
一斉ハイキング 桜公園コースＡ 

リーダー  ＣＬ S/K  ＳＬ  S/S , M/U , F/T 

実 施 日  平成２７年４月１８日（土）晴れ 

参 加 者  １２ （男性 ７  女性 ５） 

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   8：25 初めて神社前まで舗装道を歩く 

堀出神社前 9：10 9：30 階段脇にカンアオイが見られた 

桜公園 9：20 9：25 公園内の桜を見て回る 

へそ清水 10：40 10：30 M/U 氏が金津地層、アスファルトの 

採掘、一夜掘りの説明 階段分岐 10：40 10：50 

菩提寺登山口 11：05 11：15 時間調整 

菩提寺山頂上 11：40 12：25 昼食、会長挨拶 

矢代田駅 13：36  解散（バス、電車、自家用車で帰宅） 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

 今年は天候に恵まれ、またベテラン揃いで幹事は心配なく楽しめた。 

 花はいろいろ咲いていた。黄フジ、タムシバ、大かめの木など食せる植物、食しても 

美味しくない植物を観察し、新緑の中を楽しみながら歩いた。桜公園など要所々々で 

休憩をとり、おやつを口にしたり、水を飲んだりで、物足りない人もいたようでしたが、 

ゆっくりとできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

桜公園にて 



一斉ハイキング 大沢公園コースＡ上 

リーダー  ＣＬ M/I , T/S    ＳＬ M/T , M/N , K/T 

実 施 日  平成２７年４月１８日（土）晴れ 

参 加 者  ９ （男性 ３  女性 ６） 

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  8：31 自己紹介、各自ストレッチを行い出発 

仏路登山口 8：50 8：56 旧仏路の説明をしながらゆっくり歩く 

中店分岐 9：20 9：40 寄り道をし、追立地蔵へ 

大沢公園 10：05 10：25 休憩、満開の桜の下で集合写真を撮る 

展望台  10：45 登り口まもなくシラネアオイの花にびっくり 

菩提寺山山頂 11：23 12：20 昼食、会長挨拶 

分岐 12：39 12：43 石油の里中央コースから矢代田コースへ 

電波塔広場 13：35 13：55 休憩 

矢代田駅 14：15  解散 

山行等概要（幹事のコメント） 

 参加者９名（新会員１名）と

小人数であったが、その分余

裕があり寄り道したりして、

ゆっくりと歩くことができ

た。 

 まぶしいばかりの新緑と、イ

カリソウ、チゴユリ、ミツバ

ツツジなど沢山の花々に癒

やされた１日であった。 

 復路、参加者の疲れ具合で他

のコースも用意していたが、

全員足がしっかりしており、

予定コースを順調に進むこ

とができた。 

 今回初めて CL を努めまし

たが、参加者の皆さまのご協

力により無事終えることが

できました。ありがとうござ

いました。 

 

  

