八ケ岳縦走路

画 鏑木 国男

草加山の会 №２０９
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松田

武

各地で山開きが行われいよいよ本格的な夏山シーズンの幕開けです。会員の皆さん、体調
は万全ですか。総会で活動方針が決まり 2010 年度がスタートしました。
今年は、参加者集中によるリーダーの軽減と、能力に合ったコース選びが出来るように、
会山行を月３回行うことになりました。年間のリーダー担当は運営委員会で割振りました。
私にリーダーが務まるかしら、と心配な方がいても安心して下さい。
山の会の仲間たちが、助けてくれますので気楽にいきましょう。
年 36 回の会山行という山行企画は初めての試みですが、是非とも達成させたいものです。
会員ひとりひとりのご協力をお願い申しあげます。
余白が沢山残っているので、最近読んだ山の本を紹介します。
岩崎元郎さんが書いた「山登りの作法」
（ソフトバンク新書発行）という本です。山登りに
ついての注意点、作法を分かりやすくまとめた内容で、例会の勉強会の教材になりそうな
本です。目次のタイトルだけでも役立ちそうなので紹介します。
◎ 作法１…家族の理解を得るべし
◎ 作法２…靴は「軽さ」で選ばない
◎ 作法３…登山靴は靴下でフイットさせるべし
◎ 作法４…靴一足分が歩幅の目安
◎ 作法５…ホームショップを決めるべし
◎ 作法６…ホームコースを決めておくべし
◎ 作法７…山は「非日常の世界」と心得る
◎ 作法８…一人で山に登らない
◎ 作法９…山岳保険に加入すべし
◎ 作法１０…登山届けを提出すべし
◎ 作法１１…雨具は高品質のものを選ぶべし
◎ 作法１２…夏山でも防寒着を用意すべし
◎ 作法１３…ストックは難易度１級でのみ使うべし
◎ 作法１４…ストックは他人に、自分に、自然に優しく使うべし
◎ 作法１５…フラットフッティングで丁寧に足を運ぶべし
◎ 作法１６…二本のレールを想定して歩くべし
◎ 作法１７…息苦しくなったら、まず吐くべし
◎ 作法１８…重たくしない
◎ 作法１９…競争しない、自慢しない
※作法は５０まであります。全文読んでみたい人は貸し出しいたします。
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岩

殿

山
記：小野寺英子

実施日：平成 22 年 2 月 14 日（日）
参加者：L 小野寺、小林（い）、松田

《コースタイム》 南越谷 7：41＝西国分寺 8：36＝立川 8：44 大月駅 9：34
大月駅 9：50～登山口 10:10～あずま屋 10：50～11：25～岩殿山頂上 11：35
兜岩 12：20～天神山 12：45～稚児落とし 13：10～浅利部落 13：45～大月駅 14：20
土曜日の昼過ぎになって翌日のお天気の良さにふと思い立ち、山の会に入ってすぐの頃行
ったけど、山の記憶が稚児落としの所だけで、大月を通る度にもう一度行きたいと思って
いた岩殿山に行こうと決めて、何名かの方々に TEL を入れてみましたが･･･
なんせ甲州街道歩きが、20 名以上の参加が予定されてる日なのです。気の毒がって（？）
参加して呉れたのがいつ子・松田さんでした。どちらかと言うと仲良し三人組みかな？当
日はゆっくりめの出発でした。いつ子さんの記憶を頼りに･･･（松田さんは初めて）駅を出
てすぐに行き止まり！！本人曰く記憶は当てにならんね･･･でした。
再度、記憶を立て直して貰い、線路を渡り岩殿山城跡入口の看板のある登山口に着く。急
な石段を登り、岩殿山ふれあいの館を通り、殆んど石段ばかりを登り、大きな岩の城門跡
をぬけると、足元は雨上がりのため、ぐちゃぐちゃで滑る。
すぐに東屋のある頂上に着いた。
１時間しか歩いてないが、う～んと早めの昼食に

あずまや…で

する。松田さんお手製のサンドイッチや
ロールケーキに女二人（！？）は大満足じゃァ
もっと上が頂上だと言う人がいて、登ってみたが
大きな電波塔が立ち、景観は非常に良くな～い！
満腹状態で、目指すは稚児落としと進む、やっと
山道になると、目の前にクサリの付いた岩が現れ
た、ネットで見たクサリ場だ。
また岩場のトラバースも通過、そして、最後の岩場を登りきった所が兜岩だ。
狭い場所で男女５~６人が酒盛り中、危ないなぁと思ったが、この人達は林コースなのだ
と３人納得して進む、天神山のピークは見落とし
稚児落としへの稜線

てしまう、いよいよ稚児おとしが見えてきた。稜
線を進んで、稚児落としの山頂へ、
凄い断崖だ（ここは記憶がある）！！
しばし立ち休み、後は浅利部落を目指し下山を始
める。沢沿いを下り、つり橋を渡り、浅利部落を
抜けて、大月駅まで歩いた。
南越谷駅で甲州街道組の池本さん、里子さんに声

を掛けられてビックリ！５人でお茶をして解散でした。武ちゃん、いつ子ちゃん、ありが
とう！！又付き合って下さいね。
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北横岳～双子池～天祥寺原～蓼科山周遊
記：山口裕史
◆山行日：２０１０年２月２０日～２１日
◆メンバー：L 山口（裕）、沼田（敬称略）
◆コース：
1 日目：約 9 時間
4:00 自宅→7:15 ピラタスロープウェイ駐車場 7:45→9:05 山麓駅 9:25→10:20 北横岳ヒュ
ッ テ 10:20→10:40 南 峰 →10:58 北 峰 山 頂 11:55→ 大 岳 12:05→12:15 分 岐 （ 昼 食 ）
12:40→13:20 双子池ヒュッテ→13:50 双子池キャンプ場→14:50 亀甲池→15:20 天祥寺原
（テント設営）16:45→蓼科登り口まで状況確認ピストン 17:10→テント泊
2 日目：8 時間
天祥寺原 7:20→登り口分岐 7:30→8:05 沢でトレース発見（トレースが樹林帯に入るも）
尾根まで直登 8:50－樹林帯に阻まれ困難→10:00 大河原－蓼科山荘間のトレースを発見
（休憩）10:10→蓼科山荘 10:25→11:00 蓼科山頂 11:25→蓼科山荘 11:40→12:40 天祥寺原
（テント撤収）13:40→竜源橋 14:50－ビーナスライン→16:20 ピラタスロープウェイ駐車
場
今回は重装備に耐えられるかを図るのが目的だったためテント、冬山装備等で膨れ 20 キ
ロ程度になったザックをかついで歩いた。
山麓駅まで足で登ったがロープウェイを使えば手軽に山頂にたどり着け、その魅力を味わ
えるので、まさに雪山入門コース。軽装の登山客がうちらの脇をさっさと登っていく。
北横岳より先はあまり入っている人がいないようだったので若干心配だったが、先行者が
一人？いてくれたお陰で双子池までは結構楽なコースとなった。樹林帯はマークが不明瞭
でルートは分かりづらい。北横岳ヒュッテの人が言っていたが本当にコンパスと地図が頼
りのコースとなる。双子池からはまさに踏
み後がなかったので不安ながらも、地形が
分かりやすかったので迷うことは無かった。
天祥寺原にも踏み後は全く無かった。今回
は道標から数十メートルの樹林帯でテント
泊。夜は－10℃位で寒かったが、空一面の
星空は素晴らしく風も無く静かな夜だった。
翌日、天祥寺原から蓼科への直登でぶち当
たった樹林帯。登山道以外の樹林帯の密度
の濃さを思い知った。本当に鉈でもないと
進めない。先人が道を切り開いて登山を行ったことを考えると賞賛すべき行為だったのだ
と改めて思った。
蓼科山は去年夏に登った時には岩ばっかりの山だったが、雪でほぼ平らに歩きやすくなっ
ていた。そして、平らな山頂からは絶景かな。八ヶ岳、霧ケ峰、美ヶ原はもとより、南ア
ルプス、中央アルプス、北アルプス、浅間と 360 度の大展望を堪能できた。
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下山ルートは夏道通りに下ったが、木が多
いため凄く分かりづらいルートだった。踏
み後があったので良かったものの、よほど
注意しないと途中で道外しそうなくらいだ。
竜源橋までは踏み跡がしっかりしていて潜
る箇所も無く比較的歩きやすかったが、ビ
ーナスラインをピラタスまで歩くのは結構
大変だった。最後の登りは重い荷物が一層
重く感じて、なかなか歩が進まず。
駐車場到着時はヘロヘロだったけど、天候にも恵まれ充実した山行だった。次回は縞枯、
茶臼のお手軽山行で来て見たいものだ。
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雪上ハイク / 北八ヶ岳(縞枯山～茶臼岳)と車山
記：参加者
L.浅井ゆ、山本、浅古、下川、前田、芳野、山崎、小野寺、尾崎、関口み、畑野、
2.20(土) 草加 5:30 = ピラタス P ++ 山頂駅 9:55 – 茶臼 12:30 – ピラタス下
15:30 = 宿(泊)
2.21(日) 宿 = コロボックル P 10:00 - 車山 11:00 – P11:30 = 音無の湯(入浴) = 草
加 17:00
宣伝不足が原因か…? どうも雪山人口の少ないのが気になるところ。自称「雪山人口増加
プロジェクト」委員長 (?) の私としては、何とかこの冬の雪山参加者を増やしたい。そこ
で「温泉とカラオケ」で釣上げようという秘戦を山本さんに持ちかけた。有難いことに快
諾をいただき、華麗なるパイオニアの保養所のお世話になる。
成果はご覧の通り、完璧なる参加者に、完璧なる天候の下での、完璧なる雪上ハイク!!
参加者の熱い感想で、雪の山がどれほど楽しく素晴らしいかをとくとお感じ下さいませ
～!!

(浅井祐子)

いつも行っている北八つも、新鮮で楽しい山行でした。縞枯山の急登はちょっと辛かった
けれど、素晴らしい景色と樹氷を見ると辛さも吹っ飛びます。車山でのスノーシューはほ
んと楽しく面白かったですね。下りはズルズル滑ってちょっと怖かったけど…。
お宿もとってもステキでした。山小屋もいいけど温泉付きは魅力的ですよね。山本さんに
感謝です。皆様お世話になりました。(畑野仁美)

(車山からの八ヶ岳全望

左端は蓼科山、右遠望は南八ヶ岳連峰)

静かさの中に白い雪が樹林帯を包みこみ、時間が止まったようにさまざまな表情で迎えて
くれ歓声の声があがる。陽の光にあたると、木々のてっぺんからキラキラ舞い落ちる白い
結晶が幻想の世界へと誘う。
アルプスの山々も、空の青さに、陽の光に白くクッキリと映え芸術そのもの。キュッキュ
ッと足を運びながらお天気に恵まれた雪上ハイク、最高でした。(関口美津江)
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○縞枯山と茶臼岳
霧氷・雪の付いた樹木の間を歩き、太陽の光が暖かい、風で雪舞いダイヤモンドダストの
ように輝きます。素晴らしい雪上ハイクとなりました。
○ 霧ヶ峰
前日にも増して快晴で暖かい。樹木の無い車山まで、敢えてスノーシューを着けてトレー
スのない新雪の上を歩きます。スノーシュー訓練です。雪と戯れるという感じです。
○ パイオニア保養所「シェーンベルク蓼科」
素晴らしい保養所で、オーストラリアの偉大な音楽家の名を付けており、いかにもパイオ
ニアらしい保養所の名前です。
朝の和食膳の他にサラダやパン、卵、納豆の小バイキングも気が利いています。ベランダ
の望遠鏡、洗濯・乾燥機、今迄で一番気持ちの良いマッサージ機も備わっています。
設計、色調、設備、職員の雰囲気等、気に入ることばかりでもう１度行きたい宿です。
＊車を運転して頂いた山本さん。参加者の皆さん、楽しい山行ありがとうございました。
(山崎正夫)

雪山での遊びを天候に恵まれ満喫した 2 日間でした。山頂駅より雨池峠、縞枯山、茶臼岳
へと展望も良く、青空の下樹氷や霧氷が美しく感動ものでした。山本さんの会社の保養所
もゆったり旅気分でした。
2 日目は予定変更で車山へ。北、中央、南アルプスが一望出来、冬山での醍醐味を味わっ
て来ました。山本さん、皆さん有難うございました。(尾崎あや子)

久しぶりの雪上ハイクでしたが素晴らしい天気に恵まれ最高の二日間でした。特に樹林地
帯の様々な雪の芸術を堪能しながらの散
歩はセッティングしてくれたリーダーに
感謝!

(前田恵久)

冬山にもひと時の楽園があることを知り
ました。紺碧の空、白銀の樹氷、大地の
パノラマ、時が止まったような静寂。こ
の極上の時間に巡り合うべく、来年も蓼
科の雪上ハイクに参加したいものです。
( 山 本 理 郎 )
(山行の成功を祝い

乾杯!!)
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久しぶりの雪山、中央道車窓からの甲斐駒と白根三山そして赤岳が神々しい。ピラタス山
頂駅から縞枯山~茶臼山(展望台からの眺望は正に圧巻)～五辻へとアイゼン歩行、そのまま
山麓駅まで快適に降りる。宿のパイオニア保養所の設備、料理は申し分ない、酒とカラオ
ケで大いに盛り上がる。
北アルプスだけ見ていないと言う事で、予定の八子ヶ峰を急きょ霧ヶ峰に変更、前日出番
の無かったスノーシュー、ワカンを履いて車山へ、槍穂をメインとする北アルプスをたっ
ぷり満喫し「音無の湯」の露天風呂で汗を流し一路草加へ。明るいうちに着いてしまう。
二日間とも晴天に恵まれ、雪山歩行と展望、そして別荘ライフを十二分に楽しむ事が出来
ました。このシチュエーションを創って下さり感謝です。(浅古敏義)

天気良し、宿良し、友も良し。これで雪多ければもっと良し。
二日目はワカン、スノーシューでの
楽しみで車山まで遠征したが、雪少
なく、急斜面を登ろうとしたが下が
少し凍っていて登れなかったので残
念。でも展望良し。

(下川賀也)

以前 2 回行った処ですが、今回は
全く別世界でした。同じ雪の世界に
これ程の違いがあるとは…!? しか
もじきは殆ど同じなのに雪質の違い
にビックリでした。素晴らしいお天
気が北・南八ヶ岳・南・中央アルプス・御岳…とこの 2 日間で一挙に大・大・大公開とい
う感じでした。車山で見た木や草に付いた雪がツララになってキラキラとまるでダイヤの
ように光る風景は本当に「ダイヤモンドツリー」…!! ずっーと見てきた蓼科山にも登りた
くて、登りたくて仕方がなかったです。又、パイオニアの宿も素敵でまた行きたいですね!
皆さんありがとうございました。(小野寺英子)
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記：山口裕史
◆山行日：２０１０年３月１２日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、家族 1 名

