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                      嵐山渓谷の紅葉  

                                       

                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

令和３年１月例会山行計画 

 

第一例会       １月１０日（日） 

丹沢          日向薬師～飯山観音            担当者 板橋 

第二例会       １月１６日（土） 

多摩           よこやまの道              担当者 木村 

第三例会       １月２３日（土） 

奥武蔵         子の権現～竹寺              担当者 宮崎 
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≪  信州  守屋山  ≫ 

１０月第五例会 

１０月３１日（土）快晴 

参加者 鈴木(L) 小野 吉田 清水 木村 太島   計６名 

―鈴木記― 

指定席売り切れ満員のあずさ 1号、雲ひとつない青空、絶好の登山日和である。タクシー

で高度を上げるにつれカラマツが色づいていく。 

 立石コースは利用者も少なく、道も整備され登りやすくお勧めのコースだ。なにやらそれ

らしき名前のついた大きな石を巡る。滝コースもあるようだが今回はパス。蒼い空に黄色の

紅葉が綺麗だ。ダンコウバイ、ウリハダカエデ、澄んだ黄色はアオハダかな。 

 最後に急な胸突き八丁を 15分登り尾根上に出、ほどなくして東峰に着いた。360度の大展

望である。八ヶ岳が裾野を黄色に染めて大きく広がる。しばらく楽しんで西峰に向かう。下

って登って 30分余りで到着。ここでもまた大展望、北アルプス、中央アルプスに近づいて東

峰で見るより大きく見える。雲一つ無く槍ヶ岳の穂先もくっきりだ。御嶽山、浅間山の噴煙

もみえる。鉢伏山、美ヶ原、霧ヶ峰、蓼科山、八ヶ岳連峰のつながりがよくわかる。 

 大展望を十分に楽しみ、帰りは分杭平経由で下山。予定より 1時間早くタクシーに迎えを

頼み、途中の紅葉に歓声をあげながら杖突峠登山口に下りた。 

☆コースタイム  

立石コース入口 9：40登山口 9：50立石 10：05 一休平 10：40尾根分岐 10：56守屋山東峰

11:00～11：10守屋山中嶽 11:20守屋山西峰 11：30～12：00守屋山東峰 12：20～12：30分岐

12：35分杭平 13：00～13：10杖突峠登山口 13:50 

☆費用    

電車代    新宿―茅野  往復（特急券込み）  5,650×2＝11,300円                    

       タクシー代  茅野駅――立石登山口入口 4,440円/1台 

                            杖突峠登山口――茅野駅  4,540円/1台  

                           

  

 

         ≪ 中央線  倉岳山  ≫ 

１１月第一例会 

１１月８日（日）曇り時々晴れ 

参加者 池田(L)  斉藤 鈴木 木村 板橋   計５名 

―池田記― 

梁川駅に降り立つと朝霧で、辺り一面真っ白な幻想的な風景が広がっていた。 

舗装道路を２０分程登って行くと右側に登山口があり、登り始めるとすぐ沢が現れる。やが

て沢沿いにトチノキの巨木が、次々にと現れ枝を大きく広げ聳えている。幹周りが大きく根

元が苔むした古木もあり、巨木好きでなくても見とれてしまう。側を流れる沢は透明で綺

麗。 

立野峠で休憩、辺りはミズナラが黄色く色付いて美しい。ここから徐々に急な登りで山頂
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へ到着する。あいにく富士山は雲に隠れ望めなかった。暖かい日差しの中、昼食をとり集合

写真を撮って穴路峠に向け下山を開始、急な下りで赤く色付いたモミジを見て穴路峠で高畑

山への道を見送りオシノ沢へと下る。 

黄色く色付いた雑木が綺麗、沢沿いで再びトチノキの巨木を発見しすぐ先には、杉の大木

が二本寄り添うように立っている。近づくと夫婦杉の標識があった。沢を幾度か渡り返しな

がら沢沿いの道を下る。岩や石が滑りやすく神経を使う。しばらく続くが、高畑山分岐迄く

れば緩やかで歩きやすくなる。沢沿いの大きな岩には、イワタバコの花殻や枯れた大きな葉

が沢山付いていた初夏には、綺麗な花がみられそう。小篠溜池が見えてくると、舗装道路に

なり集落を抜け鳥沢駅に向かった。 

天候不良で山行日を変更した為、参加出来なかった皆様には申し訳ありませんでした。 

☆コースタイム 

梁川駅８：５５―９：１５登山口９：２０－１１：０５立野峠１１：１０－１１：５０倉岳

山１２：２０－１２：４５穴路峠１２：５０－１３：３５高畑山分岐１３：４０－鳥沢駅 

１４：４０ 

☆費用 

新宿駅起点    京王線利用往復１６７０円 

         JR線利用往復 ２５１０円 

 

