「風の会ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ」－安心・安全・楽しく－
2019.11.13 三浦

2019.11 月例会レジメ
http://www.kazenokai-hikingclub.com
http://www.kazenokai-hc.com

1.山行報告
10-2

高尾山歩会-1－蛇滝コースを歩く－

☆日 程：10 月 20 日（日）
☆行 程：高尾駅北口改札
11-1

市川(L) 台風台風 19 号による登山道の崩落等により中止
当初 13 日(日)を 19 号襲来予報により延期

（注）
9：10

矢倉岳（870m）/箱根山塊

台風 19 号による登山道の崩落等により中止

加田(L)

☆日 程：11 月 3 日（日）
☆行 程：集合時間＆場所：小田急新松田駅 改札出口 8 時 30 分厳守
10-2

高尾山歩会-1－当初の蛇滝コースを変更し、有志山行として実施

☆日 程：11 月 3 日（日）
☆行

曇り後雨予報で中止

程：集合：京王線 高尾山口駅改札 9：00

2 今後の山行計画（案）
11-2

市川(L)

決

定

高水三山－高水山・岩茸石山・惣岳山－/奥多摩

日帰り 市川(L)－詳細 10/9 配布済資料参照－

☆日 程：11 月 17 日（日）
☆集 合：青梅線 軍畑駅

改札

8：50

☆ｱｸｾｽ：新宿 7：21＝JR 中央特快・高尾行＝7：47 立川 7：57＝青梅線奥多摩行（2 番線）＝8：40
軍畑着
☆行 程：軍畑 9：00⇒9：40 高源寺（トイレ）9：50⇒11：10 高水山（759ｍ）11：30⇒12：20 岩
茸石山（793ｍ）（昼食）13：00⇒13：55 惣岳山(756m)14：10⇒15：25 御嶽駅 （解散）
歩行時間：3：45

実働時間：6：30

歩行距離：9.2km

ぎん鈴/御嶽：https://www.omekanko.gr.jp/spot/11401/
または河辺温泉梅の湯：http://kabeonsen-umenoyu.com/

で入浴・会食

参考：高水三山 http://jac.or.jp/oyako/f16/e601060.html
https://www.omekanko.gr.jp/course/takamizu-mountain-hiking/
https://www.omekanko.gr.jp/wph8gq9w/wp-ontent/themes/omekanko/images/pdf/ome_map_ja_05.pdf
12-1 忘年山行 玄岳（799.2ｍ）/伊豆・愛鷹
☆日 程：12 月 1 日（日）

予備日なし

三浦(L)
日帰り

－詳細 10/9 配布済資料参照－

－雨天の場合 16：30 真鶴駅改札口集合－

☆行 程：集合 JR 熱海駅改札口 10：00
①東京 8：17＝快速アクティ熱海行＝品川 8：26＝横浜 8：43＝9：53 熱海 ￥1,944
②新宿 7：30＝小田急線＝下北沢 7：38＝9：12 小田原⇒JR 小田原 9：30＝快速ｱｸﾃｨ熱海行＝
9：53 熱海

￥822+410
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熱海駅バス停 10：25＝（3 番乗場ひばりが丘行き 0：20 ￥330）＝10：41 玄岳ハイクコース入
口⇒（1：00）⇒熱海新道（陸橋）⇒（0：45）⇒12：33 玄岳山頂（799.2ｍ）13：33⇒（0：35）
⇒熱海新道（陸橋）⇒0：45⇒14：53 玄岳ハイクコース入口 15：06・15：36＝(ﾊﾞｽ 熱海行 0：
20 ￥330)＝15：26・15：56 熱海駅 16：05＝16：15JR 真鶴 16：25＝（タクシー0：10）＝16：
35「うに清」（予約済 宴会 ￥5,500＊）18：40＝（ﾀｸｼｰ 0：10）＝18：50JR 真鶴 19：02＝
（東海道本線黒磯行）＝19：16 小田原＝20：15 横浜＝20：38 品川＝20：48 東京
歩行時間：約 3：00

