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残雪から新緑へ
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コール

松浦

剛

５年ほど前に妻が体調を崩し、会社を１年休業すると同時に山登りも２年ほどストッ
プしてしまった。この時６５歳だった私は山登りを今後制限しようと考えていた。
やがて５年後に７０歳になると大した山登りも出来なくなる事も私には辛い現実であ
った。しかし現在６９歳となり、半年後には７０歳になってしまうが、最近はやや考
えが変わってきた。大きな原因は３０代～４０代の私から見れば若者が４人も草加山
の会に入会してきた事にある。この新しい力はこれからの草加山の会にとって重要な
存在となる事は明らかであり既に活気ある兆候が出ている。この若者が草加山の会に
何時までも居てもらう為に、又将来草加山の会を背負って立つ会員になってもらう為
にも、もう少し本格的に山を登る事が必要だと考える様になって来たからである。
私は何歳になっても「その歳で出来る最高の山登り」をしたいと何時も考えていたし、
実行してきたつもりであるが、６５歳の時はさすがに２年のブランクもありこれから
は楽しい山登りにギヤーチェンジしようと考えていた。
最近は歳には負けないように山を登ろうと
考えてはいるが、６９歳はやはり６９歳で
あり若者と登る事は体力的に中々厳しいも
のがある。昨年は園木さんの元で５月に４
日間雪山を縦走し、会津丸山岳を登り、夏
には沢から丸山岳を登り、今年の５月の雪
山は如何しても登りたかった北アルプスの
霞沢岳を登る事が出来、何とか今後も出来
る限りの山登りをする気持ちが湧いてきた。
丸山岳と霞沢岳は私に少し勇気を与えてく
れたようだ。
私にとって山登りは人生の中で大きな比重
を秘めており、もし青春時代に山登りをし
ていなかったら私の人生は大きく変わって
いたであろうと思う。人生の目標、努力と
頑張り、そして出た結果は山登りでの努力
会津丸山岳への沢登り
と物の考え方が大きく影響している。若い頃の私にとって山登りは単なる楽しい出来
事ではなく、厳しい山登りであればあるほど生きている事の喜びと充実感を感じ社会
生活で挫けそうな自分を支えてくれていた。今はそれほど厳しい山登りが出来なくな
っているので、喜びや充実感は少なくなっているが、今後も追い求め努力したい。や
がては楽しい峠越えと温泉の山登りにギヤーチェンジしたいが、もう暫くは自分の出
来る最高の山登りが出来るよう努力したい。
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平成 23 年 3・4・5 月の山行実績
［山行実績］
山行

日程

リーダー部
山岳名

リーダー

参加者名

個人

３/５

硫黄岳～天狗岳

山口(裕)

個人

６

小沢岳

浅井(祐)

個人

８

大坊山～大小山

個人

４/２

日向山

個人

９

多摩森林学園

個人

10

達沢山

10

広沢寺（岩トレ）

松浦

個人

10

笹尾根

上原

黒澤、新庄、青柳、他 1 名

個人

16

岩殿山

山崎

下川、杉山、山口(敏)、渋谷

個人

17～18

個人

23

蕨山

新庄

黒澤、鈴木(里)、上原

個人

24

九鬼山

山崎

下川

個人

24

鹿沼（岩トレ）

松浦

浅井(昭）、浅井(祐）、箱井、鎌形

個人

28

笠丸山

園木

小林(い)、新庄、上原、青柳

個人

29

宝永山

沼田

松田、山崎、長田

個人

29～5/1

霞沢岳

松浦

小野寺、鈴木(勝)、山口(裕)、

個人

5/2～5

剣岳

石井(美)

浅井(昭）、松田、長田

個人

2～3

唐松岳

浅井(祐)

下川、杉山、山崎、畑野、山口(敏)

個人

3

熊鷹山

鈴木(廣)

黒澤、新庄、上原

那須茶臼岳
（三斗小屋泊）

上原
浅井(祐)

鈴木(勝)、山口(敏)
浅井(昭）、山崎、新島、大門、関
口(美)、渋谷
下川、千葉、青柳
下川、小林(い）、小野寺、尾崎、
山崎、大門

芳野
鈴木(宮)

沼田

浅井(祐）、千葉、平野、新島
浅井(昭)、小野寺、山口(裕)、
沼田、長田

浅井(昭）、浅井(祐）、小野寺、尾
崎

浅井(昭)、浅井(祐)、黒澤、大木、
町田、小林(い)、木原、八並、張
会

8

四ッ又山～鹿岳

小野寺

替、山本、阿部、鈴木(里)、中島、
尾崎、小宮、松田、坂口、山崎、
青柳、平野、大門、関口(美)、渋
谷、鎌形

個人

8

個人
個人

14～15

三つ峠

沼田

長田

達沢山

鈴木(宮)

浅井(祐)、下川

高倉山
(てんぷら山行)

染谷、松井、鏑木、山本、阿部、
千葉

鈴木(里)、山崎、山口(敏)、新島、
渋谷
下川、大木、杉山、鈴木(宮)、小

個人
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下権現堂
（花山行:第 1 回）

林(い)、小野寺、中島、上原、鈴
園木

木(廣)、山崎、青柳、平野、畑野、
新島、大門、鎌堀(善)、鎌堀(恵)、
鎌形

4

本沢温泉露天風呂目指して・硫黄岳（2,760m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年３月５日～６日
◆メンバー：L 山口（裕）、鈴木（勝）、山口（敏）、会員外１名

（敬称略）

◆コースタイム：
1 日目:8 時間 55 分(休憩・テント設営時間込み)
7:10 稲子湯ゲート前駐車場 7:40→9:10 しらびそ小屋 9:30→中山峠への分岐 9:30→
10:35 本沢温泉(テント設営)11:50→13:05 夏沢峠 13:20→14:20 硫黄岳山頂 14:50→夏
沢峠 15:20→本沢温泉 16:05

テント泊(石楠花の湯満喫)

2 日目:7 時間 20 分(休憩・温泉・テント撤収込み)
本沢温泉 6:30→夏沢峠 7:45→根石山荘 8:50→夏沢峠 9:35→10:00 本沢温泉(雲上の湯、
テント撤収)11:40→しらびそ小屋 12:50→稲子湯ゲート前駐車場 13:50
夏の磯川リーダーの硫黄岳山行報告を聞いて是非に本沢温泉に入りたいと思ったが、
その混雑状況を聞いて冬期で人が少ない時期を狙って稲子湯からのコースを温めてき
ました。初日、テント泊の思い荷物を背負い稲子湯を出発したが、想定していた通り
トレースはしっかりしており順調にアイゼン無しで本沢温泉までたどり着いた。冬期
と言うと大変な印象が強いが、トレースがついていれば夏道よりも歩きやすい。
テント設営後、天気も非常
に良かったため、1 日目は硫
黄岳を目指した。夏沢峠ま
では若干雪が深いが、ここ
から硫黄岳までは風で雪が
飛んでいるため非常に歩き
やすい。また、樹林帯を抜
けているため高度を徐々に
上げていくと少しずつ遠く
の白い峰々が見えてくる。
山頂に到着時にはこの時期
には珍しいほど無風に近くベストコンディションだった。
近くには白銀の横岳、赤岳、硫黄岳、天狗岳、蓼科山が立ち並び、遠くには南アルプ
ス、中央アルプス、北アルプス、浅間山など登山者を幸せにする光景が待っていた。
下山後は内湯の石楠花の湯に入る。冷たくなった体が心から温かくなり最高の一時を
味わう。
2 日目、天気は一転して早朝から風の音が強く不安を覚えながらも予定通り天狗岳を目
指す。夏沢峠到着時に硫黄岳では強風で雪のカーテンに覆われており登れそうにない。
根石岳までは樹林帯で比較的風も落ち着いているため一応歩を進めてみた。が、根石
山荘に降りた時には横からの強風に態勢を維持することもままならず、ゴーグルの中
0

に雪が入ってきて、隣の声も聞こえない状況に危険を感じ断念した。時間が余ったた
め念願の本沢外湯に 4 人で入る。着替え場
もなく吹きっ晒しの中風呂に入るのは勇気
がいったが、硫黄岳を見ながらの貸切状態
風呂はとても気持ち良くいつまでも入って
いられる。と言うより、あまりにぬるいた
め出られない状態だった。服を着るまでは
メッチャ寒かったが、着替え終わると意外
にポカポカして冷えなかった。
今回は冬山の両極端の状況を味わったが、
強烈な印象を残せた素晴らしい山行になっ
たと思う。冬期でも本沢温泉までは比較的
入りやすいので是非温泉目当てに行ってみてもらいたいものである。

心に残った山―上州武尊山
（山を始める、原点と成った山）
記：松井多喜雄
今から 50 年前の事である。私が中学 1、2 年生の夏休みのある日、相模原に住んで
いる兄が、会社の同僚を 4～5 人連れて田舎へ帰省しました。
当時、私の田舎は囲炉裏の有る家で、マキを燃やして暖をとったり、風呂を沸かし
ておりました。そのマキを拾いに山へ行ったくらいで、山（登山）の経験も無くて、
その時、兄と兄の会社の同僚と登った山が、初めての上州武尊です。
武尊の登山の時に、別の兄からキャラバンシューズをプレゼントしてもらいました。
昔の事なので、断片的にしか覚えておりませんが、当時の旭小屋にはドラム缶の風呂
が有ったような気がします。そんな、上州武尊（2158.3ｍ）の山名は、北アルプスの
穂高岳と区別するため上州武尊と呼ばれており、日本武尊の伝説と信仰の山です。
武尊山は、360 度の展望で、尾瀬、日光連山、谷川連峰、遠くは八ヶ岳と、登りの苦
労を忘れさせてくれました。そんな、我が故郷の山、兄と登った上州武尊、兄が買っ
てくれたキャラバンシューズが、私を山好きにさせてくれました。
二人の兄に、感謝、感謝です。有難う！！
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山行紀行

～春～
記

浅井祐子

▲ 3.6.(日) 西上州、小沢岳(1089m)と黒滝山
草加 5:30= 下仁田 IC = P7:30- 小沢岳 9:30 – P11:00 = 黒滝山 P11:45- 馬の背 –P13:30
L.浅井ゆ、浅井て、山崎、大門、新島、渋谷、関口美、
仕事で行けなくなった宮子ちゃんの代理でリ-ダ-を引き受ける。下仁田の町を抜け
登山口へ。林道を 30 分と 1 時間弱の登りで頂に飛び出る。上州のマッターホルンと愛
される小沢岳は、美しい三角錐の山で小粒ながらも眺めは一級品。ここからなら「槍
ヶ岳」も見えるかも?

(おっと失礼!) でも西には八ヶ岳が望めるからその後方の

雪雲の辺りが北アルプスかもしれぬ。北には浅間、遠く草津白根、上越、日光…と冬
ならではの好展望だ。幸い風も無く山頂でしばしの珈琲タイム。往路を戻り、その後
はオマケの黒滝山へ向かうことにする。
国道 254 沿いの赤い小沢橋を渡り 5 キロ程走ると登山口の黒滝不動がある。こちら
も行程は短いが、中々面白い岩の山で「馬の背」はさしずめ戸隠山の蟻の戸渡りを彷
彿とさせる。みんなに「おお～!!」と言わせたくて誘ったが別の意味で「おお～」と
脅かしてしまったかも…?

手すりや鎖は付いているものの、足元の雪や凍っている岩

場はいやらしい事この上ない。
下りは細引きを出して慎重に進む。でも、山の会のオテンバ女子は怖さの中にもスリ
ルを楽しんでくれた様子で何より。黒滝不動に戻り緊張を解きながら遅い昼食。不動
明王をお参りしたり、立派な鐘を撞かせてもらったりしてしばし楽しんだ後は町のお
風呂で温まり帰路へ。
今回仕事で行けなかった宮ちゃんと一緒にミツバツツジが盛りの頃に再度出かけた
いと思っていますので、是非「馬の背」に挑戦しませんか？
▲2011.4.2.(土)

日向山 (1660ｍ)

L.浅井ゆ、山崎、下川、尾崎、大門、小野寺、小林い、
草加 5:30 = 白州町/矢立石Ｐ8:20 – 日向山 10:00-11:00 – P12:00 = 入浴&蕎麦= 草
加 17:30
いつかは来るだとうと誰もが思いつつ、その不安を何となく先送りしていた矢先の
大地震。直接の被災は無くとも私たちの心にも大きなショックが残った。喪に服すと
同時に山へ行く気持ちにもなれずに暫くの時を送る。….が、いつまでもへたれていて
も仕方ない。季節も春だし再生せねば!!