（敬称略）

◆コース：コースタイム：7 時間 15 分（休憩含む）
9:39 ライザワールド駐車場 10:10→２本目リフト地点 10:20→非難小屋 11:07→刈田リフト
11:25→12:15 刈田岳（昼食）12:55→13:45 熊野岳 14:05→中丸山 15:35→仙人橋 16:25→
スキー場 17:25→ライザワールド駐車場 17:35
一昨年ライザワールドが主催する蔵王の輪かんじきツアーに参加し、かんじきの楽しさを
覚えたわけだけど、ガスってしまい何も見えずに非難小屋までの往復と短縮されてしまっ
たことで、いつか個人で登ろうと思っていた刈田岳。蔵王の冬の晴れ間は 10％程度と言わ
れるくらい天気が不安定だが、今回は絶好の登山日和となった。300 円のリフト券 2 枚で
標高 1450ｍまで登り、いざ出発。
今回も蔵王名物樹氷を楽しみに計画を立てていたが、例年に無く暖かいために既にモンス
ターの姿は消えていた。それでも前日・前々日の降雪でモンスターもどきの姿になった景
色は素晴らしい。
一昨年はガスっていたために見えなかった熊野岳の堂々とした姿が目の前に現れた。振り
返ると遠く薄っすらと月山、朝日連邦の白い稜線が広がっている。リフトから刈田岳まで
は 30m 間隔でポールが立っており、この天気では見失う心配は全くない。ただ、蔵王は天
気が急変することもままあるので、ガスるとこのポールすら役に立たなくなる。今回も刈
田リフト付近で一瞬ガスにまかれ 2 本先の
ポールが見えづらくなった。刈田リフト沿
いに登ると右手に刈田嶺神社が見える。こ
のあたりは風が強く雪がついていない箇所
もあるくらいで、道標などはエビの尻尾さ
ながらの氷がついていて綺麗だ。刈田嶺神
社まではゆっくり行動しても 2 時間。夏は
光の加減で様々な表情を見せるお釜の湖面
も白一色。天気が良ければ魅力的なコース
である。刈田岳からは非難小屋を経由する
ことも可能だが、今回は熊野岳に向かい直登する。熊野神社はやはり半分埋まり、斉藤茂
吉歌碑は樹氷のようになっていた。山頂からは地蔵岳の稜線、中丸山への稜線、雁戸山と
見晴らしが良いが、お釜の見える刈田岳の方が私は好きだ。
下山はピストン、中丸山ルート、地蔵経由でゴンドラに乗りタクシーで戻るルートのどれ
かを検討していたが、中丸山への稜線のトレースがはっきりと視認できたので、これなら
ルートを間違うことも無いだろうと深く考えずに仙人橋を越えるルートを選んだ。中丸山
までは何箇所か強風の箇所もあったが、ワカン装着で比較的スムーズに歩ける。
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こちらから眺める熊野岳の姿は圧巻だ。
中丸山登り途中辺りからなにやらヘリが上空に飛び始めた。はじめは観光ヘリかと思って
いたが、あまりにも何回も上空に戻ってくるため心配になる。頂上からは沢を挟んで直ぐ
近くにライザを見下ろせた。
踏み跡もあるし安心していたが、しばらく下ると跡が地図のコースからずれて下っていく
ので辿るのを諦め、眼下のライザと地図を見ながらルートを修正する。樹林帯に入り暫く
下ると斜面は急になり、仙人橋も見づらいほどの斜面
になる。
仙人橋が見つかったが、そこからの 60ｍ位は笑えない
位の急斜面でかなり嫌な汗をかいた。仙人橋には雪が
積もり、真ん中を歩くと膝付近と手すりが同じくらい
の場所になる。一歩間違えれば落ちる危険性もあるな
か細心の注意を払い渡りきる。
橋を渡ると 60ｍ程度の急斜面が待ち構える。40 度位
の急斜面に膝まで入るラッセル。両手を突き刺し体を
固定しながら、膝で圧雪し足場を作っていく作業は本
当にしんどかった。沢を下る所から 1 時間半の格闘の
末ようやくスキー場にでた。時間は 5 時過ぎでかなり
際どいところだった。初めてのコースはなるべく冬行
くのは自粛しようと認識した次第だ。
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鋸

山
記：平野

★山行日：

平成２２年３月７日

★参

山口敏、小野寺、磯川、園木、平野

加：

★タイム：

日曜日

★

天気：

祥子

雨

浜金谷（8：40）～観月台（9：00）～地獄のぞき下（9：30）～
鋸山（10：15～20）～地獄のぞき（11：05）～大仏（11：40）～
バス・ばんや（12：10）

雨でも決行の鋸山山行へ｢青春１８きっぷ｣で行ってきました。
身支度をして駅から道標に従い、10 分程で登山口に到着。最初の一歩から丸太の長い階段
を登り観月台へ、少し下りまた石の階段を進む。日本寺へ入る分岐を左に進み石切り場跡
へ到着、垂直の岩壁が私たちを囲み不思議な世界へ・・・
ここから切り出された石は、靖国神社、早稲田大学、横浜市役所、港の見える公園などで
使用され昭和５６年に閉鎖されたそうです。
予定のバスを一つ遅らせて鋸山山頂へ向かうことにしました。
車力道から登山口に降りる分岐を右に行くと、岩壁を登るために石を切って階段にしただ
ろう一段ごとが高くてきつい階段を、手すり(鉄)に助けられながら必死の思いで登りきる。
広場があって休む。案内板もあって東京湾を望む展望台への道があったけれど、展望は無
理なので行かないで頂上に、この辺りに来ると足元も歩きやすくなり下りと上りを二度ほ
ど繰り返して頂上に到着した。一等三角点と菱形基線側点という八角柱の観察台があった。
この天気で視界はゼロ。証拠写真を撮って、日本寺分岐まで戻る。北口管理所で拝観料を
支払いハイキングコースに入る。登山道では誰にも会わなかったのに、こちらは観光客の
方々が雨の中でも歩いている。地獄のぞき、観音、羅漢像を見て、日本一の大仏さまにお
参りして無事に終えた事を感謝する。
今回のメーン「ばんや」へ。送迎バスで連れて行ってくれるのはありがたい。丁度お昼の
時間とかさなって人・人・人でいっぱい、お目当てのキンメの煮魚が売り切れたらと心配
したけれどお腹の中へ。朝取れたものが料理されているんだから新鮮でおいしいー。
最初は「ばんや」の熱気と、活気にびっくり！！ありがとうございました。
思ったより激しい雨にならなくて無事山行できてよかったです。
みなさん楽しい時間をありがとうございました。
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房総の山

伊予ヶ岳・富山
記：中島秀子

★日程：2010 年 3 月 13 日（土）
★メンバー：L 浅井（祐）、下川、杉山、黒澤、千葉、浅古、上原、山崎、畑野、中島
Ｐ（8：
★コース： 草加（5：30）⇒市原 SA（6：35～6：50）⇒伊予ヶ岳登山口・平群天神社○
Ｐ（9：30 着）－富山東側登山口○
Ｐ（10：
00 発）－南峰（8：45）－北峰（8：50）－平群天神社○
Ｐ（11：30）⇒保田「ばんや」
00）－鞍部（10：30）－北峰（10：40）－南峰（11：00）－○
入浴・昼食

（12：35～14：15）⇒草加（17：00）

房総（外房）出身という事で助手席に乗せ
てもらい首都高速道路から館山道へと走る事
１時間。今まで何十回も通っている道のせい
か？実家に帰るような妙な気分でしたが市原
の先は初めてでやっと山に行く実感が湧いて
きました。
樹齢千年を越えるといわれる、天然記念物
の夫婦クスの大木のある平群天神社の境内に
は、駐車場と立派な公衆トイレがあり天神社
脇から細い山道に入り「房総のマッターホルン」といわれる伊予ヶ岳の山頂を目指す。
一汗かいた頃べベンチのある展望台に着き、その先は本格的な山道で尾根道は狭く急傾斜
だがロープが取り付けてあり、ロープを頼りに１０分位登ると南峰の頂上に着いてしまい
ました。周囲が垂直に切れている岩峰上の頂上は狭く鎖で囲まれているが、低山ながらも
美しい姿の富士の双耳峰が一望でき、３６０度の展望が楽しめる。北峰へ往復して駐車場
へと下山。車で里見八犬伝ゆかりの富士へと移
動、予定していた登山口の反対側である東側登
山口からアスファルトの林道を３０分程登って
行くと鞍部に出た。
北峰の広い山頂には、立派な展望台があり階
段を登って展望台に立つと鋸山をはじめ東京湾
の眺望が素晴らしく房総半島の南端の向こうに
太平洋まで望む事が出来、よかったです。
下山後「南総里見八犬伝」にまつわる伏姫と
飼八房が籠ったと伝えられている伏姫籠窟を見た後、園田さんおすすめの「番屋」で汗を
流し新鮮で美味しいお寿司を食べて帰路に着きました。房総出身の私にとって今までと少
し違った感動と思い出が残った山行となりました。ずっと１人で運転をしてくれたリーダ
ーの祐子さんお疲れ様でした。リーダーはじめメンバーの皆さんありがとうございました。
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塔ノ岳 1491ｍ

記：沼田

真澄

■ 日程：3 月 14 日
■ 行程：7:30 大倉駐車場
→12:00 鍋割山荘
大蔵駐車場

→9：10 花立山荘
→

12:50

→10：30 塔ノ岳山 11：00 塔ノ岳山頂

鍋割山荘

→

13:30

二股

→

16:00

歩行距離：約 16km

尊仏山荘塔ノ岳（とうのだけ）は丹沢山地の南部にあり、愛甲郡清川村、秦野市、足柄上
郡山北町の境目に位置する。丹沢修験道の要であり、塔ヶ岳・御塔・尊（孫）仏山（そん
ぶつさん）など多くの呼称を持つ。中近世には近郊農村の雨乞いの場として、或いは露天
賭博の場としても賑わった。かつて山頂には別称の尊仏山の由来となった尊仏岩があり、
お塔と呼ばれ信仰されていた。塔ノ岳の山名はその塔に由来する。この岩は関東大震災後
の丹沢地震(M 7.3)で大金谷へ転落し現存しない。なお、山頂の尊仏山荘の名もこの岩に由
来している。
3 月 9 日に登った方のアップした写真が積雪風景だったので、まだ雪が残っているのでは
と期待して、登ることにした。塔ノ岳は 2 回登っているが、大倉尾根はまだ登ったことが
ない。そこで、今回は通称「バカ尾根」と呼ばれる大倉尾根を登ってみることにした。
駐車場に着くと、24 時間の駐車場はもう八割方埋まっていた。双眼鏡を手にした方に駐車
場代金を支払い、いざ「バカ尾根」へ。
大倉尾根は、全長約 7km、標高差約 1200m。「バカ尾根」とは、
山岳用語辞典によると、
「 変化に乏しく単調な登り下りを強いら
れる尾根道で、面白みがなくただ長いだけの尾根道という意味
で使われる。」とのこと。登ってみると、面白み？というのはよ
くわかないが、左手に雪化粧をした富士山を眺めながら気持ち
よく登れた。ただ、この日はとても暑くて、大量の汗をかいた。
雪は少しあったが、登山道の雪は溶けてぬかるんだ箇所が結構あった。水分補給をと、花
立山荘で休憩した。カキ氷という旗に惹かれたが我慢して、富士山を見ながら一息。出発
してすぐ、鹿の兄弟？に出会う。鹿による被害は深刻なものらしいが、こうして野生の動
物を真近で見られるとなんか嬉しい。塔ノ岳山頂は、残念ながら雪は消えていた。結構暑
いと思っていたが、山頂の温度計をみると 4℃だった。ヤビツ峠からの尾根は、少し雪化
粧が施されていた。軽食をとり、鍋割山荘へ。小屋主は、有名な草野延孝さん。1976 年 4
月に丹沢鍋割山荘に入るってから 7000 回を超えるボッカを行っている。2004 年 7 月に右
膝を痛めてしまう前までは、重量は 100 キロを超えていたとか・・・すっ、凄い。到着後、
名物のヘルシーな鍋焼きうどんを食べた。富士山を眺めながら、ゆったりと・・・気持ち
がいい。寝てしまいそうにならな
いうちに、下山。途中、
「黒龍の滝」
という看板が目に入り、ちょっと
寄り道。黒い岩肌に、滝が綺麗に
流れている。ヤマヒルがでないう
ちに、是非また来てみたい
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宝登山 梅 9 分咲き＆ＳＬ＆長瀞と満喫
◆山行日：２０１０年２月７日（日曜）
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏） （敬称略）
◆コース：山頂までは歩いて 1 時間程度です。
8:20 駐車場 8:35→8:40 宝登山→9:30 ロープウェイ（休憩）→9:45 山頂（蝋梅、梅散策）
10:35→11:15 線路→ＳＬ11:28（ 長瀞で 5 分位止まっていました）→岩畳散策→駐車場 12:15
宝の山に登るという名のつく縁起の良い名前の「宝登山」山頂まで 1 時間かからないお気
軽ハイキング。関東ふれあいの道に認定されているのは初めて知ったが、一般車両はダメ
ですが車が頂上まで登るようなので広い道で、登山道という雰囲気はない。頂上直下は木
が伐採してあり、つつじだと思いますが植林されている。季節が変わっても異なる花が咲
くことで宝登山ハイカーが年間通して訪れることを念頭に入れての計画だろうか？
山頂の蝋梅はほとんど終わっていて、わずかに咲き残っていると言う感じだけど、梅の花
は８～９分咲きで今が見頃。関東一品種の多い梅園だそうだ。
武甲山との正三角形の姿を梅と共に見たり、遠く薄っすらと望めたのは昨年登った両神山
と展望が以外に良くお気軽ハイキングにはもってこい。富士山は天気が良くても秩父の山
に隠れて見えないだろう。
下山は同じ道を下ってもつまらないので、北の沢方面の道を降りていく。途中随分と大き
な桜の木があったが、見頃の時期にはなかなかの景観だろう。運が良いことに下山後に岩
畳を観にいったらグットタイミングでＳＬが走ってきた。鉄道撮影をしようと待機してい
る人がたくさんいてビックリ。なんと今年ファーストランだったようで、かなりツイてい
るそれにしてもＳＬの姿、汽笛の音って心をうきうきさせるものがある。岩畳ではライン
下りの船にも出会えたし急遽考えた割には上出来な 1 日だった。

梅と武甲山
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記：山口

裕史

筑波山でご来光を拝む（877m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１０年３月２２日（日曜）
◆メンバー：L 山口（裕）、沼田 （敬称略）
◆コース：4 時間 30 分（山頂で 50 分含む）
梅林入口駐車場 3:55→筑波神社 4:02→御幸ヶ原 4:55→5:10 女体山 6:00→御幸ヶ原 6:10→
男体山 6:20→御幸ヶ原 6:20→女体山 6:55→つつじが丘 7:35→8:05 筑波山神社 8:25→梅林
入口駐車場 8:35
悪天のためタカマタギ山を中止したため、3 連休はお手軽な梅見山行を 2 回。本日は午後
から予定があったため、午前中に戻れる所限定。そんな中、もう 4 度は登っている筑波山。
かれこれ 10 年以上前に登ったのが最後で久しぶりに登ってみようかと思った。
体力的にはただ登るでは勿体無いのでご来光を拝もうと計画。日の出の時間を調べると 5
時 44 分。コースを見ると駐車場から山頂まで 1 時間 50 分かかるので 4 時に駐車場出発す
ればまず間違いないとして 2 時 30 分に家を出た。
駐車場に到着すると天空に輝く星があまりにも綺麗でビックリした。標高それほど高くな
いのに以外なほど良く見える星空に感嘆。あたりは暗いのでヘッドライトの光を頼りに御
幸ヶ原コースを登っていく。このコースは階段状に整備されている箇所も多く、ライトの
光だけでも十分に歩ける。今回は登り時間も短いため、汗が額を濡らすのもかまわず早足
＆休憩無しで一気に登る。山頂まで 1 時間 20 分となかなかいい運動になった。
女体山頂には既に先客がいてビックリ。しかもその姿はジャージ、ジーンズの若者達 5 人。
ご来光を拝みに来た一般人のようだった。手元の温度計で 2℃、かなり風が強く体感温度
はマイナスだよ…寒い。山頂はまだ暗く夜景が美しい。特に東京方面は宝石みたいだ。だ
んだんと光量が増し地平線が赤く染まる。霞ヶ浦あたりの湖がピンク色に染まり幻想的な
景色を目の当たりにした。5 時 44 分急激に膨れ上がった光量の一点から雲をまとった太陽
が顔を出す。この瞬間は至福のひとときだった。
山頂を満喫した後は、再び戻り男体山を目指す。男体山頂は本殿があり、南西方面の見晴
らしは良いが、北東方面は建物や木が邪魔して展望が無い。ふとここで薄っすらとではあ
るが富士山が見えることに気づいた。
再び女体山に向かい山頂からおたつ石コースで下山。こちらは大仏岩、北斗岩、裏面大黒、
出船入船、国割石、胎内くぐり、高天原、弁慶の七戻りと名づけられた奇岩で見所一杯の
コース。つつじが丘から筑波山神社へと向かう迎場コースは、コンクリで舗装されている
箇所も多く、散歩コースといった感じだが、樹林帯の静かなコースで雰囲気はとても良い。
一般的にはどちらかのコースをピストンという人が多いかもしれないが、グルッと回って
楽しみたい。もう 1 つのお目当てである梅林は、残念ながら既に半分が散っているような
状況だった。全体的に白梅が多かったので、もう少し色にバリエーションがあると良いな。
そういう意味じゃ宝登山の方がキレイだったな。帰りは昼までに余裕があったので下道で
高速代を節約。それでも 2 時間程度で戻ってこられるんだから、ありがたや筑波山。
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高尾山（599ｍ）
■日時

