2003/10/E現在

2003年度
2003年度（
年度（02/
02/11～
11～03/
03/10）ＥＰＥ
10）ＥＰＥクラブ
）ＥＰＥクラブ活動報告
クラブ活動報告
連番

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

1 一般1 岩湧山

2

3

4

実施年/月/日

2003/1/19

一般2
紀伊見荘
懇親会

2003/1/19

OＰ1 観音峰

2003/1/26

担当

コース・タイム・担当者コメント

河内長野9:10-岩湧の森駐車場9:50-四季彩館-10:00- 磯辺秀雄、岸本久仁雄、竹中喜三郎、紀伊埜本節雄、和田晴
稜線11:00-11:30山頂12:20-紀伊見荘14:30
次、神阪鐵志、神阪洋子、村本俊弘、谷孝司、大西恒雄、三原
磯辺、岸本、竹
秀元、宮平良雄、畑山禮子、大空清繁、緒方副人、板谷佳史、
中
田中智子、西村晶、西村美幸、翁長あい子、野原勇、仙谷経一
郎、則定律夫、柴真澄、中島弘美、黒原みどり、横内まみね、中
西弘子
新年懇親会 紀伊見荘 13:00～18:00
磯辺秀雄、岸本久仁雄、竹中喜三郎、紀伊埜本節雄、和田晴
次、神阪鐡志、神阪洋子、村本俊弘、谷孝司、大西恒雄、三原
秀元、宮平良雄、畑山禮子、大空清繁、緒方副人、長瀬茂正、
長瀬繁子、板谷佳史、岩崎真美子、田中智子、西村晶、西村美
磯辺、岸本、竹
幸、山枡初好、松田芳治、翁長和幸、翁長あい子、野原勇、仙
中
谷経一郎、則定律夫、柴真澄、中島弘美、黒原みどり、横内ま
みね、中西弘子、小林譲、本郷善之助、野口秀也、安田久美
子、村浜孝子

宮平、本郷

参加者
数

28

39

10:50虻峠駐車場発～11:30観音平～12:00展望台
12:30観音峰頂上14:00発～15:30駐車場

宮平良雄、本郷善之助、岸本久仁雄、板谷佳史、板谷直美、紀
伊埜本節雄、長瀬茂正、長瀬繁子、田中智子、仙谷経一郎、西
原戦男、磯辺秀雄、大西幸孝、大西啓子、中田順一、津川洋
子、伊東ナナ子、東野みさ子、戸塚純子、山枡初好

20

12～13日 スキー・ハイク別行動

紀伊埜本節雄、岸本久仁雄、宮平良雄、長瀬茂正、長瀬繁子、
板谷直美、神阪鐡志、神阪洋子、和田晴次、岩崎真美子、田中
智子、磯辺秀雄、横山寿夫、西村晶、山枡初好、松田芳治、翁
長あい子、清水洋子、仙谷経一郎、大西恒雄

20

14

2003/2/12～１ 紀伊埜本、
3
宮平、岸本

OＰ2 大山

参加者

板谷

5 一般3 高 御 位 山

2003/2/23

板谷、山枡

JR曽根10:00-豆崎奥山付近10:30-鹿島神社分岐
紀伊埜本節雄、岸本久仁雄、磯辺秀雄、長瀬茂正、板谷佳史、
11:00-11:50鷹ノ巣山12:20-13:10高御位山13:30-北山 田中智子、山枡初好、大西幸孝、横内まみね、中島弘美、斎藤
分岐14:20-宝殿駅着15:50
よし子、小林若一、津川洋子、山田春雄

6

2003/3/9

板谷、宮平

8:00神ノ谷林道駐車･出発－集落-西尾根-9:45分岐11:２０白髭岳頂上-分岐より東谷下降-14:４０林道着

板谷、山枡

9:１５イン谷口-ノタノホリ9:45-10:35-東稜上11:20-堂満 板谷佳史、山枡初好、田倉宣正、仙谷経一郎、長瀬茂正、長瀬
岳11:20-金糞峠12:00-深井氏宅14:00･・・・午前中は日 繁子、柴田弘子、田中智子、田中節子、中島弘美、村上恒夫
が照って暑いくらい、午後より雨、下山後は深井氏宅へ ケーブル・コース ： 深井英司、神阪鐵志、神阪洋子
全員でおしかけてご馳走になって帰阪。