大震災直後で中止した計画を復活させる。

南アルプスの秀峰を望むには抜群の日向山。雪を頂く鳳凰三山や甲斐駒がそれは美
しい。山頂近くの雁が原は、花崗岩が風化してできた真っ白い砂で覆われ、独特な雰
囲気だ。往復 3 時間強の軽めのハイクだが、入浴後には穴場の蕎麦屋や小さなワイナ
リー見学などたまにはこんなゆったりめの山旅もいいものである。さぁこれで元気が
出たし、頑張ろう!!
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▲ 2011.4.10

蜂城山～達沢山(1358m)

L.鈴木宮、千葉、新島、平野、浅井ゆ、
勝沼ぶどう郷 8:15 = 登山口 8:30 – 蜂城山 9:25 – 神領山 10:10 – 達沢山 12:50 – 狐
新居 15:30
「 自分のお気に入りの山」を持つことは以前からの私の夢であるが、宮ちゃんには

この山域にぞっこんのようである。低山ながらも地図見の面白い山で、私もそのお裾
分けが欲しく 2 回程同行させて貰っている。3 回目の今回も 25000 分の１地図で予習も
して準備万端。前回の道迷いの汚名挽回を果たさねばと参加。気がつけば今日は山ガ
ール(?)揃いぶみ!!
寒さが残り桃の花はまだ 3 分咲き程度だが、山に入ると春蘭が待っていてくれた。
蜂城山から神領山までは人もよく入っている様子だが、その先は踏み跡が薄くなり、
猪の気配を感じる急登続きで、アキレス腱も伸びっぱなしだ。各要所で地図を確認し
ながら山頂を目指し 4 時間かかってようやく達沢山到着。下山も登り同様に逐一確認
しながら降りる。 が、「なんか変…? 今何処? 」とガッカリするくらい解らなくなっ
てしまった…。それでも作業道らしき道を丁寧にたどりながらようやく林道まで降り
た。来る度に迷って、こんがらがって、最高に自己嫌悪。ひょっとして「狐新居」と
いう下山口の集落の地名のせいか? どうも来る度に化かされているようだ。…で、あ
ろうことか翌月再度、達沢山リベンジとなる。
▲2011.4.16-17 那須/三斗小屋温泉
L.沼田、山本、尾崎、小野寺、浅井て、浅井ゆ、
4/16 峠の茶屋 P8:30 – 峠の茶屋 9:30 – 朝日岳 10:15 –三本槍手前で戻り隠居倉経由 –
小屋 14:354/17 小屋 8:30- 牛ヶ首 11:30 – 茶臼岳 12:45-13:00 – P14:10 = 入浴 = 草
加 18:20
沼田さんお気に入りの「三斗小屋
温泉」で残雪の山が楽しめるなんて
ラッキー! …なんて甘かった～。初
日は天気の崩れが予報より早く、強
風の下、残念ながら隠居倉経由で小
屋へ。でも、野天風呂も内湯も心と
体を癒してくれたし、小屋での夜の
ひとときは仲間の顔がぐっと近くな
る。翌日は快晴の春山を心ゆくまで
満喫。ルート探しも充実してたし、
茶臼山頂からも見事な展望を楽しめ
たし…で、言うこと那須(無し)!!
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山行実施日：2011 年 3 月 8 日（火曜日）
メ ン バ ー：Ｌ上原・千葉・下川・阿部・青柳
ア ク セ ス：松原団地 5:34→越谷 5:40 (太田行乗換)→東武足利市 7:08（ﾀｸｼｰ）→
山川長林寺 7:30
コ ー ス：登山口 7:35 ⇒浅間 山 8:00 ⇒ 見晴台 8:40 ⇒分岐 9:45 ⇒大坊 山山頂
10:00⇒ 分岐 10:15 越床峠 11:00 妙義山山頂 12:25 ⇒大小山山頂 12:40
⇒富田駅 13:50 ⇒富田駅発 14:13→（佐野線）佐野駅→館林(東武浅草線)
久喜→（中央林間）新越谷 16:40 着
前日には雪も降った天候も夜半には上がり、悪天候のため 1 週間延期したハイキン
グを決行した。
4 年前に大小山から大坊山に歩いた
ので、今回は逆コースを歩くことに
した。
東武足利市駅を降りてバスを
利用する予定だったが、始発には 50
分程待つのでタクシーを利用した。
約 20 分で山川長林寺に着き、
池の側の登山口から出発する。
地元の、中高年の方々の朝の散歩
コースとして人気があるらしい。
芽吹きを待つ木々に、雨の雫がキラキラと朝陽を浴びて、宝石を散りばめたように
美しい。昨日の雪もいずこへ消えたのか、山道は歩きやすく、ハイキングには絶好の
日和だ。標高 300m に満たない山々と幾つかの峠越えで、短い距離だがザレた急登あ
り、鎖もあり結構変化に富んで面白い。見晴台からは 360°の眺望が良いのだが、今
日は霞がかかって見えず残念！
分岐から大坊山を往復し、越床峠に進み小さなアップダウンを繰り返し、本日の最
高峰妙義山（314m）に着いた。
快 晴 なら 富 士 山 や東 京 副 都 心・ 浅
間 山 ・日 光 連 山 ・霞 ヶ 浦 ま で望 め
るようだ。そこから約 15 分で市街
地 が 一望 で き る 大小 山 に 着 き、 電
車 か らも 見 え る 山壁 に 、 白 い大 小
山 の 文字 の 下 を 、阿 夫 利 神 社か ら
富田駅に向い帰路に着いた。
皆 さ んお 付 き 合 いく だ さ っ て有 難
うございました。
記：上原
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高尾・多磨森林科学園（4 月 9 日）
記：芳野光夫
今年 2 月 27 日、一人

始発の普通列車に乗って、河津までさくらを見に行った。人

込みの中うんざりして、温泉にも寄らず帰ってきた。人込みが嫌いな為、サクラの花
にはあまり興味が無かった。でも一年前、森林インストラクター会で長瀞の宝登山で、
山仕事をしていた時、満開のヤマサクラの見事さにサクラ談議になってしまった事が
あった。此処のサクラは、ヤマサクラなのか、オオヤマサクラなのかとの話題になっ
た。その時私は、オオヤマサクラの名すら聞いたことが無かった。高尾の多磨森林科
学園に行くと、夏季を除いてサクラの花が見られるとの事、一度は行かなければと思
っていた。でもこの時期はいろいろ行事が有るのと、スミレの見に行きたく、9 日の土
曜日が空いていたので計画し
てみた。あいにくの雨の予報で、
一人で行くことになった。予定
通り、7 時 15 分の武蔵野線の電
車に乗り、8 時 30 分に高尾駅に
着いた。科学園の近くの街路樹
に、色々なサクラが植えてあっ
た。藪桜や紅枝垂、エドヒガン
など、一番で入園する。中で職
員が忙しそうに動き回っていた。
雨は霧雨で雨具の上着だけで濡
れなかった。桜は園の三割程度しか開花していなかったが、エドヒガン系や染井吉野
系の桜が見事に咲いていた。早咲きの寒桜や河津桜は葉桜になっていたが、八重咲き、
菊咲き、黄色や緑色の珍しい桜などは芽も出ていなかった。三時間程で、園内を一周
出きる。園内のコスミレの群落も見て、お昼を食べる。雨も上がり、一休みすると、
高尾山でタカオスミレを是非みたいと思い。京王線で高尾山口まで行き

其処から歩

く。直にタチツボスミレの群落やナガバノスミレサイシンの群落が目に付く。そして
一面に後で名前を知ったが、ヨゴレネコノメという奇妙で綺麗な花が印象に残った。
ニリンソウやエイザンスミレの花も咲いていた。
タカオスミレの群落も見つかったが、花はまだ咲
いていなかった

蕾が 10 株程あった。野の花を

見ながら、ゆっくりとケーブルカーの高尾山駅に
着く。その近くでイヌブナの花がこぼれそうに咲
いていた。高尾山頂まで 45 分との看板につられ
て、山頂まで歩く。キブシの花やアブラチャンの
花も咲いていた。2 時 30 分頃

山頂に着く。帰りは 1 時間で、京王線の駅まで降りる。

天気予報は雨だったが、来てみると霧雨程度で、ほとんど濡れずに花々を観察できた。
花の見ごろは一週間ともたない。満足な一日になった。
5

丹沢の広沢寺岩トレ報告
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年４月１０日
◆メンバー：L 松浦、浅井（昭）、小野寺、沼田、長田、山口（裕）

（敬称略）

◆コースタイム: たっぷり練習時間取れました
7:25 広沢寺駐車場 7:30→7:45 弁天岩着→8:00 岩トレ 15:00→駐車場→広沢寺温泉
鹿沼・日和田に続き岩トレとしては 3 箇所目のゲレンデになった広沢寺の弁天岩。沼
田・長田ペアの報告を先々月聞いており、スラブ状の岩場とあって非常に楽しみにし
ていた。
駐車場までのアクセスが良く、歩くこと 10 分程度でゲレンデに到着できる好立地な条
件は嬉しい限りである。今年は震災の影響でゆっくり桜を観にいく時間もなかったが、
駐車場付近は桜が満開で春の訪れを改めて感じた。弁天岩に到着し下から見上げると、
凹凸がありこれなら登れるかなと思うルートから、スラブ状で本当に登れるのか疑問
に思うようなルートまで多彩で楽しめそうだった。
まずは、登山靴で岩トレを開始する。岩はしっかりしているが鹿沼・日和田に比べる
と圧倒的にホールドスタンスとなる部分が小さく登りづらい。やはり最初の一本は緊
張するが他のメンバーはスイスイと登っていくので頼もしいものである。
登山 靴 を使 って 三 本も やる と 少し 慣れ て きた ので 、
いよいよクライミングシューズを使い少し難しい
ルートを沼田さん、長田さんにビレイしてもらいチ
ャレンジする。外岩でクライミングシューズを使う
のは初めてだが、登山靴と比較すると岩に吸いつく
ようで滑る気がしない。さすが山の会で魔法の靴と
言われるだけのことはある。2 ピッチに分けての岩
トレは今回が初めてで、カラビナ回収しながらの登
りや、1 ピッチ登り切ったところでのセルフビレイ
と初体験が多く面白い。二人ともザイル操作も板に
ついていて心強い。
2 ピッチ目は斜度も増しホールド・スタンスになる
凹凸が更に少なく、四肢をフルに使って少しずつ体
重移動をしながら体を引き上げていく。とても無理
だと思っても時間はかかったが登れてしまうと嬉
しさも大きい。結局 3 時までしっかりとトレーニン
グして充実した一日になった。岩の上でセルフビレイを取っていると風が心地よく岩
登りも楽しいなーと思ったものだが、沼田さん・長田さんの情熱に比べればどこか遠
いものがある。今の自分が一番したいのは、様々な山を四季折々に歩きたいというこ
とのようだ。将来その延長線には岩もあるのかな？などと練習後の広沢寺温泉に浸か
りながら考えた。それにしても温泉千円はちと高い。
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記：青柳

光子

山行実施日：20011 年 4 月 10（日曜日）
メ ン バ ー：L 上原、黒澤、新庄、青柳、他 1 名
ア ク セ ス：南越谷 6:27⇒西国分寺～立川～武蔵五日市 7:57
バス 8:22 発数馬行き…数馬 9:11
うずしき

コースタイム：登山口 9:40→西原峠 11:05（昼食）11:30→笛吹 峠 12:50→丸山 13:10→
こ ゆずり

小 棡 峠 13:30→土俵岳 14:00→浅間峠 14:53→上川乗バス停 15:40
東日本大震災以来、中々出かける気にならないところ、新庄さんから TEL
「上原さん達と笹尾根に行くけれど」と連絡、1 日考えて参加させていただくことにし
ました。
前日の天気予報では晴れマークだったのに、武蔵五日市に近付くにつれて雲行きが
怪しくなってきて、数馬バス停に着いたら小雨、身支度をして出発。
笹尾根には 10 年位前に来たことがあり、西原峠から展望も開け気持ちの良い道が続き、
奥多摩三山が見えると期待していたのですが、霞んでいて見えずがっかり……
所々まだ雪が残っていて悪路の連続で、景色を見るところではなかった。
だんだんとアップダウン
が多くなり、途中の丸山
に立ち寄り写真を 1 枚、
木立に囲まれていて展望
は無い。この辺りからは
足元が笹に覆われる場所
が多くなってきた。
小棡峠・土俵岳と過ぎ、
明るい雰囲気の日原峠に
着く。
やっと日差しも出てきて
歩き易くなって来た。
浅間峠まで２～３か所の
大きなピークを越えて
到着、15:59 分発のバスに間に合うように下山。
今日は久しぶりに気持ちが楽しくなりました。有難うございました。
又、今日は投票日、無事時間に間に合いました。
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岩 殿 山 (634m) ＋ 猿 橋
(山梨県大月市賑岡町)

(山梨県猿橋町)

記：山﨑 正夫
【日 程】

2011(平成 23).04.16(土)