 

 

         ≪ 中央線  要害山～尾続山  ≫ 

１１月第二例会 

１１月１４日（土）快晴 

参加者 吉田(L) 小野 白井 鈴木 板橋 宮崎 中原   計７名 

―吉田記― 

天気予報によると、今日は全国的に晴れ。 

そのせいか季節のせいか中央線は混んでいて乗換えの高尾駅のホームは人で溢れている。 

上野原から乗るバスも混むのかと思いきや座席が皆埋まるくらい。 

鏡渡橋で下車し 4月に入会して初参加の中原さんを紹介。若い方１人では会の平均年齢は下

がらない等話しながら歩き始める。要害山はお椀を伏せたようなこんもりした形をしていて

山頂に木が生えている。お椀の側面をつづら折れに登っていく。ボサボサに見えたのは杉の

大木だった。雪の少ない富士山がよく見え、春先淡いピンクの花が咲くシデコブシの木があ

り、ワラビもありそう。 

この先緩いアップダウンばかりと思っていたら急斜面もあったりで風の神へ到着。狭い山

頂に先客が早いお昼を広げているのでそのまま通過する。次のピークコヤシロ山で丁度 12

時、お昼にする。今日は雲一つなく暖かで休憩中も上着がいらない。霞んできた富士山の中

腹をパラグライダーがゆったり飛んでいる。40分ほど休憩して出発。3分で次のピーク実成

山(みなしやま)。今年は暑すぎたせいか葉がやけて紅葉はいまいちだがこの辺りはきれい。

集合写真に収める。15分で次ぎの尾続山(おづくやま)。読み方がわからない山が続く。ここ

からの下りは要害山の下りと違い歩きやすい勾配で快調に下っていく。25分で尾続バス停到
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着だがこのバス停だと 15:15までないので、別ルートのバス停まで歩く。 

途中振り返るとこんもりした要害山とそれに続く峰々がよく見える。 

通行量の多い車道脇を歩いて新井バス停に着いた途端上野原行きのバスがきた。 

☆コースタイム 

鏡渡橋バス停 10:10→山神神社 10:25～10:30→要害山 10:55～11:15→風の神 11:35～11:45→

コヤシロ山 12:00～12:40→実成山 12:43～12:50→尾続山 13:05～13:20→尾続バス停 13:45→

新井バス停 14:13 

 

 

 