＊2,000/人 会より補助

☆参加者（11/12 現在）：三浦(L)、河野、伊藤、中野、上島、加田、池田、市川、若林、望月、
計 12 名

高木、生田目
12-2 高尾山歩会-2

令和元年山納め

ダイヤモンド富士

☆日 程：12 月 22 日（日） 雨天中止

日帰り

加田(L)

－詳細別紙参照－

加田（L）

☆行 程：集合 JR 相模湖改札出口 9 時 20 分
高尾 8：45 発＝小淵沢行き＝相模湖 8：53 着 運賃 IC199 円
JR 相模湖駅 9：38 発＝（バス 5 分）＝千木良（ちぎら）BS9：43 着
千木良 BS10：00⇒(1:00)⇒11：30 小仏城山（昼食）12：40⇒(0:20)⇒13：20 一丁平園地 13：
50⇒(0:25)⇒14：30 もみじ台（ダイヤモンド富士鑑賞）16：20⇒(0:15)⇒高尾山 16：35⇒(0:45)
⇒17：20 ケーブルカー山頂駅 17：30＝（ケーブル 0：06）＝山麓駅 17：36⇒（0：05）⇒高尾
山口駅 17：50（解散後、有志で温泉入浴等※）

2020 年（令和 2 年）
1-1 初詣山行 日向薬師～大山（1252ｍ）/丹沢－一年の安全を祈願し豆腐料理で舌鼓－
☆日 程：1 月 13 日（祝・月）
☆行 程：

三浦(L)

日帰り

集合 小田急線伊勢原駅

8：20 北口 BT

小田急線新宿 7：11＝急行小田原行＝8：13 伊勢原

￥586

伊勢原駅北口発 8：30・8：35＝神奈中ﾊﾞｽ伊 20 日向薬師行（0：23）＝日向薬師 BT（ﾄｲﾚ）
⇒（0：20+0：15）⇒日向薬師（参詣）⇒（0：40）⇒日向ふれあい学習ｾﾝﾀｰ⇒九十九曲⇒
（1：00）⇒見晴台－昼食－⇒（1：10）⇒大山（1252ｍ）阿夫利神社奥社⇒（1：05）⇒二重
の滝往復⇒阿夫利神社下社⇒（0：50）⇒追分⇒（こま参道で豆腐料理）⇒大山ケーブル BT
＝伊勢原駅
2-1 美ヶ原スノーハイク

1泊2日

三浦（L） 池田(SL)

☆日 程：2/1（土）～2/2（日）
☆行 程：
2/1（土）①新宿 10：00＝あずさ 9 号＝12：36 松本 13：45＝（送迎ﾊﾞｽ）＝15：00 ホテル
￥6,496（3,996+2,500）
2
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②新宿 8：26＝京王線準特急高尾山口行＝9：18 高尾 9：24＝JR 甲府行＝10：55 甲府
10：58＝12：52 松本 13：45＝（送迎ﾊﾞｽ）＝15：00 王ケ頭ホテル（泊）
￥3,708（360+3,348）

宿にチェックイン後、夕食までスノーハイク、温泉入浴ほか

＃宿泊代 1 泊 2 食（夕食はフレンチ料理のフルコース） ￥21,200 円
https://www.ougatou.jp/

＃王ケ頭ホテル：TEL0263-31-2751

2/2（日）朝食後送迎バスの時間（10：30）まで自由時間 スノーハイク等
ホテル 10：30＝送迎バス＝12：00 松本

松本城見学、会食＆お土産

松本 15：10＝あずさ 24 号＝18：04 新宿
☆参加者（敬称略）：三浦(L)、池田(SL)、河野、須永、伊藤、加田、市川、望月、松山、高木、中野
上島△

計 11 名

3～5 人部屋 3 部屋（max15 名）予約済

2-2 高尾山歩会-3－

日帰り

三浦（L）

雪の残る？高尾山を歩いて冬そばを味わう－または－陽だまりハイクと冬そば－
☆日 程：2 月 23 日(日)

