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コール

山本 理郎

今年は 1 月～8 月までに 10 名の新規会員が入会しています。十何年振りの大勢の入会者
で今後の活躍を期待する処です。現在、山の会の平均年齢は 60 才でここ数年高齢化が止ま
っているようです。これは若手会員の入会のお陰ですが、年齢構成グラフをみると近い将
来いろいろな現象が出てきそうな気がします。12 年前は 45～59 才が主力集団であったも
のがいまや 55～69 才に移っています。主力集団がそのまま高齢化しているようにも見えま
す、高年、高齢者にはとても居心地のよい会なのでしょう。一方 50 歳以下を区切ってみる
と、平成 11 年には 21 名いたものが、現在は 9 名になっています。これからの会の担い手
の人材がまだまだ不足しているようにも見えます
前回号のコールで松浦さんが登山技術の若手への伝承に力をいれたい旨の事を書かれ
ていますが、それと同時に必要なのは会の運営も少しずつ若手にバトンタッチすることを
進めることだと思います。草加山の会は元気な高齢者が沢山いて、まだまだモラールは高
く、今日の明日が問題だとは思いませんが、たまには 10 年後の草加山の会を考えることも
いい機会なのではと思います。
斯くいう私も 56 歳で草加山の会にお世話になり、元来ハードな登山は苦手で物見遊山
的な登山しか出来ませんが、それなりに花鳥風月を楽しみ、温泉山行に至福の時を見つけ
てきました。まだしばらくは仲間との山行をエンジョイしたいと思いますが、今年はもう
古希の年齢に達してしまいました。10 年先も山登りが出来るとは思っていませんが、
定年後の生きがいの 1 つであった草加山の会がこれからも、活発に活動が続くことを願う
ばかりです。

1

2011 年 6 月～9 月山行実績
山行報告
山行

リーダー部

日程

山岳名

リーダー

参加者

山口(裕） 山口(敏)、他 1 名

6/4~5

高妻山・戸隠山

会

6/ 5

甲斐・三窪高原

園木

下川、阿部、黒澤、鈴木(里)、小野寺、中島、
八並、青柳、平野、畑野、

個人

6/12

岩トレ 谷川・一ノ倉

松浦

鈴木(勝)、沼田、山口(裕)、長田

会

6/12

公開バスハイク
日光 切込湖・刈込湖

樋口

実行委員・浅井(祐)、山崎、渋谷、磯川
一般参加者 33 名・会員 19 名

個人

6/8~14

谷川馬蹄形

個人

6/18~19

南八ヶ岳

個人

6/20

日光

個人

6/25~28

北海道
羅臼岳・斜里岳

個人

7/2~3

小松原湿原

個人
個人

７/9~10
7/9～12

尾瀬 燧岳
北海道・幌尻岳

浅井(昭)
石井(美)

会

7/10

日光・高山

鈴木(里)

会

7/10

三っ峠

阿部

個人

7/13~14

沢登り 釜ノ沢東俣

長田

個人

7/14

新鹿沼・古峰ヶ原

小林(い)

個人

7/17

沢登り 谷川 仙ﾉ倉谷

松浦

長田・鈴木(勝)、浅井(昭)、浅井(祐)

個人

7/17

大菩薩嶺

山崎

下川、他１名

個人

7/17~18

沼田

他１名

個人

7/22~24

北ｱﾙﾌﾟｽ

個人

7/22~24

剣岳

7/24

榛名

相馬岳(花)

園木

7/27~30

アポイ岳・夕張岳

下川

8/7

御坂山～黒岳

新庄

個人

8/8～9

燕岳

山崎

加藤、他 1 名

個人

8/9～10

黒部五郎周遊

管野

他1名

個人

8/13~15

甲斐駒ケ岳～鋸岳

個人

8/15~16

那須岳

個人

8/13~16

白馬鑓温泉・蓮華温泉

個人

8/18~19

槍ヶ岳・大ｷﾚｯﾄ断念

個人

8/27

烏帽子岳~池の平湿原

個人

8/27~28

吾妻山

山崎

下川・畑野

９/11

雪頭ヶ岳・鬼ヶ岳

園木

渋谷、関口(美)、阿部、山崎、平野、西方、
山崎、森、上原

個人

会
個人
会

会

山口(裕） 長田、沼田、他 1 名
山崎

鳴虫山

井戸沢・大沢右俣
笠ヶ岳

千葉、小宮、大門、新庄、平野、浅井(昭)
浅井(祐)、新島、青柳

小野寺

阿部、小林(い)、黒澤、大木

小野寺

山本、小宮、松田、山崎、杉山、黒澤、
千葉、新庄、鈴木(里)、大木、上原、青柳

松浦

下川、磯川
浅井(祐)、小林(真)
小野寺、山崎、山口(敏)
黒澤、大木、上原、畑野、兼堀(善)、
兼堀(恵)、小池(祐)、西方
千葉、鈴木(廣)、鏑木、前田、八並、平野、
新島、箱井、菅野、
山口、沼田
黒澤、新庄、上原

小林(い)

小野寺、阿部、山崎

石井(美)

石井(文)

鈴木(勝)
山崎

松田、山口(敏)、黒澤、杉山、鈴木(里)、
八並、中島、関口(美)、千葉、畑野、平野、
新島、大門、渋谷、西方、上原
田村、木原、他 1 名
黒澤、上原、小野寺、関口(美)、平野、新島、
染谷、鈴木(廣)、松田、池本、畑野、他 1

長田、松田
他1名

園木一人旅(雲上の露天風呂を結ぶフラワーロード)
山口(裕) 山口(敏)、他 1 名
浅井(祐)
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黒澤、小野寺、千葉、杉山、鈴木(里)、上原

高妻山（2,352m）・戸隠山（1,904m）
記：山口裕史
◆山 行 日：２０１１年６月４日～５日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外１名

（敬称略）

昨年飯縄山に登った時に見た戸隠高妻の姿に感動し、今年は同じ時期に登ろうと考えて計
画を温めていました。当初は避難小屋利用の縦走を考えていましたが、どうやら避難小屋
の利用はあまりよろしくないようなので自粛。一不動の登山道は二度使うことになりまし
たが、1 日目登山行程の長い高妻山、2 日目は戸隠山としました。

高妻山
コースタイム：11 時間(休憩込み)
5:30 駐車場 5:50→牛止め柵 6:00→7:15 氷清水 7:20→7:35 一不動避難小屋 7:45→二釈迦
7:50→三文殊 8:00→四普賢 8:20→8:35 五地蔵 8:45→六弥勒 8:50→七薬師 9:00→九勢至
9:35→10:40 十阿弥陀・山頂 11:20→十一阿しゅく 11:45→12:05 山頂 12:20→九勢至
13:15→八観音 13:25→五地蔵 14:10→一不動避難小屋 14:55→氷清水 15:05→駐車場 16:50
一不動までの登りはニリンソウ、スミレが絨毯のように咲いており、目を奪われていると
緩やかな登山道の登りもずいぶん時間を費やしてしまった。ガイドブックに掲載されてい
る帯岩のトラバースはそれほど危ない箇所ではなかったが、見所の 1 つとしては十分だ。
登山道からの展望は素晴らしい。一不動～五地蔵までは東側の飯縄、黒姫の展望。五地蔵
～十阿弥陀までは妙高、火打、焼山、戸隠、穂高、槍の展望。山頂は、北アルプス全部も
含め 360 度の展望。
乙妻に向かうつもりだったが踏み後がないので行ける所まで行ってみようと考えて軽身で
下り始めた。これまでと違って道も細く急斜面なのが印象に残った。十一阿シュクのピー
クに来て下り始めようと思ったが、雪がついていて足場が不明瞭になり始めたので残念だ
が断念。反対側から高妻山
を見ることが出来たので良
かったか。
また 2,200m 付近の急登箇
所に残雪が残っておりアイ
ゼンが欲しいくらいだった。
今年は雪多いとの改めて
実感。
飯縄山では同時期にコシア
ブラ沢山取れたので、今回
は期待していたが全く見つ
からず空振りに終わったの
が残念。
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戸隠山
コースタイム:7 時間(休憩込み)
戸隠牧場 6:00→随神門 6:50→7:15 戸隠神社奥社 7:30→五十間長屋 8:15→百間長屋 8:25→
蟻ノ塔渡り 9:00→9:25 八方睨 9:35→戸隠山 9:42→九頭龍山 10:30→一不動避難小屋
11:35→11:45 氷清水 11:55→戸隠牧場 13:00
戸隠山頂よりも蟻ノ塔渡りを楽しみに計画です。それだけに終わらない良い山行でした。
ささやきの小道は既に水芭蕉は終わっていたが、淡い新緑の中、スミレなどの小花が咲い
ていて気持ちの良いコースでハイキングとしても十分楽しい。
随神門からの参道は早朝なので観光客も少ない。両脇に立ち並ぶ杉の巨木は歴史を感じる
ことができる。参道だからと思っていると意外に坂道で、ヒールなんか履いての観光とし
てはきついのではなかろうか。
聳え立つ戸隠山に登るため登山口から急登が続く。汗を流しながらもイワカガミやツツジ
の花を見ながら頑張れた。一不動の道とは 1 時間程度はなれているだけなのにこれほど咲
いている花の種類が違うのは驚く。
西窟を過ぎてからの鎖場は、表妙義を髣髴とさせる登りの連続。スタンスはしっかりして
いるので楽しみながら登る。塔渡りへの最後の鎖場はかなり高度感があってスリリングだ。
お目当ての蟻ノ塔渡りは、期待通りの場所。二足歩行で通過するつもりだったが、切れ落
ちた足場を目の前にすると少し風が吹いただけでも立てなくなる。しょうがないので跨い
でズリズリ、四つん這
いにユックリ進んでク

蟻ノ塔渡り

リア。
右側に鎖を使って 5m
位下ったところにトラ
バースするエスケープ
ルートがあったが、こ
ちらを通るのも意外に
怖そうだ。八方睨から
は塔渡りが良く見えて、
山ガールがスイスイ塔渡りを歩いていくのを見て感心した。
一不動まで行くと長いが、飯縄方面の切れ落ちた陵線歩きは面白かった。感想としては表
妙義の陵線歩きに似ているが、高度が高いため樹林帯に覆われていない箇所も多く、見所
は十分だ。あいにく曇りで北アルプスの展望は全くなかったが、高妻山で見ておいたので
良しとしよう。
それにしても修験者はあの岩峰を鎖無しで縦横無尽に歩いていたのだから凄い。
今度来る時は西岳から戸隠の縦走してみたい。
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甲斐・三窪高原
（花の山旅

ツツジ）
記：畑野

仁美

◆山行日：2011 年 6 月 5 日（日）
◆山行者：L 園木・下川・阿部・黒澤・鈴木里・小野寺・中島・八並・青柳・平野・畑野
◆アクセス：電車（南越谷～塩山）・タクシー（塩山～柳沢峠）
◆コース：柳沢峠～板橋峠～電波塔下～鈴庫山（1600m）～柳沢の頭～柳沢峠
園木さん計画の花の山旅第２回目。連華ツツジ・サラサドウダン・三葉ツツジ等の
ツツジ乱舞いを楽しみに行ったが、残念・・・・
三葉ツツジがちらほら咲いているだけで、まだ早かったです～ （今年は遅れてるようです
ね）でも、新緑が綺麗だったよ～(*^。^*)
板橋峠までは車道を歩き、とっても急な斜面を登
るとツツジの群落だけど、どれもまだ蕾が堅そう
でした。
樹林帯の同じような道を登り下りするので、
どの辺りを歩いているのか分からない・・・
曇りで景色も見えなかったしね～(^^ゞ
お昼は園木シェフのイタリアントマトを御馳走になり、のんびりハイキングでした
下山後は、塩山温泉で地元の人しか来ないような公衆浴場だけど、安くてツルツルのいい
お湯♨(#^.^#)

極楽～

そして、前回は食べられなかった、美味しいお蕎麦をお腹いっぱい頂き帰りました。
次回も楽しみです。

鈴庫山からの眺め
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草加山の会公開バスハイク
2011 年 6 月 12 日（日曜日）

切込湖・刈込湖
明
参加費

細

会計報告
収

実行委員

入

支

出

286,000

大人（5,500×52 名）
小人（5,000× 1 名）

5,000

貸切りバス代

89,250

有料道路

15,990

保険代

5,950

運転手寸志

2,000

スープ材料・ガス代（2,000×5 班）

10,000

温泉入浴代

25,900

飲み物・おつまみ・ゲーム景品・賞品

22,667

しおり製作・コピー代

1,625

通信費（はがき・切手・ＦＡＸ・交通費）

2,260

写真代

2,931

下見代金

10,000

打合せ費用

19,099

291,000

小計
1名
19 名

2,750

返金（5,000×1/2）

19,000

（会員返金）＠1,000

291,000

合計
残金

207,672

61,578

6

229,422

奥日光

切込湖・刈込湖
（公開バスハイク

1 班）
記：畑野仁美

◆山行日：2011 年 6 月 14 日（日）
◆山行者：会員
一般

L 畑野・SL 上原・磯川
畠山仍恵・杉田悦子・辻村智恵子・武藤リウ子・由井妙子
秋山直江

◆コース：光徳温泉～光徳牧場～山王峠～切込湖～刈込湖～小峠～湯本温泉
梅雨時の山行で雨を覚悟していたけれ
ど、実行委員の皆さん行いがいいので
しょうね。
ちょうどいいお天気と気温で、
すがすがしい山行が出来ました。
１班は上原さんの卓球のお友達で全員
女性、その中一番若い男性実行委員の
磯川さんがメンバーでみんな大喜び！
刈込湖湖畔

山登りが始めての人がお一人おられ、
いつもよりゆっくり目でしたが
皆さんおしゃべりも弾んで元気いっぱい、流石です。

新緑の中、最初は春ゼミがうるさい位に鳴いていましたが、登るにつれウグイス・コマド
リ・カッコウ等の鳥の声に替わり、足元にはスミレ・ミツバオウレン・ギンリョウソウ・
リンドウの花が可愛く咲いていました。
湖畔で園木シェフ直伝のトマトスープを作
り、皆さんに「おいしい～」と言って頂き
良かったです。サッパリと酸味の効いた
美味しいスープは、汗をかいた後にぴった
りですよ。
湯本温泉までは少し長い下りでしたが、
無事帰り着くことが出来ました。
天侯で下見も苦労されたとの事、実行委員

スミレの花

の皆さん本当にお疲れ様でした。
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山行紀行 ～夏～
記：浅井祐子
▲ 6.12. 公開バスハイク「切込湖～刈込湖」 L.樋口、他
遅くまで残る雪やら、実行委員の都合が合わずで、下見山行は何と本番の 1 週間前
でも当日は好天に恵まれ満席に近い参加者を得て、奥日光の自然を皆で賑やかに楽しみま
した。多忙な仕事を抱えながらの樋口実行委員長の準備の細かさには本当に頭が下がり、
バスハイク参加経験の無い澁谷さんや磯川さんが実行委員を快諾してくれたのにも感激。
又、昨年のバスハイクで入会された新しい会員の方々の活躍ぶりも嬉しい限り。こうして
草加山の会のバスハイクが伝承されて行くのだな～と、帰路の車中、缶チューハイを呑み
ながら咽び泣いていた浅井祐子でございます…。以前より私、声を大にして叫んでおりま
す。
「草加山の会を知るにはバスハイク実行委員になることが一番!!」是非、来年はそこの
貴方～、出番ですよ!!
▲ 6.18-19. 八ヶ岳/赤岳(杣添尾根組と縦走組)
梅雨真っ只中! なんてことはお構いなしで赤岳に向かう我らを待っていてくれたのは、
何とも可憐で黄色い「つくも草」だった。残念ながら両日共雨で景色眺望は皆無に近かっ
たが、車 2 台を駆使してピストン組、縦走組とに分れ思い思いの八ヶ岳を味わう。お目当
ての天望荘の五右衛門風呂も少々ぬるめだったが、山上で汗が流せるだけで幸せだ。
季節を変えて再挑戦せねばなるまい。
▲ 7.9-10. 尾瀬/燧ケ岳(御池～燧～見晴～沼山峠～御池) L.浅井ゆ、浅井て、小林真、
7/ 9 草加 5:00= 御池 9:00- 燧ケ岳 12:30～45- 見晴十字路(弥四郎小屋泊)15:45
7/10 小屋 6:40- 沼尻 7:20- 尾瀬沼 9:20～45- 沼山峠 10:40=(バス)=御池 11:00= 入浴&蕎
麦
原発の風評被害と花の盛りの隙間が重
なってか、とても静かな尾瀬を満喫出来た。
当然雨降りを覚悟で出かけるが、真っ青な
空を見上げながら梅雨明けを確信する。今
年初めて耳にする蝉の声を聞きながら広沢
田代へたどり着くとワタスゲが満開で、誰
も居ない湿原を 3 人占めだ。熊沢田代を過
ぎると残雪もあり飽きさせることなく燧の
山頂に到着。眼下に広がる尾瀬ヶ原に癒さ
れるひとときだ。
見晴十字路に着いても人の少なさに驚く。いつもなら登山客でごったがえしていて、そ
れこそ足の踏み場も無い位なのに、とにかくゆったりとしているのだ。乾杯の生ビールも
ついはかどってしまう。お風呂もゆっくり、食事ものんびり…。最高の尾瀬である。翌日
は沼尻、沼を経由して沼山峠へ、バスで御池へ戻る。
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2011 年「奥日光切込湖・刈込湖公開バスハイクに参加して」（2 班）
記：浅井昭光
今回のバスハイク、実行委員会の素晴らしい配慮で座席指定、しかも周りを見渡せばみ
んな二班の顔ぶれが揃っているという、いたれりつくせりのもてなしだった。
私の班は 11 名、澁谷実行委員の知り合いが中心のミ
ニファミリーで、何度もバスハイクに参加してくれ
た常連さんもいる。天気の良い中、光徳牧場を出発
し山王峠と向かう。
オバサンパワーはおしゃべりがお好き、笑ったりけ
なしたり足が動かない(?)。何とか峠を登ると涸沼に
でる。素晴らしく何とも心いやされる風景が目に入
ってくる。その一画で休憩をとり、しばしのどかな
自然に身をおく。しばらく歩くと湖が見え始めた切込湖だ。湖沿いに小道が蛇のようにく
ねっている。広い場所に出たところで、マッテマシタのランチタイム！
我が班は、若い小池夫婦の発案で栄養タップリ、愛情小さじ少々の豆乳鍋を作る。
小池さんは、次から次へと最新式の装備を披露してくれた。（かなりの凝り性です）
静かな刈込湖を見ながら食べる昼食は、とても楽しく美味しかったですね。ご馳走様でし
た。
昼食を済ませ湯元へと足を向ける。道は整備され木道のしっかりした階段が続き、湯元の
源泉を通り過ぎゴールにたどり着く。温泉で汗を流し、車中で乾杯のビールを開け今日の
おつとめを終える。樋口実行委員長をはじめ実行委員のみなさんお疲れ様でした。いろい
ろな配慮あるバスハイクありがとうございました。
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２０１１ 公開バスハイク切込湖・刈込湖 《3 班》
記：小林いつ子
■日