記

山本理郎

平成 22 年 3 月 26 日（金）

■メンバー Ｌ小野寺、黒澤、小林、平野、山本
■行程

南越谷 8：40……八王子……高尾山口……稲荷山 11：00……一丁平
12：55……城山 13：30……千木良……相模湖駅 15：30……八王子

足慣らしに高尾山に行きませんか！と突然のお誘い、毎日が日曜日のわが身、日頃の運
動不足を解消すべく参加する。芽吹きの季節を迎えた高尾山行は平日にも拘らず、結構な
人出であった。今日のコースは稲荷山コースで山頂に出て、城山を往復して薬王院、琵琶
滝で下山するとリーダーから説明される。ケーブルの脇かられっきとした登山道に入る。
25 分で八王子市内が一望できる東屋のある稲荷山に
着く（そこが稲荷山であったことは後で気がつく）さ
らに 45 分スローペースで登り山頂に到着する。標高
599.3ｍとある。この報告書を書くために、30 年前の
昭文社の地図を参照したら、山頂は 600.3ｍと書かれ
ている。30 年で 1ｍ低くなった事になる。どなたか事
情がわかる方がいましたら教えてください。山頂は桜
の開花にはまだ早かったが、幼稚園児などで賑わい遊
園地の様であった。山頂の茶屋でおでん、ビールなど
を買い求め、茶屋のベンチを借りて昼食を摂る。山頂
から城山へは結構な階段を下ることになる。振り返る
と、この階段を上り返すのは、しんどそうだ。全員の
意見一致をみて、急遽、相模湖へコース変更となった。
（高尾山ならコース変更も許されるだろうという判断）途中、2005 年に 30 周年で集中登
山の打ち上げをやった一丁平の休憩所も前面に展望台ができ整備され綺麗になっていた。
（休憩所の建物は昔のまま）

ここまで来ると、登山者もほとんど無く、静かな山路となる。城山には大きな電波塔が
あり、茶屋もあるが訪ねる人もほとんど無いようで、営業はしていなかった。城山（670
ｍ）では遠くに相模湖を望み、東海自然歩道を下り、国道 20 号線を辿れば、相模湖駅に到
着する。高尾山口駅から相模湖駅まで約 5 時間のハイキングコースで、心地よい運動であ
った。
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三依山（1305ｍ）
■日時

記

山本理郎

平成 22 年 3 月 26 日（金）

■メンバー Ｌ園木、下川、山崎、小野寺、山本
■行程

草加駅………中三依温泉駅 9：10………駅出発 9：20………主稜線 10：20………

三依山山頂 13：05………出発 13：25………中三依温泉駅 15：30………草加
その山は会津鬼怒川線の中三依温泉駅の目の前にある。駅は高台にあり、見下ろす位置
に小さなスキーゲレンデがある。ゲレンデと言ってもロープ塔が一本あるだけで、地元の
小学生の練習場という感じである。山は目の前であるが、あまりに目の前で全貌は全く見
えない。ネット情報ではそのゲレンデを登り詰め、尾根に向かって、一気に上る様だ。腐
った残雪に足を取られながら、ゲレンデ上部から急登になる。草木につかまりながら悪戦
苦闘して藪の崖を登って尾根に出る。1 時間の苦闘である。
（下山して判ったが登山道では
なかった）尾根にでるとなだらかな稜線が山
頂へと続く。ここからが輪環とスノーシュー
の活躍の場となる。数日前に降ったと思われ
る純白の雪原を進むのは、春山の醍醐味であ
る。今回のメンバーは 5 人で 2 人がスノーシ
ュウ 3 人が輪環であった。この緩やかな斜面
では圧倒的にスノーシュウが優位であり、登

りも下りもスノーシュウの方が 2 割くらい早
い様に思えた。いくつかの緩やかなピークを
越え、稜線上を 2 時間 40 分で 7 山頂に到着。
山頂では山脈のような七ヶ岳が遠望でき、会
津の山並をしばし眺めて飽きなかった。20 分
ほどの昼食休憩の後、往路を下山した。緩や
かな残雪の斜面が何処までも続き、雪のクッ
ションに守られた下りは大股でぐんぐん下る
ことができ、快適であった。尾根からスキー
場に下る、斜面は枯葉と残雪と泥交じりの急
斜面で、木の枝を捜しながらのスリルのある
下りであった。15 時 30 分駅前に下山、駅前
の温泉でひと風呂浴びて、古代村とういう手
打ち蕎麦屋で軽く食事を摂り、東武鉄道に身
を委ね帰路に着いた。
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★日

程

平成２２年４月３日午後移動～４月４日

★メンバ－
Ｌ園木、松田、小野寺、小林い、山口裕、
３日 草加―野鳥の森登山口テント泊
４日

（記）園木

毅

野鳥の森登山口（5：40）～麻布山（7：40～：45）～前黒法師岳（8：35～8：40）
バラ谷の頭（11：00～：40）～前黒法師山（13：40～：45）～麻布山（14：25）
～野鳥の森登山口（15：50）

行動時間１０時間１０分

１９９９年世紀末には１９９９ｍの破風山と土鍋山に登った。翌２１世紀２０００年には
勿論２０００ｍの山へは山伏避難小屋に泊まり山伏から大谷嶺に登った。そうなると２０
１０年には２０１０ｍの山に登りたくなるのは自分だけだろうか？
山の会にはこの計画に参加してくれる仲間がいる事が嬉しい。地図で探した日光の赤薙山
と以前黒法師岳から眺めたこのバラ谷の頭が２０１０ｍと知っており、又、バラ谷の頭は
日本最南端の２０００ｍ峰と知り早速登ることにした。

４月１日に天竜ス－パ－林道が開通するのを待って出かけたが思わぬアクシデントに大変
であった。役所に確認して道路は全舗装であるがまだ全部整備されておらず通行は可能で
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あるが石が落ちているとの事。暗くなる前に野鳥の森に着きたかったので無理やり小石の
上をダ－ト道のつもりで走行してしまった為到着した時タイヤから空気の漏れる音。更に
帰りにタイヤを買う事ができずスペァで高速をゆっくり走るはめになり帰宅が遅くなり皆
さんには大変ご迷惑ご心配をかけてしまった。野鳥の森は展望がよくトイレとあずまやが
ある。あずまやの中にテントを張りパンクしたことも忘れすき焼き、刺身、炊きたてご飯
そしてハイボ－ルで盛りあがる。行程が長いので５時４０分麻布山を目指し登山開始であ
る。深南部特有の原生林のなか急登が続く。麻布、前黒法師と越えると登山道は長く続く
笹原の滑りやすい急斜面をトラバ－スして登って行く。登りきるとまだ残雪の残る稜線に
出た。縦横無尽に獣道が入り組んでいてここは動物の楽園である。１０頭以上はいるカモ
シカの群れを見た。ガスがかかったら方向を間違えやすいところで注意が必要だ。そう言
えば登山口に行方不明の人の捜索看板があった。稜線に出て山頂が分からず右往左往した
がやっと２０００ｍの地を発見、その先がバラ谷の頭であった。晴れていれば深南部の山々
が一望できるがあいにく以前登った隣の黒法師岳の雄姿さえガスの中。この山の位置は不
思議で北に黒法師岳、南に前黒法師岳、西に辿ってきた前黒法師山と黒法師に囲まれてい
る。さあ次は南の前黒法師岳に行こう。
タイヤの事を思い出した。あ～ぁ。

山頂直下の笹の急斜面を登る。後ろのトンガリが前黒法師丸いのが麻布山
かなりの距離を登ってきた。

日本最南端の２０００ｍの地
これより南に２０００ｍの場所はな
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写真提供山口裕史さん
バラ谷の頭山頂。黒法師岳はガスの中

 山 行 日： 平成２２年４月４日（日曜日）
 メンバー： L 千葉、関口(勝)、新庄、松井、石井(文)、鈴木(里)、大門、上原
 アクセス： (往路) 南越谷 5:51⇒西国分寺 6:32⇒高尾 6:45(7:11)⇒鳥沢駅 7:41
タクシー⇒扇山登山口 8:00
（復路）猿橋駅 15:52 ⇒西国分寺 ⇒ 南越谷 1650
 コ ー ス： 扇山登山口 8:05➟ 大久保のコル 9:30➟ 扇山山頂 9:38～9:45➟
カンバノ頭➟コタラ山➟ 百蔵山山頂 11:50 昼食 12:40➟
いこいの森分岐 13:45➟ 猿橋駅 14:40
夜明けが早くなり家を 5 時 15 分に出ましたが、すっかり明るくなり途中の桜並木も満開
で、提灯も飾り付けてお花見ムードを盛り上げていた。
車窓から沿線に咲く満開の桜を愛でながら鳥沢駅に着き、身支度をしてタクシーに乗り込
み、久しぶりに参加された松井さんと、総勢 8 名で扇山登山口に向かう。天候は曇りで薄
暗い植林帯に入ると、数日前の強風でもぎ取られた新しい枝が散乱し、太い幹が無残に圧
し折られた光景に唖然とする。
急坂を上ると水場があり、すぐ先の山の神の祠を見ながら、なおも登ると根元から水が湧
いている？(確認不可)水呑杉の大木あった。この辺りから雑木林に変わり、まだ芽吹きの
ない木の間から、富士山が望める筈だが今日は残念！
ジグザグに登りつめると大久保のコル、右に扇山を目指し稜線を 5 分程で山頂に着いたが、
展望は悪く記念写真のみで引き返す。ここからカンパノ頭まで急坂をひたすら下る。アッ
プダウンを繰り返しコタラ山の南面を巻き、コタラ山の下から急坂を登ると百蔵山の山頂
に着く。山頂は広々としていて桜の木も沢
山あるが、蕾は固く眺望も悪いが待望のラ
ンチタイム！
早速鍋料理の準備に取り掛かり、皆さんの
手際の良さに驚くばかり･･････
次々に、ビール、おつまみ、手作り料理や
漬物と、忽ちシートの上はご馳走の山。
千葉料理長の采配よろしく寄せ鍋の出来上
がりで、登りの苦しみや寒さも一気に吹き
飛び、暖かいお鍋に舌鼓。
楽しい至福の時を過ごし、お酒も、ご馳走
も残り少なくなった頃、ポツポツと雨粒が落ちてきたので、素早く撤収して
下山開始。稜線鞍部から杉や桧の植林の中の急坂を下り、大きな水槽タンクが見え、山の
神の祠を見ると車道に出てきた。雨はすぐに止んだので、のんびりと民家の庭先に咲いて
いる花々を眺めながら、長い下りの舗装道路を 1 時間かけて 14:40 猿橋駅に到着。南越谷
で定例の打ち上げをして解散。皆さんお疲れ様でした。
記:上原
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すみ

京戸山～達沢山
記：鈴木

宮子

★

日程：H22 年４月１０日

★

メンバー：L 鈴木（宮）、浅井（祐）、八並、大畑、染谷

★

コース：草加駅（５：１５）―南越谷（５：３０）—勝沼ぶどう郷駅（８：１５）－
水分、林道ゲート（８：４０）----登山口（10：10）---京戸山（11：00）
----達沢山（11：45～12：20）-----戸倉集落からの登山口（13：15）
釈迦堂

博物館～天空の湯（16：00）

勝沼ぶどう郷（16：35）

南越谷（18：50）解散

勝沼駅

達沢山

勝沼ぶどう郷に予定通り到着。想定外の好天のお陰で、遥か彼方に美しい南アルプスの峰々
を目にすることができ万歳気分だ。予定してあったタクシーで例年より開花が遅れた桃の
果樹園を見ながら進み林道ゲート手前で下車する。この季節、登山口までタクシーが
入れない点がミソかもしれない。林道工事で移動した京戸山登山口で一休みしていると、
ゲートを突破して来たらしい車から数人のグループが降りてきて、私たちと前後するよう
に出発して行った。
木々の成長で展望がなくなってしまった「京戸山」明るく広い「なっとう箱山」を過ぎ、
達沢山に着いた。雲に隠れて見えないけど富士山に向かって腰を降ろしランチタイム。
アルコール？準備しなくてごめんね～。（下山が心配だったので-------）
.下山しようとした時？？寺を知っていますか？と他のグループに聞かれ少々戸惑わされ
てか北西方向に下るはずを反対方向に下山してしまった。左側に沢の音が聞こえてきて間
違いを確認することとなった。幸い時間が早いので御坂町集落まで歩いてタクシーかバス
を使うつもりで歩いていると、後方から男性が二人きて、途中に車を置いてあるからどこ
でも乗せて下さると、
「うれしい言葉」聞くとお仲間が旭山コースを下山して来るのでそれ
まで暇だから丁度良いとの事。ご好意に甘え釈迦堂まで運んで頂き皆で丁寧にお礼をして、
観光とお花見を楽しみ、時間のロスも無く、天空の湯でゆっくりと汗を流し、甲府盆地の
景色を「ツマミ」に乾杯。こうして至福の時を味わえたのも、メンバーのみなさんはもち
ろん、群馬県太田市の山男？山紳士のお陰で感謝。一方、又宿題を作ってしまい反省中で
ありますが、地図読み山行で磁石の使い方を覚えたからには達沢山をリベンジしたい。
今回参加下さった皆様ありがとうございました。
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記：沼田真澄
【参加者】Ｌ松浦剛、小野寺英子、鈴木勝幸、山口裕史、沼田真澄
【日程】4 月 10～11 日
1 日目

美濃戸山荘 7:00→10:00 行者小屋（テント設営）10:30→11:45 中岳のコル 12:05
→12:55 阿弥陀岳 13:20→14:15 中岳のコル→14:40 行者小屋（テント泊）