日帰り

☆行 程：集合 JR 高尾駅北口改札口 9：00
①新宿 7：58＝京王線特急＝明大前 8：04＝8：37 北野（乗換）8：39＝8：49 高尾
②分倍河原 8：25＝京王線特急＝8：37 北野（乗換）8：39＝8：49 高尾
③JR 新宿 7：51＝中央線中央特快高尾行＝8：35 高尾
JR 高尾駅北口 9：12・32⇒（小仏行バス 0:12）=日影 BT10：00⇒（0：10）⇒日影沢園地⇒
いろはの森⇒（1：00）⇒大見晴台・高尾山（599.3ｍ）－大休憩－⇒（0：35）⇒稲荷山尾根休
憩舎⇒（0：35）⇒清滝⇒13：00 高橋家会食（予定）⇒高尾山口駅（希望者 高尾山温泉極楽
湯）
高尾山歩会-4

4 月 12 日（日） 担当：伊藤

高尾山歩会-5

6月

担当：未定

高尾山歩会-6

8月

担当：未定

お花見 一丁平

3.お知らせ他
（1）次回例会 1 月 15 日（水）18：30～

第 7 会議室

（注）第 3 水曜日

（2）会費納入のお願い（昨年以前未納分・2019 年分、2020 年分）
・風の会口座（須永）
・口座名：風の会ハイキングクラブ
・銀 行：りそな銀行 豪徳寺支店

口座番号：1346291

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お願い：行きたい山 ありませんか
・入笠山（生田目・加田）

・赤城山（生田目）

！

募集中

・茅が岳（加田） ・谷川岳（高木・加田）

・秋山 涸沢の紅葉（須永）、八甲田山・八幡平（加田）・鹿島槍（加田）・黒部五郎岳（加田）
・三つ峠（加田） ・那須岳（加田）
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２０２０年（令和２年）山行について
2019.11.１３三浦
1.2020 年山行案 2017 年～2019 年山行の中止、未実施計画の実施検討

－詳細別紙 1 参照－

2.２０２０年大型山行（案）
（1）春・夏・秋 南八ガ岳メインルート山小屋 2 泊 3 日ののんびり歩き（案）
１日目：新宿 7：00＝あずさ 1 号＝9：08 茅野＝（迎車＊4 人以上）=桜平（0：30）⇒夏沢鉱泉⇒
（0：40）⇒16：00 オーレン小屋（泊） 檜展望風呂と名物桜鍋 予約優先順に個室
2 日目：オーレン小屋⇒（0：55）⇒峰の松目⇒（1：10）⇒硫黄岳（2742.1ｍ）⇒（1：15）⇒横岳
⇒（0：50）⇒地蔵の頭・赤岳展望荘⇒（0：30）⇒赤岳（2899.2ｍ）・赤岳頂上小屋（泊）
3 日目：赤岳頂上小屋⇒（0：40）⇒コル⇒（0：25）⇒阿弥陀岳（2805ｍ）⇒（0：20）⇒コル⇒
（0：35）⇒行者小屋⇒（1：40）⇒美農戸山荘・ゲート⇒（ﾀｸｼｰ）⇒茅野駅
または、行者小屋⇒（0：40）⇒赤岳鉱泉⇒（1：00）⇒堰堤広場⇒（0：30）⇒美農戸山荘ゲー
ト＝（ﾀｸｼｰ）＝茅野駅
（2）大人の休日倶楽部パス利用－秋田駒ヶ岳・八幡平（百名山）/岩手県・秋田県
－花三昧の山行－山行計画（案）概要

－別紙 2 参照－

（3）大人の休日倶楽部パス利用期・夏山または秋山山行計画（案）
－花の名山森吉山・秋田駒ヶ岳－
（4）夏山 鹿島槍ヶ岳山行計画（案）

－別紙 3 参照－
－別紙 4 参照－

（5）夏山 南ｱﾙﾌﾟｽ 白峰(しらね)（根）三山－北岳・間ノ岳・農鳥岳縦走－（案）
～ 通常山小屋２泊３日のコースを３泊４日で歩くゆったり山行 ～
☆行 程：広河原⇒白根御池小屋（泊）⇒北岳（3192ｍ）⇒市営北岳山荘（泊）⇒間ノ岳（3189
ｍ）⇒農鳥岳（3026ｍ）⇒大門沢小屋（泊）⇒奈良田
（6）秋山 涸沢の紅葉観賞山行計画（案）概要

－別紙 5 参照－
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