【天 候】

快晴

【ﾒﾝﾊﾞｰ】

L.山﨑、下川、山口(敏)、杉山、澁谷、田村

【コース】

5:35 草加駅＝5:51 南越谷駅＝6:31 西国分寺駅 6:32＝高尾駅乗継＝

7:45 大 月 駅 ＝ ﾀｸｼｰ＝ 8:00 吊 橋 バ ス 停 ～ 8:20 稚 児 落 と し ～ 大 岩 壁 ～ 天 神 山 ～ 兜 岩
～鏡岩 11:00 岩殿山(昼食)12:05～鏡岩～12:30 丸山公園～14:00 猿橋 15:00～JR
猿橋

15:25＝西国分寺駅＝南越谷駅＝草加駅

【経 費】JR ﾎﾘﾃﾞｰﾊﾟｽ 2,300 円、草加＝新越谷 160 円×2 回＝320 円、
ﾀｸｼｰ(1 人分) 1,080 円÷3 人＝630 円

合計 3,250 円

ＪＲ中央線を乗る時、いつも通る駅なのに見たことがない日本三奇橋・名勝「猿橋」
を訪ねる今回の旅。その前にどの山を登ろうかと思い、選んだのが岩殿山。例会にて
５名参加。南越谷駅ホームにて全員集合。電車を順調に乗り継ぎ、大月駅着。タクシ
ーにて瞬く間に山間部の様相の吊り橋に到着。終わりまで歩いても、こちらから歩い
たのは我々のパーティのみで静かな歩きを楽しめた。程なく稚児落としが見えてくる。
三つ葉ツツジ、山桜、山吹、レンギョウ等が満開。地面にはタチツボスミレ、ホトケ
ノザ、オオイヌノフグリ等が咲いている。花の名山の様相。花の美しさ、多さに驚き
の声を上げながら、大岩壁～天神山～兜岩～鏡岩を経て、桜咲く岩殿山。ここに来る
と、ふれあいの館方面から歩いてきたパーティで賑やかである。下川さんが以前来た
時には、奥の電波塔の裏にカタクリの群落があったというので見に行く。本年は残念
ながら咲くが遅いのか、花が咲いているカタクリは岩殿山頂の手前で見た１株のみ。
山頂で周囲の景色を見ながら昼食。見晴らしがよいので１時間もゆっくりする。ここ
からは公園のように整備された道を進み、途中ふれあいの館があったので、入館して
みる。写真展示、植物紹介等であった。大月市が設置し、無料(太っ腹？)。ＪＲ猿橋
まで歩き、日本三奇橋・名勝「猿橋」を訪ねるため、そのまま駅前の国道２０号線を
進む。小さいとはいえ、山は山。下山してからの国道歩きはきつかった。参加の皆さ
ん、ご免なさい。やっとの思いで国道から離れて猿橋に達する。猿橋を見学している
と何処からともなく(そんなことはなく、実際は広場に面した八百屋のご主人が観光客
を見ていて寄ってくる)、男の人が寄ってきて、猿橋を説明すると言う。そんなに悪い
人とも見えないので、素直に説明を聞く。２０年に一度は改修し、多大な費用が掛か
るようだ。材料も手に入りにくくなっているとのこと。帰りは国道歩きに懲りたので、
山側の道を歩く。古い街道らしさの残る道で気持ちよく駅まで進む。天候に恵まれ、
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沢山の花に恵まれ、気持ちの良い仲間と一緒に歩いて素晴らしい山行になった。
参加の皆さん、ありがとうございました。
記事に書かなかった岩殿山で出会った植物達＝十二単、錨草、一人静、紫タンポポ、
春蘭(ｼﾞｼﾞﾊﾞﾊﾞ)、峰桜、桃、ワラビ、ツクシ、セリ、ウグイスカズラ、カラスノエン
ドウ、キブシ、まむし草、姫踊り子草、アセビ、カタバミ草、花大根、ユキヤナギ、
コウボウ芝、ヘビイチゴ、ムスカリ(これは園芸種)。
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蕨山（１０４４Ｍ）
記：鈴木里子
日程

：平成２３年４月２３日（晴）

メンバー：Ｌ新庄・上原・黒澤・鈴木(里)・他１名
コース

：名郷９：１５－蕨山１１：２５/１２：２５－藤棚山―
大ヨケノ頭１３：００―金比羅神社１４：０４－鳥居観音１４：２５

飯能駅からバスで約１時間、名郷で下車した。
先客の団体さんが準備体操をしている。バス停から登山口は近い。杉の木の中を歩い
ていく。手入れがしてあり道が意外と明るい。暫く歩くと尾根に出た。見晴らしが良
く気持ちが良い。岩の急坂を進んでいくが久々の山なのでとても体がキツイ。先頭の
人が「綺麗だよ！」の声、登った先にはミツバツツジ、アカヤシオの花が満開です。
今までの疲れが飛んでしまいました。
アカヤシオの木は高く、青い空とピン
クの花のコントラストが最高。ミツバ
ツツジは背丈ほどの高さで、目に飛び
込んでくる濃いピンクの花の色が鮮や
かです。この光景が先の方まで続いて
いる。写真を撮ったり、眺めたり、お
しゃべりしたりで花を十分楽しむこと
が出来ました。
11:25 蕨山山頂に到着。数人が昼食を
取っていた。私たちも昼食タイムです。
下りの尾根の左右に杉の木が伐採されて、そこにサクラとモミジの細い苗木が交互に
植えてあった。何年か後には春にはサクラの花、秋には
モミジの紅葉が楽しめます。その頃にまた訪れて見たい
です。
金比羅神社の分岐でリーダーの新庄さんが、いつも車窓
から見える観音様を近くで見て見たいねと、分岐から予
定の河又ではなく、鳥居観音へ続く急降下の道を下った。
中心には大きな観音様、両脇には小さな観音様。三体並
んでいました。
見晴らし台から見ても大きいです。
バス停まで２０分位歩き、少し遠くなった観音様を見納
めて、バスに乗り名郷の駅に向かった。
地震、津波、原発のニュースで気持ちが沈んでいました
が、ミツバツツジ、アカヤシオに元気付けられました。
皆さん有難うございました。
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蜂城山～達沢山
記：鈴木宮子
★日

程

2011.4.10（土）晴

★メンバー

Ｌ鈴木(宮)、浅井(裕)、千葉、新島、平野

★コース

草加(5:31)＝勝沼ぶどう郷駅(8:11)‐ タ ク シ ー －蜂城山登山口(8:35)--蜂城山(9:25)---神領山(10:10)---大積寺山(10:45)---達沢山(12:50～13:20）
---狐新居(15:20)―天空の湯―勝沼ぶどう郷(17:55)＝草加駅

お得なホリデーパスを購入して、電車に乗り込む。震災の影響か例年よりも、ゆっ
たりしていて全員座席を確保できた。いつもの事ながら立川で乗り換えのロスがあっ
たが、勝沼ぶどう郷駅に予定通り到着した。
登山口は果樹園の間にあり、まだ咲き始めたばかりの桃の花を見ながら、鹿よけの
ゲートを開けて神社への参道を登り、
赤い屋根の社殿がある広い山頂に着い
た。ここから達沢山へは南東に向って
尾根を進む。いったん鞍部に下った辺
りで、数人のグループと会ったが、神
領山から引き返して行った。雑木林と
檜の植林の少々ヤブの道を枝パンチに
注意しながら歩を進めていくと「910」
のピークに着いた。山名は標示されて
いなかったが、後で調べてみて大積寺
山らしい事が分かった。
高度も上がり、木立ちが開けて左後方に、林道(京戸山につながる)と民家が見えて来
た。だんだんと尾根が広くなり道をさがして進む。目的の達沢山が気になるものの、
見えるピークは気が滅入るほど遠く感じた。とにかく前へ…少々平坦になり、旭山へ
の分岐だと分かればあと少しで頂上。だが、かなり急登だった。ようやく山頂に到着。
この時間だから誰もいない。さっそくみんなでランチタイムだ。
腹ごしらえを済ませ、旭山コースを約１時間ほ
ど下ると標示はないが、北西へよく踏まれたコー
スを狐新居へと進む。が、突然山仕事での道が区
別できず、地形図と磁石を頼りに付近を探し、現
在地が大石川の源流である事が判明し、まもなく
林道に出て、果樹園の花見台付近に下山した。
後半、突然踏みあとが見当たらなくなったのは
何故だろう。機会を見て再チャレンジしたい。
メンバーの皆さんありがとうございました。
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九 鬼 山

(970m)

(山梨県都留市)

記：山﨑 正夫
【日 程】

2011(平成 23).04.24(日)

【天 候】

快晴

【ﾒﾝﾊﾞｰ】

L.山﨑、下川

【コース】
5:35 草加駅＝5:51 南越谷駅＝6:31 西国分寺駅 6:33＝6:43 立川＝7:11 高尾
駅 7:48＝ 大月駅 7:51＝8:01 富士急 禾生駅～8:25 落合橋～10:30 九鬼山～
12:00 札 金 峠 12:30 ～ 13:05 馬 立 山 ～ 危 王 山 ･ 菊 花 山 分 岐 ～ 13:30 御 前 山 ～
14:15 神楽山～JR 猿橋駅＝西国分寺駅＝南越谷駅＝草加駅
【経 費】
JR ﾎﾘﾃﾞｰﾊﾟｽ 2,300 円、大月＝禾生 290 円
計

草加＝新越谷 160 円×2＝320 円、 合

2,910 円
初めて降りる無人駅の禾生駅
を出て、国道 139 号沿いを 15 分
程度歩くと、国登録文化財に指
定されている煉瓦造りの東京電
力落合水路橋が見えてくる。こ
の橋の下を潜り九鬼の集落に入
る。山梨リニア実験線の高架橋
が見え、その下の単線の富士急
行線はようやく確認できるほど
細い。
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九鬼の集落を過ぎて、最後の急坂の後、富士見平の標識がある。標識の示す先に行
く人はいない。以前にも九鬼山に来たことのある下川さんも行ったことが無いと言う。
３分程進むと富士山の絶景を独り占め！誰も来ない静かな場所で、富士山を仰ぎ見な
がら、いつもは静かな二人が何故か話が弾む。二人だけの絶景を楽しんでいたら３０
分が瞬く間に過ぎる。別に慌てる山行ではない。ゆっくり行こう。まもなく、九鬼山
頂に至る。ここからは、展望は良いが、多少のガレがあるものの、気持ちの良い尾根
歩きとなり、札金峠に達する。ここらで昼食を摂りたいが、本日は行き来する登山客
が多い。そこで、見晴らしの多少効く一段高い所まで藪漕ぎをして登る。そこは人の
気配がしない別天地で、素晴らしい昼食場所となる。ここでも景色と食事を楽しみ、
瞬く間に３０分が過ぎる。
峠から程なく馬立山に達し、厄王山･菊花山分岐を経て御前山に至る。ここから２０
分程東に進むと神楽山に至り、ＪＲ猿橋駅へ下る。
九鬼山縦走は歩程５時間で起伏があり、展望があり、足下がふかふかで気持ちの良
いコースで、今後も何回か歩きたいコースになりそうだ。
南越谷でアルコールを飲まない下川さんと美味しい中華蕎麦を食べて話が盛り上が
り、楽しい、ゆったりした、気分の良い１日となった。
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鹿沼岩山での岩トレ報告

松浦

１、

期日：２０１１年４月２４日

２、

場所：鹿沼の岩山ゲレンデ

３、

メンバー：Ｌ，松浦、浅井昭光、浅井祐子、箱井、鎌形

剛

３月１１日の「東日本大震災」により日本全体が自粛ムードとなり、３月～４月と雪
山の計画があったが、すっかり行く気が起きずいずれも中止となった。この為にリー
ダー部としてはせめて岩トレだけでもと考え、４月初めに若者向きの丹沢「広沢寺ゲ
レンデ」、４月終わりに新人用に「鹿沼岩山ゲレンデ」の岩トレを計画した。
報告
前夜の雨で空も晴れ上がり、車も空いていたので７時半ごろには岩山の駐車場に着き、
直ちに岩山に向かう。この日は新人の箱井さんと鎌形さんが参加してくれたので、こ
の二人を中心に浅井さんご夫婦の協力を得てゲレンデでのトレーニングを行う。初め
はぎこちなかった二人も段々調子を上げ、２時間もするとすっかり岩の登り方も板に
つき、中々良い登り方となってくる。６本ほどクライムダウンを繰り返し、昼食を取
り帰路に着いた。この日は天気がよく岩頭に立つと新緑の中に辺りの景色が見渡せ、
実に素晴らしい気分であった。
「箱井さんの感想文」
前日は風雨がひどい天気だったので、岩が濡れていて滑りやすく、岩登りをする所に
行くまでに来ない方がよかったんじゃないかと、かなり不安になりました。初めての
１本は叫びながらで、上にも下にも行けず岩にへばりついてしまい、下からの指示で
なんとか上へ。お天気も良く眺めはいいはずですが、緊張で景色を楽しむ余裕は全く
ありませんでした。コースを変えて練習し、最後にエイトカンで下降終了。この年に
なって思いがけず岩登りをすることが出来、日常にはないドキドキ感を経験しました。
松浦さん、浅井さんご夫婦にいろいろ教えていただき、貴重な１日でした。有難う御
座いました。
鹿沼岩山の岩トレ
「鎌形さんの感想文」
この歳で岩トレデビュー出来
ました。有難う御座いました。
山を続けていて本当に良かっ
たと思えた一日でした。鹿沼
岩山ハイキングコースは、一
見どこに岩山が在るのだろう
と言う歩き出しでしたが、じ
きに目の前に岩が現れました。
“えーこれを登るの？”とい
う感じでした。前日はあまり
眠れず岩に向き合いました。
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最初の岩はホールドさえ確取れば、面白いように登れる事に驚きました。見下ろすと
下れるだろうかと思うほどの壁でしたが必死で下り、着地すると心臓がバクバクで手
足が震えていました。この緊張感は他では味わえないものですね。３番目の壁上部で、
ホールドが見つからず一瞬ヒヤッとする感がありました。無理せず安全な場所にホー
ルドを見つけ登る事が出来ました。下から仰ぐとドロミテのようだとの声に、いつか
行ってみたいと夢が膨らみました。予定外の入浴で身も心も緊張感が解れ、早々の帰
宅となりました。確保あっての岩トレに感謝です。これからも楽しく参加させて頂き
たく宜しくお願いいたします。
終わりに
岩トレが初めての箱井さんも鎌形さんも岩トレを十分楽しめ、勉強になったと思いま
す。まだ岩トレに参加した事のない新しい方々も是非積極に参加いただき、岩場に慣
れ親しんで頂きたく思います。山登りがより積極的に楽しく出来るようになりますよ。