14

磯辺、岸本

JR粉河9:35-龍門大橋9:50～10:05-一本松登山口
10:50-田代峠11:40-磁石岩12:05-12:20山頂13:20-明
神岩・風穴-中央ルート14:15--花見大休止着15:50-粉
河駅16:00

磯辺秀雄、岸本久仁雄、神阪鐵志、神阪洋子、田倉宣正、田倉
あけみ、宮平良雄、板谷佳史、大空清繁、西村晶、西村美幸、
蛭間久子、翁長あい子、仙谷経一郎、横内まみね、安田久美
子、村浜孝子、津川洋子、欅田克彦

19

竹中、磯辺

平石停留所8:25－全員合流(平石峠分岐)-高貴寺
8:35-ルート取付9:10-久米の岩橋10:40-10:45岩橋山
10:55－縦走(昼飯11:20～50)-主稜の腹を巻く分岐
12:45-13:10五ツ辻:30-14:25休40-15:10弘川寺
15:10→バス停へ

竹中喜三郎、磯辺秀雄、和田晴次、岸本久仁雄、宮平良雄、仙
谷経一郎、板谷佳史、山田春雄、田中智子、米原照義、大空清
繁、欅田克彦

タカ

ミ

クラ

ヤマ

OＰ3 白髭岳

7 OＰ４ 堂満岳

8 一般４ 龍門山

9 一般5 大和葛城周辺

2003/3/16

2003/3/23

2003/4/13

1/3

板谷佳史、宮平良雄、長瀬茂正、本郷善之助

4

12
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10

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

OＰ5 大峰・鉄山

11 一般6 泉南・飯盛山

12

OＰ6 大峰・釈迦ヶ岳

13

OＰ7

奥美濃・夜叉ヶ池・三
周ヶ岳

14 一般7 曽爾・倶留尊山

15 一般8 二上山

実施年/月/日

担当

板谷、宮平

03/5/18

板谷、仙谷

03/5/24～25

岸本、宮平

24日14:00河内長野集合―木屋林道広場で幕営→25
日7:20出発→村界尾根→古田の森過ぎた付近から強
風と降雨のため折り返し下山。

03/6/1～2

宮平

03/6/15

本郷、長瀬

長瀬別荘発→西浦峠→倶留尊山→亀山峠→13:00長
瀬別荘。

宮平良雄、板谷佳史、長瀬茂正、長瀬繁子、田中智子、仙谷経
一郎、神阪洋子、本郷善之助

8

竹中、磯辺

近鉄二上山駅9:30-10:00分岐-銀の峰ルート-11:00雄
岳の肩-11:45雌岳12:40-13:00鹿谷寺跡-13:45岩屋峠
-14:15竹内峠-15:35平石峠-平石停留所-16:20近つ飛
鳥古墳群-16:45「阪南ネオポリス」バス停

紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、和田晴次、神阪鐡志、神阪洋
子、岸本久仁雄、磯辺秀雄、板谷佳史、田中智子、仙谷経一
郎、横内まみね、竹中喜三郎、安部泰子、板谷直美、安田久美
子、斎藤よし子、欅田克彦

17

阪急梅田駅8:20-8:40川西能勢駅8:43―山下駅→9:40
行者山登山口→10:20行者山→10:50六地蔵
11:05→11:15剣尾山山上11:45→11:50三国境→12:17
横尾山12:27→14:00かんぽの宿 入浴15:00→15:10か
んぽバス停→15:50山下駅
悪天中止
水無瀬バス停発8:55-9:05若山台バス停→9:２０若山神
社30→10:10尺代20→10:45二股48→11:10円形ファ
イァー席(昼飯)11:50→12:45乗願寺13:00→14:20円明
寺:30→15:00サントリー水無瀬工場(見学・試飲)16:00サントリー社の送迎バスで最寄り駅へ。