程：平成 23 年 6 月 12 日

■メンバー：3 班
ゲスト

Ｌ小林いつ子・兼堀喜和・兼堀恵美子・山崎正夫

若林賢一・若林恵子・池田賢一・橋本光雄・青柳伊佐雄
高橋ノブ

この日の 3 班のお客様は、若林夫妻を始め、実行委員の山崎氏繋がりで編成されていた。
トイレ・身支度・準備体操を終え、光徳登山口を出発。気持ちのよい林の中を歩き始めた。
ゲストの足に合わせてゆるりゆるりと登った。
山王峠で休憩。自己紹介をしようという事になった。そこで、山崎繋がりだけでなく、皆
さんそれぞれ個人的にも何かの縁で繋がっている事が分かり、思わず

へ～～!!あまりに

複雑（時空を超えた話）なので、説明不可能!!
そんなことをしていたら他の班から遠く離れてしまったが、相変わらずゆるりゆるりと歩
いた。
涸沼が見渡せる場所に着くと、他の班の皆さんがもう涸沼の見晴らしで休んでいた。
仲間の姿を見つけると、リーダーとしてはホッとする。同時に、広々とした涸沼の景色が
すがすがしい気分にさせてくれた。
切込・刈込湖に続く樹林帯では、山歩きに慣れてきたゲストが写真を撮ったり、倒木に
生え始めた何本もの若木に感心したり、苔や花の話で盛り上がった。一時間も歩くと目的
地の切込・刈込湖に到着した。
遅くなったが急いで作ったキノコ汁を、ゲストの皆さんが美味しい美味しいと言って食
べてくださった。
ゴールの湯本温泉では湯畑の中を歩きながら、地面の泥からブクブク噴出す温泉に
驚いたりもした。山歩きもきっと楽しんで頂けたと思う。奥日光高原ホテルで汗を流し、
帰りのバスに乗り込んだ。
昼食・入浴にかなり遅れてしまい、他の班や実行委員のみなさんには大変ご心配をかけ
ましたことをお詫びいたします。

刈込湖
苔のハッピーハート発見
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3班

切込湖・刈込湖 （公開バスハイク）５班
記：小野寺
日

英子

時：平成２３年６月１２日（日）

メンバー：会員

Ｌ小野寺、SＬ杉山、松田、樋口

一般参加者
加地
豊岡

穣、加地 典子、牛山 信康、栗原 晴美、
由紀子、守山 一美、守山 まどか
絶品のキノコ汁

松原団地を出て、順調に光徳温泉駐車場に着く。それぞれの班に分かれて、準備を整え、
軽く準備運動をし、それぞれに自己紹介をして出発！今日の一斑の方々は、
草加山の会のバスハイクは始めての人ばかり、ちょっと責任を感じる。だが会員は、実行
委員長や会長やら勢揃い、頼もしい限りです。皆さん殆どがハイキング程度とか、ならば
最初は足並みを確認のためにゆっくりと歩を進めて見る。うん大丈夫、みんなそれなりに
しっかりとしてる。山王見晴らしまでは周りの緑にみんな歓声をあげてる。
後に陣取った実行委員長のデカイ声の説明が響きわたり、リーダーは段々おとなしくなる。
すぐ後に続く 4～5 人への説明のみですむ。見晴らしで少し長めの休みをとり、
樋口さんから、美味しい“大福”の差し入れにみんな
満足する。しかし、一番若い守山まどかさんが疲れている
様子！これから涸沼への下りがあるので、私のストックを
使って貰うことにした。山王峠から見る涸沼はきれいで、
大勢の団体さんが見える。
涸沼に下りきったところに木製の椅子が沢山置いて有り、
ここでもゆっくりと休憩をとる。後続の班が着くと場所を
空けて出発！

山王見晴らしにて

後は昼食の刈込湖畔まではゆるい登りを歩

く、湖畔には大勢の人達が休んでいた。適当を場所見つけて、恒例のスープ作りを始める。
今日は“きのこ汁”沢山の種類のきのこの味噌味で～ｽ。
一般の男性の牛山さんがネギを切ったり、何かと手伝って呉れるのは嬉しかった。
大鍋２個分のスープを“食べきらないと出発しないよう～”･･･と半脅迫のリーダーの声に
みんな協力して下さり、見事完食･･･!!ありがとう･･･

嬉しいねぇ～～

湖畔をバックに集合写真と班毎の記念写真を撮り下山に入る。殆どらくちんコースを歩
く、涸沼で見かけた超高齢の団体さん、植物研究会らしく“虫めがね”で確認しあってい
る。後ろでいくら足踏み状態で待っていても、全く道をあけてくれない。
気の弱いリーダーは参ってしまう･･･が、しかし集合時間もあるし、いつまでも付き合って
居られず、「すみませ～ン、先に行かせて下さ～ィ！」とお願いしてみた。
何と！全く動ぜず「どうぞ、どうぞ私達はゆっくりですから」だって!!あぁぁ･･･
さぁ･･･後は湯の湖の源泉を見て、木道の周りで綺麗に咲いている九輪草に喜び、バスに辿
り着いた。ゆったりとお風呂に浸かり、全員無事帰途に着いた。五班の人達は又、来年も
参加したい･･･と道中、嬉しい声を残してくれました。皆さんありがとう～!!
御疲れ様でした。

実行委員のみなさん大変だったでしょう!!ご苦労様でした。
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八ヶ岳（赤岳・横岳）赤岳天望荘泊
■山 行 日：2011 年 6 月 18 日～19 日
■メンバー：Ｌ山崎、浅井(昭)、小宮、浅井(祐)、千葉、新庄、平野、新島、大門
■コ ー ス：18 日(土)松原団地 5:30＝佐久南 IC＝海ノ口登山口 P 9:00 着
登山口 9：15(杣添尾根)--- 三叉峰 13:00---赤岳天望荘 15：45 着
19 日(日) 赤岳天望荘 6：00---赤岳 6：45---天望荘 7：05～7：25 発
杣添尾根コース⇒天望荘 7：25---三叉峰 8：45---海ノ口 P12:10 着
本沢温泉コース⇒天望荘 7：25---三叉峰 8：25---横岳 8：40---硫黄岳 10：00--夏沢峠 10：45～11：00---本沢温泉 11：50～12：00---本沢温泉
入口で合流 13：30＝八峰の湯 14：00～15：30＝松原団地 17：45
今日より明日の方が縦走するには良いだろうと、全員で杣添(そまぞえ)尾根から出発。
車移動の為に先発 7 人で歩き出す。往復で何時間かかるかも分からないまま、すぐにでも
合流できるものと思っていた私。昭さんと小宮さんはかなり頑張ってくれたようです。あ
りがとうございました。山小屋では、全員で一部屋を提供してもらい快適。
2 日目は 2 班に分かれて下山。横岳~硫黄岳~夏沢峠~本沢温泉へと、夏沢峠からは急ピッ
チの歩き。時々後ろを振り返って雲の中の八ヶ岳をうらめしく見る。本沢温泉の露天風呂
がある辺りは、新緑と硫黄の乳白色の河原がとてもきれいでした。
(平野)
初めての八ヶ岳挑戦でドキドキの朝は曇天！２台の車で出発！お世話になります。
雨が降りそうという事で、本沢入口からのルートはやめ全員で杣添尾根から歩き始める。
ゴロゴロの岩場や残雪の斜面を横切り高くなるにつれ胸が息苦しくなってきた。雨も降り
始め、三叉峰に着いた頃には一番強く吹きつけていた。それでも周りの高山植物の花々に
心なごみ、疲れもとれる気持ちでした。天望荘が見えてくる頃に赤岳の姿も現れ下には行
者小屋方面も見えた。頑張って登ってきて良かった♡次の日天気が良くなることを期待した
が赤岳頂上は真っ白で何も見えず、その後、本沢温泉方面へ下山したが雲はとれてくれま
せんでした。天望荘の食事は美味しかったし、是非又挑戦したいと思いました。
（大門）
あいにくの天候でしたが、とうとう八ヶ岳デビューしました！学生の頃、夏休みを利用
して麓の別荘地で住み込みのアルバイトをしていた、なつかしい八ヶ岳です。
遠く望む名前も知らない山々を将来、登ること
になるとは当時、夢にも考えなかったはずです。
雨が降って視界が悪くても私には、この地にい
ることだけで幸せでした。ただ、下山してしま
うとやはり欲がでて近い将来、晴れた日に是非
リベンジしたいと強く思います。諸先輩方々の
後ろからくっついて行くだけでなく自分で計画
をたてて行けるようにしたいものです。その時
はよろしくご指導お願いしますね。
（新島）
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山頂は４℃

鳴虫山【1103.5ｍ】
記：小野寺

英子

実行日：平成２３年６月 20 日（月）
参加者：Ｌ小野寺、いつ子、黒澤、阿部、大木

《コース》
草加駅 5：26＝栃木 6：37＝東武日光駅 7：37
東武日光駅 7:45－消防署 8:05－神主山 8:50－鳴虫山 10:20～10:50－合峰 11:20
独標 12:10－やしおの湯 13:00－清滝 14:32（バス）―東武日光駅 15:01－草加
羅臼岳・斜里岳に登るメンバーが殆どの足慣らし山行を･･･と、いつもの筑波山？
別の山？色々考えたがやはり駅から歩ける、鳴虫山にしようと勝手に決めた。
青柳さんもメンバーに入っていたが、なぜか一人、前日の日曜日に草加駅で待ちぼうけ!!
月曜日と云ったけどなぁ･･･
いう事になっちゃった！

青柳さんは仕方がないから、そのまま高尾山に行って来ると

御免なさい。

ウイークデー山行だという事を、もっとしっかりと伝えるべきと･･･反省しました。
みんな何度も登っている山だが、とに角アップダウンの多い山のイメージがある。
登山口から樹林帯の中を登る。神主山手前は急坂で辛い。ここから鳴虫山までは、以前に
も感じたが、何度も何度も小さなピークが有って、アップダウンの繰り返しが有る。何回
繰り返せば頂上に着くか？お花も咲いてないし、今日の楽しみはみんなでピークを数えな
がら頂上を目指すことにする。８回かな？９回かな？等々と、話しながら歩く、次･･･？
次･･･？今度こそ･･･？

なんと１１回目にやっと頂上に着いた～！

凄い数でした。ちょっと早めのお昼休みにする。
頂上では単独行の二人に会っただけ、でも図々しく、証拠写真をお願いして撮って貰う。
下山はいきなり急坂を下る。合峰を越え、何回か急なところを下り、独標から
ぐんぐん下っていると、発電所の近くで沢山の猿に出っくわした。
可愛い子連れの大集団だ。私達が通ると
一斉に逃げて行く。大きな集団･･･!!
目を合わすと怖いと云うが、みんな逃げ

余りにも暑かったのと、時間も早かっ
たので“やしおの湯”に寄る事にして歩
いた。ゆっくりと温泉に浸かり、
やしおの湯から 10 分ほどの清滝のバス
停から乗り、東武日光駅に戻った。

鳴 虫 山 山 頂 にて

て行っちゃった！

予定通りの電車で草加に帰り着いた。
これで安心して、羅臼・斜里に行かれそうで～ｽ。
参加してくれた皆さん、お付き合い有難う！そして夏山を大いに楽しみましょう！
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心に残った山行
記:山﨑

正夫

◎至仏山・尾瀬キャンプ……山歩きの楽しみを知る
ハイキングを少しずつ始めていた私たち。職場の後輩がテント２張り、食料、食器を
背負ってくれて、初心者２人は自分のものだけ持てばよいと連れて行ってくれた
1993(平成 5).7.30～8.1 の至仏山・尾瀬キャンプ。山歩きをしようと決めた山行です。
◎白馬岳……北アルプスの山々の眺望
1997(平成 9).8.22～24

長野県教育委員会設置の山岳総合センター開催の研修に参

加。講義の後、実習で白馬岳を歩きました。その時眺めた山々が忘れられません。
◎剣岳……登れなくて良かった剣岳・登れて良かった剣岳
1995(平成 7).8.26～29

立山に行き、ついでに(無謀にも)剣岳にも行くことにした。

１日目、みくりが池温泉宿泊。２日目、強風だが晴れて気持ちよく一ノ腰山荘、立山、
真砂山、別山を経て、剣山荘に到着。３日目大雨。剣山荘の主は「今日は剣には誰も
登ってはいけない。登らせない。」と宣言。大雨の中、雷鳥沢を室堂まで降りる。途中、
初めて雷鳥の親子に遭遇。
それから７年後の 2002(平成 14).9.5～8 芦峅寺の佐伯さん(昭文社「立山・剣」著者)
のガイドで無事頂上まで歩けました。最初の時に、大雨で登れなくて本当に良かった
と今でも思います。
◎四阿山・根子岳、恵那山、南蔵王……入会お試し山行、会員バスハイク
公開バスハイク参加の後、山の会に入会を申込み、2005(平成 17).8.27 お試し山行で
浅井祐子さんに連れて行っていただいた四阿山・根子岳。山行の結果、入会を許され
ました。
入会後、初めて参加する会員バスハイクで、張替・小野寺・小林各実行委員の頑張り
に驚いた恵那山。大木実行委員らが酒断ちをして準備した紅葉真っ盛りの南蔵王。
◎穂高縦走……草加山の会の岩トレ・講師の皆さんに感謝しながら進みました
2009(平成 21).7.22～25 会員の樋口、小宮、山本さんと歩いた穂高縦走。大キレット
では一岩越える毎に、草加山の会の岩トレに参加して本当に良かった。講師の皆さん
に感謝しながら進みました。
◎富士山……富士吉田駅から歩きました
2009(平成 21).9.12～13 ３回目となる富士山。１合目から歩き、天候にも恵まれ、
これまでになく順調で、展望の山旅となりました。
◎丸山……復帰山行

日光の雪山

2011(平成 23).2.19 リーダー小林さんたちと雪山を歩き、山行に復帰できると感じま
した。山の会に入れていただき良かったと思う山行でした。
◎北海道・屋久島山行……遠征の山行
山の会の皆さんと一緒に歩いた数々の遠征。各リーダーの計画・実行力、パーティの
皆さんに感謝しながら歩きました。
上記以外にも、心に残る山行は数多くあります。これからも山行を楽しみたいです。
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新茅ノ沢

－表丹沢水無川―
記：沼田真澄

6 月 24 日（金）

参加者ほか 1 名（元沢登りの達人）

9：10 新茅山荘近くの駐車場
→12：30 烏尾山山頂

→9:30 入渓

→11：00F5 登攀終了

→12：00CS

12：50→13：30 駐車場

下山口に車を駐車し、戸川林道を少し歩くと、新茅ノ沢の入渓ポイントがある。裏から降
り、沢に入る。曇りということもあり、薄暗く、写真が写しづらい。すぐに 4ｍの滝が現
れる。これは傾斜があり簡単に登れた。それから F1 が出現。
「ここはロープ出さなくても、
フリーで大丈夫でしょう」と彼にプレッシャーをかけられる。安全志向の彼にそう言われ
たので、意外に思いながらよく見ると、確かに簡単に登れそうで、それ程危険性は少ない
ように感じた。が、「他にロープ出すところは、F5 だけですよね。でしたら、出しましょ
うよ。」とロープを使うことを促した。
「まあ、初っ端だし、出しますか。」と同意してくれ
たので、胸を撫で下ろす。実際、F1 は楽だった。それから少し歩いて、F2。右と左のダブ
ルの滝が一つになって流れている。ここも一応ロープを出して突破。F3 と F4 は、普通に
通過。右の支流を過ぎてしばらくすると、本日のハイライトの F5 大滝 15ｍが現れる。彼
曰く、右側からも小さな流れができていて水量が多いらしい。水量の多さに加えて、薄暗
い感じが緊張感をさらに高める。なんといっても、この滝は登攀グレードがⅣ＋だ。私が
所持している『東京起点沢登りルート 120』の丹沢の登攀グレードの中で最も高い方であ
る。緊張感を振り払うために、大滝で滝行。水圧が強く、滝に入っても少し前に押し出さ
れてしまう。息も吸えなくなってしまうので、この状態で六根清浄。水は冷たく、かろう
じて 4 分くらい精神統一（？）。気合が入ったところで、じっくりルートを見ながら、登攀
準備。スリングが垂れ下がっているので、支点の有無の方は問題なさそうだ。真ん中あた
りから、ホールド・スタンスが微妙だが・・・と思いながらビレイの用意。ここでのビレ
イは、壁に近い方が良いと思い、壁に近づくと、滝の飛沫がバンバン飛んでくる。コンタ
クトなので、視界が微妙。水中眼鏡持ってくればよかったと思うくらい。登っている彼も
水を被り、ハーフパンツが脱げそうになる。だがさすがは元達人、パンツも脱げずに安定
してクリアー。声が全く聞こえないため、ロープの合図があり、今度は私が登攀開始。ス
リングがあるあたりから上が微妙。左足のスタンスや左手のホールドは、滝の中にある。
右側も、飛沫に負けずに目を凝らして探し、体を徐々に登らせていく。しっかりとしたス
タンス・ホールドのお蔭で、私も無事クリアー。登りきったとき、自然と笑顔がこぼれた。
その後、他の滝はロープを使わなくても大丈夫だった。二俣を過ぎて水源があるところは、
ガスが濃く幻想的で、素敵な感じがした。このすぐ先には、CS。登ろうかと思ったが、服
が真っ黒になりそうだったので、次回に持ち越し。ガレて傾斜のあるツメを 30 分、烏尾山
山頂に到着。頂上は、雨は降ってはいなかったが、ガスガス状態。昼食休憩し、すぐに下
山。平日ということもあり、他の人には出会わなかった。そして、幸運なことにヒルにも。
今回、遡行時間は短かったが、水量が多い時期に F5 を登攀できて、大変有意義だった。今
年はもっと沢登りをして、来年には中川川の悪沢を安全に遡行できるレベルにしたい。
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《 羅臼岳 》山行実施日：2011 年 6 月 26 日（日曜日）
メ ン バ ー：L 小野寺、松田、山崎、千葉、大木、新庄、青柳、上原
コ ー ス：ホテル風なみ季出発 5:00 ⇒岩尾別登山口 6:00 ･･･弥三吉水 7:45･･･極楽平
７:55 ･･･仙人坂 8:30 ･･･ 銀冷水 9:00 ･･･ 羅臼平 10:05 ･･･岩清水 10:30
（昼食）･･･山頂 11:30～11:40 岩清水 12:30 ･･･羅臼平 12:50 ･･･銀冷水
13:50 ･･･仙人坂 14:05 ･･･極楽平 14:15 ･･･弥三吉水 14:45 ･･･オホーツク
展望台 15:30 ･･･岩尾別登山口 16:00
前日の北海道入りで、観光班と羅臼岳登山班に分かれ、レンタカーで登山口まで送って
いただき、木下小屋前の登山口から、低木のエゾユズリハが目立つ樹林下の急斜面を登る。
弥三吉水を過ぎると、太いダケカンバの幹が雪の重さと厳寒に耐えかねて、地面を這うよ
うに枝を伸ばし新しい葉をつけていた。緑に中に黄色のウコンウツギが目を引く。
傾斜のゆるい極楽平に着き、仙人坂から銀冷水までの急斜面をのぼる。沢筋の雪渓を登る
と羅臼平に着く。苦手な雪道を過ぎてほっと一息！ハイマツの中を進み分岐に来ると、
巨岩を積み重ねたような山頂が眼前にある。キバナシャクナゲの咲く緩やかなハイマツ原
を進み、岩清水からまたしても雪渓の急登だ、緊張は際限なく襲ってくる。山頂近くにな
ると、岩肌に可憐なエゾノツガザクラ、イワヒゲ等が咲き乱れ心和ませてくれた。
岩の窪みには、雪解け水がオホーツクの寒風に曝され欠氷の様になっていて、グラスに入
れてオンザロックにしたら最高かも？下山は、ビビリながらも何とか無事に雪渓をクリア、
慣れて来たところでオシマイ?!
リーダー初め皆さま有難うございました。明日の斜里岳も宜しくお願いします。
数年前に実施された時に参加出来なかった心残りが、再度、羅臼岳・斜里岳山行を企画し
て下さった山本さんに感謝です。
《 斜里岳 》

