
 

一斉ハイキング 桜公園コース A 

リーダー  ＣＬ M/O  SL M/U 

実 施 日  平成 2８年４月 1６日（土）晴れ 

参 加 者  ９ （男性 ５  女性 ４）  

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 各自ストレッチ 

八幡山 8：40 8：50 古墳に上って景色を楽しむ。竪穴住居の中を見学 

植物園 9：05 9：30 休憩、庭園をゆっくり歩く。ウコン桜、黄色のカタクリ  

石油の里 10：00 10：05 堀出神社、神社裏イワカガミ群生、花はまだ蕾 

滝入口 10：30 10：40 休憩 

へそ清水 11：00 11：05 喉を潤す。手を洗う 

菩提寺山山頂 11：30 12：40 昼食。会長挨拶 

ぶどう園 13：00  山道へ。タムシバ、ムシカリ、シュンラン 

追立地蔵 13：20 13：25 小休止 

矢代田駅 13：50  解散 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

・ 春の花々が咲き競う中、参加者の歩調に合わせて景色

を楽しみ、休憩をとりながら予定の時間に菩提寺山山

頂に着きました。 

・ 下山は、旧ぶどう園丘陵の山道を歩きました。この道

は、アップダウンがなく新緑の中、タムシバ、ムシカ

リが彩を添え、とても気持ちの良い山歩きでした。 

・ ランク Aには、行程が長かったと感じました。 

  

黄色のカタクリ 

ウコン桜 



 

一斉ハイキング 大沢公園コース A上 

リーダー  ＣＬ S/K  SL M/T 

実 施 日  平成 2８年４月 1６日（土）晴れ 

参 加 者  １９ （男性 ６  女性 １３）  

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  8：30 各自準備体操 

登山口 8：50 8：55 天気が良く暑かった。着替えタイムと取る 

大沢公園 9：40 10：00 休憩、桜鑑賞 

展望台 10：15 10：45 新潟市内までの眺望あり 

菩提寺山山頂 11：10 12：30 早く山頂に到着。ゆっくり昼食を摂る 

ぶどう園 12：58 13：10 休憩 

ぶどう園分岐 13：18 13：20 着替え 

電波塔 14：05 14：05 立ち休憩、水分補給 

矢代田駅 14：17  解散 14：27発の電車を利用 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

・ 朝から晴れ上がり、みんな

元気がよい。出発前にスク

ラムを組み、Oさんの掛声

で一日の安全と元気付けを

した。 

・ 登山口までの道すがら、

庭々に咲く花が見れ楽しむ

ことができた。 

・ 登山道では、タムシバ、オ

オカメノキ、椿など数々の

花を見、楽しむ。また、木

の芽が多くあり、何人かの人が夕食用にとちょっと失敬したようだ。 

・ 大沢公園では、時間に余裕があったので桜鑑賞をした。 

・ 今回の一斉は時間に余裕があり、景色を愛でながらゆっくりゆっくりと歩くことができ

た。余裕のある

山歩きも良いと

感じた。 

・ 参加された皆さ

まご苦労さまで

した。 

 



 

一斉ハイキング 高立山コース B上 

リーダー  ＣＬ S/T SL M/S , T/K , J/N 

実 施 日  平成 2８年４月 1６日（土）晴れ 

参 加 者  ２０（男性 ７  女性 １３）  

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  8：20 出席確認と準備後に出発 

仏路登山口 8：35 8：40 部落を通り、庭の花を見ながら歩く 

大沢公園 9：07 9：20 桜が満開とても綺麗 

ろう火峰 9：55 10：00 一息ついて水飲みタイム。高立の最高峰 

高立山山頂 10：15 10：25 菅名の山々を見て休憩 

菩提寺山山頂 11：20 12：35 ゆっくりとお昼にする 

電波塔 13：35 13：40 アップダウンの道を下る 

矢代田駅 14：10  皆元気で完歩。解散 14：17発に乗車 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

・ 天気が良く、皆楽しそうに話しをしながら歩き始める。道が乾いていて歩きやすかった。 

・ 大沢公園に着くと桜の花が満開。みな一斉に声をあげ眺めていた。 

・ 高立山の登り始めは急登になり、みな無口になり登り着いた。 

・ 今年はいつもより花が早く咲いたようで、シュンラン、カンアオイ、イワウチワが少な

く、オオカメノキ、タムシバ、椿が盛りであった。 

・ 高立山で休憩をして、菅名の山々、白山の残雪を見ながら話しが弾む。 

・ 林道を通り、菩提寺山までは足並みがそろい、予定より早く到着。 

・ 楽しい昼食を摂り、各コースのリーダーの話と会長の挨拶を聞いたのち下山をする。 

・ ぶどう園を通り、

電波塔広場に向か

う。広場で休憩。

電波塔通りから部

落を抜け、矢代田

駅に到着。解散を

する。 

・ みな何事もなく一

斉ハイキングが終

えられてホッとし

ました。 

  

高立山 276m山頂にて 



 

「一斉ハイキング 高立山コース B 上に参加して」 

（840）S/S    

 

