
2021年 3月 13日 

公益社団法人日本山岳会山梨支部 

 支部長  北原 孝浩 

山行委員会委員長 小宮山 千彰 

 

日本山岳会山梨支部 支部山行のご案内 (2021年 4月～7月) 

 

 2021年 4月～7月の山行計画の詳細をお知らせしますので、ふるってご参加ください。 

(1) 山岳保険加入：参加者は、山岳保険加入者のみを対象として募集しています。  

(2) 参加申込み：①氏名、②携帯電話番号、③メールアドレスを、担当者にご連絡ください。 

メールアドレスがない場合は、郵送で連絡しますので、④〒・住所、自宅電話番号もお知らせくだ

さい。 

(3) エントリーシート提出：支部山行参加者には、緊急連絡先や健康状態の確認のため、 

「エントリーシート(参加者情報)」の提出をお願いしています。  

・「エントリーシート」を提出していない方は、申し込みの際に 山行担当者に提出してください。 

・エントリーシート用紙の郵送をご希望の方は、山行担当者にお申し出ください。  

・「エントリーシート」は、各担当者宛て、メールあるいは郵送で提出してください。 

(４)支部員外の参加者様には、山行都度「参加同意書」の提出をお願いしております。 

  出発前にご署名頂き、山行担当者に提出して頂きます。 

(５)コロナウイルス感染防止等、やむ負えない事情により 計画の中止、変更、参加人数の縮小

等が有りますのでご承知願います。 

 

(１) 茅ケ岳  深田祭記念登山  2021年 4月 18日（日） 

 

① 日程：2021.4.18（日） 

② 山行区分：支部山行 

③ 山名：茅ヶ岳 

④ 所在地：韮崎市・北杜市・甲斐市 

⑤ 山行リーダー：SL古屋寿隆、SL未定 

⑥ テーマ：深田久弥の遺徳を偲ぶ第 40回深田祭・碑前祭に参加したあと、久弥終焉の地、 

茅ヶ岳を登頂する 

⑦ 山行の難易度：体力★★、技術★ 

⑧ 集合時間：8：00 

⑨ 集合場所：深田記念公園駐車場 



⑩ コース・コースタイム： 

⑪ 碑前祭 8：30～9：00（日本山岳会では献花します） 

⑫ 深田記念公園発 9：15～女岩経由～11：45茅ヶ岳山頂 12：15～防火帯経由 

下山～深田記念公園駐車場着 13：45（14：00解散）（実働時間 4時間） 

⑬ 1/2.5万地形図：「茅ヶ岳」 

⑭ 特記事項：日帰り登山で必要な装備一式（雨具・ヘッドランプは必携） 

⑮ 参加費（支部員以外）：1,000円 

⑯ 申し込み期限：4月 8日（木）（深田祭碑前祭のみの参加者は申し込み不要） 

⑰ 申し込み先：下記古屋寿隆まで 

古屋寿隆 

〒400-0118山梨県甲斐市竜王３０２２－１ 

tel&fax：055-276-8004・ 

mtel：090-4539-3059 

email：qqpk733v9@feel.ocn.ne.jp 

mmail：toshi-fran.monte@docomo.ne.jp 

 
 

(2) 要害山～棚山縦走（甲府市・笛吹市） 2021年 4月 29日  

 

① 山行日程:  2021 年 4 月 29 日（木・祝日）山行区分:  支部山行 

②  山名・コース名: 要害山～棚山 

③ 所在地: 甲府市 

④ 山行リ-ダ-: CL  磯野澄也   SL 古屋寿隆 

⑤ 山行のうたい文句:武田家の築いた いにしえの要害城・深草観音を訪ね、新緑の甲府北山            

を堪能しながら棚山へ縦走、ほったらかし温泉に浸かり山と温泉を楽 

⑥ 山行の難易度： 体力★★ 技術★  

⑦集合時間: 午前 7時 20分   

⑧ 集合場所: 甲府駅北口駅下駐車場（集合後、車に分乗し、旧要害温泉駐車場に移動） 

⑨ コ－スタイム: 旧要害温泉駐車場 8：00＝要害山 8：40＝分岐 9：40＝深草観音

10：00 ＝岩堂峠 10：30＝棚山分岐 11：30＝棚山 12：00-13：00＝ほったら

かし温泉 14：30-15：30（温泉浴）－甲府駅 

⑩ 1/2.5万地形図: 甲府北部・塩山  

⑪ 特記事項(登山装備・その他): 日帰り登山で必要な装備（ヘッドランプ/雨具は必須 入浴

着替え等 

⑫ 参加人数により集合前に予め、ほったらかし温泉に車を止め、下山後甲府駅までお送りします。 

⑬ 参加費: 支部員外 1000円   （乗合車の交通費を割り勘負担する。） 
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⑭ 参加申し込み期限: 2021年 4月 18日（日） 