達 沢 山
記:鈴木宮子
★日

時

2011.5.14(土)

★メンバー

Ｌ鈴木(宮)、浅井(裕)、下川

★コース

草加駅(5:15)＝南越谷駅(5：31)＝西国分寺＝勝沼ぶどう郷駅(8：11)―
蜂 城 山 登 山 口 (8:30)--- 蜂 城 山 (9 ： 10)--- 神 領 山 (9 ： 50)--- 大 積 寺 山
(10:15)---達 沢 山 (11:50～ 12:25)---旭 山 分 岐 (12:35)---狐 新 居 へ の 分
岐(12:55)---狐新居(14:35)―ぶどうの丘―勝沼ぶどう郷駅＝草加駅

5 月の甲府盆地は緑色に景色を変えていた。予約
したタクシーで登山口に向かう途中ぶどう畑の向
こうに南アルプスが予想以上に良く見えていた。前
日雨が降ったお蔭だそうだ。
今回は１ヶ月前の桃の里奥山ハイキングのリベ
ンジ山行だ。達沢山から集落に下るコースに解らな
い所があったから・・・、ならば、ミツバツツジを
見ながら行こうと例会後即決。
今回は旭山への分岐から 30 分ほど下った所で、古い木片の標示(太い木に結ばれて
いる)に従って急な尾根を下り、ヒノキの林の中を通り、雨上がりでぬかるんだ所があ
ったが、林道大積寺線に出て狐新居集落へ着いた。
“リベンジ山行”結果として、春は
花や木々の緑を楽しみながらの尾根歩き、秋には紅葉も期待できる山である事が確認
できた。さらに、地図読み山行で教えていただいた事が役立ち感謝です。裕子さんお
つきあいありがとう。ヤブの名人下川さんご参加ありがとう。
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西上州 笠丸山ツアー
記：小林いつ子
■日

程

平成 23 年

4 月 29 日（金）

■メンバー

L 園木・新庄・上原・青柳・小林い

■歩

松原 5：40 出発―東松山 IC 関越－本庄児玉 IC 下車―9：30 住居附登山口

程

－10：40 東峰―11：00 西峰ランチー12：45 地蔵峠―13：30 住居附
笠丸山は、最初から最後まで花花花・・の忘れられない山になった。
群馬県藤岡の神流川に沿って十石峠街道を上野村に入った。住居附（すもうづく）
登山口は、みつばつつじ・桜・レンギョウなどが満開で、息を呑む景色だった。
山肌に立つ一軒農家の丹精で段々畑の水仙も今盛りで、道路との境には小川もあって、
「春のうら～らの♪」の世界を見たような・・・。
登山口から東峰まで一時間。あちらこちらにみつば
つつじの花が見えてきた。早くも下山の人達とすれ違
う。皆さん「山頂は満開だよ！」と教えてくれた。10：
40 東 峰 に 着 く と 満 開 の や し お つ つ じ の 下 で 先 着 の
方々は早くも食事の支度。私達はテンション上がりっ
ぱなしの大騒ぎとなった。リーダーはここからが本番
だと張り切って山頂（西峰）に向った。尾根には日陰
つつじもたくさん咲いて、ピンクの中に淡黄色が主張
していた。リーダーはすでに 5～6 回のリピーターで、
しきりに「一週間早かった！こんなものじゃない！」
と言っていた。だったら今後の楽しみが出来たというものだ。
11：00 お楽しみのランチ！園木シェフこだわりのトマトスープで、時間もお腹もた
っぷり、大いに盛り上がった。遠くに雪の八ヶ岳・近
くに天丸山・帳付山等が見えた。
下山も暫くはつつじのトンネルで、カメラマンは足
元を気にしながらシャッターを押し続けていた。地蔵
峠で興奮を冷まし、今度は二輪草・一人しずかなどを
楽しみながら、気がつくと谷の清流の辺を下りていた。
思う存分、つつじを堪能しました。
笠丸山ツアー：山以外の特典
1、山登り前の鯉登り

山の上から下がった 8 本のロープにいっぱいの鯉のぼり。

（神流川添いの山）

冬は光輝くイルミネーションに。

2、桃源郷（登山口の景色）
3、お楽しみランチ
4、みかぼ高原荘

色とりどりの花がお出迎え！

シェフの気分でメニューが変わる。どれも美味!!
この日は山開きで、お風呂は無料でした。花ももが満開

5、ご当地自慢の味噌屋へ立ち寄り
6、リーダーお勧めの蕎麦処むそう庵

味は食べてから希望者に報告します。
麺は細く、こしがあり文句なし！！
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宝永山

－残雪期の富士山－
記：沼田真澄

4 月 29 日

参加者：長田、松田、山崎

草加駅西口 5：00

→水ヶ塚公園駐車場 7：50

→宝永山荘 12：10

→折り返し地点 12：40

→3 合目 14：00

→駐車場 15：10

8：10→3.5 合目 10：20
→宝永山荘 12：50(昼食)13：10

→天母の湯 16：00

17：00

→谷塚 18：00

宝永山（ほうえいざん）は宝永 4 年（1707 年）の宝永大噴火で誕生した、富士山最大
の側火山である。標高は 2,693m。この宝永の大噴火以降、富士山は噴火を起してしな
いため、この宝永山が富士山の最新の側火山になっている。宝永火口は、富士山の南
東斜面にあり、宝永大噴火により形成された 3 つの火口が連なったもので、山頂側か
ら第一火口、第二火口、第三火口と呼ばれ、第一火口が最も大きい。
GW の剱岳山行の体慣らしをするために、前々から行きたかった宝永山を選択。雪がつ
いている方が容易に登れそうだし、御殿場口の新五合目から 20 分もかからないとのこ
とだ。これだと、富士山もさらに登ることができる。が、しかし、3.11 大震災の影響
がここにも及んでいた。今年は、五月末までは富士山スカイラインが開通しないとの
こと。なので、水ヶ塚公園（約 1450ｍ）から登ることにした。
水ヶ塚公園駐車場から富士山を眺めると、天気は良いのだが、雲に覆われていた。松
田さんの車の温度計には、6℃と表示されていた。結構寒い。でも、登山口にはもう雪
はなかった。登山道は、3.5 合目まではとても緩やかな道が続いている。途中、犬の鳴
き声が聞こえたと思ったら、鹿が 4 匹 20ｍ先の登山道を横切っていった。狩でもして
いるのだろうか。雪は、樹林帯ということもあり、2 合目あたりからちらほら見え始め
た。登山道にある雪は凍結していてツルツルで、慎重に通過した。3.5 合目に着くと、
二人組みの先行パーティーに出会った。座って、休憩をしている。このあたりから雲
の中に入ったようで、ガスガスで寒さが増してきた。みんなで防寒着を着込み、傾斜
のあるジャリジャリ道を宝永第二火口登っていく。ガスっていて、少ししか火口を見
ることができない。宝永山への分岐からは、あまり先が見えなく、そして雪がバッチ
リついている。山崎さんが先の二人組みに話かけると、彼らは宝永山荘の具合を見に
来たのだと言う。彼らの話だと、大地震の影響で、火口の大規模な崩壊があり、また
雪渓にクレバスが入っていて崩落の危険性が高いから、宝永山には行かない方が良い
とのこと。忠告を素直に聞き、彼らの向かう宝永山荘へ一緒に同行した。山荘までの
道でアイゼンを装着して、安全に雪道を歩いた。長い棒を持ったおじさん（平塚の菅
原さん）たちと山荘で別れ、私たちはもう少し登ることに。雪がしまっていてアイゼ
ンが良く効き、気持ち良く登れた。長田さんは、18 キロの荷物を背負っているのに先
頭で軽やかに登っていた。オニューのピッケルを購入した山崎さんも、さくさく登っ
ていた。松田さんも、体調は芳しくなさそうだったが、足取りはさすが快調だった。
雪と高度でハイになりずっと登っていたい気分だったが、あまり欲張らずに少々登っ
たところで記念撮影、そして山荘へ降り、昼食を。さて、名残惜しいが下山。舞い降
りる小雪を背に、約 2 時間で駐車場へ。ちょうど菅原さんたちと一緒になり、彼らが
やるように手を合わせて富士山に感謝☆

またよろしくお願いします！
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積雪期における霞沢岳の登山

松浦

剛

１、期日：2011 年 4 月 28 日（夜）～5 月 1 日
２、メンバー：Ｌ，松浦、小野寺、鈴木勝幸、山口裕史
３、ルート：上高地～徳本峠（テント泊）～霞沢岳ピストン～徳本峠（テント泊）～
上高地
はじめに
今まで西穂高岳や焼岳の 5 月の雪山から、厳しい岩峰を連ねた霞沢岳を上高地の谷を
挟み眺めていたが、何時の日か登ってみたい気持ちが起こってきた。6 年前に計画した
が妻の病などで実行出来ず、今日に至ってしまった。雪のある時期は山頂まで雪稜の
連なる長い山稜の登行に１０時間以上の長い時間を必要とするので、年齢的には積雪
期のチャレンジには最後のチャンスと考え今回計画した。
４、記

録

4 月 28 日（夜）
9 時 00 分、草加駅西口集合、テント泊なので全員装備が多くザックの重さにうんざり
する。
4 月 29 日（晴れのち曇り）
1 時 30 分頃島々手前の公園に着き、公園内でシュラフにもぐり仮泊する。
5 時 00 分、公園を出て島々に向かい、島々でタクシーを拾い、上高地に入る。6 時頃
上高地に着くが、雪の多さに驚く。私も過去 4 回 5 月の上高地に来ているが、今まで
で最も雪が多い。穂高連峰はまるで冬山のようにべっとりと白い雪に覆われている。
7 時 00 分、上高地発、カッパ橋には誰もおらず珍しい光景であった。明神までの道は
至る所が雪道となっていた。