 里の桜は、葉が緑に映える４月 16日。矢代田駅に A上と B上チームが集合。久々の顔ぶ

れで話が弾みます。ソヨゴコース（畑コース）の「カマボコの板」に矢代田この先が知りた

くて B上コースを選びいざ出発。住宅地を抜け里山に踏み入れると木々の新芽がツンツンと

語っているようだ。楽しませてもらったマンサクもどこに行ったかのように緑の新芽になっ

ている模様。 

大沢公園到着。桜が私た

ちを待ってくれたかのよう

に色どり鮮やかに満開元気

が貰えました。中央口の急

な登りロープをしっかり握

り高さを稼ぐ。ツナギガヤ

の緑を過ぎるとイワウチ

ワ、11日に降った雪のも

負けずに花をつけて咲いて

いた。ありがとう。 

高立山 276mは「にい

つ丘陵」最高のろう火峰 281mに 5m低い山頂です。山頂の花壇はヒトリシズカ。四枚の葉

に包まれて可愛い！昨年と同じ立ち姿です。自分の健康に感謝をし、会えて良かった。菩提

寺山で昼食後、憧れのソヨゴコースへ。昨年も行っているのだがなかなかおしゃべりが忙し

いのか道が覚えられなかった。今日は、目配りして行こう！ 

急な下りを二回程過ぎると口の中がカラカラ。途中口に水を含みながら進み、かなり前の

人と距離が開いていたけど、急がずマイペース。左手の下方にミツバツツジが咲いていた。

疲れも癒され距離も縮まる。 

気になる「カマボコの板」、ようやく謎解きの始まりです。今までなかなかタイミングが合

わず、ようやくチャンス到来。気になっていた頃は、もっと矢代田の文字がハッキリ見えた

けど今は、もう文字もカスレて劣化していた。自分の体と同じで鞭打って進んで行くとデッ

カイ電波塔。舗装された道を渡り広場で一休み。 

昨年は、ただ前の人に付いて行くだけ。今は目配り、気配りを一寸気付くだけで楽しみが

増すのですね。憧れの「カマボコの板」の先が知れて有難うございました。 

 

  



 

一斉ハイキング さつき山コース C 

リーダー  ＣＬ M/I  SL T/S 

実 施 日  平成 2８年４月 1６日（土）晴れ 

参 加 者  １３ （男性 ５  女性 ８）  

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  8：10 金津コミセン経由で八幡山へ 

八幡山 8：25  古墳の頂点にあがる 

さつき山 8：40 8：50 ツツジが蕾でこれからという感じ 

分岐東屋 9：10 9：20 ここはこもれびの遊歩道 秋葉山～石油の里の分岐  

堀出神社 10：05 10：10 ソメイヨシノ一色。奇麗な桜をしばし楽しむ 

白玉の滝 10：30   

一夜掘 10：55 11：00 階段に備えひと休み 

菩提寺山山頂 11：12 12：30 肩をくんで記念写真、昼食 

大沢公園 13：15 13：30 満開の桜の下で休憩。濃淡色のコントラストが見事  

矢代田駅前 14：05  解散 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

・ 晴れ日であたたかく歩いていて気持ちがいい。山道も乾いており歩きやすかった。 

・ オオカメノキ、

コブシは満開で

その白さがまぶ

しい。イカリソ

ウ、シャガも咲

き始めた。 

・ 大沢公園の桜は

今年も満開で、

毎年一斉ハイク

の私達を楽しま

せてくれる。あ

りがとう。 

・ Ｃコースは長距

離で時間的にも

なかなか厳しい

が、全員健脚で

行き帰りとも予

定より早く着いた。特に、菩提寺山山頂直下５６４段の階段を皆さん頑張って上った。そ

して早い！ 

・ 今まで通ったことが無いコースを歩けて良かったという声が聞かれた。 

 



 

一斉ハイキング 西山三山コース D 

リーダー  ＣＬ F/T  SL E/S 

実 施 日  平成 2８年４月 1６日（土）晴れ 

参 加 者  １１ （男性 ７  女性 ４）  

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 

田上駅前  7：30 点呼、自己紹介の後に出発 

護摩堂山山頂 8：30 8：42 集合写真、ツナギガヤから焼山尾根へ 

大平三角点 9：45 9：50 尾根上は気持ち良い風が吹く 

高立山山頂 10：07 10：20 山頂で B上コースと一緒になる 

代官沢 10：47 10：50 沢に残雪が少しあり 

菩提寺山山頂 11：10 12：40 コース別に昼食。会長の挨拶 

電波塔 13：35 13：40 小休憩 

矢代田駅 14：05  解散 14：27発の電車を利用 

 

山行等概要（幹事のコメント） 

・ 例年よりも短いコースにしたためか、

参加人員がいつもより多くなった。 

・ 早朝、冷たい空気に触れながら、護摩

堂山に向かって出発。 

・ 朝の散歩がてらに護摩堂山を歩く、地

元の人達と挨拶を交わす。 

・ 早咲きのヤシオツツジの見事な紫色。

ピンクの蕾のシャクナゲが出迎える。 

・ カタクリの群生地では若干時期が遅か

ったが、名残りのカタクリと今が盛り

のヒトリシズカを楽しむ。 

・ 早春の穏やかな天候、適度に汗を流

し、新緑の中を過ごし１日の山行の思

い出や、新たな山へ、想いを馳せなが

ら歩いた一日であった。 

  

護摩堂山山頂にて 

菩提寺山山頂にて 急登の焼山尾根に向かう 



 

菩提寺山山頂での全体会  

  
会長の話 総務企画部長の話 

  
Aコース  

  
山頂へ到着 担当リーダーの話 

A上コース  

  
食事前の気勢 担当リーダーの話 



 

B上コース  

  

昼食風景 担当リーダーの話 

Cコース  

  
話の準備 担当リーダーの話 

Dコース  

  
弥彦・角田眺望東屋にて 担当リーダーの話 

 


