
            

一斉ハイキング 桜公園コース A 

リーダー  ＣＬ S/S  ＳＬ Y/Y  Y/O 

実 施 日  平成 30年４月１4日（土）  

天  候  晴れ 

参 加 者  12人（男性 5 女性 7） 

グレード  A  

コースポイント 

ポイント 到着時間 出発時間 備  考 

矢代田駅前 8：42 9：00 コース説明と各自体操 

仏路峠 9：15 9：20 自己紹介 

大沢公園 9：50 10：05 写真撮り、休憩 

千貫石線 
  

名前の由来、岩盤の説明を受ける 

高立 十ヶ沢線 10：55 10：55  

見守り地蔵菩薩 10：58 11：05 花壇のシラネアオイが咲いていた 

菩提寺山山頂 11：20 12：20 楽しいランチタイム 

ブドウ園駐車場経由    

仏路峠 13：10 13：25 地層岩石が地表に露出した説明を受ける 

矢代田駅 13：40  ご苦労さまでした。解散。 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 1 月 10 日からの大雪、又 3 月

1 日の大風による多くの倒木を

目の当たりにしたが、山の関係者

のご協力で、足元の倒木も取り払

われ、気持ち良く歩くことが出来

ました。   

 仏路峠では、ヤブツバキ、タムシ

バ、ヤマザクラ、シュンラン、カ

ンアオイ等が咲いており、膝をつ

いてカンアオイの香りを確かめ

たら、土の匂いがしたとの事。 

 千貫石線ではキクザキイチゲ、猫

の目草が見られました。又、路地

での山菜採りは皆さん大活躍で

した。 

 ブドウ園駐車場に向かう暗い杉

林には、ピンクのショウジョウバ

カマの大群落が見られました。 

  大沢公園にて 

80～40万年前の地層 



            

   一斉ハイキング 大沢公園コース A上 

リーダー  ＣＬ S/T  ＳＬ M/K T/U 

実 施 日  平成３０年４月１４日（土） 天  候  曇り 

参 加 者  ９人（男性 ４ 女性 ９） グレード  A上  

コースポイント 

ポイント 到着時間 出発時間 備  考 

矢代田駅 8：45 9：00 新潟駅高架ホーム工事に伴い 30分遅れ 

仏路登山口 9：20 9：30 矢代田部落から仏路登山口へ 

大沢公園 10：00 10：10 大沢公園で休憩 

菩提寺山見晴らし台 10：25 10：30 急階段を登り、一呼吸 

菩提寺山頂上 11：10 12：20 予定より早めに着く。早めの出発 

電波塔 13：35 13：45 山頂から電波塔まで歩きやすかったが、電

波塔からの車道は倒木がある 矢代田駅前 14：00  

山行等概要（幹事のコメント） 

 通りすがりの家の庭には、いろいろな花が咲いていて花の話題に口元が弾む。 

 仏路道は、枯れた落葉が歩くたびに

葉音をたて、数人では賑やかな音で

響いてくる。これがやがて腐葉土に

なり、年々繰り返され木の栄養源に

成っていくのかと思うと、自然には

無駄のないように出来ているのだ

とつくづく思いだされました。 

 大沢公園で一休み、桜はあちらこち

らで咲き誇っていました。いよいよ

これから菩提寺山に登る。最初は階

段ばかり、ようやく平らな展望台に

到着し弥彦山、角田山を眺めて山頂

に向かう。途中、初めて登るハイカ

ーを避け回り道をして地蔵さまか

ら菩提寺山頂 11：10到着。 

 山頂では風を避けて陣取りをし昼

食を摂る。各班がぞろぞろと到着し

山頂は賑やかな食事風景となった。 

 昼食後に会長、部長、一斉の担当者

の話があり 12：20に下山をする。 

 電波塔までは、アップダウンがあり慎重に歩く。電波塔広場は、松の植木がありまた、車

道は全面枯葉で埋もれ、倒木もあり注意しながら歩く。 

大沢公園にて 



            