         ≪ 武蔵  仙元山～嵐山渓谷  ≫ 

１１月第三例会 

１１月２２日（日）曇りのち晴れ 

参加者 池田(L)  小野 高橋 吉田 鈴木 土方 木村 板橋 板倉 中原 計１０名 

―池田記― 

山行当日、全員９時前小川町駅に集合する。前回の要害山に続き参加の中原さんを迎え全

員簡単な自己紹介をして出発しました。 

２０分程の車道歩きで登山口に到着する。身支度を整え仙元山遊歩道の標識に従い登り始

める。歩きやすい登山道で雑木の中、落ち葉を踏みしめながら登って行く。やがて見晴らし

の丘公園からの尾根道に合流すると直ぐに仙元山に到着。本日の最高峰 298.9m。これから先

も小さなアップダウンがあるものの歩きやすい道が続く。杉と檜の植林が多く面白みに欠け

るが、要所には標識があり迷うことはなく 300mを満たない丘陵の道を前へ前へと進み青山城

跡、大日山、物見山を過ぎると石碑が並ぶ庚申塚に出る。休憩の後ここからは、下り坂が続

き林道を渡ると小倉城跡に入る。資料にこの城の特徴は、関東では珍しい石垣を持つ城だと

言う事など書かれていた。 

記念碑と解説版のある広場で昼食をとる。尾根道を下れば嵐山渓谷はもう直ぐ、渓谷入口

にはトイレや案内板がある。観光客が多くなり再びマスクを着け散策路を見晴台に向けて歩

き始める。やがて赤や黄色に紅葉したもみじの大木が目に飛び込んで来た。陽の当たり具合

でひときわ輝いて見える。休憩舎のある見晴台辺りの紅葉が見事。 

もう一つの見どころである冠水橋を渡り河原に降り立った。川面に映る紅葉が綺麗。集合

写真を撮って飛び石のあるバーベキュー広場に向かう。水が少ないので容易に川を渡る事が

出来た。バーベキュー広場まで来るとバス停がありましたが、丁度良い時間のバスがなく武

蔵嵐山駅迄長い車道歩きとなりました。 

本日の行程 13キロ、行動時間 5時間半お疲れさまでした。 

☆コースタイム   

小川町駅８：５８登山口９：２０―１０：００仙元山１０：０５青山城跡１０：２０大日山

１０：５５物見山１１：２０―１２：１０小倉城跡１２：４０嵐山渓谷入口１３：００見晴

台１３：１５冠水橋１３：４５バーベキュー広場１４：０５武蔵嵐山駅１４：４０着 

☆費用 

池袋起点  東部東上線  池袋～小川町 820円 武蔵嵐山～池袋 740円 計 1560円 
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≪ 玉川上水を拝島から羽村堰まで  ≫ 

１１月第四例会 

１１月２９日（日）曇り 

参加者 原田(L)  小野 高橋 木村 板橋 宮崎 計６名 

―原田記― 

紅葉はすでに終わり、少し寂しめの散策路となりました。ネットからの案内図に従い、上

水伝いに歩いたり、一般道に戻ったりを繰り返しながらの約 2時間でした。途中山野草店の

前に見慣れぬ植物が。直径 5センチ位の若緑の袋が沢山ついた風変わりな低木。フウセンカ

ズラのお化け？誰かが、ホオズキだよと。そうかな、そうかもと納得しかけたところ、他か

ら「違うよ。フウセントウワタ」との声。店主らしきおじいちゃまが、教えてくださいまし

た。暫し足を止めて、一緒に実を探したり、おしゃべりを楽しみました。帰宅して調べます

と，これは熱帯原産で日本では一年草、ドライフラワーや生け花に人気だそうです。草花丘

陵へ向かう高橋さんと別れて、5人は羽村観光案内所に寄ったりしながら、ノンビリウォーキ

ングを終えました。 

 鳥：カルガモ、マガモ、カワウ、アオゲラ、ヒヨドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、

バン、キセキレイ、 

☆コースタイム 

拝島(10：10)―水喰土公園―加美上水公園(11：05)－富士山の見える展望台(11：25－35) 

－玉川兄弟の像(昼食 12：05－12：30)－羽村駅(12：50） 

 

 

 

 

★１１月第五例会の村上市鮭づくしは新型コロナ感染者急増のため、中止となりました。 

☆１２月第二例会では新型コロナ感染予防の観点から納会（宴会）は行いませんが、多回参

加者顕彰を行います。 

☆来年度の会費を徴収しないことが役員会総会で決定しましたので、会費を振り込まないで

ください。 

ただし、スポーツ安全保険に加入を希望される方は、２０２１年２月末までにゆうちょ銀行

の以下の口座に保険料１０００円を振り込んでいただくようお願いします。 

加入者名 コウザンコウヤマタビカイ           

口座番号  記号 １００３０ 番号  ３２５８８１０１ 

また、１２月第二例会の玉川上水散策に参加する際にも納入することができます。 

なお、スポーツ安全保険は任意加入です。加入を希望されない方は保険料を振り込まないで

ください。 

 

 

★９月２６日（土）に IKE-Biz                                                       

 

                                                  

山旅 No.319  令和２年１２月 1 日発行  発行者 木村 成雄 

発行所 千葉市中央区宮崎町２３３-１ 木村方 好山好山旅会 

WebSite  http://kozanko.com/   

 