2 日目

行者小屋 6:50→赤岳鉱泉 7:15→美濃戸山荘 9:00

阿弥陀岳は、八ヶ岳南部、赤岳の約 1km 西に位置する標高 2,805m の山。八ヶ岳では赤岳、
横岳に次いで 3 番目に高い山である。
一日目、前日に八ヶ岳山荘の仮眠室に泊まったため、朝は暖房が効いていて暖かくいつも
より起床が苦にならなかった。トイレの前の待合室で、ガスを焚き朝食を作る。一緒に仮
眠室に寝ていた男性 2 人組みは、もう朝食を済ませて登山に行くところであった。6 時く
らいに、八ヶ岳山荘を出発し、車で美濃戸山荘手前まで行った。この山道は、かなりの悪
路で大変だった。途中上り坂で、タイヤが空回りしてみんなに降りてもらうほど。登山開
始までに冷や汗をかき、精神的に疲弊した。駐車場に着くと、胸をなでおろし、既に数台
停まっている車を見て、彼らも大変だっただろうなと共感した。天気は良い。雪山が私の
心を洗い流してくれることだろうと期待し、いざ出発。
すぐにアイスバーンが出現し、アイゼンを装着する。アイゼンがアイスバーンに食い込む
のを感じながら、登って行く。テント場の行者小屋までは、比較的ゆるやかな登り。ゆっ
たりと体を山に馴染ませながら進んでいく。途中、若者男性 2 人組に先を譲った。彼らは
軽装備で、行者小屋までの日帰りピストンだそうだ。
3 時間ほどで行者小屋に到着。先の 2 人組は、座って休んでいた。行者小屋はまだ開いて
いないが、ユンボで周りを雪かきしていた。テントは 5 張りほどあった。予定より早く到
着したため、テントを設営。西側の方に設営場所を決め、雪の地面を平らにして開始。天
気が良かったが、手袋を外すと手が冷たい。5 人もいると時間も早い。少し休憩して、不
要な荷物をテントに入れ込む。身軽になって、阿弥陀岳を目指す。行者小屋からは、赤岳
と阿弥陀岳へ登れる登山道がある。私たちは、阿弥陀岳への道をとったつもりだったが、
トレースがなくなり、通常の道ではないことに気づく。中岳へ行く道の少し西にそれてし
まっていた。南に登りながら、トラバースポイントを探す。樹林
帯があり、すぐには見つからなかったが、リーダーの指示のもと
トラバースし、無事に登山道へ。中岳までの登りは、傾斜もあり
トップを交代で登った。そして、ついに稜線に。少し休憩しなが
ら、まじまじと見る。裕史くんから聞いていた通り、結構な傾斜
だ。赤岳の方へ行く稜線は、トレースがなく雪で覆われていて、
綺麗な稜線だった。今日は天気が良いから赤岳も登れるかも、と
勝さんが言っていたので、この時は期待していた。さて、阿弥陀
岳の稜線。確かにキツイ感じだが、登っていくにつれて気持ちが
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良くなってきた。2600ｍを超えているので、酸欠ぎみで脳がハイな感じだったのかもしれ
ないが、阿弥陀岳の稜線上を晴天に恵まれて歩け、とてもいい気分だった。岩肌が露出し
ている辺りで、年配の登山者に会う。彼は、独りで南のバリエーションルートを登ってき
たらしい。彼の表情からかなり疲れている感じを受けたが、雪がまだついている時期に単
独でバリエーションルートということは色々と経験を積んでいる方なのだろう。彼の後か
ら、もう一人の単独の登山者が来て、一緒に下
山しましょうと話していた。単独で来て、他の
単独の人にそのような話をもちかけるというこ
とは、よほど彼は気に入られたのだろう。それ
からしばらくして、阿弥陀岳山頂へ到着してし
まった。してしまったというのは、登っている
ハイの状態が終了してしまうからである。世俗
的な快楽の終わりは、やはり空しさが残る。逆
にそれが人間にとって良いリアクションなのか
もしれないが。さて、山頂には石仏があり、雪からお顔をお出しになられていた。いつも
いつもご苦労様です。無事山頂まで来れたことを感謝し、今回の山行の道中安全を祈る。
NAMO AMITAABHA!!!
下山する頃、少し雲が増えてきた。リーダーがトップを行き、後に続いた。岩肌が露出し
ているところで、右足がザザザザー・・・（！！！）左足がなんとか持ちこたえてくれた。
（汗）下を見ると、滑ったらほぼアウトな感じの箇所であった。肝を冷やした。慎重に、
と忠告を頂く。そこを過ぎた辺りから、後ろ向きで降りるようにと指示を受ける。後ろ向
きで降りながら下を見ると、こんなに急な斜面だったけかと怖くなってきた。そしてアイ
スバーンのエリアが出現。恐る恐る何度もアイゼンで蹴って確かめ、慎重に慎重を重ねて
無事通過。この体勢は、かなり腰にくる。緊張しすぎているせいで疲労度が増し、しかた
なく膝をついていく体勢に変えた。そして、黙々と必死に降った。もっと左によりなさい
と、下からリーダーの忠告を受ける。知らない内に右の方へ降りていた。下も見ることが
できていなかったという、余裕が無い状態。一瞬右足が滑ったという出来事がボディーブ
ローのように徐々に効いてきて、滑ったら死んでしまうという怖さが心の中で次第に増幅
されていった結果だった。そのささいな出来事は、自分は絶対死なないという根拠のない
自信を脆くも瓦解させていった。頭の中では絶対滑ってはならないという言葉が木霊して
いた。先のリーダーの声で、そういった闇の呪縛から少し抜け出すことができた。下を見
て、方向を修正した。少しして、みんなが前を向いて降りているのに気づいた。やっとこ
の状態から抜け出せると思い、喜び勇んで前を向く。そして、右足を軽やかに踏み出す。
えっ、目の前に空が！？・・・ヤバイヤバイ滑っている・・・私が滑っているのを見て、
すぐ下にいた小野寺さんが体を張って止めようとしてくださったが、私の体は何かの強い
力に引かれるように降っていった。自分でもピッケルを手には持っていたが、何もできず。
ただ、なされるがままだった。数秒して、ドスゥという鈍い音と共に左尻に振動が伝わっ
てきた。どうやら、自分の体が止まっている。岩と岩の間の一般のルートにあるポール（写
真下側）が、私を食い止めてくれたのだった。放心状態で、中岳のコルまで降る。みんな
で一息する。私が滑っても大丈夫なように、リーダーが左に誘導してくれていたことを知
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り、心が感謝の念で溢れた。ありがとうございまし
た。そして、私を助けようと体を張ってくれた小野
寺さんありがとうございました。おかげさまで、な
んとか無事でいられました。赤岳に登りたいという
気持ちも吹き飛び、ここが家だったらもうこのまま
寝たい気分だった。だが、テントまではまだ中岳を
降らなければならない。完全に腰が引けてしまった
私は、ここを降るのも一苦労。みんなが尻制動で楽
しく降っているのを、上から羨ましく見送っていた。
そして私はと言えば、ゆっくりゆっくり、慎重に慎重に、降った。私としては、やっとの
思いでテントに辿り着いた。テントの中に入ると、ぐったり。間もなくして酒盛りが始ま
るが、あまり飲む気がおこらなかった。みなさんに気にかけてもらい、色々とアドバイス
を頂いた。本当に感謝です。そうしている内に来客が。行者小屋の管理者が、料金を徴収
しに来た。一人 1000 円と高い。彼が去った後、他のテントの状況が耳に入ったが、やはり
すんなり支払っているところは無かった。それから、夕食をとり就寝。5 人もテントの中
にいると、寒がりな私もそれ程寒さを感じはしなかった。
二日目、やはり朝はかなり寒い。天候はガスっていて悪くなりそうだった。天気が良かっ
たら赤岳を登る予定であったが、赤岳鉱泉経由でそのまま下山することに決定した。再び
登りに来ることを思いつつ、テント場から北へ降る。標高差は 100ｍ程なので、目覚めに
は丁度よかった。赤岳鉱泉には、人工氷壁が今期の役目を終えた感じで残っていた。アイ
スクライミングをやってみたいと考えていたが、昨日の体験を思い出すと、まだまだ先の
話になりそうだ。そこから、北沢をゆったりと降って行く。途中、アイスバーンが消えた
り現れたり。2 回目アイゼンを脱いでからも、アイスバーンが出現したが、頑張ってその
まま通過した。勝さんを見ると、ところどころアイスバーンを滑って降っている。私もチ
ャレンジしてみると、不可能ではないことがわかった。そのおかげで、アイスバーンは滑
って危ないだけという狭い認識は修正できた。
駐車場へは 9 時頃に到着。今回の山行の無事を感謝し、疲れた体を癒しに温泉へ向かった。
時間が早かったため、温泉はゆっくり入ることができた。帰りの高速道路も渋滞箇所が無
く、スムーズに。
皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたが、私にとって色々と考えさせられる貴重な山行
となりました。重ね重ね、ありがとうございました。そして、皆様お疲れ様でした。アド
バイスや体験を通して、自分のスタイルをし
っかりと構築していきたいと思っております。
これからも、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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程

：平成 22 年 4 月 20 日

◆

日

◆

メンバー：L 小野寺、いつ子、黒澤

◆

コ ー ス ：女体山～ピストン

記：小野寺英子

いつもの如く、カタクリも咲いているし、ちょっとトレーニングがてら、行って見ようかと声掛け
てみた･･･！これまた、いつものベストメンバー（？）が集合！！

毎度お馴染みのコースを登り始めて分岐を過ぎた頃だろうか?下界が急に騒がしくなる。
救急車と消防車の音がけたたましく、火事かな？３人とも顔を見合わせた。しかし段々と
我々を追いかけるよう･･･に、音が近付き女体山登山口付近で鳴っている。何か大きなこと
が起きていると思い始め、まさか滑落･･･？３人とも思い始めたら何と！ヘリコプターが近
付き、頂上の方で旋回し始めた。事故が起きたんだと確信し、我々も登り始めた。雨上が
りで大分滑り易く、私達も足元に神経を使って歩いた。
途中、下山して来たご夫婦に上で何が有ったのか聞いたら、その方々は事故に遭遇し、救
助のお手伝いをしてきたと言う、年配の女性の方が転んで頭を打ち、大分出血したらしい。
ありったけのタオルを渡して、救急車を呼んであげて、仲間の人達も居たので、その場を
後にして来たと云う事でした。
我々も充分に気を付けながら･･･事故に遭われた方のケガの程度を気にしながらの山行で
した。頂上には大勢の高齢の人たちが来ていました。
下山中に、登って来た男性二人の会話が耳に入る「あれは死んでるよな」えェェ･･･！さっ
きの事故の事！！（でも思い過ごしかも･･･？）

筑波山にしては、我々も珍しく

慎重に慎重にゆっくりと下山した。
下山後、どうしても気に成るので、いつ子ちゃんが観光案内所に聞きに行って呉れた。
それによると詳しい事は解らないが、下で待っていた救急車には乗らず、そのまま
ヘリコプターで病院に搬送されたそうです。解っているつもりでも、低山とは云え大きな
事故に繋がるんだ･･･という事を再確認した一日でした。
同じ山仲間として大事にならないよう、思わずには居られませんでした。
お天気も崩れて来たし、いつもの青木屋の展望風呂には
入らず、道の駅をちょこっと覗いて帰途に着いた。翌朝
３人ともそれぞれの新聞を見たが筑波山の事故は載って
無かった。ホッと胸を撫でおろして、今回の筑波山の山
行は終りました。山行報告と云っても毎度変わりないコ
ースなので、今回出っくわした事故のことを書きました。
身近の山でも気を抜くと怖いぞう･･･という思いで！
それから、カタクリは女体山が見える頃からチラホラと
咲いていた。本命は御幸ヶ原の周辺で、いつもは立ち入
り禁止になっているところに小さいけど、けなげに沢山
咲いていました。
いつ子ちゃん、黒ちゃん、お付き合い有難う！またご一緒して下さいね。
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黒斑山すってん記（２４０４ｍ）
記：磯川

剛

●期日：２０１０年４月１８日（日）
●メンバー：Ｌ浅井（祐）・山本・下川・山崎・樋口・新島・磯川
●コース：松原団地 5:30→8:00 高峰高原駐車場 8:30→10:20 避難小屋 10:25→
11:30：黒斑山山頂 12:00→12:20 コース分岐→高峯温泉 13:20 着
今回、ほぼ初めてと言える雪山に参加させてもらい、雪山ビギナーズラック？の助けか、
好天の中での山行となった。黒斑山へ向かう高速道路からは、雲が多くなかなか上信越の
山々が見えない。少し不安になりながらも高峰高原駐車場の登山口に着くと、晴天であっ
た。ワクワク感を抑えつつ歩く準備を急いだ。先週の雪により、積雪が多くなっているこ
とが心配であったが、膝下程の深さで、トレースもついていた。初心者の自分としては一
安心した。歩き始めると、雪を踏む感覚がとても気持ちがいい。そして何よりも空気が引
き締まっていて、一度の呼吸でたくさんの酸素が体中に充満していきそうな感覚に、夏山
との違いを感じた。
登りは表コースを行き、途中から展望が開けてきた。白く覆われた山々が美しかった。自
分に認識できたのが、北アルプス、八ヶ岳くらいだったが、他のメンバーの方々からは次々
に色々な山の名前が飛び出した。自分には知らない山も多く、その地理的感覚や知識の豊
富さにびっくりした。頂上近くになり、少し傾斜がきつくなってきたところで６本アイゼ
ンを履いた。
頂上に着き、昼食。他の登山者は数名ほどだった。目の前には前掛山がのっぽりと美しい
姿を現し、その奥からは浅間山の噴煙？蒸気？が見えた。「是非次はこちらに。」と言いた
げであった。下山は、森林帯を通る中コースで、こちらは展望はないが雪が付いた木々が
美しく、心地よい。ところが、各場所で、雪の下が凍っているらしく、すでにアイゼンを
外した人から次々にスリップ。その度に笑いがあふれた。私は運良く？アイゼン外すこと
が面倒くさいという、いい加減な性格に助けられスリップを免れた。でも雪山で転ぶのも
楽しそうなので、次回は転げ回りたいと思う。
終点近くになり、トレースがなくなり、少しの間ラッセルを楽しんだ。どこを歩いていい
か分からないときは動物の足跡に沿って歩いた。楽しい一時であった。広いところに出る
と、ワカンやスノーシューを履き、その感覚を楽しんだ。自分も初めてワカンを履かせて
もらい、雪の上をフワフワ歩く感覚を楽しんだ。
下山し、高峰温泉に入った。すばらしい展望の中、ゆっくりと疲れを癒すことができた。
今回、自分にとって初雪山であったが、雪山
の楽しさをいろいろな場面で感じることができた。
是非今後も、雪山山行に参加していきたいと思
う。メンバーのみなさん、いろいろと教えていた
だきありがとうございました。
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日和田山

～

物見山

～

ユガテ
記：平野

■日

程

平成 22 年 4 月 25 日(日)

祥子

晴

■メンバー

Ｌ畑野、小野寺、前田、芳野、関口(美)、大畑、鈴木(里)、町田、平野

■コース

南越谷 6:41=高麗 8:30=日和田山登山口 8;55＝日和田山 9:4０~9:45=
高指山=物見山 10:3５~11:2０=北向き地蔵＝11:5５=ユガテ 12:４０~13:20=福
徳寺 14:10~14:1５＝東吾野駅 14:30=南越谷 16:00 着
天候不順の日が続いていたところ
の晴れの中日を、のんびり歩きの里
山行きとなりました。高麗駅を降り
ても私達は急ぐでもなくふらふらと
登山口に向かう。
登山口から新緑の中をゆるやかな
丘を登って進む。男坂・女坂の分岐
から男坂へ、水場がある小さい沢を
渡り一登りで見晴らしの丘に着く。
男坂の途中で今日岩トレをしている
仲間たちに声をかけて見学させても
らう。まもなく金刀比羅神社の鳥居

に出る。南が開けて奥多摩や丹沢の山々が見え、その先に雪のかぶった富士山も顔を出し
ている。眼下には高麗川が蛇行してできた巾着田の、菜の花の色が綺麗だったこと。神社
の右手を通って急斜面を登り日和田山に到着。頂上に大きな宝塔と三角点がある。急な岩
場を少し下り巻道と合流して針葉樹の道を登ると車道に出る。電波塔のある高指山をスル
ーして車道を歩くと視界がひらけて里の家々が、

あずまやでトイレで一休みする。少

し行くと物見山への道標があり車道と別れて、登山道を進むとまもなく物見山に到着。こ
こは広場で長い丸太のベンチが並んでいて、休憩を取りながら例会で教わったロープを実
践してみたけれど、解ったつもりだったが上手くいかなかった。杉や檜のある平坦な道を
歩き、一度車道を横切って雑木林を進むと北向き地蔵がある。以前来た時と違って祠は立
派になっていた。
昼食の機会を逃しつつ最後のユガテ（湯ヶ天）に向かう。
ユガテは里の方々の畑作の場で、そこに我々がおじゃまをする感じ。休憩のための空き地
とトイレが用意されていて、ここで昼食をとる。芳野さんが聴診器を持ってきてくれたの
で、初めての経験「木の声」聞く。雫がたまってポットンと落ちるような音が聞こえて不
思議でした。どんな木でもいいそうですよ。
虎秀クラブという新道標を頼りにしながら、寄り道しつつ飛脚道を下る。途中に樹木を伐
採して新しく展望する場が作られていたけれど自然のままがいいな。福徳寺に到着し、東
吾野駅から帰路に着いた。
今回は天気に恵まれて、山々の稜線と芽吹きの色は目に優しく心に優しく、ほんとにのん
びりした山行でした。ありがとうございました。
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記：山口裕史
◆山行日：２０１０年５月１日～２日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外 1 名