記:上原

山行実施日：2011 年 6 月 27 日(月曜日)

メンバー：L 小野寺、松田、黒澤、杉山、千葉、山本、大木、鈴木(里)、山崎、上原、
新庄
清岳荘 8:20→下二股 9:55→上二股 12:15→馬ノ背 12:50→斜里岳 13:20→熊見峠 15:15→清岳荘 18：00
羅臼岳からの移動中、ジャガイモや小麦畑が広がる車窓から眺めた斜里岳は実に端正な
姿であった。羅臼登頂後の高揚した気分が、明日はあの頂に立つんだとの思いを後押しし
てくれた。深田久弥も登った清岳荘を基点に沢と尾根を楽しめるはずだ。雪解けで水量の
増した沢、飛び石を見極め渡渉を繰り返し下二股。やがて滝の連続する核心部となり時々
滝の飛沫を浴ながら上二股に。胸突八丁、馬ノ背を経た山頂からは阿寒湖、屈斜路湖、知
床の山々、眼下にはパッチワーク状に広がる清里の町やオホーツクの海。去りがたい思い
を残し斜里岳を後にした。熊見峠へはオオバナノエンレイソウが咲き誇る樹林帯、展望の
稜線歩きが待っていた。峠から一気に下る急斜面は歩き難くなかなか沢に出ないので嫌気
が差した。午前中より水量が増した沢を渡渉して小宮さんの待つ登山口へ。山頂からの大
展望、お花畑、変化に富んだコースと何拍子も揃った充実した山歩きに大満足。
帰路の尾根歩き中にはガスが湧いてきて、渡渉の際目視できなかったら…などなどリーダ
ーとして不安な思いが交錯したことでしょう。そんな思いを胸に秘め大きな山を成功に導
いて下さった小野寺さんありがとうございました。そしてお疲れ様でした。
記:新庄
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羅臼岳・斜里岳（登山リーダーの想い）
記:小野寺

英子

羅臼岳と斜里岳は行って見たい山で、山本さんにもう一度計画を･･･とお願いしていた。
以前に行かれた人達が大勢参加しているので、軽く受けたリーダーだった。
しかし、寸前になって体調が悪く羅臼岳に登れな
いと言う人も出る。しかし山行には付き合って呉
れると言うのでホッとする。私にとって有り難い
事でした。
羅臼・斜里岳・二つの山のリーダーとして無事に
終れることに専念した。
最初の羅臼岳には、5 人の方々が登頂を断念し
た。断念した人は殆どが、以前登った人達ばかり
で経験者はゼロに等しい、心細かったなぁ･･･！木
下小屋の主人は大沢からは雪が有るし、前日登っ
た大勢の団体は途中敗退したと脅かされた。でも、今日は気温も高いので、それ程凍って
は居ないだろうが気を付けて登るように云われた。
しかし、お天気も良し、みんなで気合を入れ、断念組に見送られて出発した。大沢まで
は、ダケカンバの巨木が雪の重さに見事に折れ曲がっている。まるでダケカンバのイナバ
ウア!!

北海道でしか見られない光景かも？

お花も沢山咲いているし、気持ちのいい山登り、大沢からはしっかりと雪渓が出た。し
かし、お天気で緩んでいて、アイゼンは使わなくて大丈夫でした。
羅臼の山頂は寒く、北側の凍ったエビのしっぽが小さな氷となって飛んで来る。
とにかく寒い！！素晴らしいお天気に見守られて、無事下山出来て本当に良かった。
迎えに来て呉れた断念組と一緒にホテルに落ち着いた。
宴会はバイキングで私は好物のカニをたらふく食べ
夕餉の楽しい一時

て大･大・大満足でした。
夜、翌日の斜里岳への参加を尋ねたら、肋骨を折って
いる小宮さんが一人だけ残り、後は全員登ることにな
った。いよいよ、明日は渡渉の斜里岳だ。ところが翌
朝、青柳さんがお腹が痛いと言う、食事も摂れない様
子に困ったが、本人も山は登らないという、小宮さん
が、
「後は俺が見ているから」みんなで山に行って来い
と云って呉れたので、甘えさせて貰いました。本当に

有難かったです。
斜里岳は清岳荘の若い主人に前日の山開きに 120 名登っているから大丈夫、ゆっくり気
を付けて行く様に･･･とアドバイスを受けて出発する。見送って呉れる小宮さんに申し訳な
い気持ちで一杯でした。
林道歩きから入り、沢沿いを歩き始めると渡渉が始まる。下二段までの間に 14 回の渡渉が
有る。始めは靴を濡らさずに渡ろうとするが、それは却って危ない。思い切って水に入る
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方が安定するのだが･･･

時間を掛けゆっくりと登る。次に上二段までは次々と滝が現れる。

水蓮の滝に始まり、5 箇所の滝を見ながら、渡ったり、へ吊ったりでラストは竜神の滝で
終る。これで渡渉は終わり･･･？と思ったが、まだまだ続く、
馬の背が見えた辺りから短い雪渓が何箇所か出て来た。昨日、羅臼で雪渓は体験済み、
どうって事無く進む。
馬の背で小宮さんと連絡が付く、
「 救急車で行って
点滴中だが心配はせんでいい」といって貰いホッと
する。馬の背からは二つ目のピークが頂上だ。
お天気も良く、お花も沢山咲いて綺麗！頂上で風を
避けながら、昼食を摂り少しゆっくりする。
下山は気を引き締めて、上二段から新道コースに
入り沢を避けた。熊見峠までは遅れた時間を少しで
も取り戻そうとするが･･･思うようでなく、少しガスも出ているので、一人焦っていた。熊
見峠からは急下降の連続で大変だった。下二段の分岐までは長かったなぁ･･･

朝と違って

明らかに水量が増えている。でも、朝は余裕が無かったが、帰りは渡渉回数を数えたりし
て、下山して来た。清岳荘小屋では予定の下山時間が大分過ぎているので、とっても心配
していたらしい！小宮さんも迎えに来てくれて、小屋のご主人に「心配要らん山に慣れた
者ばかり」と口添えして呉れたそうです。ご主人も皆さんのいい顔を見ると楽しんで来た
のが良く解ると云ってくれた!!
私は兎に角、無事二つの山行を終われた事に本当にホッとしていました。
青柳さんの情報を小宮さんに聞きながら宿に向う。青柳さんは宿でお粥を作ってもらい、
食べてはいるが時折、お腹に痛みが走るという、それ以外はテレビを見たり出来ると云う
ので深く考えずに、私達は高揚した気持ちのままで宴会に突入、山行の無事を祝って盛り
上がったのは言うまでも無かった。しかし 10 時頃だったか、上原さん、新庄さんが来て、
青柳さんの様子が朝と変わらないのはおかしい、それにこのままでは心配なので、もう一
度診てもらう方がいいのでは･･･？という、本人に確認したら、そうしたいという。酔いが
いっぺんに醒めるのが解った。夜だし、地理も解らないので朝に次いで二度目の救急車と
なった。付き添いは全く飲んでない、上原さんと新庄さんにお願いして二人で（同乗は一
人だが頼み込んで）行って貰った。何分田舎の事でタクシーも無く、二人で知恵を最大限
に活用して無事、宿に帰って来てくれた。結果は全て明日の検査次第という事になった。
本当にお疲れ様でした。
翌朝、男性軍とも相談して青柳さんには朝、病院に寄り、検査結果が午前中に出ても迎え
に戻るのは無理で一緒に帰るのは不可能と伝えた。知らない土地で、どんなにか心細かっ
たでしょうね。

私達も本当に辛かったです。でも本人も団体行動だからと、すっかり落

ち着いていて了解して呉れました。
私達は予定通りの観光を終えて、中標津空港にいる時にＴＥＬが有り、検査結果によると
数日の入院が必要だという事でした。私達は無理して帰るよりはむしろ安心と、ホッとし
て帰途に着きました。
その後青柳さんには数回病院にＴＥＬをして、4 人部屋に移った事、地元の人達と楽し
く情報交換していること等を聞き、安心しました。4 日間入院して、女満別空港から一人
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帰って来ました。本当に安心しました。お疲れ様でした。
結局何が原因か？

心配した他の病気の心配もなく、前日の山行の疲れや、胃腸の疲れ

から、菌が腸に入ったのかも･･･と言う事のようです。今後、夏場に生物は厳禁のようです。
今回の山行の反省点として、山を無事に終るばかりではなく、全員一緒に出発地まで戻っ
て、始めて山行が無事終るという事なんだ･･･と心から思いました。
小宮さんにはいくら感謝しても感謝し切れません。お世話に成りました。
始めから山に登れないのを承知での参加、そして運転を引き受けてくれ、青柳さんの看病
までやってもらい、益々、ダンデイないい男だなぁ･･･とつくづく思いました。
本当に有難う!!

上原さん、新庄さん機転を利かせてくれて有りがとう!!

そして、山行に参加して呉れた皆さん有難う!!思い出に残る山行になりました。
～～～～～～～～～～～～～～参加メンバーの感想など～～～～～～～～～～～～
【黒澤登美江】
２日目私は、羅臼岳には登らず、観光組になりました。天気もよく、お花畑のオロンコ岩
に登り、ずっと行きたかったカムイワッカの湯滝を登り知床五湖、北の国からの純の露天
風呂で足湯、海岸の露天風呂、熊の湯と湯めぐりの旅を楽しみました。斜里岳は５年前と
比べると沢の水量も多く、こんなに渡渉が多かったかしら？とおもいながら、頂上の展望
は素晴らしく、再びの斜里岳に感動しました。ツアーリーダー、登山リーダー、皆さんお
世話になりました。
【鈴木里子】
斜里岳 滝の連続で気が休まらなかった。水量が多く沢渡りが怖いと思った場所もあったが、
松田さんの手助けを借りながら無事山頂に立つ事が出来ました。山頂からの絶景に感動し
涙が流れました。北海道の山が好きです。
秘湯めぐり カムイワッカ湯の滝を裸足で登った。幼少に戻ったようで楽しかった。そして
熊の湯温泉、セセキ温泉、相泊温泉と心に残る秘湯めぐりでした。ツアーリーダー山本さ
ん、山リーダー小野寺さんに感謝です。
【千葉

かつ子】

羅臼岳と斜里岳、２山は全くの正反対の山でした。羅臼岳は型で表すと女性らしいという
山でした。長～い雪渓を上り詰めるとハイマツ地帯に変わり、岩に取っ付く頃には色鮮や
かな高山植物が沢山咲いていました。ユーバリコザク
ラや、ミネズオウ、エゾノツガザクラ等が大変綺麗で
した。頂上は、昨夜降ったと見られる雪が、エビの尻
尾状に曲がり、オホーツクの海より吹き上げる強風に
飛ばされ、肌に当たると痛い程なので早々に下山とな
りました。それに対して、斜里岳は初めから沢でした。
雪解けで水量も多く渡る石も水の中、そんな所を数十

羅臼岳頂上

か所も渡り返し、沢山の滝があり最後の滝は滑滝、皆さんが登るのを待ちながら上から落
ちる水飛沫が心地よく「パワー」を貰った様でした。下山後、斜里岳は「パワースポット
が沢山あることで有名」と聞かされ納得でした。花も、斜里岳は白が目立ち、オオバナエ
ンレイソウは北海道の花だそうです。サンカヨーにイソツツジ、美しい花に何度も足を止
めてしまいました。２日間天気に恵まれ、コースは２日間長かったですが、楽しくそして
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想い出の多い山でした。リーダーの小野寺さんお疲れ様でした。そして、ありがとう!!
【大木靖子】
北海道の山

羅臼岳・斜里岳 今年、私にとって最大のイベント、北海道旅行がやって来ま

した。自分の部屋の東側、ザック、靴、スパッツ、ダウン、アイゼン、着替えなど、横一
列に並べ、加えたり、引いたりしながら一週間以上、それを時々確認するのも私の楽しみ
でした。6 月 25 日やっと出番となり、大きな荷物 2 つ重い、けど軽かった。10 年程前、大
河原さん達と初めて乗った飛行機で行った北海道、足元に見えた北方の島々、こんな近く
にあって、なぜ日本の領地でないの？と思ったことを頭の隅に残っています。天気は快晴、
前回泊まった、地の涯ホテルの脇から今回山行の一歩が始まった。一時間程登った所で、
オホーツクが見え、地平線がうっすら見えた。極楽平まで来ると、平坦な道となり、羽衣
峠を過ぎ、大沢くずれからは、雪渓が 100 メートル
以上有ったろうか、北海道だぞー！

登りつめたら、

お花がいっぱいの羅臼平、花も山もやっぱり美しい、
目の前の山頂まで約 1 時間、岩伝いを慎重に、やっ
と山頂に着いた時やった－

まだ大丈夫、でも後何

年位かなと密かに思いました。3 日目は斜里岳、旧
道の沢登りコース、それは 30 分もすると、すぐに始
まった。始めはこわごわであったが、川の中の石を
羅臼平からの羅臼岳

じっと見つめ、高さ、向き、方向を見定めピョンピ

ョン飛び超えて歩く、自分のイメージ通りに渡れると、何となく嬉しくなった。下二股か
らは、沢登りと、時々現れる素晴らしい滝、羽衣の滝、万丈の滝、竜神の滝、その脇を登
ったり、渡ったり、水量はまぁまぁですし、要所には鎖があり、大変ですが楽しくも有り
ました。上二股からは、小さな沢やガレ場となり、胸突き八丁を経て、馬の背に着いた時
は皆安心し、ほっとして、笑顔になっていました。そして 30 分、11 人頂上に立ち、バン
ザイ！新庄先生のお花講座も時々あり、昨日も今日も楽しい山歩きであります。下りは上
二股から新道に入り、熊見峠までは順調でしたが、その先ハイマツ尾根に出て、展望は開
けるが森林限界でありながら、巨木というべきハイマツがジャングルと言った光景で不思
議であった。雪の多いせいであろうか、今迄見た事のない野放図の光景に出合えることこ
そ、北海道は凄いと思う。熊見峠から先は長く、急斜面が続き、木につかまりながら下二
股迄たどり着いた。天候が良くなったせいか、あれれ･･･と思う程に水が増え、靴を時々水
遊びさせながら 14 ヶ所の沢を渡り清岳荘に着くと、小屋のお兄さんが心配してくれていま
した。皆様のお陰で楽しく、山らしい山に行って来れました。本当に有難うございました。
大花エンレイ草、ウコンウツギ、イソツツジ、キバナシャクナゲ、チシマフーロ、チシマ
ツガザクラ、ツマトリソウ、エゾコザクラ、ミネズオウ、イチヤクソウ、サンカヨウ、な
ど高山植物はかわいくて美しい、冬の厳しさの中、なんて素晴らしい花を咲かせるのだろ
う。
青柳

光子

昨年から楽しみにしていた北海道の山、体調を崩してしまい、メンバーの方々にご迷惑を
かけてしまい、申し訳ありませんでした。
唯一登れた羅臼岳は、天候にも恵まれ、楽しく登ることが出来有難うございます。
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【山﨑

正夫】

総合リーダーの山本さん、山行リーダーの小野寺さん、沢山の下調べと準備、現地での色々
な出来事への対応、お陰様で、素晴らしい山行が実現できました。大変ありがとうござい
ました。念願の知床の山、羅臼岳と斜里岳。行くことが出来るだけでも感激!!さらに、前
後は悪天候なのに我々の山行の日だけ好天気。十分に山行を楽しむことができました。
【松田 武】
今までの北海道山行は、何故か天候に恵まれませんでしたが、羅臼・斜里は天候に恵まれ
ました。想定外の出来事がありましたが、記憶に残る山行でした。小野寺リーダーお疲れ
様でした。
【小宮 将光】
以前登った山だったし、八ヶ岳でちょっと故障していたので、山は始めから登らないつも
りの参加だった。お陰で沢山の温泉めぐりが出来、日頃の身に付いた垢が、綺麗さっぱり
したよ～！良かったぞ！
【杉山

清美】

北海道に出かける数ヶ月前から、両膝に違和感と少し痛みが出ていた。歩程十時間の羅
臼岳と歩程八時間の斜里岳に、連日登る自信があるかと言えば疑問があった。しかし、
雄大で美しい北海道にはやはり行きたいとの思いで機上の人となった。
その日のホテルでの夕食後に話し合いがもたれた。もともと胸を骨折している小宮さん
と、足に故障がある山本さん、そして数年前に登った黒澤さんと鈴木里子さんが羅臼岳に
は登らないという。申し訳なかったが膝に自信がなかった私も、歩程の長い羅臼岳は登ら
ないことをその場で決断させてもらった。(斜里岳には登頂しました。)
翌朝は大快晴。山本さんと一緒に車で羅臼岳登山口まで皆を送った。早朝の森の中を走
るとエゾ鹿があちこちで草をのんびりと食んでいるのが見えた。さすが知床はユネスコの
世界自然遺産に登録されている自然の森だと感じた。
皆が元気に登山するのを見届けてホテルに帰った
私達と登山の出来ない五人組は、山本さん企画の小旅
行に出かけた。カムイワッカ湯の滝、硫黄山の中腹か
ら湧き出た温泉が沢に流れ込み、沢自体が温泉となっ
て楽しめる。私はズボンを膝まで上げて、岩の上をゆ
るやかに流れる生暖かい水の中をサンダルでジャブジ
ャブと登っていった。意外と滑りにくく快適な沢登り
温泉の沢登り？