仙谷経一郎、森坂紀男、岸本久仁雄、宮平良雄、板谷佳史、森
坂利子、山岸悟、山岸郁子、津川洋子、安部泰子、横内まみ
ね、
＋森阪家ファミリー犬７頭

03/6/29

仙谷、森坂

17

2003/7/20～
21

岸本、長瀬

水無瀬谷とビール工場
2003/7/27
見学

19 一般11 六甲・地獄谷

20

大台・シオカラ谷～日
OＰ9
出ヶ岳

21 一般12

白子谷組 ： 板谷佳史、宮平良雄、竹林英、山倉康次、長瀬
茂正、長瀬繁子、田中智子
尾根組 ： 山枡初好、仙谷経一郎、西村晶、岸本久仁雄、神
阪洋子、岩崎真美子、柴田弘子、大西啓子、戸塚純子 ＋犬
クマ
板谷佳史、仙谷経一郎、神阪鐵志、神阪洋子、岸本久仁雄、磯
辺秀雄、宮平良雄、横内まみね、大西幸孝、津川洋子、欅田克
彦、田中智子、岸本美奈子

参加者
数

03/4/20

2003/7/13

18 一般10

参加者

白子谷出会9:30－休憩10:30-二股上部11:15-二股上
部で尾根取り付き12:35－鉄山主稜線で北東尾根パー
ティ合流-鉄山15:30・・・・幸い大した雨は降らずラッ
キー、尾根組は頂上から1時間ほど上部に来て更に1時
間以上待っていてくれた。
南海みさき公園9:50→12:30飯森山山頂13:25→高仙寺
15:15→15:45南海孝子駅。

16 一般9 剣尾山

OＰ8 鈴鹿の山と愛知川

コース・タイム・担当者コメント

板谷

2003/8/3
2003/8/30～
31

滝畑・上山谷～猿子城
2003/9/7
山

岸本久仁雄、宮平良雄、三原秀元、畑山禮子、長瀬茂正、長瀬
繁子、西村晶、西村美幸、山枡初好、仙谷経一郎、横山寿夫、
永井文雄、神阪洋子、岩崎真美子、村浜孝子、柴田弘子、黒澤
百合子、豊西文一、山倉康次、山倉知子、山倉慶一、山倉千
尋、板谷佳史
8:00登山口集合→9:00出発→10:30夜叉ヶ池→11:45三 宮平良雄、板谷佳史、長瀬茂正、長瀬繁子、田中智子、田中節
周ヶ岳→13:00夜叉ヶ池→14:00登山口。台風接近のた 子、柴田弘子、村浪義光
め日帰り山行。

16

13

23

8

11

本郷善之助、宮平良雄、奥中種雄、三原秀元、仙谷経一郎、磯
辺秀雄、神阪洋子、板谷佳史、岸本久仁雄、竹中喜三郎、紀伊
埜本節雄、紀伊埜本博美、宮田秀晴、欅田克彦、米原照義、小
林若一、津川洋子、横内まみね、田中智子、近藤さとみ、江本
恭子、江本由貴

22

板谷、岸本

9:00大池駅→10:00地獄谷入口→10:45大滝→11:45谷 神阪洋子、岸本久仁雄、磯辺秀雄、板谷佳史、仙谷経一郎、宮
終点→13:30杣谷峠→14:00長峰山→16:00六甲駅
平良雄、斎藤よし子、大西幸孝、欅田克彦

9

山枡、山倉

山頂駐車場10:30→14:00滝見尾根末端台地泊→泊地 山枡初好、山倉康次、岸本久仁雄、宮平良雄、板谷佳史、長瀬
発7:00→シオカラ谷遡行→12:30山頂駐車場
茂正、大西恒雄、神阪洋子、田中智子、横内まみね、仙谷経一
郎、安部泰子、森坂紀男、竹林英、大西幸孝、飛田典男、本郷
善之助、西村晶

18

紀伊埜本、岸
本

河内長野→9：40上山谷出会→11：50昼飯12：４０→14： 紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、岸本久仁雄、板谷佳史、仙谷
15猿子城山14：35→15：45滝畑→
経一郎、神阪洋子、大空清繁、奥中種雄、山田春雄

紀伊埜本、神
阪

2/3

9
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例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