（敬称略）

◆南木曽岳：5 時間 20 分（大休止展望台にて 50 分）
駐車場 7:20→登山道入口 7:40→金時の洞窟（分岐）7:55→9:30 南木曽岳山頂→9:45 避難
小屋・展望台 10:35→摩利支天 10:50→分岐 11:45→男滝・女滝 12:30→駐車場 12:40
◆恵那山 8 時間 45 分
神坂峠登山口 6:20→第一ピーク 6:40→鳥越峠 7:15→大判山 8:05→分岐（前宮コース）
10:00→三乃宮神社 10:25→山頂小屋 10:30→10:45 山頂（大休止）11:25→山頂小屋 11:40→
前宮コース分岐 11:55→大判山 13:30→鳥越峠 14:15→第一ピーク 14:50→神坂峠登山口
15:05
ＧＷの山行は少し遠めの山に行こうと思い立ち百名山の恵那山、三百名山の南木曽岳に決
定。渋滞を懸念して前日の 9 時出発するも結構渋滞していて驚き。それでも 5 時間 30 分
で到着は上出来。避難小屋には 2 人先客がいたが静かに準備をして日本酒を煽ってグッス
リ就寝。
この山は登りと下り専用の登山ルートがあるようだ。登り始めると結構な急登になるが、
古いが良く舗装箇所があり登りやすいルートになっている。今回は花を期待していなかっ
たが、至る所にショウジョウバカマ、バイカオウレンが咲き乱れていて良い意味で期待が
はずれた。暫く急登を登ると鎖場に到着する。たいしたこと無い鎖場だが、まだ新しい巻
き道の木道が整備されていた。ここからは恵那山の展望がある。ここまで来ると少し歩く
と山頂へ到着する。早朝の雨は山頂付近では雪だったようで、笹原が薄っすらと雪化粧し
ていた。山頂は樹林帯で展望が無いが道標が立派だ。非難小屋方面の展望が素晴らしいの
でこちらに早く行くことをお勧めする。
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非難小屋方面は笹原一面でキレイな緑に覆われる。展望台からは北方面左から御嶽山・乗
鞍・奥穂・北穂が見えて北西には大きく木曽駒、三ノ沢、宝剣、空木、南駒が白い稜線を
並べている。
安平路山の右には薄っすらと南アがあり、南には南木曽の稜線奥に恵那山と素晴らしい展
望だ。摩利支天からの恵那山の展望、南アの展望は良かった。振り返ると南木曽の笹と岩
肌が見える。下山道は一気の急下降。鎖、木の梯子と舗装はされているのでゆっくり降り
れば心配ない。
山麓はモモの花が見頃、あららぎ温泉もいいお湯だった。さすが三百名山、あまり有名で
はないようだが木曽に来たら是非登ってもらいたい山だった。
南木曽岳から下山し、妻籠宿・馬籠宿と観光したあと萬岳荘に車を走らせる。神坂峠で左
折し 5 分程度で萬岳荘。こんな山奥に随分と豪華な施設だ。到着したがこちらも営業はし
ていなかったが、水場・トイレは使えるのでテントを設営した。
早朝 4 時起床、昨日に比べて暖かく感じたが気温は 0.5℃。カップラーメンとパンを朝飯
にしてテントを撤収し、神坂峠の駐車場に向かう。神坂峠からの登りは大小 10 個以上の
ピークを登り降りして山頂に向かうが、恵
那山の大きな山が近づいてくるのを見なが
らなので楽しいものだ。雰囲気としては昨
年登った魚沼駒ヶ岳もこんな感じかな。
1800m 付近から雪がチラホラ登山道に出
てくる。天狗ナギと思われる場所までは尾
根道を歩くためコースの脇は急斜面だが、
1900m 付近の本山に取り付くあたりから
一面残雪に覆われる登山道となる。ツボ足
でも足は入らないが念のため 4 本爪アイゼンを装着。最後の急な直登はアイゼンのお陰で
歩きやすかった。雪の無い季節だと登るのが大変そうだ。
2000m に達してようやくなだらかな稜線歩きへと移行する。森林限界には達していないた
め樹林帯に阻まれ展望はほとんどない。山頂へ向かう稜線歩きでは所々に社が続き、二乃
宮社～山頂付近の六乃宮社まで見つけることができた。
山頂の道標は簡素な看板で、展望が全く無いのを含め物足りなさがある。それでも広河原
コースから登ってきた人で賑わっていた。神坂峠コースは前述したが大小のピークを越え
て歩くので、下山も結構時間がかかった。とにかく今回は腰痛を心配しながらの登山だっ
たのでユックリ歩いたが、無事下山できて良かった。帰りに麓で利用したクアリゾート湯
船沢はヌルヌルした湯質の温泉で結構良かった。自宅までの帰りはＧＷ渋滞で午前様だっ
たが、南木曽に恵那と充実した山登りに満足した。
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記：前田 恵久
◆日程

:平成 22 年 5 月 3 日

◆コース：光徳温泉～山王峠～涸沼～刈込湖～湯元～戦場ヶ原～光徳温泉
◆時間

：光徳温泉出発８時半、光徳温泉着午後４時半

◆参加者：L 鈴木（廣）、新庄、青柳、樋口、前田
連休もあまり長いと休み疲れが生じダレテくる所、おりよく棟梁からのお誘いがあり、
久し振りに日光方面の山行に参加させて頂きました。
光徳から山王峠に向かう登山道は雪に覆われ行く先々で枝に結んである道標リボン
を探しながら無事峠に辿り着きました。峠で小休止して軽アイゼンを慣れぬ手付きで
装着し、いざ涸沼に向かい下降しはじめたのですが降り口がわからず右往左往してし
まいました。ようやくリボンを捜しあて、名前のように雪も積もらず水気のない涸れ
た沼の畔に降り立ちホットしました。
涸沼から切込、刈込湖、小峠まで雪
はまだドッサリあり気を抜いて足を
滑らすと湖に転落しそうな斜面を横
断する雪道をアイゼンをきかせて、
雪山気分を満喫。
時おり H 氏の雪道を踏み抜いて戯
れた今回の山行に乾杯！
刈込湖畔の積雪に囲まれて昼食をと
り小峠に向かうと雪も少なくなりア
イゼンを外し湯元から湯ノ湖、豪快
な湯滝を見て奥入瀬のような渓流沿
いの散歩天国を漫遊でき
ました。帰路は渋滞にはまりドライバーは睡魔に襲われ大変でしたが往復の運転お疲
れさまでした。
メンバーからのチョット一言（敬称

略）

青柳：約１０年ぶりの切込、刈込初めての本格的なアイゼン使用、楽しかったです。
樋口：山、湖、川、滝、残雪、湿原‐‐‐とても良いところです。
又雪に足をとられ何度か落し穴に嵌ったような快感？を味わえて最高！
新庄：日光湯元の HP 最新情報では、多い所は残雪が１ｍもあるとか！？
お陰で山王峠から涸沼への急下降と切込、刈込湖畔際の急斜面通過は
用意した６本歯アイゼンが大活躍！１日を通して奥日光の遅い春の
息吹が感じられた。
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★日

程

平成２２年５月１日～５月４日

★メンバ－
Ｌ園木、松浦、松田、小野寺
（記）園木 毅
１日 窓明の湯駐車場（10：45）～巽沢山（12：20）～家向山（14：05）～窓明山
（16：15）
２日

窓明山（7：45）～坪入山（9：20～9：35）～高幽山二段目の肩１６９２ｍ
テント場（12：45）

３日

高幽の肩（6：05）～高幽山（6：30）～梵天ヶ岳（7：55～8：05）～丸山
岳（9：50～10：05）高幽の肩テント場（13：15～14：05）～１７５４ｍ峰
テント場（16：30）

４日

１７５４ｍ峰テント場（8：15）～坪入山（8：45～8：50）～窓明山（10：40～10：
50）～家向山（12：20）～駐車場（14：10）

山登りを本格的に再開して間もない平成８年８月会津駒ヶ岳山頂からは中門岳の残雪と池
塘の周りに咲くハクサンコザクラが印象的であった。北に目を転じると幾重にも重なり合
う稜線の遥か彼方に残雪を抱いた丸く穏やかなデッカイ山を見た。地図で確認すると丸山
岳と知った。帰って調べてみると登山道は無く、又ガイド本は少なくそれでも何冊かの紀
行本を入手した。今のようインタ－ネットも無く大変苦労した。
佐藤勉著『我が南会津』、南会津山の会著『いろりばた』、山田哲郎、横山厚夫著『青空と
輝く残雪の山々』、会津百名山リストアップ委員会著『会津百名山ガイダンス』、川崎精雄、
望月達夫著『静かなる山』
『続静かなる山』などである。どの本も著者の会津丸山岳への想
と登頂する苦労が伝わり、私の登りたい一山となった。そしてこの『静かなる山』
『続静か
なる山』二冊の本との出会いが今の私の登山スタイルを決めたと言っても過言ではない。
前置きが長くなった。

残雪を抱く中門岳と中央奥会津丸山岳

平成８年撮影

草加山の会に入りよき仲間を得、ついにこの日が来た。１日午前５時３０分草加を発ち途
中渋滞に巻き込まれたが１０時４５分窓明山に向かって登山開始である。窓明には春と秋
二回登っているので気が楽であるが、４日分の食料、テントを担ぐと巽沢山迄の急登は辛
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い。さらに頑張って家向山の肩まで登ると窓明山の巨大な雪庇と銀色に輝く雪壁が見え、
木々の合間からこれから辿る丸山岳への稜線も遠望できた。窓明のブナ林はいつ来ても綺
麗で特に秋は圧巻である。また、芽吹き頃も美しい。左に三岩岳の大きな山容を常に見な
がら登るブナの尾根は楽しい。高度もぐんぐん上がり雪庇と雪庇の中間の雪壁を登りきる
と大展望の窓明山に到着した。早速一段下がったシラビソの中にテントを張った。これか
ら辿る稜線の全貌が見渡せたが会津丸山岳はるか彼方である。今日の夕食はカレ－、この
山行の最初で最後のビ－ルで乾杯。

朝モルゲンロ－トに輝く丸山岳に続く稜線、右奥丸山岳

２日、丸山岳への稜線がモルゲンロ－トに輝き出し快晴で明けた。昨日の作戦会議で今日
は明日丸山岳を往復し出来る事ならば少しでも窓明山方面に戻りたいので高幽山の手前で
テントを張る事に決めた。今日の行程は時間に多少の余裕があり気が楽である。テントを
乾かし７時４５分スタ－ト。窓明山からの下りは雪庇に亀裂が入っているので藪との境を
慎重に下る。シラビソに囲まれた坪入山は絶好のテント場でジャンボテントが一張り、ど
うやらここから丸山岳を往復しているようだ。山欅毛沢山から来たという二人パ－ティ－
は高幽山を往復するとの事。単独行者は山欅毛沢山に向かったようだ。ここで尾根は大き
く２つに別れ北東へ山欅毛沢山への稜線、高幽山へは南へ向かう快適な雪稜を行く。明日
テントを張ることになる１７５４ｍ峰を越え稜線は一旦１４７０ｍまで高度を下げ、急登
をゆっくりと高幽へ登っていく。しかし、この間のダケカンバとブナの林は見事辛いが楽
しい。高幽山より２段低い１６２９ｍピ－ク付近に風を考えダケカンバの中を整地してテ
ントを張る。水をたっぷり作り、夕食はマ－ボ－春雨とガ－リックライス。
バ－ボンを片手にいつまで見ていても飽きない会津の山々。穏やかな一日の終わり未丈ヶ
岳の肩に夕日が沈んだ。至福のひととき。
３日も快晴。そして念願の丸山岳へ登頂する日だ。高幽山の巨大な雪庇を避け左から回り
込み３０分で高幽山山頂。南北に長い山稜と東に巨大な雪庇を張り出した高幽山はなかな
かいい山だ。梵天ヶ岳へは緩やかな山稜に変わりその向こうに丸山岳が大分近づいた。ち
ょっとした雪稜登ると梵天ヶ岳山頂。１時間３０分を要した。正面に丸山岳がでっかい。
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梵天ヶ岳山頂、丸山岳がでっかい

これから辿る尾根は右に回り込み快適な雪稜を行く。４つのピ－クを越え最後の緩やかな
雪田を登りきると９時５０分会津丸山岳頂に立った。
その名にふさわし丸い穏やかな山頂は初夏なら池塘の回りにニッコウキスゲが風に揺れて
いるはずだがまだ雪の中に眠っている。何も遮るもののない山頂は３６０度の大展望だ。
正面には登りたいピラミダルな大幽朝日山、鋸刃を従えた会津朝日岳の稜線が険しい。
そして振り返れば幾重にも重なり合う稜線の遥か彼方に会津駒ヶ岳を見た。今、思いが叶
ったと思った。
初めて丸山岳を見て登りたいと思ってから１４年の歳月が流れた。山頂に立つのに二日半
を要した。そして帰還するのにあと一日半を費やす。本当に遠い山、会津丸山岳。
さあ帰ろう。松浦さんの号令がかかった。これから戻る道のりは遠い。
同行してくれた松浦さん、松田さん、小野寺さんに感謝、感謝。ありがとう。
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三岩岳をバックに高幽山の雪庇の稜線を行く頼もしい草加山の会の仲間たち
松浦さん、松田さん、小野寺さん。戻る道のりは遠い。

最後に私をこの山に導いてくれた『続、静かなる山』の望月達夫さんという登山家の一節
を紹介して私の丸山岳への旅を終えよう。
中略、『時刻をみると五時三十五分、われわれ七名は、ほかに誰も人のいない、この早
朝の山頂に心から満足した。中西君らは早速、大幽西沢の大雪渓まで行って、雪をとかし
てコ－ヒ－をいれたいという。丸山岳山頂で雪どけ水でいれたコ－ヒ－を呑むのが、中西
君の切なる希望でもあったようだ。私は川崎さんと三角点の付近にたたずんで、見える限
りの山々を指呼した。こうやって見ていると、
「随分沢山の山に登ったもんだね」という言
葉が川崎さんの口から自然にこぼれたが、ここから見える殆どの山に登り、七十一歳の現
在もまだ登り続けている川崎さんにとっては、まさに偽りのない実感であったろう。燧ヶ
岳の秀麗な姿を写真にとっていると、
「コ－ヒ－が沸きましたよ！」という声がきこえてき
た。川崎さんと私が残雪のほとりまで行くと、そこにはナンキンコザクラとイワカガミの
花が咲きみちていた。』
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記:千葉

