
一斉ハイキング 八幡山コースＡ 

リーダー  ＣＬ S/K  ＳＬ S/S  K/N  S/F 

実 施 日  平成２６年４月２０日（日）  天候 晴れ 

参 加 者  １０ （男性 １  女性 ９） 

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 

古津駅前   8：20 

 

八幡山   

桜公園からへそ清水   

菩提寺山山頂  12：40 

矢代田駅 14：10  

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 今年は車道を通らず、なるべく山道を利用した。 

 ランク A の割には結構道のりが長いと感じた。計画書

はへそ清水から下道を通るコースだったが、時間が無く

なり 564段の階段を登り時間調整をした。 

 菩提寺山山頂到着時間はギリギリセーフだった。 

 今回、お茶山を通ってみたが、自然がまだまだ多く残

っていた。 

 

 

 

 
 

 

 

会長の挨拶 



一斉ハイキング 大沢公園コースＡ上 

リーダー  ＣＬ R/H  F/S   ＳＬ K/T  M/T  T/H 

実 施 日  平成２６年４月２０日（日）  天候 晴れ 

参 加 者  １７ （男性 ８  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 8：41 9：00 参加者名簿記入、各自ストレッチをする 

仏路登山口 9：15 9：20 民家を通り抜け登山口へ 

追立地蔵さま 9：40 9：43 地蔵さまの由来の看板を見る 

大沢公園 10：13 10：20 休憩 

山頂直下地蔵さま 11：08 11：09  

林道 11：19   

一夜掘り 11：24 11：25 階段は時間をかけて登る 

山頂 11：43 12：40 昼食 

電波塔 13：51 14：05 広場で休憩 

矢代田駅 14：35  解散 

山行等概要（幹事のコメント） 

 お天気を心配しはいたが晴れになり一安心する。 

 登山道はタムシバ、ムシカリ、コブシの花が満開とてもきれいです。 

 足元にはシュンラン、すみれ、二輪草等のお花が見られた。 

 大沢公園は桜の時期にはきたことがなくちょうど満開のさくらが見られて皆さんと

ても満足していた。 

 一夜掘りの階段はちょっときつかったようですが皆さん頑張って登ってくれてとて

も感謝しています。 

 下りは３０分早く下ったので矢代田駅で電車の時間まで時間がありすぎて皆さんに

ご迷惑をおかけしてしまい申し訳なく思っています。 

  

大沢公園 満開の桜 



一斉ハイキング 高立山コースＢ上 

リーダー  ＣＬ M/O   ＳＬ S/K  H/H 

実 施 日  平成２6年４月 20日（土）  天候 晴れ 

参 加 者  １3 （男性 5  女性 8） 

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 8：10 8：20 各自ストレッチ、自己紹介 

仏路峠 8：35   

大沢公園 9：05 9：20 休憩、ゆっくりと桜を観賞 

ろう火峰 10：00 10：05 休憩、新津丘陵最高峰 281ｍ 

高立山山頂 10：20 10：25 休憩 

菩提寺山山頂 11：30 12：40 昼食、会長挨拶 

ぶどう園登山口 12：50 12：55  

下山口 13：45   

矢代田駅 14：00  解散 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 大沢公園の桜が、今回の一斉ハイキングに合せたように満

開で迎えてくれた。参加者の皆さんも初めて見る方も多く、

喚声を上げる。 

 高立山へ向かう道すがら沢山の花々に迎えられ、なかでも

咲き終わったと

思われたイワウ

チワが満開であ

った。 

 帰路のコースを

少し変更した。ぶ

どう園登山口ま

で下り、登山口の

近くから山に入

った。芽吹き、新

緑の美しい中、山

道脇に鮮やかな

ミツバツツジが

咲いていて彩り

をそえた。 

 足取りも軽く、程

なく矢代田駅に

到着。 高立山山頂 276m 



一斉ハイキング さつき山コースＣ 

リーダー  ＣＬ S/T    ＳＬ C/H J/N M/K T/N 

実 施 日  平成２６年４月２０日（土）  天候 晴れ 

参 加 者  ２０ （男性 ５  女性 １５） 

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 8：03 8：15 参加者の確認、挨拶、各自ストレッチ 