だった。岩がくずれていて危険とのことなので途中で

引き返した。羅臼岳には登れなかったけど、素敵な一日の予感がした。
知床五湖は万里の長城のように高架式木道が整備され巡ることが出来た。皆が汗をかき
登っているだろう羅臼岳がくっきりと見える。今どのあたりを登っているのかと携帯で連
絡を取りたかったが残念ながら圏外だった。「皆頑張って」と心の中で応援した。
いくつかの無料の露天風呂に入りながら、知床半島の道路の行き止まり、相泊までドラ
イブした。途中の海辺に作られていた温泉小屋は私達だけだった。ちょうどオートバイで
ツーリングしていた男性が、「いい温泉ですよ、小屋の後ろを回って入って下さいね。」と
にやにやして帰っていった。
「 そうなんだ」と女性たちが先に女性用の温泉で脱衣していた。
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あとから小屋の後ろを回って男性がきた。男性も女性もあっと驚いた。手前が男性用なの
にわざと女性用の温泉の前を通るように仕組まれていたのだ。小屋入口には「小屋の後ろ
をまわって入って下さい」と書かれていた。漁師か旅人のいたずらか。やられた！でも残
念ながらまだ裸ではありませんでした！
【山本 理郎】
今回の知床山行は温泉に入るチャンスが沢山ありましたので、ご紹介したいと思います。
個人旅行で知床周辺をドライブする機会がありましたら、お勧めですので参考にしてくだ
さい。すべて無料の天然温泉です。
セセキ温泉 知床東海岸 波打ち際の岩場に作られた無料の温泉、潮時
が悪かったのか、足湯を使っただけ。清掃されておらず、湯に浸かれ
るような状態ではなかった。脱衣所も無く、放置されている感じ。
お勧め度 0 点
相泊温泉 知床東海岸の道路の行き止まり、玉石の海岸に作られた天
然温泉。ブルーシートで屋根付きの目隠しがあり、男女べつ別に入浴
可。無色透明で湯の底から、高温の温泉が湧き出ており、お勧めの秘
湯です。お勧め度 5 点
熊の湯
羅臼の町から知床峠に向かって 10 分程。国道上に標識が出たらそこが
温泉場。男性は全くの野天、女性は塀に囲まれた湯船、誰でも心配無
く入れる温泉場 お勧め度 5 点
岩尾別温泉
羅臼岳登山口の基地である地の果てホテルの駐車場の脇にある。
箱庭風に作られて湯船には、透明な湯が無尽蔵に流れていた。下山時
の汗を流すには最適だが脱衣場も無く、男性天国かも！今回は登山組
の送迎で、入浴の時間が無かった。
カムイワッカの湯の滝
知床半島西海岸の行き止まり、硫黄岳の登山道近く。ネットで写真を
見ると、一度は訪れてみたい秘湯。観光シーズンはマイカー禁止。何
段かに分かれた滑滝の最深部に本当の温泉の滝があるらしい。現在は
落石の危険があり、最深部までは入谷禁止。監視人は居らず、食堂で
当日最深部まで入ったと人の話を聞く。監視カメラが有ったとか。
沢靴があれば温泉の滑滝を心行くまで楽しめそうだ。
からまつの湯
裏摩周湖と中標津空港の中間位置で養老温泉のそば、道路に案内標識
一切無し。山すその山林を分け入ると、谷川の脇に温泉場がある。高
温の湯と谷川の水を混ぜ、適温にしている。脱衣所は 2 つあるが、湯
船は 1 つ。紅葉の季節なら風情がありそうだ、今回は男女時間を分け
て入浴。無色透明な温まる湯であった。お勧
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南稜テラス

一ノ倉沢
記：沼田真澄

6 月 29 日（水）

参加者：L 松浦、長田、鈴木、沼田、山口

ロープウェー駐車場 8:00→マチガ沢 8:35→一ノ倉沢 9:05→ヒョングリの滝取り付き地点
9:45→テールリッジ上部 11:00→12:00 南稜テラス 13:00→ヒョングリの滝 16:20→一ノ倉
沢 16:40→ロープウェー駐車場 17:35
最近クライミングばかりで、山には登ってはいるが、登山という登山は久しぶり。ロープ
ウェー駅に車を駐車し、エレベーターで上に行き、山行スタート。一ノ倉沢出合までは緩
やかな道。途中、リーダーが寄って、山行開始を伝えてきた。曇り空のため、少し薄暗い
登山道を行く。豪雪地帯らしく、冬はこの登山道は完全に埋まってしまうとか。雪は半端
なさそうだ。会話ができるくらいのペースでの歩行だったが、しばらくすると肩が痛くな
る。登攀道具が入っているとはいえ、いつもゲレンデに行くレベルの重量より軽い。体が
弱っているのだろうか。少々不安になりながらも、歩き続けているとじきに肩の痛みは気
にならなくなった。途中、終了点がついている岩があった。こういうところでも練習して
いるのだろうか。何台か車が通り過ぎて行く。裕史くんがハーネスを忘れたことに気づく。
もう 30 分くらいは歩いていたので、車に取りには行かずに、スリングで代用することにし
た。一ノ倉沢出合の駐車場。豪雪に耐えられる設計なだけあって、トイレはかなり立派だ。
看板には、細かに名称が書かれていた。レクリエーションの森、癒し指数は特 A ランクだ
そうだ。「魔の山」と称されるが、そういう反対の良い面がある。今年は雪が多いらしく、
結構上まで雪渓がびっしり残っている。一同、少し休憩してから、そのまま雪渓を登って
いく。下からは冷気があがってきて、涼しい感じだが、冷気と熱気の境目の空間をしばら
く進んでいくので、なんだか変な印象を受けた。テールリッジのところまで来ると、左上
方に滝沢スラブや右上方に衝立岩が良く見える。前者は一体全体どこを登るのかという感
じで、後者は悪魔城的な威圧感がある。ここからは危険エリアである。一同、登攀装備を
装着。見た感じ、はじめはⅢ級はない岩登りだ。私はリッジを真っ直ぐに登って行くこと
にした。傾斜は緩く、ホールド・スタンスともに豊富だ。しかし上部では、左に回り込ま
ないと先には進めなかった。勝さんは、右からフィックスロープを伝って登ってくる。私
は登ることに気をとられていて、フィックスロープの存在には気がつかなかった。そこか
らは、一旦ちょっとした樹林帯に入る。樹林帯を抜けると、傾斜は緩やかだが滑りやすそ
うな赤い色合いの岩が上に続いている。だが、その種類の岩は滑らないどころか逆にフリ
クションが良く効く。途中からは、フィックスロープがバッチリ張られている。フェラー
タ式で、ハーネスに連結したスリングのカラビナをフィックスロープにセットして、安全
策をとりながら登っていく。ちなみに、フィックスされているロープは中身が出ていて危
険な感じだ。ここらへんで、左上方から凄まじい音がした。何やら黒い物体がバラバラ落
ちている。落石というか崩落のような感じだった。最後に再び樹林帯に入る手前の箇所は、
ホールドがアマイものしかなく、ロープを掴んでトラバースした。安全地帯の樹林帯を抜
けると、両側ともに滑ったらアウトのところがでてきて、はじめてロープを出した。ロー
プを出した長田さんがトップで登っていく。すると上から老年男性と中年女性の二人組み
が下ってきた。私たちは道を譲り、彼らに先に下りてもらう。男性は玄人らしく、
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スイスイと下る。女性は少し躊躇しながらゆっくりと下ってきた。それ程の感じではない
女性なのかなと思ったが、岩の上に置いた彼女の右手を見ると、クライマーの手だった。
二人が下った後、下で無線が鳴っていた。どうやら、他の仲間もいるらしい。さて、私た
ちはそこを確保して登り、さらに登って進み、衝立岩の前に辿り着く。右側には衝立岩正
面壁のハング・ハングゾーンが目に飛び込んでくる。こんなところ登れる気がしなかった
し、取り付きまで行くのにもかなりの気合いが必要だ。中央稜では、懸垂下降で降りてく
るパーティーが見えた。南稜テラスでは、6 人のパーティーが 1ｐ目をトップロープで登っ
ていた。ここからのトラバースは滑落者が多いらしいので、念のためロープを出すことに。
準備していると、
「ブーン」という音が間近でした。落石だ。犯人は間違いなく、上にいる
方々。ロープを出したため、行動力が低下する。一刻も早くその場所から脱出したかった。
50ｍいっぱいあたりで一旦ピッチを切る。次のピッチでは殿を務めたが、待っているとき
に「ブーン」！

すぐさま壁に張り付く。ここのトラバースは、直接的には滑落というよ

りも落石で危険な感じがした。後は少し登れば、目的地の南稜テラスだ。最後はリーダー
がトップで行き、ロープをフィックスする。最初の登り出しのところが少しきつそうだっ
たが、すんなりテラスへ到着できた。先行パーティーに話を聞くと、彼らもテラスまでで
これからすぐに下山するとのこと。よかった、これで 1ｐ目を登ることができる。
みんなが昼食休憩をとっている間に登ろうと登攀準備を完了させ、おにぎりとリーダーか
らの差し入れのから揚げを急いで口に放り込む。色々な本を読んで感動していた一ノ倉で、
ついに岩を攀じることができる。感極まって涙がでそうになるが、それよりも興奮の方が
勝っていた。このルートは難しくなく、テールリッジくらいの緩やかな傾斜を直登し、右
にトラバースし、チムニーを登る。比較的に楽に登れそうなルート、ハーケンを探しなが
ら、ゆっくりと岩に触っていく。久しぶりのダブルロープなので、登るリズムがうまく調
律できない。そのまま直登ルートもあるようなので、ハーケンを探したけどなかった。
トポ通り、途中終了点を過ぎ右にトラバースする。岩が濡れている。チムニーに上がるに
は、ここを登らなければならない。たいしたことのないところだが、滑りそうなので怖い。
覚悟を決めて、上がる。いざチムニーをと思ったときに、リーダーから時間オーバーのお
声が。濡れている岩をクライムダウンすることに躊躇していると、上から懸垂グループが
登場。これで踏ん切りがつき、クライムダウン成功。トラバースの終了点にロープを直接
通し、セットしてきたヌンチャクを回収しながら、懸垂下降。下山は、事故の発生率が高
いので、結構ロープを出しながら安全を確保して下った。途中、天が轟くようなもの凄い
音がする。今度は雪崩があったようだ。長いフィックスロープがあるところは、上部の始
まり地点だけは無理だったが、あとは普通に立ってすんなり降りられた。そして、最後は
フィックスロープを伝って雪渓に下りた。ガチャを全てザックにしまい、波にようにうね
った雪渓を下る。雪渓の冷気が火照った体を少しは冷ましてくれた。出合の沢で水を飲ん
だが、雪解け水のためかかなり冷たかった。
念願の一ノ倉、残念ながらマルチピッチ体験とまでは行かなかったが、南稜へ行くことが
でき、そしてテールリッジを下降できたのは素晴らしい体験だった。
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上越小松原湿原を歩く
記:松浦
期

剛

日：２０１１年７月２日～３日

パーテー：Ｌ，松浦、下川、磯川
場

所；上越国境苗場山麓小松原湿原

はじめに
小松原湿原は苗場山の北方に位置するが、苗場山の神楽峰より北西に伸びた尾根の上に点
在する湿原帯である。小松原湿原は苗場山から派生した尾根にあり、昔から地図上でなだ
らかな尾根を見て一度はのんびり歩いてみたいと考えていた。５年ほど前に下川さんと計
画したが、妻が体調を崩し私が２年ほど山に行けなくなってしまし、その後も下川さんと
の約束も有り気にはなっていたが、中々行くチャンスが掴めないまま今日に至ってしまっ
た。余り有名ではないので人も少なく、長閑に湿原の美しさを
味わう事が出来る。登山者もほとんど新潟の地元の人である。
山行記録
７月２日
５時３０分：草加松原団地駅西口発。関越高速で湯沢インター下車し、湯沢の町外れから、
山道を昇り降りして津南の町に向かう。グリーピユアー津南スキー場のある
ホテルで大場部落への道を尋ね、大場林道に入りゲート前の駐車場に車を置く。
９時４０分：大場林道ゲート着。６台ほど置ける広さの駐車場で３台ほど車があり、
１パーテーのみ東京で、他は地元新潟である。
９時５５分：ゲート発。暫くは林道歩きでのんびり高度を稼ぐ。林道を行くうちに
ガスが出てきて、天気が思わしくなくなる。
１０時３５分：小松原湿原登山口着。此れより小松原湿原の下ノ代湿原に入る。少し休憩
してから藪漕ぎのような木道の上を歩くと、やがて湿原らしい物が出てくるが、余り見栄
えはしない。下ノ代湿原を過ぎ
ると山道は急な登りとなる。樹
林帯の湿った嫌な登りではある
がブナ、カエデ、ナナカマド、
岳樺、水楢の木その他活葉樹が
繁り、秋は見事な紅葉のトンネ
ルになるであろう事が想像出来
る山道である。
１３時００分：中ノ代湿原着。
暗い山道を登りきると、目の前
が開け本格的な高層湿原となる。
白いワタスゲが一面に花咲、
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清楚な美しい景色を見せてくれた。またコバイケ草が木道の脇に花を咲かせ、まじかに見
る純白なコバイケ草の美しさにも目を奪われた。湿原にはイワカガミのピンクの花が沢山
咲いている、また湿原の中をよく見ると食虫植物のモウセンゴケが大変多い。
所々に池塘があり湿原に美しい変化を与えてくれる。木道の脇には高さ１，５～２ｍ程の
ドウダンツツジが到る所に美しく咲いている。
１４時１５分：小松原小屋
着。赤い屋根の小屋は確り
造られ、中は中々清潔であ
る。小屋は湿原の終わった
樹林帯にあり、直ぐ脇に小
川が流れ水に不自由はしな
い。
夕方７時ごろ単独の登山者
が小屋に入ってくるが、今
宵は４人で広々と使用する。
２０時ごろシュラフに入り
眠りに付く。

湿原の中の地塘
７月３日
５時００分：起床。単独の登山者は歯医者さんで、朝から歯のケアーについて１時間ほど
話しをしていただく。歯科医さんも急いで出発したいと言いながら、山の中で少人数で気
兼ねが無いのか話が止まらず、次々と色々な苦労話が出てくる。歯医者さんもストレスが
溜まり、こうして時々ストレス解消のために山を登っていると言う。
８時２０分：小屋発。今日も天気はハッキリしないが、雨の心配はなさそうだった。
昨日歩いた湿原の木道をのんびり散策しながら下山する。
９時０５分：中ノ代湿原着。素晴らしかったワタスゲの白い湿原ともいよいよお別れだ、
急な湿った山道を滑らないように慎重に下降する。
１０時１５分：林道登山口着。
１１時４５分：ゲート着。実にのんびりとした、湿原を歩く楽しい山歩きであった。
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石津窪

－秋川水系

盆堀川千ヶ沢―
記：沼田真澄

7 月 4 日（月）

参加者ほか 1 名（元沢登りの達人）

10：10 千ヶ沢林道入口

→10:30 入渓

→12：00 大滝 25ｍ登攀終了

→12：30 ケルン 12：45

→13：30 臼杵山山頂

14：20→16：10 千ヶ沢林道入口

千ヶ沢林道入口のロープを乗り越し入る。歩いて 10 分くらいで道は左に曲がるようになる
が、そこのすぐ手前の木にピンクテープが巻かれており、その道が曲がるところから沢に
入る。沢装備を装着し、右上の沢へ入っていく。沢を上ってすぐ、左に曲がるところに初
めの 4ｍ滝がある。黒光りしていて滑りそうだが、簡単に登れた。次の 4ｍ滝も問題なし。
しばらく歩くと、10ｍ滝が出現。ロープを出して右側を登る。プロテクションは 2 箇所。
難しいところはない。次に、素敵な二段の滝が現れる。下段は、8×10ｍ。綺麗なナメ滝だ
が、プロテクションがない。彼にフリーで登ってもらい、確保してもらった。ロープを張
ったときに、大きな蛙が跳んできて、驚いた。傾斜が 70 度ほどで、ホールド・スタンスも
豊富だが、フリーで行くのにはかなり緊張を強いられそうだ。そして、このすぐ上にある
6ｍ滝。彼は右際にある残置スリングを使わずに、その左側をフリーで登る。左のホールド
がアマイものばかり。彼の指示に従い、右のガバをアンダーで持ち、右足を壁に置き、尻
を窪んだところに載せる。ここからホールドは全てアマイ。しかし、尻のところに左手を
ついて左足で立ち上がると、すぐにクリアーできた。ここもフリーではかなり緊張しそう
だ。そして、本日のハイライトの大滝 25ｍ。スダレ状の水量はあまりない滝だ。それでも、
時期的には量が多いようだ。右岸を登るとトポに書いてあるが、プロテクションが見つか
らない。彼が登って、プロテクションを見つける。10ｍくらいの高さはありそうだ。よく
見ると、下からもハーケンが確認できた。プロテクションは 4 箇所。上部で右側にスリン
グがあるが、そこへ行かずに滝を横切り登る。上部はバッチリとシャワークライミングと
なる。快適に登った。登った後、右側のスリングを取らないことがこの滝のルートファイ
ンディングで重要な点だと教わった。後の 7ｍ滝、5ｍ滝も容易に登り、倒木で沢が埋まり、
ケルンがあるところで終了。登山靴に履き替え、臼杵山山頂へ。前は見晴らしがなかった
らしいが、今は登山客のために木が伐採されており、視界が開けている。昼食をゆっくり
とり、下山。下山は沢登り後の地点まで戻り、沢沿いの下山道を行くことにした。踏み跡
を辿って行くが、途中で踏み跡が消えてしまった。しょうがなく少し戻って、沢に降れる
ポイントを探し、急斜面を滑るように下り、沢（おそらく半兵工窪）に下りた。ここでも
道が見つからず、沢靴に履き替えて、沢を降る。少しして、クライムダウンが困難な滝が
でてきて、これを藪を漕ぎながら巻き、その滝の下に。そして、さらに進んでいくと踏み
跡らしいものが。それを辿って、トゲトゲと闘いながら、さらに藪を漕いで行くと、千ヶ
沢林道に架かる橋を発見した。ほっと胸を撫で下ろし、その橋に上がり靴を履き替え、無
事下山した。石津窪は、滝の登攀自体はそれ程難しいものではないが、中級である。プロ
テクションがない滝が二つあることと、下山のルートファインディングが少し難しいこと
が中級というランクになっているのだと思った。次回は、同じエリアの登攀困難な三郎ノ
岩道窪に挑戦する予定だ。
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楽古岳(ﾗｯｺﾀﾞｹ)