かつ子

✦日 時：2010／5／4
✦ﾒ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ：L 千葉、上原、山本、黒澤、鈴木(里)
✦コース：南越谷 7:05⇒大月 9:02⇒禾生 9:12
禾生 9:30･･････杉山新道登山口 9:45･･････富士見平 11:35･･････九鬼山山
頂 11:40（昼食）12:25･･････紺場休場 13:00･･････田野倉分岐 13:20･･････
馬立山 14:25･･････御前山 15:05･･････登山口 16:09･･････猿橋駅 16:20
杉山新道のコースから九鬼山、そして下山は田野倉駅への計画でした。
霞のかかったお天気ではありましたが、陽射しは強く禾生駅で半袖にバンダナという軽装
になり、喉の渇きにと山本さんがビールを仕入れ出発です。
杉山新道は檜の林をしばらく登ると、若葉が燦々と輝く明るく開けた雑木林に、オレンジ
色も鮮やかな山ツツジが目に入ってきました。ジグザグに曲がった山道を登りつめると弥
生峠に出ました。リニアモーター実験線の見晴台でした。細い尾根道をひと登りで富士見
平に着き、前方に見える筈の富士山は霞の中、5 分程で山頂でしたが、喉も渇いていたの
で冷やして来たトマトを一口口に入れて山頂へ。
それ程広くない所に何パーティかの人達が休んでいました。私達も木陰を探して持参した
ツマミを広げてビールで乾杯！
目の前に 1 本だけの桜が満開で見頃でした。空気
もうまい、花もよし、食べ物最高、
腹も満杯で昼寝したい気分でしたが、40 分程休み
重い腰を上げる事になりました。
此れからは地図にも記されていましたが、ガレ場
が連続して現れ気を抜くことが出来ません。紺場
休場の見晴台に丸太のベンチが設置されていて、
アヤメの保護地になっていました。此の先に年配
の男性が一人地図を見ていて、猿橋への道を聞かれたので、私達も天気も良いし、大月で
の乗り継ぎの混雑を避けて、コース変更して猿橋駅に下山する事にしました。
馬立山へ 50 分きつい登りが待っていました。そして、やせ尾根のガレ場の下山、それでも、
足元に咲くスミレやイカリソウ等の花に一息入れながら、アップダウンを繰り返し、前記
の男性とは馬立山で別れて御前山へ。ロープも岩場も有り変化に富んでいる山ですが、足
を滑らせたら危険な個所が多く大変でした。
以前来ている山なのに覚えているのは御前山だけで
した。
田野倉への分岐からは大変苦労をしながらの下山で
したが、萌黄色に輝く山々や、山ツツジなどをゆっ
くり眺めながら歩けた事、楽しい一日となりました。
皆さん大変お世話になりました。お疲れ様でした。
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棒の嶺

969ｍ
記：小林いつ子

■日

程

平成 22 年 5 月 5 日（水）快晴

■メンバー

L 小林い・樋口

■歩

南越 6：06

程

－新秋津乗換え

8：25 さわらびの湯

－7：22 飯能

－登山口 8：50 発
-

－7：49 バス－

－10：40 棒の嶺 11：25
13：00 さわらびの湯着

ゴールデンウイークの真ん中、皆さん子供やら孫やらに忙しい時にネットで山の誘いを
掛けてみたが、案の定なかなかメンバーが
見つからずくさっていたら樋口さんが話に
のってくれた。歳の差カップルで出かける
ことになった。バスは思ったより早くさわ
らびの湯に着いた。数日前まで待ち焦がれ
ていた太陽が、登山口までの 20 分間は強烈
に暑く感じた。登山口には白谷沢の湧き水
があり、折角なので私は越谷の水道水と入
れ替えた。街の暑さからは想像出来ない涼
しい沢沿いの道を気持ちよく登った。樋口
さんも顔の大汗を洗い流していた。沢から
外れ暫くすると、林道に出た。以前登った時には林道を横切った記憶はないが、小休止に
は調度良い東屋がある。
（岩茸石まで 400ｍ）という道標も設置されていた。以前よりハイ
キングコースとしてかなり整備されている。
岩茸石は山頂への分岐であり、青梅からの道と、帰りに
通る滝の平尾根への道を隠すようにそこに座っている。
ごんじり峠に向け 600ｍの急な道を上がる。峠からは、
さっき歩いて来た有馬ダム湖を見下ろせる。山頂への長
～い階段を前に暫しの休憩だ。覚悟の階段登り 10 分で山
頂に到着。三本の大きな桜が出迎えてくれた。思ったほ
どの人出もなく、ゆっくりお弁当を食べながら、大持山
や蕨山に続く金毘羅尾根を眺めた。帰り道に、登りの団
体さんが来た！と思いきや、その中のお一人が（女性）
岩っぽい坂道でバランスをくずし額から出血！大きなコ
ブが出来る怪我に遭遇！慌てるばかりの人達をみて、樋
口さんが包帯などの提供と無理をしない様に一言添えて
下山したが、皆さんどうされたでしょうか？？中高年の
登山で事故が・・・の報道を見る聞くにつけ、気になる
ところです。樋口さん、お付き合い下さってありがとう。
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二ツ箭山～猫鳴山～屹兎屋山
■行程：駐車場 9：00→

二ツ箭山 11：20→

（探索・昼食）14：00→

猫鳴山 12：20→

記：沼田真澄
東電 13：10

二ツ箭山 15：30→駐車場 16：30

そびえる姿が弓矢の矢尻を思わせるところから、二ツ箭山と呼ばれている。山頂近くには
険しい岩場があり、いわき市内で唯一ロッククライミングが楽しめる。
標高 709.7 メートルの二ツ箭山（ふたつやさん）。男岩（男体山）と女岩（女体山）が猫鳴
山（ねこなきやま 820ｍ） 屹兎屋山（きっとやさん 876ｍ）
駐車場に着くと、既に車が 10 台ほど。準備をしようと車の後ろを開けると、敷き詰めてあ
った新聞紙が舞う。晴天で暑いが、風は強い。駐車場の看板を見て沢コースがあることを
知ったが、今回は予定通り尾根コースを進んだ。〆場を過ぎてから登りが少しきつくなり、
しばらくすると尾根にでた。尾根には大きな岩や石がゴロゴロとしていた。登れそうなの
は、大体登った。有名な男体山は、登るとき風が強かったので、少し緊張した。頂上は平
べったく、そんなに狭くない。女体山は、人が沢山いて、休憩ポイントとなっていた。こ
こには 360 度の地図があり、二ツ箭山、猫鳴山、屹兎屋山がはっきりと確認できた。足尾
山では、何度も登り降りしている年配男性がいた。二ツ箭山は展望もなく、気持ちよく休
める場所ではなかった。猫鳴山までひたすら歩く。途中、人が一人やっと通過できる道は
笹で覆われていたし、誰とも出会わなかった。猫鳴山も二ツ箭山と同じ感じ。屹兎屋山を
目指して行き、途中分岐のところでピンクテープが木に巻いてある斜面を降った。かなり
急ではあったが、テープを信じて行った。その斜面を降りきると、林道になっていた。そ
の林道を横切りピンクテープを追うと、木が伐採されたまま積み上げられているような道
を歩むこととなった。不安に思いながらも強引に進んでいくと、林道に出た。その林道を
登っていくと、上へと伸びているアスファルトの坂道が見えた。入り口に鎖がかかってい
たのを不思議に思いながらも、その傾斜のきついアスファルトの坂を登った。すると、そ
こでみたものは、鉄塔？

近くに埋め込んであった石柱を見ると、「東電」と書いてある。

道を間違えたことが確定した。林道を降って合流点を探すも、林道の方向が怪しい方向だ
ったのですぐに断念。しょうがなく、斜面を降りたところへ戻り、悲しく昼食。そして、
元来た道を戻った。登り返すときに、刈られた笹が脚に刺さりまくって痛かった。半ズボ
ンだったら、流血していただろう。二ツ箭山からは、月山コースをとった。数分して、日
本庭園みたいな感じのところに出た。月山神社が祀られるところだった。気持ちが良い場
所であった。そこから、木を掴みながら降った。最初の方は、かなり急だった。途中、沢
へと行く道があったが、ストレートに駐車場へ行く道を選んだ。そして、無事に下山。駐
車場には、私の車しか停まっていなかった。
修験者の修行場であったこともあり、素敵な岩が沢山あって魅力的な道であった。沢コー
スがあるので、次回はそっちへチャレンジしてみたい。そしてもちろん、屹兎屋山へもた
どり着きたい。
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古峰ヶ原高原・三枚石・横根山
記：樋口 淳一
■日程

：2010/05/08(土)

■天気

：晴れ

■メンバー：L.樋口
■コース

：越谷 5:33＝6:35 栃木 6:37＝7:05 新鹿沼 7:35＝8:25 古峰原神社 8:35～

9:45 古峰ヶ原高原 9:50～10:30 三枚石 10:35～10:50 方塞山～11:30 横根山 11:50～
12:05 井戸湿原～12:25 五段ノ滝～13:10 登山道入口～14:15 上五月 14:30＝
15:25 樅山 15:43＝越谷
古峰原神社の鳥居を右手に見て「関東ふれあいの道」を登っていき途中の地蔵岳・夕日岳
への登山口を見送り、車道をぐんぐんとの歩き２．６ｋｍ地点で登山口に着いた。
ここから１．３ｋｍの遊歩道を経て眼前が開けた所が古峰ヶ原高原である。ここまでは車
が入れるようで、駐車場に４台の車が止めてあった。
銀色の鳥居をくぐり、緩やかに高度を上げて行くと「天狗の庭」「聖観音菩薩」「弘法大
使修行像」そして赤い鳥居のある大きな岩が重なり合った三枚石に着く。
ここで横道にそれ御神水「金剛水」に寄ったが、水流が無く
よどんでいたので飲まずに戻り、１５分で足尾山塊の展望が
良い方塞山に着く。この方塞山は顕著なピークがなく山とは
思えない単なる広場の様である。此処から一旦下り前日光牧
場の牧柵沿いをアップダウンを繰り返し、振り返ると日光連
山の素晴らしい展望に感激し、一息の登りで東屋の
ある横根山に着いた。ここまで数組しか出会わなか
ったのに山頂には
20 数名のパーティが昼食中であった。私も片隅で昼
食を済ませ井戸湿原まで下り木道を一周した。井戸
湿原にはミズバショウの群落やアカヤシオが咲き誇
っていて心が和んだ。
のんびりしたいが先
を急ぎ、五段ノ滝を過ぎると急な下りとなり苔むした岩の
ごろごろした道を通過（発破の警笛に注意の看板あり）し、
日瓢鉱山登山道入口に出た。県道を１時間程下り上五月バ
ス停に到着した。予定より１時間以上早く下山したので近
辺にある「つつじの湯」に立ち寄ろうと思ったが１本前のバスに間に合ったので断念し、
バスの運ちゃんと山談議しながら帰路に着いた。
ＧＷ（12 連休）後半の６日間で３度の山行の最後を飾った。
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日光

温泉岳（ゆせんだけ）
記：小林いつ子

■日

時

平成 22 年 5 月 15 日（土）

■メンバー

L 山本・鈴木宮・小林い

■歩

5：20 新越発―東北道他―8：00 金精峠下駐車場―8：15 登山口発

程

―9：15 金精峠―11：00 温泉岳・食事―13：20 駐車場
山行の目的地は根名草山だった。トンネル横の駐車場を出発した途端、それは無理な事
だと思った。峠までの 30 分はかなり急な道で、残雪に驚かされて私達は最初からアイゼン
を着けたのだった。その上、去年の高山（雪山山行）に参加したときに軽アイゼン 4 本爪
で行けてしまった私は、今回も 4 本爪で OK！な
どと甘い考えで来てしまい大いに怖い思いをす
ることになった。ヘッピリ腰の私を山本さんと
宮ちゃんがサポートしてくれて本当に有り難か
った。コースタイムの倍の一時間で金精峠に無
事到着。この先も残雪で時々見える山道をさぐ
る様に登り、見晴らしの良い場所に着いた。天
気に恵まれたので、すべてがくっきり見渡せた。
休んでいると、単独行の若い人が登ってきた。
金精山にチャレンジしたが残雪が多く途中の
トラバースにびびってコースを変えたらしい。
温泉岳までは凍った急勾配の残雪があり、尾
根には雪ぴもあり、男体山や湯の湖の景色に
見とれていると大変な事になりそうなので雪
の中の藪こぎになった。
温泉岳直下の樹林帯を通り、足跡を見つけな
がら登っていった。温泉岳山頂は素晴らしく、
尾瀬の山々・切込刈込湖・男体・女峰・白根・
戦場が原・そして、この日の目的地だった
根名草山も眺めることが出来た。パノラマ
を堪能した後は油断の出来ない下りだ。と
にかく慎重に慎重に下りた。宮ちゃんが私
の為に足場を蹴り出してくれ、リーダーは
小まめに休憩を取るようにしてくれた。そ
れでも、最後の方で 3ｍ位い滑り落ちてし
まい、二人をびっくりさせてしまった。
山本さん、宮ちゃん本当にありがとうござ
いました。装備の大切さを肝に命じ、今後
は気をつけます。6 月に入ると石楠花が綺麗ですよ。チャレンジしてみてください。
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記：山口裕史
◆山行日：２０１０年５月１５日～１６日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、磯川 （敬称略）
◆燕岳：8 時間 45 分
6:25 第一駐車場 6:55→7:00 中房温泉登山口(朝食)7:20→第一ベンチ 7:55→第二ベンチ
8:15→第三ベンチ 8:55→富士見ベンチ 9:35→10:10 合戦小屋 10:25→11:40 燕山荘(休
止)12:10→燕岳山頂 12:40→13:20 燕山荘(大休止昼食)14:05→合戦小屋 14:30→第三ベン
チ 15:15→第二ベンチ 15:35→第一ベンチ 15:50→中房温泉登山口 16:05
◆焼岳：5 時間 40 分
5:40 中の湯登山口 6:05→2000m 付近直登前のなだらかな場所 7:35→北峰・南峰のコル
8:55→9:15 北 峰 山 頂 9:35→ 上 高 地 登 山 口 へ 向 か う も 断 念 9:50→ 北 峰 ・ 南 峰 の コ ル
10:00→2000m 付近直登前のなだらかな場所 10:30→中の湯登山口 11:45
初めての北アルプスということで前日から胸高鳴らせて深夜 2 時半に草加を出発した。登
山口からのジグザグの急登は噂に違わぬもので、10 分も登ると汗が流れてきた。ロンティ
ー1 枚になり再び登りはじめる。第一、第二、第三ベンチとナイスなタイミングで用意さ
れていて急登の割には意外に登りやすい感じがした。
合戦沢ノ頭まで来ると槍の頭が見えてきた。意外に大きく見える槍の姿に感動し、数歩歩
いてはカメラを構えを繰り返す。燕山荘が見えてくるもすぐ近くに見えてなかなかたどり
着かなかった。
燕山荘に到着すると雪はほとんどなく白砂と巨岩の燕岳が見えてきた。鳳凰三山も綺麗だ
がそれ以上の景色にただただ感動した。山頂へは空身でアイゼンを外して出発する。白砂
と花崗岩の巨石の間を歩くのはなかなか楽しい。山頂からは 360 度の展望で、鹿島槍、剣
岳、立山、薬師、水晶、野口五郎、双六、そして槍ヶ岳と登りたい名山がいくつも見えた。