上高地からの穂高岳

明神岳の五峰と主峰東稜

8 時 00 分、明神館着、見上げると明神岳の主峰東稜が鮮やかにコバルト色の大空を区
切り、素晴らしい光景を見せていた。１0 分ほど休みいよいよ徳本峠に向かう、すぐに
徳沢へ行く道と別れ黒沢にそう徳本峠への山道に入る。
8 時 35 分、いよいよ雪道となりアイゼンを装着する。しばらく登ると沢沿いとなり、
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徳本峠まで黒沢を忠実に登りつめる。先行パーテがおり踏み跡があるので助かるが、
中々の急登にうんざりする。3 時間急な雪の沢を重荷に耐えて登り、やっとの事で徳本
峠にたどり着く。
11 時 30 分、徳本峠着。朝の好天とはうって変わり曇り空となり、素晴らしい徳本峠
からの穂高岳を見ることは出来なかった。峠と小屋の中間の小さなピークをテント場
とする。
11 時 45 分、テント場にテントを張り、12 時半ごろテントの中に入る。重荷に耐えた
体を休め、のんびり午後の休息をとってから夕食を作る。今日はスキヤキのご馳走で
あり、楽しく夕食を作る。夕日も出たが午後の天気は不安定であった。
19 時 15 分、シュラフに入る。
4 月 30 日
3 時 20 分、起床、夜通し風が吹いていたが全員よく寝たようだ。外に出ると満天の星
が木々の梢の間から輝き、気温もそれほど低くないので、今日 1 日の好天を期待する。
5 時 10 分、テント発、日が出てくる。徳本峠まで少し下り峠に立つと、明神岳の上に
前穂高岳の頂が鮮やかに望まれ、朝日に薄いピンク色の染まった山容が輝いていた。
5 時 30 分、徳本峠を後にして、いよいよジャンクションピークの急登にかかる。胸を
突く様な急登で、昨日の踏み後は風で消えている。
6 時 30 分、ジャンクションピーク着、頂は樹林帯で細長く続くが、尾根が幅広く何所
を降りていいのか迷うが、昨日峠であった人たちのテントともう１張テントがあり、
踏み後があったのでそれに続く。しかししばらく行くと右に曲がりすぎているので、
ふみ後からはずれ降ってみるが、他の尾根に入ってしまいコースを探してワンデリン
グしてしまい、1 時間ほどロスして正規ルートに戻るが、他のパーテーも迷ったようだ。
樹林帯の中で周囲が見えないので方向感覚を失ってしまう。
8 時に正規ルートに戻るが、時々みえる霞沢岳の山頂に続く長く白い稜線を見ると、そ
の長さにうんざりしてしまう。天気は悪化の兆しで、空は灰色の雲に覆われてしまう。
9 時頃にＫ１ピーク手前のピークの下で 10 分ほど休み、真っ白なＫ1 ピークをめざす。
30 分ほどでＫ１ピークの下着くが、真っ白
な頂から登山者が後ろ向きで 2 人下降して
くる。前向きでは下降出来ない急斜面で、
雪の壁となっており、我々はゆっくり確実
に足を雪にけ込みアイゼンをきかせ、ピッ
ケルのピックを雪の斜面に差込みホールド
とし、両手両足を使い、3 点支持でゆっく
りＫ１ピークの頂を目差す。
山稜は狭く雪稜となり、足を滑らせたら雪
の急斜面をはるか下まで落下してしまうの
で、実に慎重な行動を要求された。Ｋ１ピ
ークの頂は狭く、頂からはやっと霞沢岳の
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山頂に続く白い山
稜が目に入る。風が
強く１５ｍ／Ｓ以
上はあろう、体のバ
ランスを崩すので
ピッケルで支える
必要があるほどの
強風であり、実に冷
たい北風である。Ｋ
１ピークの下降を
慎重に行い、Ｋ２ピ
ークに向かう。雪庇
が張り出し冬山の
状態である、Ｋ２を
Ｋ１ピークとＫ２ピークの雪稜
越えるとやや幅広くなった山稜が我々を頂に招いてくれた。
11 時 35 分、霞沢岳山頂着。朝から 6 時間半の雪との闘いであったが、やっとの事で
山頂に着いた満足感を味わう。風は強く寒いので山頂には長くは居られなかった。
写真を撮り直ち
に下山する。周囲
の穂高や焼岳の
稜線は雲に覆わ
れ、展望はまるで
利かない。下降も
困難であり慎重
な行動を必要と
し、アイゼン、ピ
ッケルを十分に
利用し慎重に下
降する。
13 時 15 分、突然
雷が頭上で鳴り
出し、皆恐ろしさ
霞沢岳の山頂にて
に雪稜の上に体を伏せてしまう。すぐに雨が降り出し、雷雨となり瞬く間に体はびし
ょ濡れとなる。風と雨の中厳しい下降が続く。 雷に追われる様に下山するが、中々雷も
鳴り止まず実にしつこく付きまとう。樹林帯に入っても風は強く雨はやまず、体はびしょ
濡れになりうんざりしながら雪の斜面の登り降りを繰り返す。やがて長い登りに入りジャ
ンクションピークの頂も近くなる。
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15 時 50 分、やっとの事で
ジャンクションピークの
頂に着く。此れでやや安
心であるが、ジャンクシ
ョンピークの下降が大変
で、余りの急斜面にうん
ざりする。こんな急な斜
面を登ってきたとは思え
ないほどであった。雨で
雪が解け凍り着き滑りや
すいので、木につかまり
ながら慎重に下降する。
右側は大きな雪庇となり、
所々崩れている。峠の鞍部に着きひと安心する。
１７時００分、徳本峠のテント場着。やっとテント場にたどり着いたと言う実感があ
り、実に厳しい山登りであった。ジャンクションピークの下降には登りと同じ１時間
を要してしまうが、なんとか全員無事にテント場に着いた安心感は何ともいえない喜
びである。今年は穂高連峰も冬山のように雪が多く、霞沢岳も同様に冬山状況であっ
た。登り 7 時間、下り 5 時間合計 12 時間と言う長い行動時間を要したが、両側が切り
立った雪稜なので、登りも下りも慎重な行動を必要としかつ登り下りの多い山稜なの
で、道迷いのロス時間を考えると登り下りであまり大きな時間差の出ない困難なルー
トであった。もし登りで雷雨にあっていたら、間違いなく登頂は諦めたであろう困難
なルートである。テントの中に入り鈴木君が徳本小屋から買ってきてくれたビールで
登頂を祝い乾杯する。大変な山登りではあったが、それだけ充実した山登りに皆満足
し楽しい夜を過す。濡れた衣類を乾かしたり、のんびりと生野菜たっぷりな夕食を作
ったり、楽しい時間を過す。9 時 30 分頃シュラフに入るが、夜通し雨がテントをたた
いていた。

（テントも古いので縫い目がほどけ雨が進入てきたり、出入り口には２

個穴が開いており、そろそろ寿命であり買え替えが必要であろう。）
5 月 1 日（雨のち曇り）
朝になっても雨はやまず、びしょ濡れのテントをたたみ濡れ鼠となり出発する。
８時４０分、テント場発。雨にぬれ雪は軟らかくなり、徳本峠からの黒沢の急斜面は
下降しずらく、慎重に降る。段々と雨もやみ沢から山道に入る頃は雨もやんでくる。
雪解けの後にふきのとうが所々に芽を出し、山口さんが妻へのお土産にするのかさか
んにとっていた。
１０時１５分、明神への道に合流する、５分ほどで明神館に着く。
１０時３０分、明神館発、１０分ほど休み上高地に向かう。既に雨もやみ観光客もす
れ違うようになる。
１１時１５分、カッパ橋着。穂高も焼岳も雲に隠れ何も見えないが、霞沢岳を登った
充実感で、気持ちよくタクシーで島々に向かう事が出来た。
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残雪の北ア. 唐松岳
記：浅井祐子
5/3(祝.火)草加 5:30 =関越-信越/豊科 IC =八方+ゴンドラ&リフト+八方池山荘
14:15 (泊)
5/4(祝.水) 山 5:05 - 唐松岳頂上山荘 9:05 - 唐松岳 10:00 – 山荘 13:00 = 草加 23:00
L.浅井ゆ、山崎、杉山、畑野、山口(敏)、下川、交通費: ¥4,500 小屋:¥8,000(1 泊夕食)
今シーズンも雪山を堪能した冬になった。締めもやっぱり春の名残りの雪の山でし
ょ…で古い雑誌をめくっていると「唐松岳」が目に留まり、私でも登れそうなので、
即決～!!嬉しい事に早々とメンバーも揃い、当日の好天を祈るばかりだ。
震災後の自粛ムードに油断して出発はいつもの時刻。しかしこれが大誤算で、関越
道も信越道もとにかく渋滞続き。ついに時間切れで初日の行程を諦め、スキー場の最
終リフト上の八方池山荘に泊まる。登山客とスキ-ヤ-が居て、私達を含め 12 名程の静
かな夜となる。
翌日、日帰りで唐松岳往復に計画変更。下山のリフト最終時間の都合がある為、行
動食を朝食に振替えて 5 時出発とする。天気は良くなる予報だが、今一つスッキリし
ない空模様。凍っている雪にアイゼンがザクザクと食い込み歩き心地は良い。八方池
もまだまだ雪の下で、夏の賑わいとは別世界のゆるやかな八方尾根を登って行く。少
しずつガスが切れ白馬三山や不帰の剣の峰々が望め始める。丸山に差し掛かる頃には
唐松も見えてきた。しかし、雲は重く風もやまない。
予定通り 4 時間で唐松小屋に到着。トイレを借りに小屋に入らせて貰うと、映画「剣
岳・点の記」や「岳」の大きなポスターがあり、「剣岳」のポスターの写真は小屋前か
らのアングルなんですよ...と小屋番が教えてくれた。が今日はその雄姿を望むことは
無理なようだ。空身で山頂を目指すが、さらに風が強くなり小柄な畑野さんや清美さ
んは今にも飛ばされそうだ。(私…? もち問題無～し! ) 厳冬期並の冷たい強風の山頂で
は、写真だけ撮り早々に下山。すると、まるで人生のごとく皮肉なもので、下山し始
めると青空が見え出し天気も回復して来た。

気温が上がり雪も腐ってくるから、か

かとを使ってザクザク降りられる。逆に登って来る人は大変そう…。
「みみずくの湯」の熱めの温泉で汗
を流し、信州蕎麦で腹ごしらえをして
帰路につくが、帰り道も長く過酷な渋
滞…。(トホホ…)が、車中は終始和やか
なお喋りで楽しい山旅となった。
頼りないリーダーだったが、素晴ら
しいメンバーシップに助けられ思い出
深い山行になりした。参加メンバーに
お礼申し上げます。

22

熊鷹山～根本山～丸岩岳
（1169m）

(1199m)

(1127m)

記

黒澤登美江

★山行実施日：2o11 年 5 月 3 日（祝日）
★メンバー：L 鈴木廣

上原、新庄、黒澤

★コースタイム：松原団地 5:30（車）佐野田沼～小戸川林道終点駐車場 7:50 着
小戸口登山口 8;10―熊鷹山山頂 9:10―根本山へ 10;10―根本山山頂
11:0（昼食）出発 11:30―熊鷹山頂 12;20―丸岩岳 13:00―駐車場
14:10―佐野田沼―草加 5:00 着
前日、廣さんから山のお誘いがあり、連休なのに何も予定がなく喜んで参加しまし
た
朝早いので東北道も空いている。佐野田沼で下り、しばらく行くと小戸川林道入り口
でそこからが大変でガタガタ道で普通の車ではとても行かれません。小戸口登山口に
着いたら、駐車場には３台程とまっていた。
沢沿いに緩やかな道を登って行くと、小
さい滝がいくつもあり、まな板の滝なんて
面白い滝、五段の滝、仙の滝など渓谷を登
っていくのは楽しい！花も二輪草が沢山咲
いているし、水がきれいなので、わさび田
もあり白い可愛い花を咲かせている。だん
だんきつくなる登りも、周りの新緑に癒さ
れ飽きずに登れる。
杉の木が沢山あり、夫婦杉、11 本杉は登り
ながらみると一本なのに、千住のお化け煙突みたいに角度をかえると、行儀良く１１
本ならんでいた。道も沢から離れると急登になり、やがて尾根にでたあと一頑張で山
頂着いた。山頂には木製の櫓の展望台と二等三角点があり、360℃の素晴らしい展望の
はずが生憎の曇り空で近くの山だけ。期待のつつじも固いつぼみで、まだ 10 日位つつ
じの山には早いようで残念でした。山頂から根本山を見るとピンク色のアカヤシオ咲
いている、根本山から来た人に聞くと沢山咲いていて綺麗だと言うので予定になかっ
た根本山まで行く事にする。道は歩きやすく、散歩道のようでルンルンだ！アカヤシ
オは沢の方に多く咲いているようで、尾根は少なくそれでも結構楽しめ花を愛でなが
ら昼食にした。それからまた熊鷹山に戻り、頂上に着くと雨が降り出し、カッパの上
だけを着て大変な急坂を下り丸岩岳をめざす、この尾根は三つ葉つつじが多く咲き気
持ちのいい道だった。丸岩岳は頂上らしくなく、小雨も降っているのでまぶしいほど
の新緑と滝を楽しみながら早々に下山した。根本山をピストンして丁度よい歩程時間
だった。
渋滞にもあわず、早く草加に着きました。廣さん運転ありがとうございました。
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剱岳[2998ｍ](早月尾根山行記)
記
● 山行日

2011 年(平成 23 年)5 月 2－5 日(月―木)

● メンバー

Ｌ石井(美)、浅井、松田、長田

● 交通手段

松田氏

石井美樹

天気：高雲り時々晴れ

計4名

高級自家用車

● コース
5/2

松原団地(21：00)

5/3

有磯海ＳＡ（2：10－5：00）＝立山ＩＣ＝番場島６Ｋｍ手前(5：40－6：15)---

番場島 760ｍ(8：00)---1600 ピーク(12：00)---1900 ピーク(13：25）--早月小屋 2224ｍ（15：20）
5/4

早月小屋 2224ｍ（5：50）---剱岳 2998ｍ(9：20)---早月小屋(14：00)

