「風の会ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ」－安心・安全・楽しく－
2020.2.12 三浦

2020.2 月例会レジメ
http://www.kazenokai-hikingclub.com
http://www.kazenokai-hc.com

1.山行報告
2-1 美ヶ原スノーハイク

1泊2日

☆日

程：2/1（土）～2/2（日）

☆行

程：

三浦（L）

池田(SL)

－詳細別紙参照－

天候：1,2 日とも快晴

2/1（土）新宿 8：00＝あずさ 5 号＝10：37 松本 11：15＝（送迎ﾊﾞｽ）＝12：30 王ｹ頭ホテル
スノーシュー装着後 13 時過ぎに美しの塔迄スノーハイク 14：30 ごろ到着。帰りは平坦な夏
道を歩く、途中ブロッケン現象に遭遇
上車体験ツアーに参加

16：00 ホテル前に着く。ホテルの冬のイベント雪

また美しの塔迄雪上車で往復

17：00 ホテルに戻る。

入浴後 18：00 から 2 時間かけての和洋折衷懐石料理の夕食後部屋で団欒後女性陣はホテル
のイベント冬の夜空星空案内へ
2/2（日）朝食後送迎バスの時間まで自由時間

3 名は 10：30 のバスで松本駅へ 6 名は事前交渉

で 12 時過ぎの送迎バスを予約してあり時間があるので、王ｹ頭に寄り百名山の 41 座が見ら
れるという王ｹ鼻までスノーハイクする。王ｹ鼻からの遮るもののない南北、中央アルプス、
八が岳の眺望はまさに絶景！
ほぼ 12 時の送迎バスで松本駅へ 13 時過ぎに松本駅に着き駅近くの蕎麦屋（弁天）にて会
食後お土産を調達し、松本 15：10＝あずさ 24 号（新宿行）＝18：04 新宿
☆参加者（敬称略）：三浦(L)、池田(SL)、河野、中野、加田、岩堀、望月、市川、高木 計 9 名

2 今後の山行計画（案）

決

2-2 高尾山歩会-3－

定

三浦（L）

加田(SL)

－詳細別紙参照－

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)

☆行

程：集合 JR 高尾駅北口改札口

日帰り
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）
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3-1

仙元山（299ｍ）/外秩父

－カタクリと二輪草の里と古刹を訊ねて仙元山へ－

武蔵の小京都小川町の街並みを見下ろしながら超軽ハイキング
☆日

程：3 月 29 日(日)

☆行

程：集合 9：30 東武東上線小川町駅改札口

日帰り

仮：三浦(L)

池袋 8：10＝東武東上線急行（小川町行）＝9：20 小川町

￥817

小川町駅 9：40⇒10：05 登山道入り口⇒10：45 仙元山（299ｍ）11：00⇒11：30 見晴の丘公園
11：40⇒12：10 カタクリの林⇒12：40 小川町駅＊⇒12：50 晴雲酒造（見学？）・玉井屋（食
事）14：30⇒14：40 小川町駅 14：53＝東武東上線快速（池袋行）＝15：59 池袋
＊小川町駅近くの蕎麦屋（しのや）で会食も可
歩行時間：3：10

歩行距離：10.5km

仙元山・和紙の里コース
＃http://www.kumagaya.or.jp/~seiun/tamaiya/TOP.html
＃自然処玉井屋（食事）：https://tabi.tobu.co.jp/playing/hiking/shizen/sengen/map.pdf
＃晴雲酒造（見学可）：http://www.kumagaya.or.jp/~seiun/
3-2 頭高山（ずっこうやま 303ｍ）/秦野
☆日 程：3 月 29 日(日)

日帰り

歩行時間：約 2 時間 15 分 歩行距離：約 7.6km
仮：三浦(L)

☆行 程：集合
新宿＝小田急線＝渋沢駅⇒（700m、13 分）⇒二つ塚（ふたんづか）⇒（250m、3 分）⇒出羽三山
供養塔⇒（1150m、19 分）⇒泉蔵寺⇒（300m、6 分）⇒白山神社⇒（400m、10 分）⇒頭高山入
口⇒（1000m、20 分）⇒頭高山⇒（1000m、18 分）⇒頭高山入口⇒（200m、5 分）⇒かりがねの
松⇒（1300m、22 分）⇒渋澤神社⇒（100m、1 分）⇒喜叟寺⇒（1000m、15 分）⇒國榮稲荷神社
⇒（200m、3 分）⇒渋沢駅
＃https://www.kankou-hadano.org/hadano_hiking/hikingmap_zk.pdf
＃https://www.kankou-hadano.org/hadano_hiking/hiking_zk.html
＃渋沢丘陵・震生湖コース
https://www.kankou-hadano.org/hadano_hiking/hikingmap_ss.pdf
5 月頭高山の八重桜