たっぷりと堪能し、燕山荘に戻る途中登りでは気づかなかったイルカ岩が目に止まる。そ
の愛くるしい姿もなかなか素敵だ。
天気が良かったため下山時には雪が大分ゆるくなっていたので、アイゼンをはずして降り
てきた。強い日光を浴びて雪が光、テカテカに見える雪の表面がまた素晴らしかった。
初めて足を踏み入れた北アルプス。登った人が北アルプスばかり行きたくなるのもよ～く
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分かった。次に登る時には山頂テント泊も良さそうだし、表銀座やりたいね～。
前日燕岳から下山が計画より随分と遅れたため、浅間山に行くのを断念して第二案の焼岳
に登ることを決める。沢渡まではこの時期の早朝であるためスムーズに通り過ぎ、釜トン
ネル前を左折して中の湯登山口を目指す。初めてなので駐車スペースがどのくらいのもの
か心配だったが、ついてみてすぐ分かるほど広い。駐車スペースからは朝の優しい光に照
らされた穂高が美しかった。
駐車場から登山口まで数分歩き、いよいよジグザグに笹原の中にある登山道を登り始める。
雪はほとんどなく昨日登った燕岳の急登に比べると楽な登り始め。もう少し早い季節で笹
原と雪道の登りだったら結構大変そうな道だと思った。
笹原の急登を暫く登ると若干緩やかになり、樹林帯がきれいな雰囲気にあたりは変わって
いく。何もないとルートを見失いそうな場所だが、ピンクテープが数 m おきにあるので注
意深く辿っていけば間違うことはないだろう。木々の間から差し込む日の光のコントラス
トが美しく気持ちのより森林歩きだ。このあたりは既に残雪に覆われているが登りはアイ
ゼンの必要もなかった。
1900～2000m 付近になると樹林が疎らになり、合間から焼岳の姿が垣間見えてくる。こ
のあたりは平坦で休憩するには丁度良い場所だった。ここから見る焼岳は急峻で思わず「こ
こを登るのか～」と見上げたものだ。登り始めると意外にとりつき易くサクサクと進め、
予想していたよりも斜度がないことに気づく。ただし大小の石が残雪の上に散乱し、南峰
の岩山から欠けた落石がありそうだったので、上を見すえ注意深く登った。
暫く登ると硫黄の刺激臭が強くなりコル付近の噴気孔が見えてくる。那須茶臼岳のような
迫力が迫るが、コルに到着するとその近さに圧倒される。コルから噴気孔のスグ下を通っ
て北峰に右側から山頂を目指す。
山頂は 360 度の大展望で、笠が岳や穂高が眼前に聳えその大展望に圧倒された。梓川沿い
の上高地の景色を眼下に出来るのも嬉しい。しばし堪能して下山を開始する。
当初の予定では上高地側に降りることにしており、少し降ってみたが、下が見えないよう
な斜面で少しの失敗で下まで滑落する危険性を感じる場所だった。まだ登ってくるのなら
いいが、下降・トラバースは困難と判断したため登り返し、中の湯にピストンすることに
した。また上高地へ足を踏み入れるのはお預けになったが、次回に取っておこう。
雪山の下山は大股でサクサクと進めるためアッと言う間に駐車場に到着。
今回は北アルプスの前衛の燕岳・焼岳と二山を登頂できて大満足の山行となった。
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山スキー燧ヶ岳（２３４６ｍ）
記
実 施 日

5 月 22 日（金）～5 月 23 日

メンバー

Ｌ.園木

松田

武

松田

コース
御池駐車場（6:45 発）…広沢田代…熊沢田代（8：50）…燧ケ岳（10:45 着/11：35 発）
…熊沢田代…広沢田代…御池駐車場（13：15 着）
【5 月 22 日】晴れ
19 時 30 分せんげん台出発。御池駐車場に 23 時 30 分頃到着、車外は意外に寒くはない。
寝酒に缶ビールとハイボールを軽く飲み車中泊。
【5 月 23 日】晴れ
6 時 45 分出発。駐車場は一部を荷揚げ用のヘリポートとして使用するため区画されてい
る。駐車場には雪はまったく無いが、駐車場の廻りには雪壁が残っている。スキーをザッ
クの両サイドに固定して、駐車場奥の登山口から夏道を登る。登山道には、なんとか雪が
残っているので、山スキー用の靴は泥んこにならず助かる。林の中を抜け、広沢田代の急
斜面を登ると広沢田代、山スキー用の靴は登山靴と勝手が違い歩きにくい。
広沢田代の雪原を抜け急斜面を登り切ると熊沢田代の視界が開け、燧ヶ岳山頂に続く斜面
が一望できる。山頂直下から熊沢田代まで雪がなんとか続いているので、一気に滑り降り
てこられそうだ。
8 時 50 分熊沢田代着。湿原には雪がなく、木道の脇には水芭蕉が咲き始めている。湿原
を過ぎ、進路をやや左手にとり、樹林帯の中を頂上に向けて進む。樹林帯を抜けると頂上
まで急斜面となり、ひと踏ん張りするとなんとなく頂上直下に着く。スキーをデポして、
雪のない夏道を登る。
10 時 45 分俎嵓頂上着。眼下に黒光りした尾瀬沼と尾瀬湿原が広がる。湿原は枯葉色で
開花は例年より遅れているようだ。リーダーは 5 月の連休に登った、会津丸山岳が見えな
いか山座同定を行っている。
11 時 35 分頂上出発。デポしたスキーを着けて滑降開始。大斜面を左に廻り込みながら
滑る。表面が黄砂で汚れた腐れ雪だが、締まって滑りやすい。急斜面はあっという間に終
わる。雪がない熊沢田代はスキーを外し、再び下りにかかる所でスキーを着ける。熊沢田
代直下の急斜面は斜滑降、横滑りを交え安全にすべる。平坦な広沢田代を横切り、最期の
下りにはいる。ここも木立が多いので斜滑降、横滑りで降りる。また、雪が少ないので、
コースを選びながら駐車場に戻った。今シーズン最期のスキーが終わった。
帰りは会津高原駅前にある、名駅前食堂「ふるさと」でそばを食べ、古町温泉赤岩荘で
汗を流して帰途についた。
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大

東

岳
芳野

光夫

五月の連休も過ぎると、朝日が昇る時間も早くなり、一日の行動時間も長
くなる。山に登りながら仙台の実家に行こうと思い、大東岳を目指した。登山口の二口渓
谷あたりは仙台市内から一時間以内で行ける山遊びの基地で、何時での登れると思ってい
た山大東岳をまだ登っていなかった。朝３時半に家を出る。７時頃仙台南ＩＣを降りる。
８時前には登山口に着く。登山口にはもう１０台以上の車が止まっていて、この山の人気
の高さを

物語っている。

山の花や新緑のブナや沢の写真を撮る目的で来たのだが、この山はしっかりと準備をし
て登らないと、いけない山である。表コースを登り、大行沢のある裏コースを下山する。
８時出発、杉林の中から小行沢の滑沢の景色を見て歩く。表コースは目印や案内板があっ
て登りやすかった。９時、立石沢の看板のある所に着く。マルバアオタモの白い花や、ラ
ショウモンカズラやシラネアオイやクルバソウなどの写真を撮りながら、ゆっくり登る。
10 時、五合目に着く、この辺になると山全体がブナの木に覆われる。眩しい新緑の天然林
である。七合目のこぶし平に 10 時 35 分着、こぶしの花が少し残っていた。八合目からは
「鼻コスリ」と呼ばれる急登になり喘ぎながら登る。11 時 35 分、山頂に着く。目の前に、
泉ヶ岳、船形山、面白山。遠くに栗駒山、月山、葉山、鳥海山と雪の山が見える。次々と
人が登ってくる。昼食をすませ 12 時に裏コースに向かう。少し行くと蔵王や仙台神室、
雁戸山が展開し、ミネサクラの花見も出来て気分が良い。その先に行くと朝日連峰の白い
壁が広がり、素晴らしい景色が続いた。が直に「弥吉ころばし」の急坂になった。殆ど垂
直に下るような長い坂が 1 時間以上続いた。14 時、樋の沢避難小屋に要約の思い出着く。
小屋の前で、取って来たばかりの山菜を並べながら缶ビールを飲んでいる人がいた。今日
はこの小屋に泊まるそうだ。そんな山遊びも楽しそうだ。そこから 30 分下って石橋入口、
いよいよ「天国的なナメ」と評された大行沢と出会う。滑沢とブナの新緑の写真を撮りた
くて此処まで来たが、雪解けで水量が多く、水も冷たかったので沢には入れなかった。し
ばらくは沢沿いに道が付いてあったが、沢から大きく離れるようになると、道も険しくな
った。それでも、カタクリの群落やニリンソウの群落など花もいっぱい見ることが出来た。
盤司岩の景色が見えてくるといよいよ終盤。16 時 30 分、駐車場に着き、長かった山歩き
が終わった。買い物をしながら仙台の実家に 18 時に着いた。良い一日となった。

大行沢

大東岳山頂

＊山行日：２０１０年５月２２日
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日和田山
日和田山
岩トレ 岩トレ
記：長田 一樹
◆山行日：２０１０年４月２５日（日曜）
◆メンバー：L 松浦、SL 浅井（昭）、小林（い）、山崎、山口（裕）、山口（敏）
沼田、磯川、長田 （敬称略）
◆コース：5:30 松原団地駅西口→9:00 現地着、岩トレ開始～14:00 終了 18:00 草加着
小さい頃に田舎のＴV で、垂直に近い岩肌に男の人がロープでぶら下げられている映像を
視た。何をしているのか解らなくて、一緒に視ていた叔父さんに聞くと笑いながらロープ
と道具を使って岸壁を攀じ登る行為だと教えてくれた。しかし話を聞いてもどうやったら
登れるのか全然理解出来ないし何よりあんな怖そうな事はやりたくないと思っていたのを
日和田山に向かう車の中で思い出した。
何十年か経った今、こうして岩トレを受けようとしているのは少しオカシイなと考えてい
たりしたら日和田山に着き男岩女岩の在るゲ
レンデへ向けて 20 分程の山歩きをする。男
岩女岩共に近付いて見るとそれなりの壁で
す･･･
それぞれに支点の設置及びザイルのセットを
してもらい我々はヘルメット・ハーネス・ビ
レイ用のスリングとカラビナをセット後、確
保の仕方やザイルの送り出し方等教わり二班
に分かれて岩トレ開始！
男岩にて、まず松浦Ｌが登ってルートを示し
てくれる。その後に沼田さんが登る、午前中で岩が
冷たそうだし体も暖まって無いから大変だよなぁと
思っていたが、サクっと登ったと思ったら周りを見
て下降開始。難無く無事終了。いよいよ自分の番。
初めての岩の感触を味わう暇も無く登り始めるが、
ジムと違いホールドに色が塗って無いので何処を掴
んで良いのかサッパリ判らない、それでも目に入る
ホールドを片っ端から掴んでみて力が入りそうだと
思う所を思い切り掴んで体を上に引き上げる、足が
かけられそうな所を探し足を置くがクライミングシ
ューズで無くトレッキングシュ

ーズなので

フリクションが少なく靴底はたわむし足場が不安定
であせる。それでも何とか足場を見つけ爪先に神経
を集中させて体重をかけてみる、大丈夫そうなら反
対の足、そして手と順番に動かし何とか中盤辺り迄
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来たが下で見ていた以上にホールドが無い、左手で上部のホールドを探していたが、見つ
からない。その場に留まっていると否応無しに重力が垂直方向に働いているのを感じさせ
られる。戸惑っていると下から「左へ移動しろ」との声で左にトラバースして更に上に行
き後少しと云う所なのだが強引に行かないと抜けられそうに無い、気合を入れて右手で強
引に上がってみると次の左手のホールドが掴み易い所にあり、御褒美のようで嬉しい、そ
のままの勢いで岩の上に立つと木立の上から近隣の住宅街が見渡せる。登りきった満足感
を味わったら、今度は下降。しかし下を見ると高度を感じて躊躇するんです。ザイルで繋
がれているし下では確保してくれている人がいる。
万が一のヘルメットもしてるし保険証券も確認し
て来たと思い直し、「降ります。」との掛け声と共
に下降開始！途中で体を放り出して見ないと足場
が見えない所もありましたが、下からのアドバイ
スで無事クリアして下降終了。その後に山口さん
さんが登り、頂でデジカメを取り出し写真を撮っ
ているではないか、余裕だなぁ･･･
2 本目 3 本目とルートを変えて登って行くと体も
慣れて余裕も出てきて全員一段と動きもスムーズ
になってきます。途中昼食を取り食後に松浦 L の
ロープワーク講習があり馴れ無いロープワークに
四苦八苦、体で憶え込ま無ければ意味が無いとの
事で反復練習を心に誓った所で、午後の部は男岩
女岩入れ替えて開始。
全員の登る所を見た訳では無いのですが同じ様なルートを登ってもそれぞれ個性が出る物
だなと感じました。そうこうしているうちに時間が来て終了。
片付けをしてハーネスやヘルメットを外すと緊張感が抜けて入れ替わるように疲労感がや
ってきました。
松浦 L や浅井さんには色々教えて頂き尚且つ支点やザイルの設置に確保迄して頂き本当に
有難う御座いました。
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記：
★日程

：２０１０年５月２２日

★メンバー：L 黒澤
★コース

黒澤 登美江

畑野

大畑

尾崎

新庄

中島

：草加駅 6:34＝＝北千住発 6:54=-=エクスプレスつくば駅着 7:35
シャトルバス 8:00＝＝つくば神社前 8:40
女体山登山口 9:00―弁慶茶屋跡 10:20―女体山山頂 11:10―屏風岩昼食―弁
慶茶屋跡 12:30―つつじヶ丘 13:10―分岐 14:00―登山口 14:15―バス 15:00

快晴の土曜日、電車で行くのは初めてのメンバーの人達といつものコースで女体山をめざ
して登る。年に何度も登っているし、子供の時から登っているのに、いつも２番目を歩い
ている私には、アレッこんなに岩だらけ？だったと感じで先頭を歩き、先ず人の多さに
ビックリ！！いつも平日ののんびり山行している私には交通整理が欲しかった。
老若男女、おまけにバス４台での幼稚園の遠足でその賑やかさはお祭りのようで山頂など
立って居られないほどでした。
つつじが目的の山行でしたが、頂上に一本可愛らしく咲くつつじが印象に残りました。い
つもは女体山ピストンですが、今回はつつじヶ丘へ下り、綺麗に手入れされているつつじ
を見てきました。もっと自然に沢山あると思ったのですが、終わっているのもあり一寸が
っかり！！
むかし青春時代に何度も自転車でつつじヶ丘から登った筑波山も大きく様変わりして
時代の流れを感じました。
帰りのバスも混んでいて立ち通しで、エクスプレスは速くていいけど私はやっぱり
車がいいです。ただ、ただラッシュの筑波山でした。
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本社ヶ丸

（１６３０，８M）

■

日程：2010 年４月２５日

記

鈴木

廣

■

メンバー：

■

コース：松原団地５：３０⇒中央道大月 IC⇒東山梨変電所７：４５⇒登山道入り口

L 鈴木廣、青柳光子、新庄八重、樋口淳一

８：１５⇒清八峠９：４５⇒造り岩 10:00⇒本社が丸 10:30(昼食)11:10⇒
清八峠 11:45⇒女坂 13:30⇒大沢山 14:00⇒東山梨変電所着 16:00
国道から奥野稲村神社前を通過するとまさかの通行止め。仕方なくバックする。民家に寄
って行き先を尋ねた。追分トンネルを出ると同じ道に合流。数分で変電所につき河岸の一
台後に駐車する。用意と軽く食事を済ませ余裕の出発。最終地点の駐車場所からの山の道
は伐採後の禿山で前夜冷えた様で、霜柱が解け出してとても歩きづらかった。
登山道は尾根筋の急な登りが清八峠近くまで続いた。山頂はもうすぐ、左の稜線を登ると
階段状の岩場となり、ここが造り岩というところで眺めがとてもよかった。富士山と目の
前の三つ峠山、南アルプス、八ヶ岳、その他沢山の山々を見ることができた。本社ヶ丸山
頂はちょっと狭いが展望は最高。早めの昼食をとりゆっくりとしたあと下山する。
清八峠についてもまだ昼前。コースを延ばして清八山から女坂＝大沢山へと行く事を決め
た。清八山からの尾根上はカラ松の落葉で足の疲れを忘れ、心地よい感触であった。
女坂に出る手前は突き落とされたような直下で心配でした。大沢山にはすぐに着き、あと
は最後の下り坂であった。変電所が見えてきても下るような所も見あたらず、これ以上下
ると帰りが大変と思いながら歩いた。古い階段跡を見つけ下りることにした。
奥野沢川に着く。目の前が車道であるが疲れず、私はあっちこっち行ったり来たり、樋口
さんは山を駆け上り見てくれたがルートが見つからない。川を渡るしかないと思い上流を
見て「あそこ」と思い行ってやっと渡ることができ、皆を呼んだ。
何事も無く安心しました。
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地図読み山行
★日