(1471.5m)

(北海道日高支庁浦河町)

記：山﨑 正夫

【日 程】2011 年 7 月 11 日(月)
【天 候】晴れ時々曇
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.石井、松田、山口(敏)、小野寺、山﨑
【コース】

登山標高差＝1011m

累積高度＝1011m

4:50 ｱﾎﾟｲﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ＝5:50 楽古山荘 6:20～6:50 沢徒渉(10 回) 7:30～8:10
２合目(630m)～10:45 山頂 11:00～13:05 沢出会～14:35 楽古山荘
幌尻岳渡渉不能となり、とよぬか山荘の管理人から静内まで行けば大きな本屋さんが有
ると教えられて、本屋さんを探す。スーパーイオンの中に本屋さんを見つけ、山の本の棚
に向かうも、肝心の地元の山の本が無い！首都圏に住む身の有り難さがわかる。
石井さんが最後の頼みの綱の山本さんに電話をし、ネットで代替の良い山を見つけても
らったところ、早速、日高山脈南部に三角錐の独特な山容が目立つ楽古岳という素晴らし
い山があると情報を得る。電話だけなの
で山中の地図も無い。ともかく、２日目
は楽古岳に向かう。
早朝の静かな北海道の雄大な景色の中、
街道を順調に進み、見えづらい楽古岳入
り口の看板を奇跡的に１回で見つけ、林
道に入る。林道の終点にそんなに登山客
が多いとも思えないが、５０人収容の立
派な楽古山荘がある。この日は車中泊の
京都ナンバーのワンボックスカー１台、
我々の後から渓流釣りの男性１名が来た
だけだった。
楽古岳の中のトイレを借りに行った石井さんが、
小屋の中に山頂までの絵が掛けてあるのを発見。こ
の絵で初めて渡渉があることを認識。沢靴をザック
に入れる。沢靴を初めて使う機会が来る。石井リー
ダーを先頭に山荘出発。まもなく幅１０ｍくらいの
メナシュンベツ川を渡る。ここはコンクリートの飛
び石が用意されている。ここから沢沿いの蒸し暑い
林間コースが続く。大小の渡渉を１０回続ける。渡
渉の為、沢靴に履き替える時、小野寺さんがブヨの
集中攻撃を受ける。渡渉が終わると上二股でここか
ら尾根に取り付き、急登となる。尾根であるが、ダ
ケカンバや他の木々が茂り、展望は無く、登山道は
笹が被さりよく見えない。蒸し暑い。途中何故か２
合目の標識だけがある。結局、８００ｍの直登であ
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る。途中、京都からの青年１名に会う。
本日登山道で会った唯一の人であり、哺
乳動物である。最後に稜線に出る。一瞬
尖った山頂を見ることができたが、その
後は霧が出て、頂上からは見えるはずの
素晴らしい展望は全く見えず、残念であ
った。樹林帯から山頂に至る間は高山植
物が豊富である。待っても霧は晴れない
とわかり、早々と山頂を去る。帰りは笹
に覆われていても登りで道の様子がわか
るので、意外と楽に急降下の道を下る。
沢に出会い、沢靴に履き替える段、今度は小生がブヨの集中攻撃を受ける。ふくらはぎに
１０匹程度が食らいつく。山口さんが叩いてくれて初めて知る。この後、１週間足が腫れ、
踝が寸胴になってしまった。帰りは渡渉
の写真を撮りながら楽古山荘に到着。こ
の日の宿で、山本さんからその後よく調
べたら、８００ｍの直登が有り、かなり
厳しい山であることがわかったと連絡が
入る。確かに直登一辺倒の山であった。
季節柄、蒸し暑く、登りでは十分汗をか
いた。頂上の展望が唯一のご褒美かもし
れないが、今回はご褒美がなかった。 草
加山の会で、この山を登るのは、今回が
最初で最後になるかもしれないと一同で
話して今回の山行を終了した。
一路、海岸を目指し、さら
に、襟裳岬まで足を伸ばし、
震えるほどの寒さの中、絶景
を楽しみ、北海道の場末の小
さな飲み屋で酒を飲みたいと
いう松田さんの絶っての希望
実現のため、浦河に宿を取り、
飲み屋に繰り出した。

29

記:小林

真一

山行実施日：2011 年 7 月 9 日(土)～10 日(日)
メ ン バ ー：L 浅井祐子、浅井昭光、小林真一
ア ク セ ス：(車)草加(5:00)→東北自動車道～R-121→御池 P(8:45)
コース
9日
御池 P(9:00)････広沢田代(10:00)････熊沢田代(11:00)････燧ケ岳(12:30)
見晴十字路(15:45)
10 日 十字路(6:40)････沼尻(7:30)････尾瀬沼(9:30)････沼山峠(10:35)････
御池(11:00)
起きて新聞を取りに行くと「無い」新聞が来ない？今朝は、チョットだけ世間と離れて
生活をした為か、当たり前のことが欠けると不安になるものなのです。
草加を出発して天気は良いのだろうが不安がある。やっぱり久し振りのせいであろうか
快調に車は走る「早い!」御池に到着して、駐車場の寂しさである「少ない!」これは原発
の影響かなとも思うが、気にせず頂上を目指す。
簡単な山で道は一本迷う事はないが、ガレ場あり、ヌカルミあり、ブッシュありで適当に
山登りが出来る。高層湿原の田代に出逢う。古い昔の話ですが、長蔵小屋の平野さんから
「尾瀬も開けて、自然の残る唯一の場所」と聞いたのが印象に残っている。
陽がさして眼前に広がる景色は美しい。雲は白く、空青く、池に映る影は鏡面の如く、草
原は活気に満ちて生気を感じるのであり、
自然が映えるのではないでしょうか。良
かった!
これからも、あの自然が保たれれば私は
嬉しい。
やがて、雪渓!いや冷たい!!これも自然の
恵みか、やっと頂上に到着である。これ
から私は災難に出会うのであるが、教訓
として、日頃からもっともっと山登りを
やるか、それもハードな事を続けなけれ
ばトレーニングにはならないのでしょう。
精進が足りない。
背負いに敗れ、筋肉が引き攣りを起こしてしまった。浅井さんに荷を預けてしまい申し訳
なく、歩を進めることになりました。何とか宿まで辿り着き、少し寂しい弥四郎小屋です
が、ゆっくり出来て快適でした。
夕方から雨が強く降り出して、一面靄ってましたが翌朝は快晴となり、多くの花々の歓迎
に出会い、ウットリした気分の山歩きが出来、燧に湯にも入り、おまけに、ヤマメ釣りも
楽しんでの帰宅でした。
結び
毎回山から帰って想う事は草加山の会のことです。素晴らしい計画と実績が物語っていま
す。その陰には、ラッキーな条件ばかりではなく、事故が伴うのはやむを得ません。
コンディション、天候などに気を配り、楽しい山の会が続くことを深く望みます。
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記:西方

多鶴子

山行実施日：2011 年 7 月 10 日(日曜日)
参

加

者：L 鈴木(里)、黒澤、畑野、大木、上原、兼堀(善)、兼堀(恵)、小池(祐)、
西方

ア ク セ ス：新越谷 6:02⇒新栃木 7:17⇒東武日光駅 8:10
バス湯元温泉行き 8:37⇒滝上バス停 9:39
コ

ー

ス：滝上バス停 9:45 ･･･高山 11:05 ～11:40･･･無名峠 12:10 ･･･熊窪
12:40 ･･･赤岩～竜頭の滝バス停 13:49

バス東武日光駅 15:55

朝から快晴、気温もグングン上がりそうな早朝、東武日光フリーパスを使い日光・高山に
向かいます。南越谷から総勢 9 名

私にとっては初めての山行です。

東武日光駅からバスに乗り込み、川のせせらぎに思いを馳せながら高山登山口へ。
白樺林を抜け木漏れ日にわくわくしながら、肩で息をしながら体全部を使って歩いている
私に、裾野に見える中禅寺湖からの涼しい風が、とっても気持ち良かったです。
11 時に山頂到着、お昼を食べて
おしゃべりをしていると、雲行きが怪し
くなり、遠くで雷も聞こえるような気配、
他のパーティの姿も見えなくなり、私達
も下山を急ぐことに・・・
今度は、中禅寺湖の畔を歩くコースです。
パラパラと雨も落ちて来ましたが、濡れ
るほどではありません。

短い休息を取りながら竜頭の滝バス停へ、
ほどなくバスが来て私たちが乗り込むと同時
に、バケツをひっくり返したような雨!!
私達は濡れずに済みました。
駅に着くと、雨の降った様子は微塵も感じら
れず、あれは山の中の出来事だったようです。
草花は一つも見ることが出来なかったけれど、
紅葉の時季にもう一度行って見たい山でした。
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三つ峠山（1785ｍ）
記・阿部
日

芳夫

時：２０１１年７月１０日

メンバー：L 阿部・千葉か・鈴木廣・鏑木・前田・新島・箱井・八並・菅野（新人）
コ ー ス：草加 5：56＝南越谷＝西国分寺＝高尾＝大月＝河口湖～タクシー～
三つ峠登山口 10：10 出発――木無山 11：30――御巣鷹山 12：00～昼食～
12：25――三つ峠山（頂上・開運山）12：40～12：50――達磨石 15：00―
三つ峠駅 16：00 着
草加発 5：56 の電車に乗るため２本ばかり待っての電車だったが、南越で時間いっぱい
の為ホリデーキップを買うのに時間がか

花畑

かり二名が電車に乗り遅れてしまい、次
の電車で行く事になった、でも西国分寺
で合流する。
河口湖では若干の遅れですんでタクシ
ーに乗り登山口に向う。今日の天気はま
あまあで雨の心配はないと思われた。で
もタクシーから外に出るとやはり蒸し暑
い、最初から汗をかいている、でも登山

冷しうどん

道は木が生い茂っていて木陰の中を歩く
ので何とか良さそうだ。登りの方ではそ
んなに急登でもないので順調に登る事が出来た。途中にあまり多くではないがいろんな花
が咲いている結構癒される登山道だ。四季楽園を通り過ぎ、登山口を出て木無山に１時 30
分程で到着だ。木無山は多くの人が休憩している、富士山の絶景が見える場所だがあいに
くの雲が掛かっていて下の方しか見えない。残念だ。
この辺で昼食にしようとしたが、場所は広
いのだが良いところは皆、占領されていて、
あまり気にいった所がないので、もう少し登
って次の御巣鷹山行こうと言う事にした。約
３０分程で着いた。
ちょうど良い場所も見つかりそこで昼食に
することにした。皆それぞれザックを広げて
弁当を取り出し、持ってきた果物などを配っ
たりして、おにぎり等を食べだすと鈴木（廣）
さんが、
「うどんがあるよ」と言って「うどん」
を笊に開けている、そして持ってきた冷たい水を入れてかき混ぜ、その上にサクランボを
いっぱい入れてみかんも入れた。見ただけでも涼しくておいしそうだ。まるで高級レスト
ランでの冷しうどんのようだ。食器のカップまでいくつか持ってきている。又いろいろな
「やくみ」もある。
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冷たい水でスープを作り具を入れてのうどん、ほんとうにおいしかった。
皆食事に満足して写真を撮り少し休んで次の、今日の本番三つ峠山（開運山）に向った。
三つ峠山も御巣鷹山から 20 分程の所

分岐

にあり、あまり広くない山頂には何組か
の先客が休んでいる。一人の人にカメラ
をお願いして写真を撮ってもらい、ちょ
っとの休憩で下山に着く。四季楽園の近
くから駅に向う下山道に入る。
下山道に入るとすぐここの名物である
岩山に出た、案の定ロッククライミング
の練習をしている、あっちでもこっちで
もやっている女性の人もいる。

ザイルを持って上の方に登って行く人、いろいろ沢山いる。少し見物して怖いね、と話
しながら下山に着く。これから下山道は長いらしい、急坂を下る、長い下りだ、登りは大
変だろうと話しながら降りていく。
八十八大師に来たが、まだまだこれからと言いながら降りていく、馬返しを過ぎ飽きた
頃にようやく達磨石だ、ここには駅まで１時間 30 分の案内が出ている、そんなには無いだ
ろうと話しながら降りていくと、今日は、雨は無いだろうと思っていたのに雲行きがおか
しくなってきて、ついに降ってきた、だんだん強い雨になってきた、皆カッパを着たりカ
サを差したりして歩いていると、じきに
三つ峠山・頂上

やんでくれた、そうこうしている内集落
に出る、村の人に誰かが「どこかにビー
ル売ってる店はないか」と聞くと、この
辺にそうゆう飲み物は売ってないよと冗
談交じりに言われた。
その内駅の近くにコンビニがあったの
で
ビールを買い駅に入り、ホームのベン
チに腰を下ろして皆で乾杯をした。
おいしかった!!

帰りは南越で解散し、その後有志で打ち上げをした。参加者の皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。
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アポイ岳

(810.6m）

幌尻岳転進・北海道日高山脈最南端

放浪の山旅
記：山口

[山行日]

２０１１年７月１０日登頂（７月９日～７月１０日）

[参加者]

L 石井(美）、松田、山崎、小野寺、山口(敏）

敏雄

５名

７月９日草加駅５時２７分発の東武電車に乗車し、押上・泉岳寺経由にて羽田空港に
到着。札幌行７時３０分発のＪＡＬ５０３便にて新千歳空港着、日産レンタカーの送迎バ
スに乗車し、千歳空港近くの営業所で６人乗ワゴン「日産セレナ」にて幌尻岳額平川コー
スの登山基地で、本日の宿泊地の「ぬかびら山荘」に向かう。
途中、平取（ビラトリ）町にて昼食の後、沙流川流域のアイヌ伝承地の二風谷（ニプタ
イ）記念館を見学し、１４時１６分「ぬかびら山荘」に到着。
「ぬかびら山荘」は小中学校の廃校に伴い幌尻岳登山基地の宿泊施設として、２６キロ
先の額平川林道ゲートへのシャトルバス始発点である。職員住宅であったと思われる山荘
に宿泊した。
翌１０日、早朝の雨の音に幌尻岳への渓流徒渉に不安を覚えつつ７時発のシャトルバス
に乗るべく宿舎を出ると、早朝３時に出発したはずの２０数名のツアーパーティが帰着。
連日の降雨による増水のため額平川徒渉は不可能で本日のシャトルバスも運行中止とのこ
と。天候回復は１２日まで見込めず幌尻岳登山は絶望的で、急遽代替の山として
花の１００名山の「アポイ岳」に転進決定。
平取町から襟裳岬に程近いアポイ岳への道筋
は競走馬の牧場だらけで、いたるところで草を
食む母馬と子馬の姿に心和む光景が見られる。
途中、名馬ハイセーコーやオグリキャップの故
里の新冠（ニイカップ）町や五冠馬シンザンの
産出地の浦河町を結ぶ国道２３５号線は別名
「優駿浪漫街道」と称し、道路沿いの牧場と海
岸沿いの奇岩怪石の美しい素晴らしいドライブ
コースである。アポイ岳登山口の様似（サマニ）
ダム公園キャンプ場に到着するも、アポイ岳山
頂は厚い霧に覆われていた。
アポイ岳は日高山脈の最南端の西海岸に位置し、稜線上に連なる吉田山・ピンネシリを
含めアポイ山塊と呼ばれている。アポイの名は、アイヌ語のアペ（火）、オイ（多いところ）、
ヌプリ（山）が省略されたもので鹿の豊猟を火を焚いてカムイ（神）に祈った「大火を焚
いた山」で、標高８１０ｍでありながら、海からの深い霧が日光をさえぎり２０００ｍの
高山と同様の条件を作り出していることと、マグネシウムや鉄を多量に含んだ「カンラン
岩」で構成され、地表に露出している特殊地帯のため８０種類以上の貴重な高山植物の一
大群落を形成しており、夕張岳・早池峰山・白馬岳とともに特別天然記念物として、日高
山脈襟裳国定公園の特別保護区に指定されている。
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「コースタイム」 アポイ岳ビジターセンター発 10:57～11:56 ３合目～12:16 ５合目山
小屋（休憩）～馬の背（休憩）～13:30 ９合目～13:42 山頂（休憩）14:00 ～15:00 ５合
目～16:23 キャンプ場到着
今宵宿泊のバンガローを確保して身支度を整え「熊に注意」の看板を横目に、登山口に
吊るしてある小型ドラム缶のような形の熊除け用の鐘を鳴らしつつ登山開始。
程なく山頂まで３．８キロの１合
目の標柱を過ぎ、ダラダラ坂の樹林
帯を登ること１時間で３合目。昼過
ぎには森林限界の５合目に到着。よ
うやく視界が開けるが目指す山頂は
霧の中である。すでに下山して休憩
している人が７～８人で、山頂では
霧で何も見えずに寒くて早々に下山
してきたとの由。
６合目への急な山道をたどると、
カンラン（橄欖）岩とハンレイ岩の
層が交互に重なって出来た非常に珍しい岩場の連続で、珍しい花々を愛でつつ馬の背に
着き小休止。
馬の背の先は気持ちの良い尾根道で、途中にヒダカソウ・エゾコウゾリナ・アポイカン
バ等固有植物の宝庫である「幌満（ホロマン）お花畑」への分岐があるが、ハイマツの進
出と盗掘・温暖化により激減しているとの巡視員の話であったので、お花畑には行かず山
頂を目指した。９合目を過ぎるとエゾキスミレが出始め、登山開始２時間４５分
で山頂に到着。霧も晴れ始めて、登ってきた５合目から馬の背の稜線、遥か下方の冬島漁
港が小さく８００ｍの山とは思えない雄大な展望を楽しみ下山の途についた。
馬の背への下りでは真っ青に晴
れ上がった青空を背景に、森林限界
を超えた地帯に緑のアポイカンバの
林のある不思議な山頂とアポイ岳か
ら吉田山・双子峰のピンネシリへと
続く岩場交じりの魅惑的な稜線を打
ち眺めつつ下り、5 合目を過ぎ熊に
も出会わず蝉しぐれに送られ 16 時
20 分に登山口に到着した。
予約したバンガローを確認し
キャンプ場に隣接するアポイ山荘に
て入浴後、ギンギンの生ビールで
カンパーイ・乾杯！･･･。至福の一時！これだから山登りは止められない。
リーダーの石井さん、同行の皆さん有り難うございます。感謝・感謝・謝謝。
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三郎ノ岩道窪