5/5

早月小屋（5：25）---林道（8：45）---馬場島(9：05)＝タクシー３０００円

＝番場島６Ｋｍ手前（9：30）＝アルプスの湯 600 円（10：10－11：30）
＝草加(20：30)
2005 年（平成 17 年）に、職場の仲間と同じ時期に剱岳へ登っている。その時の素
晴らしさを山の会の仲間にも味わっていただきたく、今回、計画を立てた。
東日本大震災の関係で、仕事も忙しく、2 月に行った日光白根山以来の久しぶりの山
行となり、歳をとり体力がなくなっている上に、鍛えていない体は、
「山は甘くないぞ」
と私に改めて教えてくれた。
報告を始める前に、同行した仲間に荷物を持ってもらったり、ストックを貸してい
ただいたり、いろいろとお世話になり本当に有難うございました。この場を借りて、
お礼を言わしてください。
それでは、報告に入り
ます。
まず、この時期に剱岳
に登るためには、冨山県
警察署から事前にインタ
ーネットで申請し登山許
可書をもらう必要がある。
（面倒ですね。）夜行で行
くのは、やだったのです
が、日程の関係で夜行に
した。最後の有磯海ＳＡ
で仮眠をとるため、松原
団 地 を 21 時 に 出 発 し た 。
｛5 月 3 日｝
番場島まで行けるつもりが、雪は無いのだが道路工事の検査が終わっていないため
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と言う事で、６Ｋｍ手前で通行止めになっていた。番場島まで 2 時間弱のアルバイト
になった。
番場島から早月小屋まで 1500ｍの登りが今日の工程だ。天候は高雲りで、時々、薄
日が差す。時々、剱岳の山頂、小窓、三の窓の岩峰が顔を見せ、挨拶をしてくれる。
つらい登りだが、全て時間が解決してくれた。15：20 に小屋に到着。小屋は、6 年
前と違って、綺麗になっていた。前回は、二階の窓から入ったが、今回は玄関まで雪
かきをしてあった、トイレも前回は使えなかったが今回は使える。水は 2Ｌで 400 円。
夜は、松田さんがアレンジした高級つまみで、乾杯、明日のアタック成功を祈念し
ながら、飲みすぎる。
｛5 月 4 日｝
アタックの日、天候は高雲り、日差しは昨日より強い。
我々以外のパーティーは、ゼルバン、ヘルメットの完全装備、我らはザイル 1 本の
みでアタックである。

結果的には、6 年前と同じ場所で、下りに 1 回ザイルを垂ら

したが、ゼルバン、ヘルメットは不要であったと思う、しかし、下りの恐怖感や年に
よって、雪の状態は異なるので、次に行く人は、ゼルバンを持っていった方が良いと
思います。
急な斜面も雪があるので、登りも下りも技術的には問題ない。
山頂についたと言われたが、ガスの中でどこが山頂かわからない。雪の下に祠（ほ
こら）があったので、山頂だと決めた。寒さで 5 分して下山する。一瞬晴れる。近場
の山が少しだけ見えた。ちょっと、満足。
小屋には、14：00 に到着した。
ビールで乾杯、アルコールはうまい。晩飯は松田オリジナルの鰻丼である。これも
うまかった。早く寝たので、夜中に起きる。夜空は満天の星空だった。
｛5 月 5 日｝
雲海が、はるか下方に
伸びている。
山頂は晴れている。一
日ずれていればと、悔し
さが心をよぎる。最高の
天気だ。
長い、下りが始まった。
足は悲鳴を上げている。
太ももは限界だ。だがこ
れも、時間が解決した。
番場島に着いた時、後、
６Ｋｍもあるのかと思っ
たが、偶然に、タクシーが客待ちをしていた。こんなに嬉しいことは久し振りである。
アルプスの湯に入り、ゴールデンウイークの大渋滞に巻き込まれながら草加に向か
った。

完
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(誰でも登れる花の山旅

上越

権現堂山

第Ⅰ回)

（８９６．６ｍ）
記・・兼堀

★日時

善和＆恵美子

２０１１年５月２２日

★メンバー

Ｌ園木、八並、新島、小野寺、鎌形、鈴木、小林、畑野、兼堀(２)、下

川
山崎、和田、大木、大門、平野、中島、鈴木(宮)、青柳、杉山
★ コース

松原団地（５：３０）＝関越小出ＩＣ＝戸隠歴史自然公園駐車場（９：０

０）～弥三郎清水（１０：４５）～下権現堂山(１２：００)～中越分岐～駐車場
（１６：００）＝見晴らしの湯こまみ（４０分）＝松原団地（２０：００）
草加山の会に入会して、初めての山行でした。楽しみ
半分、不安半分で松原団地５時３０分集合。予定では雨
天でしたが、雨は降っていなかったので、もしかして大
丈夫かもと期待しつつ出発しました。ところが関越トン
ネルを抜けたら一転して雨模様。
決行かとりやめかと思っていたら、目的地の戸
隠自然公園駐車場へ到着。そこでリーダー園木さんから
一言

｢予定通り登りますので雨具の準備を・・｣

と。

それから一同バスの中で身支度をして出発。雨合羽が色
とりどりで気分も晴れやかになりました。
山道は、笹が伸びた細い登り道が続き、途中花の名前
を聞いたり、弥三郎清水で喉を潤したりして１２時頃下
権現堂山に到着。各々昼食をとり、予定では上権現堂山へ登ることになっていました
が、雨と時間の関係で急遽中越の分岐を下ることになりました。沢まで下ったところ
で雪によりルートが確認できなくなりリーダー園木さんの決断で来た道を帰ることに
なりました。雪の怖さで足跡が確認できず右往左往しながら元の道に戻ることができ
ました。でも悪い事ばかりではなく帰りは天気も少し良くなり、山の緑や稜線がよく
見えて素晴らしい景色でした。色々あり
ましたが花の山旅にふさわしく、かたく
り：岩団扇等かわいい花々に出会うこと
ができとても楽しい山行でした。これか
らも低山登山からたくさん参加させて頂
き、経験を積み体力も付けて行きたいと
思います。リーダーはじめ皆さん大変お
世話になりました。これからもよろしく
お願いします。
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（899.5m～1015ｍ）
日 程 ：平成２３年５月８日（日）
メンバー：参加者２５名

記：小野寺

英子

四班に編成

人数は車１～２台と思ってましたが、沢山の参加にうれしい悲鳴を挙げちゃいまし
た。急遽、浅井さんからの提案で２８人乗りのマイクロバスに変更！こんどは参加者
が少し足りない、そこでいつ子さんにＳＯＳ！！

二人で一日がかりで探して満杯

に･･･！でも色々な都合でキャンセル３名ありました。
計画書を出すのが遅かったので、例会無しで山行に直行！
予報はず～～と雨マークだ！

マイクロバスは雨だったら、キャンセルは･･･？大きな

バスは登山口に入れるの･･･？

色々と考え、小さな“脳細胞”をフルに使った一週間！

お陰で久し振りに脳活性したかもね！？

長く感じた一週間じゃったなぁ･･･

結局四班に編成し、各リーダーを勝手に決めて【責任丸投げ】のまとめ役の総リーダ
ー私は皆さんに助けられ、お天気にも恵まれ、無事山行を終える事が出来ました。
本当に有難う御座いました。

【コース】

松原団地 5：30 集合

松原団地＝＝外環道＝＝関越道＝＝上越自動車道＝＝下仁田ＩＣ＝＝大久保集会所
四ッ又登山口 7：40 ⇒大天狗峠 8：25 ⇒四つ又山 9：05 ⇒四つ目の峰 9：20 ⇒鹿岳コル
11：45 ⇒一ノ岳 11：50 ⇒コル 12：05 ⇒二ノ岳 12：15 ～⇒コル 12：35 ⇒下高原登山口
13：40 ⇒もみじの湯（妙義）⇒松原団地

四ッ又山は“下仁田富士”とよばれてる。バスは小沢橋を渡って順調に登山口に着
き、登山道に入ってから降ろされた。杉林の中を分岐で、四ッ又山へと進む、雑木林
の急登で大天狗峠に着いた。尾根を進み急登になる、左に双耳峰でネコの耳のような
鹿岳が見えると四ッ又山だ。狭い山頂に三角点、石像も有り各班、記念写真を交替に
撮る。これから登る、四つ目の峰や鹿岳がくっきりとみえる。ロープがついた斜面や
岩っぽい道を行き、四つ目の峰からは長い急下降が続き、大久保へ分岐のマメガタ峠
に着いた。
そこから、一ノ岳を巻いて鹿岳のコルに着く、一ノ岳にはハシゴや岩場を登ると魔
て二ノ岳に向う、写真で有名な１９段
のハシゴや階段状の鎖の付いた急な岩
の斜面を登り、標高の案内板がある鹿
岳山頂に着く。３６０度展望の山々、
最高の天気！山頂まで来ると三ッ葉つ
つじやアカヤシオの花がきれいに咲い
てた。下高原への下りは結構急で長か
った。後はもみじの湯で汗を流して帰

四ッ又山からの鹿岳

利支天の石碑がある山頂！コルに降り

った。
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～～鹿岳一言メッセージ～～
一斑

L 小野寺、山﨑、黒澤、平野、青柳、澁谷

山﨑･･･鹿岳、四ッ又山は初めての山行でした。変化が有り、素晴らしい山行となりま
した。リーダーの小野寺さん、計画と準備ありがとうございました。
黒澤･･･前回来たのをハシゴとクサリで思い出しました。きつかったけど岩場に咲くヤ
シオつつじに癒されました。
平野･･･とても楽しい山行でした。鹿岳の二つ
の山頂からの眺めは最高でした。
浅間山から一回り見えて本当に幸せ出した。
青 柳 ･･･上 州 の 山 は 険 し い の で ２ ～ ３ 日 前 に
足を捻ってしまい、心配しましたが無事行っ
て来ることが出来ました。楽しかったです。
澁谷･･･晴天に恵まれ、あざやかな新緑や三ッ
葉つつじ、足元の小花に癒され、素晴らしい
山容と楽しい一日を過ごした山行でした。ありがとうございました。

二班

L 浅井、大木、いつ子、中島、鎌形、町田

浅井･･･久し振りの鹿岳、バスで大勢のメンバーで、天候の良い中、楽しく歩けた一日
でした。実行委員長殿有難うございました。そして、御疲れ様でした。
大木･･･天気最高、標高 1015ｍでも山らしい山で最高。つつじ、八重桜最高！
いつ子･･･鹿岳はスリル満点、花いっぱい。ただ、よそ見すると危ないので気を使いま
した。

英子ちゃんサンキュー！！最高でした。

中島･･･寝不足がたたり、苦しい山行でしたが頑張りました。お天気に恵まれ、新緑と
三ッ葉つつじがとってもきれいでした。メンバーの皆さんありがとう。この山行を計
画してくれた小野寺さんお疲れ様でした。
町田･･･久し振りに山行に参加しました。新緑の木々に元気を頂き、大震災後、これか
らは、少しでも近くの方にお返しをして、残年を過ごそうと思いました。
鎌形･･･ほぼ定刻で松原団地を出発しました。
車窓のつつじ、藤の花に歓声があがり
ました。猫の耳に見えるのが鹿岳との
事。登山口には早めに着き、四班の編
成で出発しました。
四ッ又は急登で高度を稼ぎ到着。その
後アップダウンを繰り返し、鹿岳手前
で昼食をとりました。周囲の山々は目
にやさしい芽吹きの春、そのものでし
た。鹿岳は登り組と下り組に分かれま
した。近くまで行かないと分からない位、隠れた感じでトレイルがありました。
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３６０度の展望です。浅間山、妙義山、雪の谷川岳、荒船山、八ヶ岳、等確認出来ま
した。適度なアップダウン、鎖、はしご段等、変化に富んだ山旅でした。
アカヤシオ、レンゲつつじ、三ッ葉つつじも色を添えてくれました。
リーダーさんの天気の心配、車の心配等お疲れ様でした。ありがとうございました。

三班

L 阿部、山本、小宮、八並、大門、美津江

阿部･･･上天気の山行楽しかった。急なリーダー、なんとか終った！
山本･･･「ひざ痛」は歳ですね。ドタキャンも考えましたがガンバリました。
小宮･･･藤の花は今が盛り･･･オレみたい！
三つ葉つつじは盛りを過ぎたね･･･オレみたい！オレには丁度よい山行！！
八並･･･新緑があまりにきれいで感激、
山つつじもヤシオつつじも咲いており、楽しい山
行でした。おまけに妙義の観光ドライブ付きで、
これもまた良し。
大門･･･登り、下りの多い山でしたが、天気も良く、
景色も良く、とても良い山行でした。
美津江･･･やっぱり山の会は楽しいネ。
一日が充実して会員の皆さんから明日のエネルギ
ーをもらい、感謝！感謝！ありがとう。今、酔ってます！