＃渋沢丘陵～六国見山～頭高山（303ｍ）ハイキング

https://mitchie-m.com/blog/trip/mountain/shibusawa-kyuuryou-zukkouyama/
＃秦野ハイキングガイド：https://www.kankou-hadano.org/hiking/
以下は、桜のころがベストですが空気の澄んだ頃の富士山の眺望を期待
3-3 大野山（723ｍ）/山北
☆日 程：3 月 28 日(日)

富士山眺望
日帰り

歩行時間：3 時間
市川(L)

☆行 程：集合
小田急線新松田＝（富士急湘南ﾊﾞｽ 0：20）＝大野山入口 BT⇒（0：40）⇒共和小学校⇒（1：
10）⇒大野山⇒（0：25）⇒車道横断⇒（0：25）⇒嵐集落⇒酒匂川鉄橋⇒（0：20）⇒JR 御殿
場線谷峨駅

（注）逆コースも可

3-4 明神ｶﾞ岳（1169ｍ）・明星ｶﾞ岳（924ｍ）/箱根
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富士山眺望

歩行時間：4 時間 50 分
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☆日 程：3 月 29 日(日)

日帰り

仮：三浦(L)

☆行 程：集合
小田急線新松田＝（箱根登山ﾊﾞｽ 0：20）＝伊豆箱根鉄道大雄山駅・関本＝（伊豆箱根鉄道ﾊﾞｽ 0：
10）＝道了尊 BT⇒（0：55）⇒見晴小屋⇒（0：30）⇒神明水⇒（1：00）⇒明神ｶﾞ岳⇒（0：
40）⇒鞍部⇒（0：45）⇒明星ｶﾞ岳⇒（0：45）⇒明星ｶﾞ岳登り口⇒（0：15）⇒宮城野橋 BT＝箱
根登山ﾊﾞｽ＝（0：39）＝JR 東海道線小田原駅

（注）逆コースも可

3-5 矢倉岳（870ｍ）/関本

歩行時間：3 時間 35 分

☆日 程：3 月 29 日(日)

日帰り

加田(L)

☆行 程：集合
小田急線新松田＝（箱根登山ﾊﾞｽ 0：45）＝地蔵堂 BT⇒（1：00）⇒足柄峠⇒（0：05）⇒足柄万葉
公園⇒0：55）⇒清水越⇒（0：20）⇒矢倉岳⇒（1：10）⇒矢倉沢本村⇒（0：05）⇒矢倉沢 BT＝
箱根登山ﾊﾞｽ＝新松田
高尾山歩会-4

4 月 12 日（日）

高尾山歩会-5

6月

担当：未定

高尾山歩会-6

8月

担当：未定

担当：伊藤

お花見

一丁平

3.お知らせ他
（1）次回例会 3 月 11 日（水）18：30～

第 7 会議室

4 月 8 日（水）18：30～

（2）次々回例会

総会

第 7 会議室

（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

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

2020 年（令和２年）山行について
1.2020 年山行案

https://www.kazenokai-hikingclub.com/

2017 年～2019 年山行の中止、未実施計画の実施検討

－別紙参照－

2.2020 年大型山行（案）
(1）2020 年大型山行についてアンケート

－別紙 1 参照－

(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）
(3) 大人の休日倶楽部パス利用山行

6/27（土）～6/29（月）

－別紙計画書参照－

－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）

⇒検討中（加田・市川）

(5）秋山 涸沢の紅葉観賞山行計画（案） ⇒検討中(三浦)
秋山 木曽駒が岳希望もあり
(6）夏山 南ｱﾙﾌﾟｽ
(7）春・夏・秋

－別紙 4 参照
－別紙 5 参照－

⇒要検討

白峰(しらね)（根）三山－北岳・間ノ岳・農鳥岳縦走－（案）

⇒北岳のみ案

－別紙 3 参照－

－別紙 6 参照－

検討中(加田)

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）
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－別紙 7 参照－