－秋川水系

盆堀川伝名沢―
記：沼田真澄

7 月 12 日（火）
7:30 入渓→

参加者ほか 1 名（元沢登りの達人）

8:10 三郎ノ岩道窪出合→

→10:30 倒木地点 10:40→

8;30 大滝 8:40→

大滝上 10:00

下山(道迷い&藪漕ぎ)12:50

伝名橋の駐車スペースに車を停めて、伝名沢へ入る。はじめは、沢に沿って仕事道がつい
ている。沢に堰堤が 3 箇所あるが、ところどころ水がなくなっていた。一番目と二番目の
ものは、右側を登った。三番目は、右の踏み跡を辿る。左側から、伝名沢左俣がでてくる
が、そっちの方が水は流れている。そして、次の左側の右俣には入らずに、右に行くと三
郎ノ岩道窪出合だ。最初の CS3ｍを越えると、すぐに大滝 25ｍが現れる。全体的に水苔が
ついており、草が生い茂っている。水量はそれ程でもない静かな大滝だ。右側から登れる
とのことで、その登れそうなラインで、残置物を探した。ハーケンっぽいのが微かに見え
る。彼にトップでそこまで行ってもらうと、確かにハーケンだった。しかし、その後は残
置物が見当たらない。草が生い茂っていたこともあり、目には入らなかったのかもしれな
いが。結局、その後は枝木に軽くプロテクションをとれたのみだった。いざ、Ⅳ＋の登攀
へ。確保してもらい登るが、そんなに良いホールド・スタンスばかりではなく、緊張した。
草を掻き分け、比較的良い手がかりを探し、登っていく。時間がかかった。やっとのこと
でもう一息のところまで辿り着き、落口の左側を見ると、そこはつるつるでとても登れそ
うではなかった。最後は、ヒョイっと上がり、大滝登攀終了。Ⅳ＋、頷ける大滝だった。
トップで登るときには、ハーケンを打ち、NP をとる必要があると感じた。大滝の上には、
さらに二段の滝がある。両方とも楽に登れた。次は、連瀑帯。この二番目の滝は、ショッ
パイ感じだった。かなり微妙なスタンスに載らないと、上がれなかった。そして、滝 5ｍ。
ここは確保した方がいいと、ロープを出して、彼がトップで登る。内心確保はいらないと
思っていたが、実際登ってみると、上部落口でホールドが乏しい。左手でアンダーをとり、
右足を苔の上に載せて体重を移動した瞬間、ズルッ！！！
ー（汗）。確保がなかったら、おそらくは下に･･････

ロープがピンと張られる。ふ

一息ついて、彼にこういう場合での

登り方を教わった。次のトイ状の滝は、問題なし。そしてすぐに、倒木帯があり、遡行終
了。下山は、踏み跡を右に上がり、仕事道を尾根筋に下って 30 分とある。実際、尾根筋ら
しきところを下ると、尾根がなくなった。そして、踏み跡も見当たらない。遡行終了ポイ
ントまで戻り、逆の道を上がっていくが、下るポイントがないので、少し戻り登山道まで
急斜面を登ることにした。登山道に出て、荷田子峠で方角を頼りに盆堀林道の方へ下る。
仕事道らしきトラバース道に出たあたりで、採石場が見えた。あとは、採石場とその音を
手がかりに、藪を漕いで急斜面を下っていった。それは、木から木へと渡っていく程のも
のだった。そして運良く、仕事道らしいところに出られ、採石場のあたりに降りられた。
結局、下山に 2 時間以上もかかってしまった。もう一本沢を登る予定だったが、時間オー
バーで止めにした。三郎ノ岩道窪、こぢんまりとした奥多摩の沢であったが、残置物がほ
とんど無く、まさに中級の沢という感じだった。もう少しレベルアップしたら、トップで
挑戦したい。
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お笑い珍道中
▲2011 年 7 月 14 日（木）晴れ

古峰ｹ原日記
▲L 小林いつ子、黒澤、上原、新庄

▲新越谷 5:31⇒新鹿沼 7:05/7:35⇒古峰神社 8:31/8:45⇒三枚石新道登山口 8:50⇒三枚石
10:50⇒古峰ケ原ヒュッテ 12:05⇒古峰神社 13:35
古峰神社バス停から古峰ヶ原峠方面に向かって歩くと、左手に健脚向きと書かれた三枚石
新道の道標から山道に入った。約 2 時間の新道はこれといった難所もなく、山の会員には
ごく普通の登山道だった。この一帯には「関東ふれあいの道」が通りハイカーが安易に立
ち入らないように、健脚向きと案内しているようだ。
所々にコアジサイの花を見掛けるだけの静かな山道が続き他に登山者の姿もない。途中、
苔むして北八ヶ岳の雰囲気が感じられる所や大きな五枚岩を過ぎると、平らに開けた三枚
石に着いた。三枚に重なって見える石の下で勝道上人が座禅修行をしたとされ、屈屋には
不動明王が祀られていた。
食事をしていると昆虫採取らしき大きな網を持った男性が 1 人やって来た。写真をお願
いしたついでに話をすると、この辺りに生息する珍しい「アカセセリ」を探しに来たが、
姿はなく時期も早過ぎたと語っていた。また「コキマダラセセリ」も一緒に生息しており
マニアには結構知られている場所のようだ。
最初に蝶の採取に来たと聞いていたにも関わらず、初めて耳にするセセリの名と特徴を聞
いた途端、一瞬にして私の頭の回路は蝶からトンボにすり替わっていた。
「目と目が離れていて、三角の鼻をしている」、今まで関心もなく蝶の顔を注意して見た事
がない。分からないのに、そんな顔をした蝶がいる筈がないと勝手に思い込んでしまった
訳だ。いつ子さんから「ところで今の話は蝶なのトンボなの？」との質問に「勿論トンボ
でしょう」と疑いもなく答えた。上原さんは蝶を捕りに来たのだから蝶の話に違いないし、
三角の羽のトンボなどいないと言う。それもそうだ！私は話の経緯を振り返り、コキマダ
ラセセリを思い出したことが決め手となり、
（ 遠くまで飛行するアサギマダラ蝶は知ってい
たので）…マダラの名が付くのは蝶以外考えられず、やはり蝶の話だったのだと納得した。
羽を鼻と聞き間違えた挙句に、目の前の事柄に反応してそれまでの話の流れを葬り去って
いた。とっさの思い込みが成せる技で情けないし、頭も耳も大分錆びついてきている。
三枚石から下った古峰ヶ原峠の湿原には、ホ
ザキシモツケの群落が。小雨が降り古峰ヶ原
ヒュッテで一時を過ごし林道、車道歩きを経
て古峰神社に着いた。神社に参拝し終えて戻
ると凄い雷雨に襲われたが、いち早くバスに
乗り込んだお陰で濡れずに済んだ。その後も
セセリの話で盛り上がり、みんなで何度も大
笑い。私の中では古峰ヶ原＝アカセセリ、ト
ホホな笑い話で寿命が延びたような縮んだよ
三枚石

うな 1 日となり、それで原稿を書く羽目にな
ったのだ。
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記：新庄

西ゼン沢（仙ノ倉谷）
記：鈴木

勝幸

【日
程】 2011 年 7 月 16 日（夜）～17 日
【メンバー】Ｌ松浦、浅井（照）、浅井（祐）、長田、鈴木（勝）
（7/16 夜）
草加駅 PM18:00 出発し草加 I.C からいきなりの渋滞、３連休のせいでしょうか、
関越自動車道に入り順調に流れはじめ一安心。予定通りに林道終点、登山口駐車場にたど
り着き天幕を張る。祐子さんがクーラーBOX から缶ビール、つまみが出てきてビックリ、
山奥の居酒屋となり、幸せな一夜を過ごすことができたことに感謝です。
（7/17）
AM3:30 起床、もち入りラーメンをかっ食らい、AM5:00 出発。
約 30 分位、沢沿いの林道を歩き、赤い橋を渡り平標新道登山口に到着。入山者が少ないの
だろうか、登山道は整備されておらずジャグル化していた。
AM6:45

入渓地点（仙ノ倉谷道標）に着く。道標地点で別のパーテイが天幕を張り、

ここをベースにしているのか天幕に気をとられ、危う
く通り過ぎるところだった。早々と装備を付けていざ
出陣。しばらくゴロ岩を歩き、さすがに谷川の水は冷
たい、水量も多い。徐々に視界が広がり、果てしない
スラブと滝の始まりである。テンションがあがり、
岩に取り付くがホールドがみつからない 、沢靴を履い
ているのに滑り緊張の連続。
東ゼンの出合を過ぎたあたりだろうか、巨大な残雪が
現れる。約 10ｍの厚みの雪壁状の左側がトンネルのように穴があき、まるで橋のようだ。
雪渓のトンネルをくぐり抜ける貴重な体験でした。
左側の草付きの壁をよじ登り雪渓の上に降り立ち、大休止。第１スラブ、第２スラブを超
え、緊張感も頂点に達したが、壮大なナメ床の美しさに辛さも忘れる。徐々に沢筋が細く
なり、水も涸れ始め源流地点の二俣に着いたのは午後１時過ぎていただろうか、背丈より
高い笹藪が現れる。直進か左のルートかどちらに進むか迷い左ルートとり、細い涸れはて
た沢をつめる。
やがて背丈以上の笹の藪漕ぎとなり両手、両足でか
き分け、不安のなか地図で方向を確認しながら進み
１時間以上の藪から浅井(昭)さんのパワーで突破。
すでに時間は PM3:00 となり予定の平標新道の下山
は夜道となるおそれから祐子さんが別ルートの平標
山頂から２時間で下山し、タクシーで駐車場に戻る
提案で全員一致。
下山時は手足は限界に達し、水は底をつき苦労の下山となりました。浅井さんが一足先に
と下山し、タクシーの手配と、冷たいコーラを差し出してくださり美味しかった。計画し
て頂いた松浦さん、浅井(昭)さん、祐子さん長田さん、有難うございました。壮大なスラ
ブ帯、藪漕ぎの苦労は思い出にのこる沢登りとなりました。
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白峰三山 日本一の陵線歩き（3,193m）
記：山口裕史
◆山 行 日：２０１１年７月１６日～１８日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外１名

（敬称略）

◆コ ー ス： 合計 19 時間 15 分
1 日目:6 時間 30 分 奈良田 6:30 発-バス→7:20 広河原
広河原 7:25→9:35 大樺沢二俣分岐(右俣)10:00→小太郎分岐 13:00→13:55
北岳肩ノ小屋(テント泊)
2 日目:10 時間

3:00(起床)北岳肩ノ小屋 5:15→北岳 5:55→北岳山荘 6:55→中白峰 7:50

→間ノ岳 9:05→農鳥小屋 10:10→農鳥岳 12:20→15:15 大門沢小屋(テント泊)
3 日目:2 時間 45 分

大門沢小屋 6:15→奈良田 9:00

一昨年の鳳凰三山、昨年の甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳に続き、いよいよ日本第二位の標高の北
岳を目指しました。どうせ目指すなら白峰三山を縦走してやろうと考え、アクセス的に
融通のきく奈良田に入り、バスで広河
原から登るコースを選択しました。
広河原からの登りでは、行列が続いて
いて久しぶりに大渋滞を経験。標高第
二位の人気の凄さに驚くとともに、
テン場が心配で気が気じゃなかった。
当初肩の小屋経由で北岳山荘まで歩く
予定だったが、あまり遅くなるとテン
トが張れなくなるのではと思い、二俣
で予定通り歩くか、八本歯を経由して
北岳軽身で登るか悩んだ。悩んだ挙句、最悪斜めでも張れると考え当初の予定にしたが、
父親が途中でバテてしまい、まだテン場に余裕があった肩ノ小屋に泊まることになった。
肩ノ小屋からのロケーションの素晴らしさ、翌日晴天で北岳山頂に立てたことなど、結果
的にはグットな選択となった。
テントを張ってからは持参したビールと酒で乾杯しながら展望を楽しむ。小屋では夕方ブ
ロッケン現象も見ることができた。新田次郎の槍ヶ岳開山を読んで以来、播隆上人が求め
たブロッケン現象にいつ出会えるかと楽しみにしていたので、その神々しい自然現象に出
会えて感激。
2 日目は晴天に恵まれた。北岳では 360 度の大展望、長い歩きだったが日本一高い陵線歩
き、富士山をいつも見れるために大変満足した。北岳山荘はトイレもきれいで、生ビール
まであり本当にいい小屋でした。北岳草を見に来る機会があったらこちらに幕営しよう。
長い陵線歩きの末到着した。大門沢小屋のテン場は張る場所がないくらいの混雑。スタッ
フさんに話すと、張る場所ないから素泊りか、下山だねと言われ困惑した。何とかテン場
スペースを確保できたが、私達より遅かった人は下山した人もいたようだ。大門沢は水も
タダで近いから本当に楽でいい。お湯でのコインシャワーもあってびっくりした。
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3 日目の下山は思ったよりも早く下れたため、
奈良田温泉でユックリと汗を流せた。
次回、南ア北部を訪れるなら甲斐駒～アサヨ
峰～鳳凰三山を歩きたい。

低酸素室

－ミウラドルフィンズ－
記：沼田真澄

参 加 者：友人 A、他１名
期 日 ・ 場 所：6 月 22 日(水) 代々木
内
容：富士山テスト
所 要 時 間：70 分（低酸素室 40 分）
受 講 料：5000 円（受講料）＋１000 円（肺機能検査）-1000 円（二人以上割引）
友人 A が 2500ｍを越えると高山病の症状がでるので、その対策を考える上でこの低酸素室
利用を思いついた。私は、二人以上割引があるということと、肺機能検査に興味を持って
参加することにした。
代々木駅から歩くこと約 10 分で到着。中に入るとスタッフが二人つき、問診表みたいなも
のとテストの同意書を書く。その後、すぐに肺機能検査になった。測定の機械があり、そ
こに口から息を吹き込む。始めに年齢と身長・体重を入力。そして、深呼吸をしてゆっく
り息を最後まで吐くのと、深呼吸して一気に吐くのとの二通りで測定。結果は・・・28 歳。
とりあえずは、実年齢よりも 7 歳若いので安心。そんなときに、ふと見ると、白髪に黒の
短パン T シャツの老人が建物に入ってきた。なんと、Mr．セサミンの三浦雄一郎だ。血色
が良さそうだが、なんか太り過ぎな感じだ。見たところ、普通にここでトレーニングして
いるらしかった。
富士山テストのために、動きやすい服装に着替える。着替え室は、ちょっとしたところで、
ロッカーは 4 つしかなかった。この感じだと、低酸素室は狭そうだ。ちなみに、低酸素室
は二つある。他の人たちが着替える間、壁に張ってある新聞記事に目がいった。どうやら、
この低酸素室を造るのに、5000 万円をかけたらしい。「30 キロを背負って、骨密度 20 代」
というのをスタッフに尋ねたら、負荷をかけると骨はどんどん強くなっていくとの回答が
あった。
さて、富士山テスト。部屋に入る前にパルスオキシメーターを装着し、酸素飽和度を測定。
結果は、97％。機械が正常に作動しているかどうかを確かめるために、息を止めると、83％
まで下がった。そして、低酸素室に入室。ここは、通常が 20.9％の酸素濃度のところ、高
度 3000ｍの 14.5％に設定されている。イスに座って数値を見ると、90％に下がっていた。
息を止めたときに下がった数値と比べて、そんなに息苦しい感じはしない。それは、二酸
化炭素濃度が高まらなかったからとのこと。この部屋で、酸素飽和度を上昇させる呼吸法
のトレーニングをするとのこと。大事なことは、吐くときに圧力をかけて一気に吐くこと
だそうだ。この呼吸法で、実際に数値は 95％まで上がった。それから、15 キロの重荷を背
負い、踏み台昇降運動を行った。呼吸法での変化は、なんと 80％→90％だった。約 20 分
は、この呼吸法を行うときと行わないときで、どんな肉体的な変化を感じるかを注意しな
がら運動をした。呼吸法により、視野が広がったり、体が軽くなるという体感を得た。
どうやら、この富士山テストのポイントはこの呼吸法の会得らしい。
実際に客観的な数値を見ながら行え、呼吸法により良い体感を得られたことは、貴重な
体験だった。日ごろの山行でもこの呼吸法を大いに活用していきたい。
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井戸沢と大沢右俣

―那珂川水系苦土川―
記：沼田真澄

7 月 17 日(日)～18 日(祝)
一日目

参加者ほか 1 名（元沢登りの達人）

井戸沢

7:10 沼原駐車場→(道を間違えて沼原湿原入り口に引き返す)8:10→(麦飯坂経由)9:45 入
渓→12:50 稜線→13:00 流石山→13:30 大峠→15:00 三斗小屋温泉(泊)
初っ端いきなり登山道を間違えてしまい一時間のロス。沼原湿原に戻る。麦飯坂を通り、
湧水で水分補給して、三斗小屋温泉跡の橋のところへ。その橋を沢に下りて潜り、すぐ左
に現れる涸れ沢に入る。ここで沢装備を着ける。ガレ沢をしばらく上ると、水が流れ始め、
丸太が積み上げられて作られている大きな堰堤が現れる。左側を上り、トラロープを頼り
に下る。ここから沢登りがスタートした。天気が良く、水が気持ちいい。滝 3ｍとナメ 10
ｍを通過すると、すぐに滝 15ｍが現れる。ツルツルでホールド・スタンスに乏しい感じな
ので登攀はあきらめ、素直に右の巻き道を登る。上部に残置スリングが二本垂れているが、
そこは少し被っていて悪い。時間短縮のため、スリングを使わしてもらい突破。落口の辺
りに下りて、滝を改めて見るが、やはりツルツルで落口付近はホールドがなさそうだった。
しばらく、ナメ滝がいくつか続き、左の支流を通過すると、緩やかな滝 15ｍ。左を登るが、
下部で一旦下りるところがある。木を掴みながら慎重に下り、水流左を木を頼りに突破。
次の滝 10ｍも左側を登る。10×20ｍ滝は、どこでも登れそうだ。右の支流を通過すると、
滝 18ｍが現れる。見た感じ、迫力があり、20ｍを越えているのではないかと思った。でも、
登るのは容易であった。この辺りから、ニッコウキスゲ、ウサギギク、ハクサンフウロ、
オノエラン、カラマツソウ、マイヅルソウ、ミヤマウスユキソウ、ミヤマキンポウゲなど
を目にする機会が増えてくる。クライマックスのナメ滝は、稜線までどこまでも続きそう
な感じで、気持ち良く通過できる。靴を履き替えたところで、上から 6 人のパーティーが
下ってきた。これから、井戸沢を降ると言う。地元の沢ヤっぽい感じがした。最後のツメ
は、ガレ場を少し登るくらいで稜線に出る。右と左に分かれるところがあったが、右のツ
メを取った。左の方では別のパーティーが登っていた。右手には、少しガスがかかってい
たが、茶臼岳を臨むことができた。稜線に出てから 10 分と経たないうちに、流石山へ着い
た。なにやら大勢で写真撮影をしていたので、静かに通過した。流石山から大峠の道の辺
りは、ニッコウキスゲをはじめとする大お花畑が広がっていた。天気が良く休日とあって
登山客が多く、何人もの人が休憩して、お花畑に見入っていた。あまり花に興味はないが、
この風景は美しく、10 分くらい休憩してしまっ
た。大峠から三斗小屋温泉への道は、沢を三本
渡り、アップダウンの道だ。なんとか目標の 15
時前に到着できてよかった。というのは、15 時
から雷予報がでていたからだ。実際、着いてか
らすぐに雷が鳴り始めた。三斗小屋温泉は、い
つもの煙草屋に泊まった。宿泊客数は、40 人く
らいだった。ゆっくりと温泉に浸かり、たらふ
くご飯を食べ、明日のために早の 20 時に就寝。
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二日目