22 一般13 比良・蛇谷ヶ峰

実施年/月/日

2003/9/14

担当

板谷、仙谷

23 OＰ10 北横岳(北八ツ)

2003/9/24～
26

磯辺、竹中

24 一般1４ 鎌倉峡～百丈岩

2003/9/27

和田、山枡

25 一般15 比良・釈迦岳

26 OＰ11 玉置山・笠捨山

27 一般16

2003/10/5

本郷、岸本

2003/10/12～
宮平、長瀬
13

横尾山八ヶ丸山よりラウ
2003/10/25
ンド

岸本、紀伊埜
本

参加者
数

コース・タイム・担当者コメント

参加者

JR大阪駅中央噴水前→湖西レジャー号⑧番乗場→湖
西線・安曇川駅、タクシー⇒桑野橋9:50→天狗の森12:00蛇谷ヶ峰12:50→朽木村憩いの家→14:30朽木村
役場前
9/24自家用車で中央道諏訪IC→13:40ピラタスロープ
ウェイ13:50坪庭→14:50北横岳ヒュッテ15:05七つ池
→15:25北横ヒュッテ泊) 9/25 6:50→7:30北横岳
→8:50展望台→8:10ヒュッテ→9:10三ッ岳→10:05雨池
峠→11:20ロープウェイ山上駅１１:３０→12:50登山口⇒
親湯旅館
9/26蓼科山7合10:40→11:0将軍平
12:10→12:45蓼科山13:45→将軍平14:20→7合目
15:00・諏訪IC⇒ ２４日大阪出発時曇天、歩き出しで本
降り。 ２５日雨と風で展望はまったく駄目・・だけど楽し
い雨中行軍で、特に三ッ岳周辺は六甲/荒地山の岩梯
子をスーケールアップをした感じで子供に返った楽しさ
を味合う。 ２６日 好天で蓼科山から八ヶ岳・北、南、中
央アルプス・浅間山等の展望楽しむ。
JR大阪駅中央大阪駅前8:15→JR道場9:25→平田配水
場→鎌倉峡10:35→百丈河原11:50→百丈岩頂上→
静ヶ池13:25→道場14:10→→

板谷佳史、仙谷経一郎、本郷善之助、神阪洋子、宮平良雄、山
枡初好、岩崎真美子、細見育代、保木道代、駒井万生子、田中
節子、横内まみね、黒原みどり

9:00小松→揚梅の滝→10:20涼峠→11:55ヤケ山(昼
飯)12:30→13:00釈迦岳→大津ワンゲル道→15:10イン
谷口→JR比良駅 天気に恵まれたが、運悪く逆方向か
らの比良チャレンジ登山に遭遇し余分な時間を要した。
12日11:40玉置山駐車場→玉置山頂上12:40→宝冠の
森13:50→玉置山神社駐車場15:00→15:30玉置山展望
台(泊)展望台にてシートで囲って風を防ぎキャンプ。夜
半より雨がやむ。
13日-十津川村上葛川7:00→葛
川辻9:55→笠捨山10:20→登路を下降、上葛川13:15。
朝からドシャブリ、笠捨山頂にて陽がさしてきて皆喜ぶ、
地蔵岳を省略し登路を再び下降する。
青少年山の家9:00→10:00八ヶ丸山→五つ辻→清水の
滝11:00往復→トラの尾→施福寺14:00→槙尾山口バス
停15:00 当日は快晴秋の季節を存分に味わうハイキン
グでした。

13

磯辺秀雄、斎藤よし子、大西幸孝、松田芳治(現地参加)、以上
４名フルコース
竹中喜三郎、米原照義、日下部正敏(三井藤永田山岳会)

7

和田晴次、山枡初好、板谷佳史、宮平良雄、神阪洋子、安田久
美子、大空清繁、仙谷経一郎、長瀬茂正、田中智子
本郷善之助、岸本久仁雄、宮平良雄、仙谷経一郎、長瀬繁子、
柴田弘子、岩崎真美子、田中節子、黒原みどり、活田久美子

10

10

宮平良雄、長瀬茂正、板谷佳史、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博
美、岸本久仁雄、仙谷経一郎、田中節子、森坂紀男、神阪洋
子、岩崎真美子、保木道代、安部泰子

13

岸本久仁雄、紀伊埜本節雄、寄川都美子、岩崎憲代、中島弘
美、津川洋子、安田久美子、田中節子、田中智子、山枡初好、
岩崎義、岩崎文代、奥中種雄、山田勝敏、磯辺秀雄、長瀬茂
正、大空清繁、西村晶、和田晴次、神阪鐡志、宮平良雄、安部
秦子、安部美乃里、板谷佳史、板谷直美

２００３年度参加者数 一般例会：16回259名、オプション例会：1１回143名

3/3

板谷

参加者総数

25
402