薬師岳～大木戸山～三ノ宿山

記：新島和子

程：Ｈ２２年５月３０日

★メンバー

：Ｌ園木、下川、芳野、長田、鈴木宮、大木、大門、新島

★歩

：薬師岳へ登る北東尾根（８：１５）～稜線（１０：２０）～薬師岳（１０：

程

４５～５５）～丸山」
（１２：３０～１３：０５）～大木戸山（１３：３０）～三ノ宿山（１
４：０５）～エスケープ尾根下山、ドームリンク（１６：０５）
地図が読めず、磁石の使い方もわからない私が今回、初めて地図読み山行に参加しました。
あいにくの曇り空でしたがとても楽しみにしていました。
東武日光に７時３７分に到着。待ち構えていた大型タクシーで細尾町集落奥へ。まず、自
分のいる位置を地図で確認して磁石を目的地（薬師岳）合わせなければならないのですが
初めての私にとって意外とこれが大変で・・地図をくるくる回したり・・そうではなくて
私自信が地図を持って回れば良い、と教えてもらい「あっ、そうか！」地図をリュックに
しまって磁石で方向を確認して出発です。なんとなく登山道があり時々磁石で確認しなが
ら登り始めました。シロヤシオ咲いてない？ちょっと咲いている、標高が高くなる程散ら
ずに咲いている木が多くなってきました。薬師岳までいけば期待できそう！なんて言いな
がらも稜線を登り上がるまで息があがってしまって、這うようにしてやっと登りきりまし
た(・_・;)リュックを木にぶら下げて（熊に持っていかれないように！？）薬師岳へ。再
び地図を見て目的地（丸山）に磁石を合わせました。なかなか手際良く出来るようになっ
たかしら（笑）シロヤシオもあちらこちらで花を咲かせていて山つつじも満開。雨に濡れ
て新緑がとても綺麗です。ツツジも大木で満開の頃はきっと、花のトンネルを歩くようで
しょうね。丸山でお昼休憩。園木さんが用意してくれた「ベーコンしめじ」暖かくてとて
も美味しかった！ごちそうさまでした！東南、大木戸山に進路変更。さて、出発。大木戸
山で北東、三ノ宿山に進路変更。三ノ宿
山からはエスケープ尾根下山、花のシロ、
ピンク、新緑のミドリ、雨がいっそう引
き立てます。秋のいいかもね・・なんて
話をしている私達のわずか３０ｍ程下に
イノシシ？ち、違う熊！熊の親子！そう
いえば数日前に熊に襲われた登山者がい
たとういう情報が。ふいをつかれたのが
びっくりした熊は転げ落ちるように沢の
方へ下っていきました。その後ろ姿がか
わいいような、せつないような・・なん
て呑気なことを言ってはいけません。ち
ょっと間違えれば大変なことになっていたかかもしれません。終点のドリームリンクまで
あとわずかの地点で登山道のない幻想的な森、沢をマイナスイオンいっぱいあびてゴー
ル！楽しかった～やしおの湯で汗を流しさっぱり！帰りの電車の中はもちろんビールで乾
杯！本当に楽しい山行でした。皆様、ありがとうございました。
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てんぷら山行「高倉山」２日目
◆

日程：2010 年５月２３日

記

◆

メンバー：L 千葉、鈴木（里）、大門、阿部、鈴木（廣）、山口（敏）

◆

行程：起床（５：００）----

大門

京子

出発（７：００）---坂登山------一本杉---

----雲洞庵-----関越（１３：０５）-----草加（１５：４０）
晴れて暑かった昨日と一転、今朝は涼しい曇天。一日の始まりはおいしい空気です。
5 時に起床し 7 時に出発、午後からは雨予報なので早めに出発する。バンガローを後に今
日の目的地「坂登山」に向かう。登り始めて少しの所の分岐で回り道をして一本杉のほう
から行ってみる事になった。そこで一輪だけきれいに咲いていたカタクリの花に出会う事
ができた。坂登山頂上までは個々のペースですっかり上手になったワラビ採りをしながら
登った。頂上手前の所にカタクリの群生地があったがすでに花は終わっていた。最盛期の
花の時期は素晴らしい光景にであえたかも---。咲いている花はイワカガミ、イカリ草エン
レイソウ等あった。頂上直下で食事休憩をとり下山に向かう。一本杉まで下った頃にポツ
ポツと雨が落ちてきた。駐車場で今日の収穫した山菜を分けたが、十分な量が採れたと思
います。帰り道、日本一の庵寺と言われる「雲洞庵」に参拝後「鹿小屋」という食事処で
地元魚沼の「コシヒカリ定食」千円を美味しく頂きました。帰りの高速はずっと雨でした
ので運転して頂いた山口さん、鈴木さんありがとうございました。
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記:鈴木

里子

■山行実施日：平成 22 年 6 月 6 日（日）
■メ ン バ ー：Ｌ千葉、黒澤。上原、鈴木(里)、新庄
■ア ク セ ス：往路

南越谷 5:51➙西国分寺➙高尾➙四方津駅 7:45

復路

上野原 15:38➙立川➙西国分寺➙南越谷 16:38

■歩行ルート：四方津駅 7:45⇒高柄山登山口⇒御座敷の松⇒大丸山 10:03⇒
千足峠 10:50⇒高柄山山頂 11:05(昼食)11:40⇒新天野根峠 12:30⇒
御前山分岐⇒上野原登山口 14:10⇒上野原駅 14:40
四方津駅から桂川を渡り登山口に向かって歩いていくと、農家の野菜売り場があった。
お婆さんが取り立ての大根、エシャロット、フキを並べていた。全品１００円。
エシャロットが美味しそう!!

「山頂でたべようか？」「味噌がないよ！」

その会話にお婆さんが「味噌汁の味噌で良かったら持ってきてやるよ！」
「ありがとうございます。」インスタント味噌汁の小袋を頂き、エシャロットを買い求めた。
登山口から尾根道に入ると石仏が２体並んでいた。何度かのアップダウンを繰り返してい
くと林道に出た。左側方面３０ｍ位歩くと右側に草に埋もれかけた狭い階段があった。こ
こが高柄山へ続く登山道だ。
新緑の中、結構きついアップダウン。汗を拭きながら歩を進めていく。時々風の吹き抜け
る場所があり立ち止まる。冷たい風、シャワーを浴びながら上を見上げると、木々の間か
ら優しい木漏れ日が･･････疲れた体が生き返ってくる。
大丸山手前に、御座敷の松の立て看板。武田信玄の休息の場所とか。太い松の切り株が残
っていた。横には若い松が１本植えてあり、大風が吹くと倒れてしまいそうな細い松だっ
た。大丸山から千足峠まで相変わらずキツイ。やっと高柄山に到着した。
先客はいない。上野原の町並みや丹沢
の山々を眺めながら昼食タイム。エシ
ャロットにビール有り。
黒澤さんの赤飯に上原さんの赤飯、玉
子焼き、インゲンの胡麻和え、
そして漬物。汗をかいた分美味しいも
の沢山頂きました。
11:40 出発。下山中ギンリョウ草が群
生していた。銀色の物体が数多く固ま
っている様で不気味に思えた。急降、
急登でやせた尾根道も有り、
気の抜けない下りだった。
上野原側からの登りだったら、もっと大変だったかな？と思える下りだった。
皆さんお世話になりました。そしてご馳走様でした。
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こころに残った山行
恵山ハイキング（函館）
記:田村
５月１４日

節子

縁あって函館恵山に登ることになった。

天気に恵まれ久しぶりの山歩き、高原駐車場に車をおき「登山道入り口」に導かれながら
ゆっくりペースで登っていく。この山を目の前にした時はあちらこちらから烈しい噴煙が
上がり登山道はきちんとついているのかしら？風の向きでガスがこちらに流れてこないよ
う願いつつ---。やはり低くても活火山なのだと思いつつ噴火口を巻くように登って行く。
まだ時期が少し早いがつつじの山でもあるので時期があえば山も一層華やぐだろうとおも
った。
賽の河原の石仏を眺めながら足を進めると権現堂コースの分岐に到着。ここから山頂まで
は荒々しい。火山礫、黒々とした奇岩の中（ゴジラの背様やロウソク岩様）を縫うように
登っていく。登山道の脇の所々に穴があいていて蒸気の上がっているところもある。手を
かざすと熱風に吹かれ「アツッ」と手を引いてしまった。溶岩の間のところどころに地を
這うようにガンコウランの株が点在している。間もなく鳥居のある山頂についた。
三方を海に囲まれ、気持ちのよい展望だ。暫し頂上で休憩をとり下山することにした。 空
も快晴で空のコバルトブルーと境界がない位に海の色もコバルトブルーで息をのむ美しさ
だ。下山後、途中で海岸を散歩し源泉の湯が一筋海岸へ流れ込んでる３０センチ幅位の流
れの中にウミネコが一羽気持ちよさそうに足湯につかっている。なかなかその場を飛び立
つ様子もない。面白い光景に出合えた。
恵山は６１８M の低山だが火山の山で海に囲まれ恐山のような賽の河原あり、火山礫の登
山、山頂からの展望、また花の山でもあり変化に富んだ山だった。
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〈〈

街道歩き（甲州街道 ＮＯ１） 日本橋―千歳烏山 〉〉
１７．０Ｋｍ
記

石井

美樹

日光街道、東海道（箱根まで）を、完歩した、草加山の会「街道歩き隊」は、次の目を。
甲州街道に決めた今度の計画は、日本橋から下諏訪（中山道と交差する地点）までの、甲
州街道を完全踏破する計画であり、安
く達成するため、どこまで、日帰りで
行えるかが最大の関心事、話題となっ
ている。今回は、第１回目であり、参
加人数も２０名と過去最大のものとな
った。
例のごとく、日本橋の橋の真ん中、道
路の真ん中にある道路原票を触って、
記念撮影後、スタートをする。まず、
箱根駅伝スタート地点の読売新聞本社
近くにある平将門の首塚、井伊直弼が
襲撃された江戸城桜田門、将軍の逃走
経路である甲州街道のスタート地点江戸城半蔵門、大久保利通が襲撃された紀尾井坂（紀
州、尾張、井伊家が近くにあった。）など、歴史好きなら、よだれが出そうな、江戸城周辺
を歩く。ところが、これからが見るものがなくなる。お寺、神社もないため、休むところ
がない。唯一の休憩場所・見所は、玉川上水の終点、四谷大木戸の碑、新宿御苑の玉川上
水復元工事くらいであった。
（ 復元工事は、平成１０年 4 月 22 日に一部完成したそうです。）
その後も、何もない、ただ歩くだけ、休む場所がない。京王線

明大前駅近くに、築地本

願寺の分寺があり､樋口一葉、佐藤栄作、
古賀政男の墓が、あるというので、み
んなで探した。
昼飯は、幡ヶ谷駅近くの蕎麦屋（大村
屋）に 11 時の開店と同時に入る。人
数が多いいのでいつも、開店の 11 時
頃に入る事にしている。私はたぬきそ
ばを食べたが、なかなかの味である。
14：30

少し早いが、疲れも出てきた

のど、千歳烏山で本日は終了とした。
コンクリートの上を歩くので、結構疲
れるのです。打ち上げは、16 時にあいている、 草加のイトーヨウカ堂の庄屋で行う。ビ
ールはうまい。ご苦労様でした。
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街道歩き （甲州街道№２） 千歳烏山～矢川 18ｋｍ
記
日

程

参加者

2010 年(平成 22 年)4 月 11 日(日)

石井

文子

天気：晴れ

Ｌ．石井(美)、黒沢、小林(陽)、千葉、鈴木(里)、和田、鏑木、阿部、平野、畑野、
大木、上原、池本、杉山、木原、中島、大門、田村、石井(文)

計１９名

コース：草加駅(6：56)＝＝中央林間＝＝九段下乗換(7：39～50)＝都営新宿＝笹塚(8：04)
＝＝千歳烏山(8：15～30)――小島一里塚(24ｋｍ)――西光寺(近藤勇座像)――
昼食(飛田給：華屋与平衞 11：00～12：00)――大国魂神社――谷保天満宮――
矢川駅 15：10～20＝＝府中本町＝＝南越谷 16：40
街道歩きでもしない限り
使用しないであろう京王線
の千歳烏山駅に降りました。
天気は晴れ、身支度を整え、
19 名の会員が一列になり
歩きます。
今回は、見たい目標が二つ
あり、一つ目は西調布駅近
くの、幕末に登場し、誰も
が知っている近藤勇の座像
「西光寺」と、二つ
がある、
目は、府中駅近くの「大國
魂神社」です。
目標が定まっているのでガイド役も、楽しみにして歩きだす。歩いて 2 時間程で西光寺到
着、近藤勇の座像は思っていたより大きかったです。11：00 飛田給駅近くの華屋与平で昼
食を摂りました。12：00 次の目標、大國魂神社に向かっ
て歩きだす。1 時間半で到着、実はこの神社は阿部さん
が 40 数年前に結婚式を挙げた所でした。神社は変わっ
てないのだろうが、昔の面影が無く阿部さんは覚えてい
ないと言っていました。ここには、神社の敷地、鳥居、
本殿の大きさと今まで街道歩きをしていて見た中で一番
の大きさで圧倒されました。
「君が代」の詩にあるさざれ
石がおいてあり、千鳥ヶ淵の戦没者墓苑でみてから２つ
目です。１時間程で、谷保天満宮（ヤボテンの語源になった神社）です。菅原道真の息子
が父の亡くなったのを悲しみ木像を作り本尊にしているそうです。桜前線の停滞のおかげ
で桜吹雪の舞う甲州街道を歩くことができました
第３回目は、１１月２１日(日)矢川駅から高尾まで歩く予定です。
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記：張替清治
★日

程

：平成 22 年 6 月 5 日（土）

★メンバー：L 山本、小林（い）、小野寺、張替
★ 天

気

：曇り～雨～晴れ

【コースタイム】 登山口 9：30＝＝鞍部 10：30＝＝頂上 12：30
早朝 5 時自宅にリーダー山本さんの愛車が到着、すでに小野寺さんが乗車していた。
私も乗車し、次に小林さん宅へ、小林さんも乗車し、草加インターに向け出発！
天気は段々良くなるという事であるが、今にも泣き出しそうなお天気の中関越道･･･
沼田インターから 120 号線へ、120 号線から山路へ、この間 2 時間程、天気は雨強し
車内では草加山の会一の姉妹コンビ、いつもと同じ…天気に関係なく元気そのもの！
「止める」なんて絶対云わない元気さ！！私自身感動する（ ひとり言 ）
車内での話しの中で中々着かない「トンネル（切通し）」をやっと越え、暫く進むと雨
も上がり青空がちらほら見えてました。
やっと登山口に着くと青空で、天気はすっかり回復してました。
登山口を 9 時半出発、道程は川を渡渉し、沢歩きのように水が流れる岩を登り、
頂上をめざしました。
途中「緑の絨毯」の上を歩いてるような場所もありました。
なぜなら前夜の天候で雹（ひょう）も降り、唐松の若葉が落下したものと思われます。
鞍部に着いたのは 10 時半頃です。途中見かけた花「スミレ」「石楠花」「つつじ」の
三つの花を見る事が出来ました。
残雪も多少有り、道はグチャグチャ！でも楽しく山行もでき、頂上へは１２時半ごろ到着
し、３０分程頂上からの風景を満喫しました。頂上からは白根山、日光連山の山並みが見
えました。下山では結構急坂を登って来たなぁーと思いつつ、足元に万全の注意を払い下
山しました。
帰りの車中からかわいい「小鹿」を見ることが出来ました。
今回も楽しい山行を有難うございました。
リーダーの山本さん運転ご苦労様でした。

夏山に
川のせせらぎ
こもれびを
皇 海 山 頂 上 にて
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皇海山にて

編 集 後 記
初めて編集担当になりました。締切り間際に続々と原稿が届き、切羽つまらない
とできない人の多い事を知り「私だけでないわ」と変な安心感をおぼえました。
何とか２０９号ができました。ご協力ありがとうございました。
編集担当
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八並

発 行 日

平成 22 年 6 月 27 日

編 集 者
発 行 者

八並

絹代

松田 武
越谷市千間台西 3-2-12-206

発行団体

草加山の会
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