四班

L 祐子、張替、坂口、尾崎、木原、里子、松田

Ｕ子･･･ガスに閉口し、強風にさいなまれた雪の山「唐松岳」だっただけに、新緑、
つつじのピンクとさわやかな五月のそよ風の鹿岳は最高でした。
小野寺さん御疲れ様でした。
張替･･･天気が良く、楽しい山歩きが出来ました。お世話になりました。
坂口･･･久し振りにみんなの元気な顔が見られて良かった！
尾崎･･･新緑の季節で、この時期にしか見られない青葉、登りも下りもきつい山でした
が、それなりの達成感を感じ、天候にも恵まれ
誘って頂き参加して、満足気分でおもしろい山でした。
木原･･･天気良く新緑の山歩き、つつじも
見られて良かったです。
里子･･･思ったよりきつい山でした。
でも新緑や三つ葉つつじ、アカヤシオの花に
癒されました。
松田･･･劒岳に引き続き、鹿岳と幸せな一週間
でした。
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三つ峠・クライミング練習
記：長田

一樹

◆山行日：2011 年 5 月 8 日（日曜日）
メンバー：沼田、長田（敬称略）
◆コース：
5/8 6：00 草加→7:50 河口湖 IC→8:40 三つ峠駐車場→10:00 三つ峠屏風岩･練習開始→
10:15 観音ルート、地蔵ルート～12:30 昼食～巨人ルート(人工登攀)3P のみ 4P 目は時
間切れ敗退→17：20 終了→17：45 屏風岩→三つ峠グリーンセンター→三つ峠駅 19:15
目の前に大きな裾野を広げている富士山を見て、大きいよなぁ！そう言えば 10 日前に
登ったわ、結構雪が溶けたんだな等と考えていると足元のザイルがスルスルと上に引
かれて行く、｢オレの番だな。｣と誰も居ない外傾した狭い 1P 目終了点のテラスで呟き
ながら痛くて脱いだクライミングシューズを再び履き準備をする。
1P 目はクラックに水が染み出していたので隣の人工ルートでリングボルトに鐙代わり
のスリングを巻いて登った、まだ高度感も無くスラブっぽいので恐怖感は無かったと、
言うよりはスリングを使っての登攀も面白いと余裕があったが 2P 目の登り出しはテラ
スから左に身を乗り出すような感じで一歩チョットのトラバースがある、見なきゃ良
いのに 何故 か登り だす 前に下 を見 てしま う･･･そして 上 や左右 を見 ると目 の前 には 妙
義以上の絶壁が在る。ここはゲレンデとは云う物の支点は錆びたハーケンやリングボ
ルトばかりで落ちたらと考えると嫌な汗を掻く、事実何年か前にハーケンが折れて落
ちている人が居る。もう一度ハーネスに結ばれたザイルのエイトノットを確認して大
きく息をひとつ吐いたら一気に体を左側へと放り投げると同時に左手を思い切り伸ば
す。スラブなので掴める所は無いが引っかかりそうな所に手を掛け左足に慎重に体重
を移して右半身を引き寄せる。何処を歩けば良いのか皆目検討が付かないが目見当を
付けてジリジリと体を引き上げて行く、途中どうしても判らなくなり右手のクラック
へと逃げたのだがクラックに泥や草があり返って滑ってしまう、ソールを汚してしま
った事を後悔しながら再びスラブに戻りクィックドローを回収しながらゆっくり一歩
一歩高度を稼ぐと何とか 2P 目終了点に着いた。先程のテラスに比べると広く平らでベ
ンチ代わりの石まであり極楽だ。
セルフビレイを取りシューズを脱ぐと妙に喉が渇いている、唇までカサカサだ余程
呼吸が荒かったのだろう。

30

3P 目の登り出しを見るとコレマタキビシソウ･･･ホールドは有るがスタンスが無い恐
らくクラックに捻じ込むのだろうが支点が低いので落ち方が悪いと頭から落ちそうだ。
安全の為ここもスリングを掛けて A0 で通過するが回収時に上半身を伸ばして落っこ
ちそうになりながら回収する羽目になる。その後は 3 級程度の登りでスピードを上げ
ながら登れたが終了点間際での登りで？？？
リードで登っていた沼田さんの知人の方のアドバイスで左右の壁に足を突っ張って登
るのだが股関節の動きが悪いのかハーネスが邪魔なのか足を大きく開いて力を入れる
のが難しい、そうなると手で強引に上がろうとするがホールドが見当たらず焦って来
る、そうこうしている内に足の力が抜け、あっという間に目の前の岩が急速に上昇し
敢え無く落下する。気を取り直して今度は確実に足場を決めてから次の動作に移るよ
うにすると普通に登れた。登ろうという意思も大事だが技術が無くては登れない。登
る前に怖気づくと登れないが、登ろうとする思いが強すぎても力んで登れない、技術
を上げることも大事だがメンタルコントロールも大事なんだなと改めて思った。
ふと気付くと日が傾き始めて掻いた汗がアッと言うまに冷えていく、私だけ今日電車
で帰る為に下山するので 4P 目を残して時間切れ敗退となった。クライミングの良い
所の一つは下山が懸垂下降で済む所かなと思っている。用意完了後一回目は斜め右下
へと下降する 2 回目は出だしで放り出され空中懸垂で下降した後デポしたザックを回
収し 3 回目で下に到着する。翌日も練習した沼田さん達はデポしたザックの中の食料
を猿に持っていかれたらしい。時間が迫るので片付けは良いからと声を掛けて頂き、
自分の荷物を纏め陽が伸びたとは言え初めての場所なのでライトを準備し挨拶もソコ
ソコに下山する。暗くなる前に舗装された林道に出たいなと思うと足が速まる、観音
ルートは何気なく登ってしまい記憶に薄いなぁとか地蔵ルートは最終の所が左右ルー
ト共面白かった、あそこは左行き過ぎたなとボーっと考えながら歩いていたら足を滑
らし尻餅をついた。苦笑いをしながら立ち上がり今度は目の前の登山道に集中して降
りるが水を飲み切り喉が渇くので又足が速まる、何とかライトを点ける前に三つ峠グ
リーンセンターに出てスポーツドリンクとミネラルウォーターを買い一気飲みをする
と落ち着き、駅までの道を確認して再び歩き出した。電車での御約束！乗る前にビー
ルと食料を買い高尾までは飲みながらマッタリと帰宅しました。
更に次の週は富士山をグルｯとまわるドライブをし三度富士山を楽しみました！ ！
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天ぷら山行

高倉山 (1144m) ・坂戸山 (634m)

（新潟県南魚沼市六日町）
記：山﨑

正夫

【日 程】

2011(平成 23).05.14(土)～15(日)

【天 候】

晴れ

【メンバー】

L=千葉、鈴木(里)、新島、阿部、山口(敏) 、松井、染谷、鏑木、山本、
山﨑

【コース】
5/14

5:30 松原団地駅＝関越道六日町インター＝9:15 中之峰新道登山口→
11:30 高倉山 12:00→14:00 登山口＝さくり温泉入浴＝三国川ダムしゃ
くなげ湖第２オートキャンプ場

5/15

8:00 登山口→9:40 坂戸山→11:10 登山口＝昼食(鹿小屋で蕎麦)＝関
越道六日町インタ－＝松原団地駅

天ぷら山行に初めて参加させてもらった。独居老人となり、蕗の薹の天ぷらを作っ
ていて、もっと美味しくと思っている内に油から火の手が上がり恐ろしい思いをした。
それからは、家では天ぷらを作る気がしない。そんな時に天ぷら山行。行かない手は
ない。

天ぷらのついでに登る山と思っていたら、どうして高倉山はとても良い山だった。
途中アケビの新芽を採集している夫婦がいたが、山を登るのは我々だけだ。登山口は
廃墟のような別荘地の終点にある。そこには、登山道を昭和 57.9.15 に開設したとい
う記念碑がある。五十沢小学校児童の登山を目的に地域・ＰＴＡ・学校が一体となっ
て開設、その活動が第３２回読売教育賞賞外優秀賞に選ばれたらしい。歩き出すと山
菜が豊富にあり、前に進むよりも、採集のため左右に移動し忙しい。そうこうする内
に山菜もかなり採集できたし、標高も上がったので、歩くことに専念する。
一合目、２合目と学校登山用らしく丁寧に標識が現れる。道の両側に岩団扇(ｲﾜｳﾁﾜ)、
岩鏡(ｲﾜｶｶﾞﾐ)が勿体ない位沢山咲いている。所々に猩々袴(ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ)が混じって咲
いている。
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４合目まで来ると大きなブナが岩を抱いて立っている。山ツツジ、三つ葉ツツジが
目立つように咲いている。所々残雪があり気持ち良い。谷筋に残雪の中に木立があり、
その根元だけ小さく丸く土が見え絵のように美しい。やがて、急登となりステッキを
岩陰に置いて進むと、見晴らしの良い第１のピークに達する。ここから頂上を望む眺
めも素晴らしい。
頂上に達する。３６０度の眺め。八海山、越後駒ヶ岳、中ノ岳、巻機山，金城山の
山々、加えて格好の良いロックフィルの三国川(ｻｸﾞﾘｶﾞﾜ)ダムやしゃくなげ湖、ダムか
ら放流している吐出水、オートキャンプ場の施設まで見える。ここで絶景を楽しみな
がら昼食。そして八海山にも行ってみたいものだと思う。十分景色を楽しみ、下山と
なる。最後まで、山中は我々の独り占めであった。先頭グループﾞが見逃したコシアブ
ラ等の山菜を千葉さん達が確保。
さくり温泉入浴後、オートキャンプ場で山菜を整理、いよいよ天ぷらの始まりだ。
女性軍が料理をしてくれる。男性軍はアルコールを飲むわけにいかず、談笑。天ぷら
が出来上がり、アルコール解禁となる。
やはり美味しい。美味しい、美味しいで
夜が更ける。

翌日も快晴。坂戸山に向かう。農作業中
の男性に道を聞くと、ちょうど登山口の
前を通るからと案内してくれる。そこは
用水の橋を渡って神社の中を通っていく寺ヶ鼻登り口だ。
昨年と違う登山口であったが、面白いのでここから登ることにする。坂戸山も岩鏡(ｲﾜ
ｶｶﾞﾐ)、岩団扇(ｲﾜｳﾁﾜ)が多い。１時間４０分程度で頂上に達する。頂上の案内板によ
り坂戸山には４つの登山道があり、寺ヶ鼻登り口が最も標高差があり、距離も長いこ
とが解った。頂上直下にはカタクリの群生地がある。頂上には社が有り、ここで小休
止。裏側に回ると八海山を背に、その前に昨日の高倉山が見える。坂戸山は近在の人
達に人気の山のようで大賑わいであった。
三々五々登山口に戻り、古民家を移築した鹿小屋の座敷で美味しい蕎麦を食べ、山と
天ぷらと蕎麦に満足して、帰路についた。
周到な計画をしていただいた千葉さん、車を提供・運転していただいた染谷さん、
松井さん、参加の皆さん、ありがとうございました。
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高倉山・坂戸山、てんぷら山行
記：松井多喜雄
日時：２０１１年５月１４日～15 日
メンバー：L 千葉、鈴木（里）、阿部、新島、山口（敏）、染谷、鏑木、山崎、山本
渋谷、松井
一日目、松原団地西口 5：30、（染谷号、松井号）2 台に分乗して出発、途中でトイレ
休憩して、六日町 IC にて一般道へ、中之峰新道登山口へ。山菜取りの車とすれ違いが
出来ずバックしてもらう。駐車スペースを確保、身支度を整え、9：05 出発。今日の目
的の山菜を確保するため皆さん頑張りました。
（コゴミ、タラノメ、ワラビ、アケビ新
芽、山ウドフキノトウ、ツクシ、ゼンマイ、コシアブラ、ヨモギ等）沢山採れました。
よく山菜取りの人が迷子になったり、遭難事故などのニュースを聞きますが、山菜取
りに夢中になりすぎて、登山道からはずれての遭難だろうと実感しました。
登山口から、1 時間ほどで入道ブナ、さらに 1 時間位で八合目。途中の登山道には、殆
ど雪は無いが、沢にはまだ雪がかなり残っておりました。登山道の途中の展望も開け
ており、八海山や、近隣の山々も残雪が有り、楽しむ事が出来ました。また、山の花
も沢山咲いており、
（イワウチワ、イワカガミ、ショウジョバカマ、タムシバ、シュン
ラン、イカリソウ、アカヤシオ、コブシ、ヤマザクラ、ミネザクラ、ウバザクラ、カ
タバミソウ等）目、心、癒されました。
八合目からさらに 1 時間ほどで、高倉山（1143.7ｍ）山頂です。
30 分ほど、食事休憩して下山しました。下山途中でも、山菜を採りながらの下山で、2
時間位で 14 時頃登山口へ無事下山しました。身支度をして、しゃくなげキャンプ場へ
向かいました。キャンプ場の係の人の手違いで、バンガローが 1 棟しか空きが無く、
11 人、皆で過ごす事に成りました。まず、皆で山菜の掃除をしたり、キャンプ場の近
くへ、さらなる山菜を探しに繰り出して、沢山の山菜を採る事が出来ました。山菜の
下ごしらえをしてから、皆で「さぐり温泉」へ汗を流しに繰りだしました。温泉から
の帰りにスーパーにより、八海山や、ビール、てんぷらに必要な不足の食材を調達し
て、バンガローに戻りました。女性の皆さんは、てんぷらの準備。男性は、テーブル
を用意して宴会の準備は完了です。男性は、てんぷらが揚がるのが待ちきれず、千葉
リーダーからお許しが有り、先にビールを頂きました。まもなく、揚げたての山菜に
舌づつみを、させていただきました。てんぷら山行万歳！！、てんぷら、おひたし、
みそ和え、胡麻和え等、沢山の、山菜料理に、二升の、八海山も飲み干し、新潟の夜
も更けて、一階、二階に分かれて床に就きました。朝食は、魚沼産のコシヒカリ、山
菜の味噌汁、山菜の胡麻和え、山菜のおひたし等、おいしい朝食をいただきました。
二日目、坂戸山
坂戸山も低山ですが、頂上には社が有り、頂上直下にカタクリの群生が有り、楽しい
山でした。 L,千葉ちゃん、沢山の調理道具、容器、準備有難う！参加メンバー有難う！
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セルフレスキュー
参