一斉ハイキング 高立山コース B上 

リーダー  ＣＬ T/M  ＳＬ K/T M/U T/K 

実 施 日  平成３０年４月１４日（土）  天  候  曇り 

参 加 者  １２人（男性 ６ 女性 ６） グレード  B上  

コースポイント 

ポイント 到着時間 出発時間 備  考 

矢代田駅前  8：35 自己紹介、コース概要説明 

大沢公園 9：20 9：37 桜は満開 倒木処理もされていた 

五段の滝 
  

滝の先の林道は倒木のため通行止 

大平山 10：15 10：20 三角点確認 

高立山山頂 10：35 10：39 記念撮影 

代官沢 11：05  雷尾根の新しい看板発見 

菩提寺山山頂 11：30 12：20 昼食 会長挨拶 

ブドウ園分岐    

電波塔広場 13：15 13：20 山道に抜ける入口、一瞬迷う。２〜３年前

に比べ山道が荒れている 矢代田駅 13：45  

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 個人では歩くことが少ないコースを設定しました。 

 今年の冬は大雪で、枝や幹など倒木が多く残念で

す。 

 新会員２名（南区）参加、「里山でも沢山歩けるの

だ」との感想を耳にしました。 

 電波塔から矢代田駅に通じる山道、歩く人が少なく

なり笹が生え、道が無く

なりそうです。腐葉土の

フカフカな道、機会があ

ったら皆さんもぜひ歩い

てください。 

 予定通りの時間で歩くこ

とが出来ました。皆さん

お疲れさまでした。 

  

高立山山頂 276m 

五段の滝 



            

一斉ハイキング さつき山コース C 

リーダー  ＣＬ M/N  ＳＬ E/S  J/N  T/H 

実 施 日  平成３０年４月１４日（土） 天  候  曇り 

参 加 者  １０人（男性 ４ 女性 ６）グレード  C  

コースポイント 

ポイント 到着時間 出発時間 備  考 

古津駅前  8：35  

八幡山 8：50 8：55  

さつき山 9：30 9：40  

堀出神社 10：10 10：20  

菩提寺山 11：30 12：20 昼食 

大沢公園 12：50 13：00  

矢代田駅 13：30 
 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 本コースは、大雪の影響により、コースを変更しての実施となりました。コースの一部を

車道歩行に切り替えましたが、参加者の協力により極力、山道を歩くことができました。

参加頂きました方々には感謝致します。 

 今年の冬は例年になく大雪でしたが、雪解けが急速であり、桜の開花もあり春が実感でき

ました。登山道には菫や春蘭等も目立たぬように花を咲かせていました。 

 コース変更して、塩谷集落・金津集落で車道を歩きましたが、枝垂桜が多いことに気付き

ました。住民の好みでしょうか。畑仕事をしている人も多く、里も目を覚ましたというと

ころです。 

 芽吹きの頃の山歩きは「新生」を感じます。 

  

堀出神社にて 



            

一斉ハイキング 西山三山コースＤ 

リーダー  ＣＬ M/I   ＳＬ M/S K/H 

実 施 日  平成 30年 4月 14日（土） 

天  候  晴れ 

参 加 者  9人（男性 4 女性 5） 

グレード  D 

コースポイント 

ポイント 到着時間 出発時間 備  考 

田上駅  7：50 点呼 

護摩堂山登山口  8：05  

護摩堂山山頂 8：38 8：43  

焼山 9：25 9：30 ツナギガヤの急下りから急階段を上がり

焼山へ。境界尾根コース 大平 9：53 9：55 

高立山 10：11 10：30 時間調整と記念写真 

菩提寺山 11：15  代官沢経由。花を見ながらゆっくり歩く 

  12：30 昼食・会長挨拶・班長挨拶・新会員紹介 

大沢公園 13：00 13：10 例年楽しみな桜は七分咲き。 

矢代田駅 13：45  解散 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 皆さん健脚揃いで予定時間より早いペースで進みました。おか

げさまにて楽に任務を終え、ただただ感謝。ありがとうござい

ました。 

 焼山への登りはＤコース一番の急登。立派な急階段ができてい

た。去年無かったと思うが…。（ボランティアで登山道整備され

ているＩ氏の作品かな？有難いも

のです。）この急階段は登り半分ぐ

らい続く。それからは以前の急登の

山道、結構難儀です。登り切れば、

境界尾根コースは展望も良く、乾い

た道がとても歩きやすかったです。 

 今年は花がたくさんみられました。 

ツナギガヤコースではカタクリの

群生を、境界尾根コースはシュンラ

ン・イカリソウが、代官沢ではイチ

ゲの白、ヤマエンゴグサの青、ネコ

ノメソウの黄色のコラボが大変綺

麗でした。 

イカリソウ 

ヤマエンゴサク 

高立山 276mにて 