大沢右俣

三斗小屋温泉 4:50→橋 5:30→大沢出合 7:15(7:25 入渓)→(休憩 20+15 くらい)稜線 13:00→
大峠 14:10→ショートカット終了 15:10→湧水 15:20(15:50 出発)→麦飯坂分岐 16:10→(10
分休憩)沼原駐車場 17:40
3：40 起床。薄暗い中、露天風呂に入る。煙草屋の朝食弁当は昼食用にとっておき、フリ
ーズドライの朝食採り、出発。三斗小屋温泉跡を越え、麦飯坂の分岐を過ぎ、さらに下る
と、ゲートが見えてくる。車は通過できないように、ゲートには鍵がかかっていた。しば
らくすると、右に入る大沢林道に到着。大沢林道は、薄暗く、あまり一人では歩きたくな
い感じだった。橋を渡り、上って行くと、右に分かれる道が出てきた。沢沿いがいいと思
い、その道を行くが、道が無くなり引き返す。さらに上へ行くと、また右に分かれる道が。
しかし今度は、そのまま直進。しばらくすると、堰堤が現れる。右から乗り越えて行くと、
短い梯子がある。それを登るとすぐに、黒羽山岳会の看板が目に入る。ここで装備を整え、
入渓。しばらくガレ沢が続く。水が出てきて、最初に登場する滝は、2 条 6ｍ。右から簡単
に登れる。そしてすぐに、大滝 20ｍが現れる。迫力満点。下から、残置スリングが 3 箇所
あるのが確認できた。ロープを出して、右側をストレートに登ることに。当然、彼にトッ
プで行ってもらうことに。残置のある中段部までは、フリーで。そこから上は、少し厳し
そうだ。ビレー解除のコールがしたとき、40ｍロープがギリギリだった。ロープアップを
コールするも、ロープが上がっていかない。二本目の残置スリングにとったプロテクショ
ンが短すぎて、すぐ左上の岩壁の角にひっかかって、ロープが流れない。二回コールして
も駄目だったので、しょうがなくフリーで登っていくことに。少し緊張したが、わりと容
易に中段まで行けた。二本目のヌンチャクを回収し、ロープを完全に上げてもらう。ここ
からが少し難しい。水飛沫を浴びながら、微妙なスタンスに載り、三本目のヌンチャクの
ところに。ここからは、ちゃんと掴めるホールドがない。左の水流沿いは行けませんかと、
彼に尋ねるが、そっちはおそらく登れないとのこと。彼のアドバイス通りに、右のクラッ
ク沿いを目掛けて登ることに。完全なスラブで、左足に体重を載せて一手を出す決断をす
るのに、時間がかかった。そのムーブしかないと、意を決っしてトライ。なんとか登りき
ることができた。残置は最初に発見した三箇所しかなく、最後の方の箇所が難しいので、
とてもⅢ+だとは思えなかった。二俣までは、他にロープを出す箇所はなかった。左俣の大
滝は、いったい何ｍあるのという感じの大きさで、さらに上に垂直の滝を有し、難しそう
だった。そこからはロープを三箇所で出してもらったが、それ程難しいところはなかった。
しかし、出さなかったところで、彼の行ったルートのすぐ右側を登った際に、進退窮まり、
お助け連結スリングを出してもらった。ヌルヌルのナメ滝群は、両側が笹薮で幅が狭い。
右の涸れ棚下で、靴を履き替えて最後のツメに。この棚を登った辺りから、微妙に水が流
れており、岩が湿っている。滑って右側頭部強打した。さらに、ところどころ狭い道に木々
や笹などがかかっており、通過するのに苦労する。極めつけは、最後の急斜面の藪漕ぎが
大変だった。稜線に出たとき、雷が鳴って雨が降ってきていたので、休憩する間もなく急
いで下山した。
井戸沢は、明るく、渓谷美を堪能しながら、誰しもが楽しめるような沢だった。大沢右俣
は、登攀要素が高く、ツメの藪漕ぎも大変で、今までで一番キツイ沢だった。
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念願の谷川岳馬蹄形完登（1,977m）
記：山口裕史
◆山 行 日：２０１１年６月１８日～１９日
◆メンバー：L 山口（裕）、長田、会員外１名

（敬称略）

◆コ ー ス：1 日目:11 時間 20 分
白毛門登山口駐車場 5:40→登山センター6:00→西黒尾根登山口 6:20→ラクダの背 8:30→
分岐 8:35→肩の小屋 9:55→トマの耳 10:25→オキの耳 10:40→11;45 一ノ倉岳(休止)12:10
→茂倉岳 12:30→武能岳 13:50→14:35 蓬ヒュッテ(水補給)15:10→七ツ小屋山 16:05→清水
峠避難小屋 17:00
◆コ ー ス：2 日目:7 時間 20 分
清水峠避難小屋 5:55→ジャンクションピーク 7:35→朝日岳 8:15→笠ヶ岳 9:35→白毛門
10:30→白毛門登山口駐車場 13:20
一昨年雷雨により蓬峠から撤退した馬蹄形縦走。今回は肩の小屋で早くも雨が降り始めた
ため、先に進むか悩みましたが、雷雨ではないのと翌日晴れの予報だったので頑張って進
むことにし、お陰で念願かなって完登できました。
1 日目は雨が降ったため楽しみにしていた一ノ倉谷ののぞきも全く見えず、武能岳の 3 連
の陵線も、蓬峠へ続く笹原も見えない。一昨年はキレイに咲きほこっていたキスゲが今回
はまだ早かったが、登山道には小さな花が満開で展望のない中の唯一の楽しみだった。
清水峠までは思っていた以上に起伏があり長かったものの明るいうちに小屋に到着できて
ホッと一安心。天候が悪いため他のパーティーは一組で彼らはテント泊だったため、小屋
はゆとりを持って利用できた。
2 日目は予想通り晴れ。あと半周長いながらも

朝日岳の穏やかな山稜

楽しい陵線歩きが待っている。今回一番印象に
残ったのは朝日岳。谷川連峰の中でもたおやか
な山なみと、多数の花、山頂直下の草原、360
度の大展望と素晴らしい山だった。是非お勧め
だが、日帰りでこ
こまで足を運ぶの
はなかなか大変だ。
前週に登った南稜テラスまでのテールリッジがハッキリ見え
たのは嬉しい。登っていた時は余り感じなかったが意外に急
斜面に見える。白毛門の下りの長さに閉口したが、
達成感十分の馬蹄形。谷川岳はやっぱり素晴らしい。
次は、上州のマッターホルンと呼ばれている大源太山周遊、
ナルミズ沢の遡行是非してみたくなった。
他にも万太郎沢も行きたいし、平標山からの縦走もしたいと、
谷川岳を見て陵線歩き

登りたいルートは尽きない。
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大菩薩嶺

(2056.9m)

(山梨県甲州市塩山)

記：山﨑 正夫

【日 程】2011 年 7 月 17 日(日曜日)
【天 候】晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川、石川(会員外)
【コース】

登山標高差＝477m

累積高度＝627m

5:16 草加駅＝5:31 南越谷駅＝6:43 西国分寺駅＝6:43 立川駅＝8:02 甲斐大和駅＝8:10
ﾊﾞｽ～8:51 上日川峠 9:00～10:40 石丸峠～10:45 熊沢山～11:00 大菩薩峠～11:20 賽ノ
河原～11:40 富士見新道分岐 11:50～12:00 雷岩～12:45 大菩薩嶺～12:50 雷岩～唐松尾
根～13:35 富士見平～ 13:50 上日川峠 14:00＝ﾊﾞｽ＝14:31 天目山温泉 15:31＝ﾊﾞｽ＝
15:51 甲斐大和駅＝西国分寺駅＝南越谷駅＝草加駅
【経費】交通費：草加～新越谷＝160×2＝320 円、南越谷～大月＝ﾎﾘﾃﾞｨﾊﾟｽ 2,300 円、
大月～甲斐大和＝320×2=640 円)、ﾊﾞｽ＝1,000＋1,500(入浴券付)＝2,500 円
合計

5,760 円

大菩薩嶺に行くに当たって、塩山からバス
とばかり思っていたが、甲斐大和駅からバ
スが出ていることがわかり、利用すること
になる。南越谷駅改札口で、下川さんと友
人の石川さんと待ち合わせ、予定どおり甲
斐大和駅に着く。改札口でホリディパス越
境分を精算し、バス停に向かうが、かなり
の列ができている。４０分間バスの中で立
つ人もでるなと思っていると、バス会社の
職員が臨時バスを出すと連絡に来てくれる。
我々は定時発のバスで上日川(ｶﾐﾆｯｶﾜ)峠に
向かう。臨時バスはこの後２台出る。運転手の手配等大変だろうと思う。
上日川峠に着くと、ロッジ長兵衛があり、バス停や売店は人でごった返しており、まるで、
高尾山の駅前みたいな感じ。人やタクシーまでが列を作って北東の富士見平への坂を上が
って行く。
我々３人だけは、この喧噪から離
れて、南西へ向かう。坂を少し下る
と、都会から急に山中に入った感じ
となる。廃屋の大菩薩館の脇をとお
り、３０分も歩くと車道に出る。こ
このバス停で途中下車して、ここか
ら石丸峠を目指した方が良いなと思
う。再度、登山口に入る前に
道路のカーブ地点まで行き、富士山
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を見る。樹林の中のやや急な坂を進み行くと視界が開け、草原状の石丸峠が見えてくる。
石丸峠について、下川さんは度々記憶とは違うと言う。ゆったりできる場所だ。ここから
熊沢山に登り、介山荘を通ると大菩薩峠に着く。いきなり人が多くなる。これまでの静け
さは破られ、賑やかな歩きとなる。石川さんが本領を発揮し、若い女性に会う度、明るい
冗談を投げかけ、人気を得ている。
展望の良い道を妙見ノ頭まで登り、賽ノ河原へ降りる。神部岩まで登り、雷岩を望む。
雷岩周辺では日差しの中で大勢の人が昼食を摂っている。我々はその手前の木立の下の風
が通る場所で昼食を摂ることにする。雷岩から大菩薩峠に向かう人たちはこの場所をしき
りに羨ましがっている。ゆったりと景色を楽しんだ後、露岩の雷岩へ。ここから大菩薩嶺
往復。ここから、14:00 のバス乗車を目指し、唐
松尾根を南西へ福ちゃん荘まで一直線で下る。小
休止し、上日川峠まで遊歩道を下る。バスで天目
山温泉到着。次のバスまで１時間ゆっくりとアル
カリ性の温泉を楽しむ。甲斐大和駅に着く。売店
が無いので、ビールを買えない。街道のコンビニ
に行くには時間が足りない。素直に電車に乗り、
南越谷に着く。いつもの中華蕎麦屋で下川さん、
石川さんにあわせてアルコール抜きの食事をして
解散とする。
大菩薩は今回初めて歩く。実は、山の会に入る
前に、第１日目甘草屋敷・恵林寺を見学し、庄屋
の館を民宿にした水上館に宿泊、第２日目に大菩
薩を目指し歩き始まるが、前夜の赤ワインに悪酔
いし、止む無く引き返して以来、２度目で初めて
歩き切ることができた。
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笠笠ヶ岳
ヶ 岳

笠ヶ岳

記：小林いつ子
■日

程：平成 23 年 7 月 22（金）－25（月）

■メンバー：L 小林い・小野寺・山崎・阿部
■歩

程

7/22（金）

泊
8：00 新宿高速バス出発＝平湯温泉＝新穂高温泉－3：00 わさび平小屋○

7/23（土）

5：00 わさび平小屋―10－登山口－9：35 抜戸東乗越ランチ
―11：40 抜戸分岐－13：40 笠ヶ岳山荘―10－山頂

7/24（日）

5：00 山荘―5：45 抜戸分岐―9：40 弓折岳―10：40 鏡平山荘ランチ
―14：00 わさび平小屋―15：20 新穂高温泉＝平湯温泉

7/25（月）

泊
笠ヶ岳山荘○

8：00 平湯温泉＝高山

泊
中村館○

観光（前日阿部さんのみ帰る）＝14：30 発高山

＝20：10 新宿高速バスセンター
22 日

台風 6 号の状況を睨みながら、悩み悩んで、笠ヶ岳のお兄さんの「そのままでいい

と思いますよ!」の一言で踏ん切りがつき、ＡＭ8：00 新宿からバスに乗った。
5 時間のバス。平湯温泉でのバス乗り換えは、高速バスが渋滞で 15 分遅れ、一つ乗り遅れ
かと思いきや！何とか間に合い、大騒ぎで路線バスに乗り移った。新穂高温泉はお天気が
今ひとつなので、観光客が少なくシーズンなのに静かだった。
いよいよわさび小屋に向けて林道にはいった。道
は濡れていて、すれ違う登山者は皆カッパを身につ
け、疲れた様子で下っていく。小屋の手前に大きな
山崩れの後があり、シーズンに間に合わせたのだろ
うか！
道の幅だけ綺麗に片付けられていた。
小屋はわりに空いていた。5 人部屋を一部屋あてが
っていただいた。ブナの原生林の中にある、お風呂
（シャンプー可）を使わせてくれる貴重な小屋だ。
23 日

5：00 出発。10 分ほど昨日の道を戻ると笠ヶ岳新道の登山口に着いた。

始めの 4 時間は上りばかりと分かっていた。4 人でしばし登山道を見上げてしまった。深
い原生林はジグザグ道で、想像していたほどの急登ではない。しばらく歩くと花もチラホ
ラ、思いがけなく姫さゆりが出迎えてくれた。木が少なくなると花の種類もどんどん増え
て、キスゲ・シモツケ草・キンバイなどのお花畑が楽しませてくれた。
どれも今が盛りで可愛いのだ。きつい上りも、今は花が綺麗だったことしか頭に浮かんで
こない。とは言っても、30 分上っては休みの繰り返しで、抜戸東乗越に着いたのは一時間
オーバーやっぱりネ!であった。
乗越でいきなり前が開け、目指す笠ヶ岳がどんと！そして、そこに続く道が見えた。
20 分程休憩し、杓子平（カールのお花畑）の真只中へ！ついさっきとは全く違う広々とし
た世界に飲み込まれていった。「人がよく言う天国とはこんな所ではないのかな」
気持ちよく歩いていると何時の間にか抜戸分岐へのきつい登りが始まって、雪渓も近くに
迫ってきた。イチゲ・チングルマ・青のツガザクラ・スミレ・・・、楽しみにしていた
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黒百合だけは全山通して少なかった。
二時間で抜戸岳尾根（分岐）に着いた。やっとや
っとである。後は尾根を笠ヶ岳を眺めながら少し
ずつの上り下りを繰り返し、見上げていた雪渓を
下に見ながらの尾根歩きであった。
13:40 に笠ヶ岳山荘に無事到着。
山頂までは後 10 分。
笠ヶ岳新道コースを歩き通した感激に、

笠ヶ岳山頂

熟年メンバーでハイタッチ!!!
山頂でビール乾杯組み（男子）

と

改めて山頂で合流。ハイチーズ!!!
24 日

5：00 出発

取りあえずラーメン組（女子）

に別れ、

穏やかで暖かい山頂だった。

90％雨は無しと聞いていたが、受付横で朝食を済ませ身支度をしなが

らも、外が気になった。私達のいる笠ヶ岳は深い霧の中だ。昨日も全容を見せてくれなっ
かった穂高の尾根が、昨日より何も見えず、朝の山頂に登るのはやめた。大きな石がゴロ
ゴロと、それでもわずかに重機で並び替えたの
だろうか？階段状に道が出来ている。テント場
を横切り抜戸分岐までは昨日のコースを進む。
時々霧で近場もみえなくなったり、ふーと！
遠くが見えたりの繰り返し。
尾根はハイマツが多く、NPO 山の自然文化研究
センターの方から目撃情報を依頼され、一同、
急遽花から雷鳥モードに切り替え、雷鳥発見を
期待したが最後まで遭えずじまいだった。可愛
い雛に遭えれば最高！なんて思っていたのだが残念。
秩父岩の 2667ｍ地点から雪渓の左側をグンと下り、10 時前に弓折岳に着いた。
弓折の分岐は鏡平と双六・笠ヶ岳への分かれ道で、下りて来る人、上る人、交差点のよう
に賑わっていた。穂高は最後まで雲が厚く見えそうで見えない数時間であった。鏡平から
はどんどん人が上ってきた。関西からの登山者が多いようだった。
鏡平小屋で昼食をとり一息入れた。小屋の屋根には従業員が上って日向ぼっこ。登山者
は鏡池に設けられた展望スペースで、槍が岳が映るのを待っているようだった。
昨日より距離的には長い。わさび平小屋までは、まだ三時間近くかかる。シシウド原から
は沢の水音を聞きながらの長い長い下りになった。山崎さんの膝が悲鳴をあげてきた。本
人の報告にもあるが、暫く前から後の山崎さんが前傾している様な圧迫を感じ、
「ころがっ
て来る時は私を避けてね」なんて笑っていたのだが、小野寺流応急処置を施し事無きを得
た。ガリバー（失礼！）のような山崎さんを、可愛い小人の様な私たちには下まで運ぶ手
段（手足一本ずつ担当するにしても人出が足りない？うーん!!置き去りにする？）が思い
浮かばない（ごめんなさい）。何とかゴロゴロ石の道から脱出でき、緩やかな林道に入った。
14:00 出発地点のわさび平小屋に到着。
天気に恵まれ、花は咲きみだれ、笠ヶ岳山行は最高でした。ビールで喚声を上げました。
平湯温泉から阿部さんだけ事情により先に戻り、小林・山崎・小野寺は平湯の中村館で
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一泊し、翌日は高山で観光してきました。こちらの方は省かせて頂きます。
メンバーの皆さん、御一緒頂いて本当に有難うございました。私は幸せ物です。

今回のお勧め
★ 濃飛バス

夜発ちが嫌なので探したところ、新宿発の高速バスを見つけました。
＊ＡＭ7 から一時間おきに 3 便出ています。午後もあります。
＊行き先は平湯温泉経由高山行き。所要時間 5 時間
＊興味がありましたら、0577-32-1688
パンフレットあり

又は

濃飛バス予約センター

03-5376-2222
京王バス予約センター

＊ 今回、新宿を使うのがラッシュの関係で大変だったので、
次回は府中の高速バス停（武蔵野線府中本町からタクシーで少し）を試
してみたいと思っています。
★ 笠ヶ岳新道

原生林とお花畑、カールの雄大さ、変化に富み最高でした。

★ 雲の平山荘（この夏限定）笠ヶ岳山頂で出合った、若くて、可愛くて、力持ちの女子
大生がバイトいている筈。半端ないっす!!
ごめんなさい！このネタは、テントサイトが出る頃には、賞味期限が切
れています。
★ わさび平小屋

お風呂があること。水船の中に色んな果物とスイカが浮かんでます。
水が豊富で冷たいよ。そうめんもあったなー！

★ ひらゆの森（平湯温泉バスターミナル近くの宿泊ＯＫのスーパー銭湯）
500 円で、露天風呂いっぱい。バス一本蹴っ飛ばしてでも立ち寄る
価値あり。
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笠が岳山行報告

記：

小野寺

英子

槍穂の縦走や西穂の縦走、そして裏銀座の縦走、いつもいつも私の目に飛び込んで来た。
笠が岳!!