加

（都岳連『岩場のセルフレスキュー』）

者：グループ 2

記：沼田真澄

長田、沼田（他 3 名）

期日・場所：5 月 17 日（机上講習）、28 日～29 日（実技講習）
内
受
講

容：岩場でのトラブルから自己脱出し、パートナーを安全地帯まで救助
講

料：15000 円（受講料）＋7300 円（宿泊費＋懇談会費）
師：渡邉輝男

著書『セルフレスキュー（ヤマケイ・テクニカルブック⑪）』

＜机上講習＞19：00～21：00
一連の流れの説明。ダブルフィギアエイトループとインライン･フィギエイトノット。
＜実技講習 1 日目＞9：30～13：00

13：30～18：00

20：00～21：00

雨のため、実施予定だった丹沢モミソ岩には行かずに、宿泊場所のどんぐり山荘内で
行うことになった。レスキュー3S（Safety Speedy Simple）を念頭に置き、一連のシ
ステムの練習を行う。①アンカーの構築：立ち木の場合（ラウンドさせて結ぶ）と複
数の視点から流動分散の場合（60 度以下、インライン･フィギエイトノット[インライ
ン]、バックアップ）②ラッペリング（セルフビレイ、ギアを落さないセッティング、
バックアップ、制動のコントロール、終了後の時間短縮）③ディスタンスブレーキ（タ
イブロック、ハーフマスト）④リーダーレスキュー（ビレイからの脱出→事故者を固
定しているロープを利用した登り→事故者上部からの振り分け救助）⑤セカンドレス
キュー（ビレイからの脱出→事故者上部からの振り分け救助）⑥ライジング（1/2、1/3、
1/6）⑦簡易搬送（スリング利用、雨具とスリング利用、リュック等利用）
＜実技講習 2 日目＞8：30～13：00

13：10～15：00

雨が降り続いていたが、山岳スポーツセンターの屋外 15ｍ壁で行うことになった。
①アンカーの構築（3 点で支点を取り、流動分散にしてインライン）②ラッペリング：
鉄骨階段を上がり、空中懸垂。ハーネスに結びつけた PAS にエイトカンとカラビナを
セットし、ダイニーマスリングでオートブロックをセット、最後にカラビナでワンタ
ーンさせる。そして、下降。③宙吊りからの自己脱出：ディスタンスブレーキで上か
ら地面のあたりまで降ろしてもらう。タイブロックを手の押し上げ用にセット、オー
トブロックを結びハーネスにセットし、足用のスリングをつけ足に巻きつける。そし
て、登っていく。④セカンドビレイからの脱出：ルベルソキューブを使用。ロープに
クレムハイストをセットし、ムンターミュールでハーネスにカラビナと連結。徐々に
ロックを解除しながら、荷重をゆっくりクレムハイストに移す。⑤リードビレイから
の脱出：メインループにカラビナをつけロープをワンターンさせる。ぐるぐる巻いて
クローブヒッチの仮固定。ロープにクレムハイストをセットし、支点と連結。仮固定
を解除し、荷重をクレムハイストに移す。その後、支点にバックアップを取り、ビレ
イデバイスをロープから外す。⑥介助懸垂（PAS を用いて振り分けをする）⑦ライジン
グ（タイブロックとオートロック付のビレイデバイスを使用し、自重と手と足を使い、
事故者を持ち上げる）⑧実際の救助：救助者が事故者のところまでラッペルし、振り
分けをセットし、事故者のロープを切断して、介助懸垂で降りる。
1 日目に室内でみっちり行い、2 日目に屋外で雨に濡れながらではあったが、実技がで
きたのは良い流れだった。ロープ切断体験もでき、非常に内容の濃い二日間であった。
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久しぶりの一の倉沢

松浦 剛

６月に久しぶりに谷川岳の一の倉沢に入るので、群馬県警交通部の谷川岳登山センターに「危険
地帯の登山許可書」を得る為に、登山届けを山口さんに出して頂き、先日「登山許可承認印」のあ
る登山計画書が私の家に届いた。私の青春時代には余りにも谷川岳の遭難事故が多いので、
遭難の多い地域を危険地帯と定め、危険地帯の登山には群馬県警交通部の許可が必要とな
る条例が出され、この条令は個人の登山規制であると山岳関係者は大いに騒いだが、遭難
の多さには勝てず「谷川岳登山条令」は発令された。危険地帯とは東面のマチガ沢～一の
倉沢～幽の沢周辺と南面の鷹巣沢周辺が含まれ、一般に谷川岳の素晴らしい岩場の登攀ル
ートは全て含まれている。

私が一の倉沢を登っていた頃は沢の出合に「５００人目にならぬよう」と言う立て看板が立って
おり、既に４９９人の遭難死者を出していた谷川岳には暫く行かないようにしていた。５００人を
すぐ超えてしまいマスコミも騒がなくなったので、再び一の倉沢は登られるようになった。私は
当時「東京都山岳連盟」に所属する山岳会に入っていたので、事前に群馬県警から承認され
た「登山計画書」に書き入れした書類を持っていけば、谷川岳登山センターでは全て承認して
もらえたので、余り苦労も無く一の倉沢を登っていた。しかし私は２度この登山条令を破り無許
可で違反して登ってしまったことがある。１度は５０歳を過ぎ山登りを２０年ぶりに再開した時、
すっかり登山条令を忘れてしまい、登ってしまった。
印象に残っているもう一つの違反 は、２６歳頃 の冬
に絶好の好天が来そうなので、ザイルパートナーと
計 画 し登 山 センターに行 き登 山 認 可 の書 類 を出 し
たが、この書 類 は最 近 新 しい書 類 に変 更 になって
おり、認 可 できないとの警 察官の返 事であった。私
は書類が変更になったかもしれないが、こうして「山
行 計 画 書 」を出 しているのであるから「誰 が何 所 に
登 っているのか」管 理 できるはずであり認 可 できる
はずだと、警官と激しい言い争いになってしまった。
警察官は如何しても受け付けてくれないので、私は
心の提出書類を十分に出したので、決心してパート
ナーに違反登山をしようと囁き、一の倉沢に向かっ
た。しかしなんと警察官が２名我々の後についてく
冬の一の倉沢出合にて
るではないか。これにはさすがに困った私は一の倉沢出合で警察官に向かって「沢の奥で写
真を撮ってきますので失礼します」と言って沢に入ってしまったが、さすがに警察官は後を追っ
ては来なかった。幸い我々は一の倉沢の一の沢を登り、マチガ沢と一の倉沢の間の東尾根の
雪稜を登り国境稜線に出て，茂倉岳に縦走し途中ビバークして翌日土樽駅にたどり着いたが、
パートナーが下山中に足を骨折し携帯電話もない時代だったので、全て一人で処理しなくては
ならず、人間と荷物を代わる代わる背負い１日大変な苦労をして下山することとなった。
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５月の勉強会「登山計画の立て方」

２０１１年５月

松浦 剛

一般的な注意点。（初めに目的の山を知る事が大切です。）
初めにガイドブックと地図により目的の山を調べる事がスタートとなる。
１、目的の山の登山口から山頂までの高度の差を確認する。（地図によるルート確認）
１） 登山者の一般的な高度を登るスピード＝３００ｍ／時です。
２） 北岳、穂高、等は１５００ｍの高度差があるので、１５００ｍ÷３００ｍ＝５時間
３） 谷川岳は１２００ｍの高度差なので１２００ｍ÷３００ｍ＝４時間かかる。
４） 富士山は１４７０ｍなので１４７０ｍ÷３００ｍ＝約５時間（５～６時間かかる）
此れは標準で中高年は此れより遅い人もいますので、メンバーを見て時間は考える。
現在は登山地図にタイムが書かれているので其れを参考にし計画することが一般的です。
２、高度差による困難度
５） ５００ｍ～１０００ｍまでは２時間～３時間で登れるので大きな負担はない。
６） １０００ｍ以上の高度差になると、中高年には負担となってくるので、注意する。
７） １５００ｍに近くなると、５～６時間かかり大きな負担となる。
８） 山頂までに峰がある場合は昇り降りするので、高度差がよりプラスされる。
９）山は無理すれば登れますが、余り無理すると体力が落ちて、雨や初雪（降雪）で低体温
症となり疲労凍死遭難を引き起こすので、余裕ある登り方が大切です。
注）一般的には日帰りの山登りでは５～６時間以内としたい
１０）高山における酸素の濃度と人間の酸素吸収力と疲労も考える。（酸素は高度３０００ｍ
だと ３０％減の酸欠となる。）
３、車利用での注意点
１１）登山口まで車が入れるか。入れなければ何所から歩くか。
１２）登山口に駐車場があるか、何台くらい駐車出来るか。（台数、大型による注意）
１３）車により参加人員も限定される事があるので、事前に例会で話しておく。
１４）参加者が多い場合いはマイクロバスの利用も多くなったが、雨のときの行動計画、
又はキャンセル料も事前に参加者に伝えておく。
４、岩場や沢沿いの道のある時は必ず、会で常備の安全ロープセットを持っていく。
５、歩行時間の長いルートでは、途中で下山できるエスケープルートを考えておく。
６、沢登り
１） 目的の沢のルート図をよく見て、大きな滝が何箇所あるか、高さは何メートルあるか確認し
ておき、その場でザイルの使用の有無を考える。
２） 水量の多さに関して調べておく。
３） 沢の長さと源頭の藪漕ぎの長さの調査。
４） 下山路に関しても安全で短時間で下山できるルートを選ぶ。
５） 沢の途中でやめる事も考え、エスケープルートも調べておく。
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７、雪山
１） 山頂への登山ルートの決定。（一般的には最短ルートを選ぶ。）
２） 積雪の多さを調査しておく。
３） ルートの樹林帯の長さと高山帯の長さを調査し登山時間を推定する。
４） アイゼン、ワカンの使用場所を推定しておく。
５） テント場の場所を考えておく。
６） 夜が長いので、楽しみは食事と酒なので食糧計画は確り計画する。
８、一般注意事項
８－１、計画書には下山連絡先がありますが、必ず会員の誰かにお願いして下山連絡先にな
っていただき、お願いした会員には必ず登山計画書を渡し、下山後に電話にて無事下山を連
絡してください。連絡しないと「遭難」扱いととなり、捜索隊の編成が必要となりますので注意し
て下さい。
８－２、休息と給水
山でバテない為に大切な事は、ゆっくり登る事、３０分に１度５分～１０分の休息を取る事、そ
の時に少しでも水を飲む事を心がける事が大切です。計画には休み時間を歩行時間に入れ
て下さい。
８－３、登山メンバーと登る順位
一番経験ある人又は２番目に経験ある人がトップとなり、ペースメーカーとして全体を引っ張り、
１番自信のない人を２番目にします。トップは２番目の人の登り具合を見ながら、歩行スピード
を変化させる事が大切です。ラストは１番経験がある人か２番目に経験がある人が歩きます。
ラストは先に登るパーテー全体を見て判断し、問題あればトップに連絡します。
パーテーで登るときに大切なのは自分勝手に歩かない事です。

「てんとさいと」編集からのお願い
号

数

213 号

214 号

215 号

216 号

発行日

6 月 26 日

9 月 25 日

12 月 17 日

3 月 25 日

表紙絵製作者

小林陽子

上原すみ

浅井照光

中島秀子

コール

松浦剛

山本理郎

山口裕史

八並絹代

心に残った山行

松井多喜雄

山崎正夫

新庄八重

上原すみ

編集担当者

平野祥子

上原すみ

新島和子

小野寺英子

今年度の「てんとさいと」は、上記の皆さまにお願いいたします。
申し訳ありませんが、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
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編 集 後 記
震災から３ヶ月経ちました。直後は皆さんも山へ出かける気持ちなどなかっ
たようで、山行計画も少なく「てんとさいと」ができるか心配しました。
少しずついつもの生活に戻り、山に行く事ができて良かったです。
ご協力ありがとうございました。

編集担当
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平野

発 行 日

平成 23 年 6 月 26 日

編 集 者
発 行 者

平野
松田

祥子
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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