八幡山 8：40 8：45 金津小の遊歩道。散策。途中休憩する 

さつき山 8：50 9：00 さつき山を登り、風景を楽しむ 

さつき山 分岐東屋 9：35 9：40 10分休憩 

塩谷部落 10：20 10：35 塩谷、石油の里、白玉遊歩道を歩く 

白玉林道 10：35 11：20 白玉林道、一夜掘、階段、山頂へ 

菩提寺山山頂 11：20 12：40 予定より早めに到着。昼食 

大沢公園 13：15 13：30 公園で花見と休憩。仏路峠を歩く 

矢代田駅 14：10 14：30 解散 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 参加者が 20名になり、嬉しくもあり、反面責任の重さを感じました。 

 今春より塩谷の山が、全面に階段になり、時間が掛かるので、桜園は、花も終わりま

た、八重桜はまだだったので、コースを変えて白玉遊歩道を歩き、白玉林道を通って

菩提寺山となりました。 

 参加者の皆さんが健脚だったので、予定より早く山頂に着きました。 

 下山は早く発った

ので、大沢公園では

ゆっくりと満開の

桜を見ることがで

きました。 

 今年のＣコースは、

さつき山方面は全

山階段になり大変

でした。花はタムシ

バ、オオカメノキ、

山桜。白玉遊歩道は

水芭蕉、猩々袴など

でした。 

 皆さん元気で何よ

りでした。ご苦労さ

までした。 

  菩提寺山山頂 248m 



「さつき山コースＣ」に参加して 

（1463） E/S   

 

 ハイキングクラブ恒例の一斉ハイクの朝は快晴でした。 

 コースは、昨年と同じ「さつき山コースＣ」を選びました。 

古津の駅に着くと、久しぶりに会う友もいて嬉しく、一緒に歩きました。 

 

スタートは八幡山、次はさつき山を歩き、

途中金津の地層を調査している大学生と思わ

れる人達と挨拶を交わし、若く、明るい彼ら

から大きな元気を貰いました。 

やっと、最後のコース、菩提寺山の登り口、

白玉の滝まで来ました。林道を歩いてようや

く集合地、菩提寺山の山頂です。 

最後の 564段の階段では、皆、息づかいも

荒く、足取りも重く、ヘトヘトの様子です。 

 

 ところが、びっくりしたのは、Ｃコースの私た

ちが一番乗りだったのです。 

今回感じた事は、Ｃコースはこんなに階段が多か

ったのかと！！ 

お昼をゆっくり摂って、下山は大沢公園経由で 

古津駅に到着です。首尾よく電車にも

乗れました。 

今回、リーダーさんは何回も下見をさ

れたとか。関係された皆さまお疲れさ

までした。 

お陰で、とてもよい汗をかきました。 

  

八幡山遺跡では燻している竪穴住居が

見えた。 

大沢公園の桜が何と綺麗なこと。 

菩提寺山最後の 564段の階段 



一斉ハイキング 西山三山コースＤ 

リーダー  ＣＬ E/S     ＳＬ M/N  N/S 

実 施 日  平成２６年４月２０日（日）  天候 晴れ 

参 加 者  ７（男性 ６  女性 １） 

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 7：17 7：30 点呼の後、出発 

護摩堂山駐車場 8：00 8：10 休憩 

ゴルフ場尾根分岐 8：34 8：35  

高立山 10：32 10：40  

菩提寺山 11：20 12：40 ５コース全員山頂で昼ご飯の後、会長の話が

終わり次第出発 石油の里 13：35  

八幡山遺跡 15：28   

古津駅 15：53 16：22 予定通りの電車に乗る 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 新コースを歩くので事前に下見をし、時間配分を考えながら歩く。 

 高立山、B上コースが既に到着して居たので B上コースが出発後 10分間を開けて出

発する。 

 菩提寺山からの下山予定を変更し金津層コースを通り木漏れ日の遊歩道にはいる。 

 さつき山からの下り桜が綺麗に咲いていました。 

 天候も良く楽しいハ

イキングになりまし

た。又参加者の皆さん

有難う御座いました。 

  

八幡山遺跡広場にて 



Ｄコース  

  

菩提寺山登山口 高立山に向かう尾根、通称「Ｓくぐり」 

 
 

高立山途中から見た山桜 高立から菩提寺への抜け道 

  

菩提寺山山頂で昼食 一ノ沢「金津層の砂泥互層」を説明していた

ボランティア学生 


