文社 北岳・甲斐駒 

 

25日コース： 甲府駅=🚖=夜叉神峠への登り口 1378ｍ10：00→夜叉神峠 1790ｍ11：10→大崖頭山 2186ｍ 

13：04→杖立峠道標 2117ｍ→苺平2524ｍ15：16→南御室小屋 2440ｍ15：57（泊） 

  

夜叉神峠駐車場から登る               登り口付近標識 

  

登山道                       高谷山分岐 

  

夜叉神峠                      夜叉神峠小屋 

  



登山道                       登山道 

  

ランチタイム                    ケルン 

  

登山道                       道標 

  

登山道                       登山道 

  

岩場の登山道 

  

登山道                       苺平 



  

登山道                       南御室小屋 宿泊                                             

  

夕食 ビーフシチュー                料理を眺めて、美味しそうの一言 

  

参加メンバー 食事を前の笑顔            食事を見て今日の疲れ吹っ飛んだ、笑顔 

 

 

26日コース：   南御室小屋 06：01→薬師岳小屋 2720ｍ07：39→薬師岳 2780ｍ07：54→観音岳 2840ｍ8：53→赤抜

沢の頭→地蔵岳 2764ｍ10：48→高峰△2778ｍ→白鳳峠 13：55→白鳳峠入口 16：54 →広河原17：

06=🚖=甲府駅 

  
御室小屋前のお花畑                 小屋の前 

  



小屋の前                       小屋の前 

  

御室小屋 朝食                   御室小屋とお別れして厳しい登り 

  

登山道                       登山道 

  

登山道                       休憩 

  

南アルプス 北岳 

 

  



登山道                       岩場登る前の一枚 

  

登山道                       山の尖った山頂へ 

  

薬師岳小屋 トイレ休憩               山の頂上目指してひたすら歩く 

  

薬師岳 

 

薬師岳 山頂写真 



  

登山道 

  

観音岳へ岩場の登り                 観音岳 

  

振り向くと歩い来た岩場超えきた 

 

観音岳山頂で記念写真 



  

 登山道                      登山道 

  

  

登山道                       登山道 

  

登山道                       山の上に尖った山オベリスク 

  

稜線で見かけた厳しい自然に耐えるカラマツの巨木   登山道メンバーが歩く 

  

登山道 



 
地蔵岳 バックの岩場オベリスク 

  

石佛が並ぶ                     白鳳峠道標 

  

登山道 

  

登山道                       岩場の登山道 



  

振り向くと歩いてきた岩場の登山道          高嶺への登り 

  

白鳳峠へ分岐                    岩場の下り                      

  

登山道   

  

登山道                       広河原への道標 

  

ザレ場の下り                    ザレ場の下り 

 



 

  

ザレの下りが続く                  樹林帯の下山道 

  

下山道                       数か所のハシゴ、鎖場、ロープ注意 

  

                          下山道、もう直ぐ車道です 

 

25 日 26日、共に晴天に恵まれて時々尾根から富士山を見ることができた、ロングコース疲れましたが皆さんの協力で

怪我も無く楽しい登山が出来ました。ありがとうございました。  記：濱坂 

 

 

タクシー利用情報 

武田第一交通 055-252-5533 

甲府駅⇒夜叉神峠 4人乗り10,360円  9乗り11,520円 

広河原⇒甲府駅  4人乗り15,310円  9乗り17,280円 

☆参考にしてください。 