大沢公園 満開の桜の下で 

菩提寺山山頂 

会長挨拶 



一斉ハイキング 高立山コースＢ上 

リーダー ＣＬ S/T  ＳＬ C/H , J/N , M/S , M/K 

実 施 日  平成２7年４月 18日（土）晴れ 

参 加 者  ２９ （男性 ６  女性 ２３） 

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 8：25 参加者確認。長い列、元気に歩きはじめた 

仏路峠 8：40  天気が続いて歩き易かった 

大沢公園 9：20 9：30 休憩、桜が満開で綺麗 

ろう火峰 10：15 10：20 高立登山口から春の花が数々咲いていた 

高立山山頂 10：35 10：45 晴れていたが、冷たい風が吹いていた 

菩提寺山山頂 11：35 12：25 昼食時、風が強く予定より早く下山する 

ぶどう園登山口 12：40 12：50 休憩、下山道に向かう 

電波塔広場 13：35 13：40 広場で休む 

下山口 13：55 13：55 電波塔道を通り部落の方への道を通る 

矢代田駅 14：10  解散。14：30 発の電車。ご苦労さまでした 

山行等概要（幹事のコメント） 

 晴れの日が続いたせいか登山道もあまり汚れていない様で歩き易い日でした。 

 今までにない人数が参加してくれました。足並みが揃って歩いてくれたので時間通りに到着

できました。 

 大沢公園は桜の花が満開で嬉しくなりました。 

 高立山の中央通りは花も多く、春欄、カンアオイ、イワウチワ、タムシバ、椿は盛りでした。 

 花々を眺めながら登って行くと疲れが癒やされるようでした。 

 参加者のみなさまご苦労さまでした。これからも山に参加して楽しんで下さい。 

 

  

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 M/O  

ＳＬ S/K , K/O , Y/O , T/Y 

実 施 日  平成２７年４月１８日（土）晴れ 

参 加 者  １９ （男性 ６  女性 １３） 

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  8：20 参加者確認、新会員紹介 

八幡山 8：40 8：50 古墳を周回 

さつき山 9：10  早咲きのツツジ開花 

木もれ陽の遊歩道のベンチ 9：50 10：00 新緑の中で休憩 

石油の里、堀出神社 10：10 10：20 参拝 

ふれあいと交流の森 10：40 10：50 休憩、周りにモミジが沢山 

展望台 下西ベンチ 11：05 11：10 小休憩、景色を楽しむ 

菩提寺山山頂 11：30 12：30 昼食、会長挨拶 

大沢公園 13：00 13：20 休憩、桜鑑賞、靴洗い 

矢代田駅 14：00  解散 

山行等概要（幹事のコメント） 

 前日オープンした古津八幡山古墳に上がってみたその巨大さに驚いた。 

眺望も良く風景を楽しんだ。 

 さつき山では、早咲きのツツジが咲きはじめた。一面に咲き揃ったころ訪れたいと思った。  

 堀出神社裏から「ふれあいと交流の森」への山道は初めての参加者が多く、喜ばれた。 

 ハイキングクラブで整備した階段を通ったが、階段の間を補強したことでとても登り易くな

ったと好評だった。 

 大沢公園の満開のさくらは、皆さんの目を楽しませてくれた。 

 

  

満開のさくらのもと大沢公園にて         さつき山のツツジ 

黒文字       春欄 



一斉ハイキング 西山三山コースＤ 

リーダー  ＣＬ E/S  ＳＬ T/H , T/U , N/S 

実 施 日  平成２７年４月１９日（土）晴れ 

参 加 者  ９（男性 ７  女性 ２） 

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  7：25 点呼の後、出発 

登山口駐車場 7：40 7：45 時間より少し早く出発したので 1 名後から追いつく 

護摩堂山頂 8：25 8：30 山頂を少し下りた所より新コースを歩く。 

高立山山頂 10：10 10：20 予定より早く着いたが風が強いので予定より早く出発  

菩提寺山山頂 11：10 12：20 30 分早く１番着。昼食後、会長の話を聞きその後出発  

堀出神社 13：23 13：28 休憩。 

八幡山遺跡 15：09 15：20 昨日オープンした八幡山古墳を見学 

古津駅 15：40 16：22 電車まで時間が有ったので皆で来年の山行など雑談 

山行等概要（幹事のコメント） 

 新コースを歩くので時間通り歩けるか心配したが参加者皆健脚揃いで予定より早く高立山

に着く。その後も代官沢や菩提寺山の登りも順調に登れ１番で菩提寺山に着きました。 

 前日の下見で高立山の杉林や菩提寺山の登山道、泥んこが予想されたがお天気が良く成り無

事通過出来ました。 

 竪穴住居の中や昨日オープンした八幡山古墳が見学出来てラッキーでした。 

 皆さん方皆健脚、３万５千歩と Dコースは少々疲れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西暦 400年頃の円墳 

古津八幡山古墳にて 