⑮ 申し込み先:      磯野澄也 

⑯ Email   isonos@peach.ocn.ne.jp Tel 090-4603-800 

(3) 西沢渓谷 (周回) 田部祭記念登山 2021年 5月 16日（日） 

 

① 山行日程:2021年 5月 16日(日) 

②山行区分: 支部山行 

③山名・コース名:  西沢渓谷ハイキング 

④所在地: 山梨市 

⑤山行リ-ダ-: CL大澤純二 SL渡辺峯雄 

⑥山行のうたい文句: 第４回田部祭参加と新緑の西沢渓谷周回ハイキング 

  西沢渓谷・西沢山荘前で、１０時１５分から田部祭式典が開催されます。 

  展示パネル鑑賞・田部重治文学碑前での式典後、西沢渓谷歩道を一周します。 

⑦山行の難易度(体力的・技術的):  体力★、技術★★ 

⑧集合時間・場所: ９時 10分、道の駅みとみ駐車場 

  国道１４０号線道の駅みとみ施設北側の未舗装駐車場北端 「西沢渓谷蒟蒻館」 

  前に集合 

⑨コ－スタイム： 西沢渓谷歩道一周 

  駐車場出発 9：20ー10:00文学碑（西沢山荘前）10:30－12:00旧森林軌道

（昼食）13:00－15:00道の駅みとみ駐車場 (歩行時間 約４時間) 

⑩1/2.5万地形図:  「金峰山」 

⑪特記事項(登山装備・その他): 日帰り登山で必要な装備 

                     （ヘッドランプ、雨具は必携） 

⑫参加費(支部員外):  1,000円 

⑬参加申し込み期限:  5月 7日（金）、式典のみの参加者は申し込み不要 

⑭申し込み先:名前 大澤純二  Email: junji.ohsawa@nifty.com 

                     Tel : 0551-38-2448 / 携帯：090-5493-1664 

 

(4)高峯山（小諸市）２１０６m 長野県小諸市 2021年 7月 11日 

 

① 山行日程:  2021年 7月 11日（日） 

② 山行区分:  支部山行 
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③ 山名・コース名: 高峯山 

④ 所在地: 長野県小諸市 

⑤ 山行リ-ダ-: CL  池田新二郎   SL 

⑥ 山行のうたい文句: 花の百名山高峰山のヒメシャジンその他高山植物の宝庫を歩き、 

コマクサの群れる水ノ塔山にも足を延ばす。 

⑦ 山行の難易度： 体力★★ 技術★  

⑧ 集合時間: 午前 7時  

集合場所: 北杜市役所駐車場（集合後、車に分乗し、高峰高原ビジターセンター駐車場に

移動） 

⑨ コ－スタイム: 高峰ビジターセンター（車坂峠）9：00＝粒ヶ平 9：30＝高峯山 10：30

＝高峰温泉 11：30＝水ノ塔山 12：00＝高峰温泉 14：00＝高峰ビジターセンター  

14：30 

⑩ 1/2.5万地形図: 浅間山 軽井沢 

⑪ 特記事項(登山装備・その他): 日帰り登山で必要な装備（ヘッドランプ/雨具は必須） 

⑫ 参加費: 支部員外 1000円   （乗合車の交通費を割り勘負担する。） 

⑬ 参加申し込み期限: 2021年 6月 27日（日） 

⑭ 申し込み先:    池田新二郎 

Email   ikedas@quartz.ocn.ne.jp 

                   Tel 090-3208- 

 

※ その他連絡事項 

1. 山梨支部山行では、参加者の集合写真ほかの写真を撮ります。これらの写真は、「甲斐山岳」、 

  「支部通信」などの会報に掲載されることがありますので、あらかじめご了承願います。 

2. 支部山行参加希望者の皆さまへのご案内は、なるべくメールでお送りしたいと考えています。 

  Ｅメールアドレス をお持ちの方は、必ずご記入をお願いします。 

  また、携帯メールでも、添付の文書(Word, Excel, pdf ファイル)が読める設定になっている場

合も、お知らせください。文書発送業務の省力化、経費削減にご協力願います。 

3. 支部員以外の方で、今後このような山行案内が不要の場合は、下記へお知らせください。 

以上 

 

（照会先）公益社団法人日本山岳会山梨支部  

山行委員会事務局  渡辺峯雄 

携帯電話：090-6347-4672 

Tel：0552-72-0676 

Email：nabechan_m0521@ybb.ne.jp  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