長いこと気になっていた山、笠が岳へ行って来ました。やっとやっとのことで

実現しました。台風におびやかされ続けながらも、四日間一粒の雨にも会わず、素晴らし
い山行でした。
笠新道の厳しさは本当でした。標高差 1800ｍ、

笠ヶ岳新道

始めての体験でした。しかし、登山道はしっか
り整備され、西穂の稜線がくっきりと見え、次々
に現れる花々に心癒され、ひめさゆりを見つけ
た時には、悲鳴に近い感動の声を出し嬉しかっ
た！二日目の下山は槍穂の稜線を見られると期
待したのに･･･雲の上に大槍、子槍が一瞬くっき
り見せてくれたが、槍を見ながらの稜線歩き残
念でした。槍穂の全容はダメでも、お花は何種類有ったろう、数え切れないほど沢山で素
晴らしかった。弓折岳からの下山は鏡平から大きな岩場だったり、ガレ場だったりで、う
んざりするほど長く感じられた。
わさび小屋に着いてホッとした。念願だった山に登った感動がひしひしと湧き上がり、
大･大満足の山行でした。リーダーのいつ子ちゃん有難う!!そして阿部さん、山崎さん有難
う！皆さんお世話様でした。

北アルプス・笠ヶ岳山行の思い出

記：阿部

芳夫

いよいよ２２日朝新宿から高速バスで北アルプスに向う事になった。バスは順調に走り
高速を降りて一般道を山の方に入っていく。だんだん奥飛騨の文字が出てくる。奥飛騨の
文字が多くなってくると、何か身も引き締まって来る様な気になる。新穂高温泉に到着す
るとすぐ計画書提出のセンターがある。ここは登山計画書と下山報告書を出すようになっ
ている。やはり低山の提出とは違うようだ。わさび平小屋に泊り 23 日早朝小屋の外でガス
で湯を沸かしそれぞれスープやラーメンを食べ準備して歩き出す。登山口はせまい小さな
入り口になっているが、入るとすぐに急登だ。でも朝食を食べ心の準備も出来ているので
たいして苦にならない。順調に登っていく。暑いが始めのうちは大きな木が生い茂って木
陰の中を歩くので良かった。そのうち森林限界の 2000ｍ以上になってくると草木が多くな
り暑くなって来る。その代り花が見えるようになってきた。最初は姫サユリやキスゲなど
一輪二輪だったが、だんだん多くなり群生している。この山は場所により同じ花が群生し
ているのだ。いろんな花がまとまって群生しているので見応えがあるものだ。昼過ぎには
笠ヶ岳小屋に到着ザックを下ろして頂上を目指す。14：00 過ぎに笠ヶ岳を制覇した、山崎
さんとビールで乾杯し感動した。夜は笠ヶ岳山荘に泊り、夕食ではみんなで乾杯し部屋に
入る。明日は、槍・穂が見えますよう、又無事下山出来るよう祈ってフトンに入った。
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笠が岳

山行報告

記：山﨑

正夫

小林リーダー、 周到な準備と、山行中の御指導、ありがとうございました。
小林リーダーの下、小野寺さん、阿部さんと一緒に笠ヶ岳を歩くことができ、とても良い
山行になりました。ありがとうございました。
また、達成感のある山行となりました。
笠が岳頂上で乾杯。頂上で休んでいた登山者
に写真を撮ってもらったのですが、聞いてびっ
くり！

２５ｋｇのザックを背負って、これか

ら雲ノ平山荘で１ヶ月アルバイトをする長崎大
学環境科学部４年生で、部活は探検部の美人で
ありました。その夜の笠が岳山荘は、若い男性
職員が彼女を取り囲み盛り上がっていました。
その他にも筋金入りの若い山ガールが多く、東京近辺の山に最近増えたような山ガールは
いませんでした。
笠が岳からの帰りの弓折尾根の下りがきつく、最後の秩父沢直前で、右膝にこれまで感
じたことのない違和感が出て、小野寺ナースの適切なテーピング措置に助けられました。
大変ありがとうございました。
山行後宿泊した平湯温泉の中村館は由緒ある高級な温泉旅館でありました。韓国から来
た３泊４日の槍穂縦走の団体が同宿となり、露天風呂で槍穂縦走のことや、過去の日本旅
行での経験、当方の韓国旅行等の話をし、面白い一時を過ごすことができました。
その夜、温泉施設の「ひらゆの森」に出かけ、内湯と６つの露天風呂に浸かり、山中２
泊の山行の余韻を楽しみました。
＋αの高山の観光も充実し、思い出に残る素晴らしい山行となりました。同行の小林リ
ーダー、 小野寺さん、阿部さん、大変お世話になりました。これからも山行よろしくお願
いします。

キヌガサソウ

黒ユリ
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姫サユリ

花の山旅(夕菅)

相馬岳と榛名富士
記

■

杉山

清美

平成２３年７月２４日（日）

■ Ｌ＝園木、SL＝山口(敏)、杉山、上原、中島、大門、新島、千葉、畑野、平野、渋谷
黒澤、鈴木(里)、西方、八並、関口(美)、松田

(17 名)

■

松原団地駅

■

榛名富士 12：15→榛名湖温泉ゆうすげ 13:25→水沢うどん打ち上げ→松原団地駅

西口 5：40→相馬岳登山口 8:10→相馬岳頂上 9：00→湿原 11：15→

その朝は曇り、現地は午後から雨との予報。残念ながら当日行けなくなった祐子さんに
見送られ、バスは松原団地を出発した。
その日はちょうどアナログ放送が正午をもって終了となる日だった。バスの中では地デ
ジの話で盛り上がった。マンションの管理をされている松田さんはマンションの地デジ化
が無事であることを思っていたし、我が家もケーブルテレビで地デジ化が完了していたが
本当に大丈夫なのかと心配だった。まだ地デジ化していない人もいて、テレビ画面が砂嵐
になる瞬間を見たいとも思った。
セオネ峠から相馬山と書かれた朱塗りの立派な鳥居をくぐり相馬岳登山となった。雰囲
気からして信仰の山だとわかる。登り始めから
苔むした大きな岩の連なる急な登りだった。薄
暗い木々の中をずんずんと登った。しばらくす
ると鉄の鎖や細くて長い鉄のハシゴがあった。
急で結構長かったので慎重に登った。途中晴れ
ていれば、木々の間から榛名湖が見えるはずだ
が、雲に隠れて眺望はない。一時間程登って頂
上に着いた。社があり石像もあったが、この大

地震でなのか石が落ち荒れていた。朱塗り
の鳥居まで同じ道を下山、右に折れて夕菅
の咲く湿原へと向った。湿原は広く尾瀬の
ような木道が敷かれていた。まだ夕菅が咲
く時期には少し早かったのか、数輪咲いて
いた。日光キスゲによく似ているが、女性
的な名前の夕菅は、レモン色でやさしい雰
囲気のある花だ。木道に座って昼食を摂っ
た。雨がちらほら降ってきたが、榛名富士
登山には支障が無かった。榛名富士はゴンドラで登れる山だ。富士と名前がついているよ
うに、緑の木々の中、山をぐるりと巻くように登りゴンドラ終点の駅に出た。さらに参道
を登り、一等三角点のある、縁結びにご利益のあるという神社を何故か皆でお参りして下
山した。榛名湖の見える温泉で汗を流し、由緒ある店構えの水沢うどんで打ち上げをして
帰路についた。
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剱

岳

(2999ｍ)

平成２３年７月２２日(木)から２５日(日）L 石井美樹・文子
コースタイム
7/22(木)
7/23(金)

新田 5：47＝南越谷 6：07＝＝大宮 7：26＝＝越後湯沢 8：20＝富山 10：15～30
＝立山 11：40＝美女平 12：00＝室堂 12：50～13：30―雷鳥沢ヒュッテ 14：20
雷鳥沢ヒュッテ 6：35――剱御前小屋 8：35――剱御前 8：50――
剱御前小屋 9：20――剱沢小屋 10：15――剣山荘往復――剱沢小屋 12：35

7/24(土)

剱沢小屋 3：40――剣山荘 4：10～25―、一服剱 4：55――前剱山頂 6：00――
剱岳 7：50～8：10―前剱岳 9：40～10：00―、一服剱 11：00――剣山荘 11：00
剱沢小屋 11：50～12：20――剱御前小屋 13：40
歩程１０時間(休憩含む)

7/25(日)

剱御前小屋 6：10―7：40 雷鳥沢キャンプ場 7：50―みくりが池温泉 8：50～10:10―
室堂 10：45＝黒部ダム＝扇沢＝信濃大町 14：20＝立川 17：40＝新田 19：00

三年前に立山連峰から剱岳を目指したのに高山病になってしまい、診療所で酸素吸入を
うけた事があり、一緒に行ったメンバーに迷惑をかけたので、今回の登山は、無理をしな
いで剱岳登山だけにして、美樹さんと二人で行く計画をたてました。
２２日(木)電車とロープウェイとバスを乗り継ぎ７時間かけて、室堂に到着です。天気
は晴れ、三年前より、歩道が整備されていて石が敷き詰められていました。みくりが池温
泉までは、観光客が大勢いいましたが、宿の雷鳥沢ヒュッテでは、宿泊は８組ぐらいで温
泉の風呂でゆっくりできました。
２３日(金)天気晴れ

6：35 出発、雷鳥沢キャンプ場から別山乗越をめざし雪渓を登り

ました。8：35 剱御前小屋到着、天気も良いし時間も早いので剱御前に登りました。眺め
最高で剱岳も見えました。この山に登ったのは私たちと、男性一人でした。

10：15 剱

沢小屋到着。小屋は、3 年前と違い、剣山荘側に 50ｍ程移動し平屋建てで、部屋は上下 2
段に仕切られていました。ここからも剱岳がはっきり見えました。明日の下見を兼ねて剣
山荘まで行くことにしました。
雪渓はザクザクと歩きやすかったので明日の朝も大丈夫だろうと思いました。

剱沢

小屋の食堂には、映画「剱岳点の記」の出演者、
スタッフのサイン入りポスターがありました。
部屋は私達二人と、単独行の男性、ガイド付き
で剱岳に登った男性の 4 人でした。受付では靴
底が剥がれた登山客がいてスタッフの方が靴を
調達したという話をしていました。
夕飯時に、富山県警察官から、
「登山の途中で
事故や病気になったら、携帯電話を掛けてくだ
さい。富山側は通じますから」とユーモアを交
えた話があり明日の登山の緊張が少しとれまし
た。夜眠れなくて外へでたら満天の星空で天の川がはっきりとわかり、以前真冬の車山高
原で見た星空よりもっと沢山の星が輝いていて感激しました。
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2４日(土)3：15 起床、美樹さんの靴にテープが巻いてありました。見たら靴の前側上部
が剥がれていてスタッフの方が昨夜、登山客全員の靴を点検してくださったことがわかり、
スタッフの方に感謝して、3：40 ヘッドランプをつけて出発、早速雪渓を横切りますが、
昨日の昼間の時と違い、昨晩の気温差で、凍っていて、慎重に歩かなければなりませんで
した。剱山荘についたらホット安心しました。さあこれからが未知の世界です。
一服剱までは登山道でした。徐々に日がのぼり遠くの山並がみえてきました。だんだん
と岩ばかりになり、昔習った三点支持が自然とでてきて岩トレと沢登りは大事だと思いま
した。6：00 前剱岳に到着。快晴で兆望良好、剱岳が大きく見えます。軽く食事をして出
発、アップダウンを繰り返し、カニノタテバイに着くと美樹さんが写真をとるからと私が
先に登りました。頑丈な鎖がありホールドもしっかりしているのでもっと長いかと思った
らおしまいでした。三点支持を気にしながら歩き 7：50 剱岳到着。天気快晴、白馬連峰か
ら五竜、鹿島槍、薬師岳、立山連峰、槍、穂高、笠が岳、富山市街とみえて大感激です。
100 名山達成の女性が記念写真をとっていたり 20 人ぐらいの人が山頂にいました。美樹さ
んが 5 月に登った早月尾根の稜線があり早
月小屋が見えたのにも感激しました。無事
到着したことを社に感謝し下山開始、登っ
てくる人たちとすれ違うのが多くなりまし
た。カニの横ばいは一か所だけ足を置く所
に注意して下りますがもっと長いかと思っ
ていました。ヨコバイの梯子をおりたら、
カニノタテバイの順番待ちをしている人達
が沢山いて驚きました。
9：40 前剱到着ここでゆっくりのんびりし
ました。気を引き締めて下山、一服剱までおりると気温が高くなり剱山荘あたりでは、蒸
し暑く感じました。朝凍っていた雪渓はザクザクで歩き易くなっていました。11：50 剱沢
小屋到着、預けたザックを取り身支度を整え、登山靴にテープを巻いていただいたお礼を
言って出発、昨夜眠れなかったせいか、剱岳の登山達成の安心からか足の運びがゆっくり
になってしまい雷鳥沢までの予定でしたが剱御前小屋に泊まる事にしました。15 人部屋に
私達二人だけでした。談話室に行ったらこれから剱岳に登る夫婦がいて岩登りの経験は無
いが映画「剱岳点の記」をみて是非登りたいという妻の希望で来たそうです。アドバイス
としては、「鎖をぜったい離さない事」と言うしかありませんでした。
25 日(日)天気晴れ 6：10 剱御前小屋出発、雷鳥沢キャンプ場を目指し降りていると、キ
ュウキュウと音がします。ザックの音かと思ったら雷鳥でした。親鳥と雛三羽がいました。
キュウキュウという親鳥の泣き声にピヨピヨと雛鳥が鳴いて答えていて可愛かったです。
8：50 みくりが池温泉で汗を流し乾杯しました。室堂 10：45、黒部ダム、扇沢、信濃大町、
松本、立川、西国分寺、南越谷、と乗継ぎ 19：00 帰宅しました。今回の剱岳登山は高山病
にならず、天候にも恵まれ、登頂できて三年越しの夢が叶い感激でした。ツアー登山で剣
岳に登ろうとする中高年が多いのには驚きでした。
記：石井文子
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なぜ女房を山の神と云うのか？
２０１１年８月３日

松浦

剛

はじめに
農山村の山や田畑の幸を守護し、山を支配する山の神は古くから民間信仰の対照として全
国各地に伝承されている。又奥様方を『山の神』と言う風習も全国的に行われている。最
近此れに関する２冊の文献が手に入ったので、なぜこの様な呼び名が一般化したのか、そ
の理由を明らかにする為に、その内容を纏めてみました。

１、日本における「山の神」と猪と蛇について
日本における文字で書かれた最初の本は「古事記」であり、此れに続き「日本書紀」があ
る。この中に日本武尊が尾張（名古屋）で婚約中のミヤズ姫の許に「草薙の剣」を置いて、
伊吹山に向かい山の神に襲われ命を落とし、白鳥となって空に飛び立つ事が記されている。
古事記では山の神を白猪と書いており、日本書紀では大蛇として書かれている。この様に
日本では古来から山の神の神格として蛇と猪が用いられているが、蛇信仰はエジプトに起
こりアフリカ、ヨーロッパ、インド、東南アジヤ、アメリカ大陸と世界各地に及んでいる。
蛇が世界の原始民族に祖先神として信仰された理由は以下の３点であると言われている。
１）

外形が男根に相似している・・・・生命の源としての種の保持者

２）

脱皮による生命の更新・・・・・・永遠の生命体

３）

一撃にして敵を倒す毒の強さ・・・無敵の強さ

この様な蛇の特性に原始民族達は尊崇し、祖先神として崇めるになったと推測される。
日本の中期縄文時代の土器は蛇の造型に満ち溢れ、女神の頭部に蛇が巻き付けられた土偶
もある。この様に縄文時代には神としての蛇への信仰があった。弥生時代の土器には蛇の
造型は見られなくなるが、蛇を「田の神、稲の神、倉の神」などとして信仰するようにな
る。自然的に発生した山の神に対する信仰は、自然の猛威に対する人間の恐れや尊崇が蛇
や猪という形となって表れたものと考えられる。

２、山を蛇に見立てることと、蛇の古名
蛇の姿態は色々とあるが、古代日本人が最も正式な姿として感
じた姿が、蛇がトグロを巻いた姿であった。出雲大社にもこの
様な図柄があり、大地にずっしりと腰をすえてトグルを巻く蛇
の姿に円錐形の山の姿と祖先神を感じたのであろう。
古語には蛇を「羽羽」ハハと云い、
「加加」カカとも云った。
「夜
万加加智」ヤマカカチと読むが、現在の蛇種に山カガシとして
残っている。「ハ」「カ」が蛇の原語と考えられている。カカと
云いハハと云い人類を今日まで受け継いできたお母さんとして
の表現が当てはまる事も意味あることであろう。
出雲大社の図柄「竜蛇様」

54

３、「神」の原意
神の古形は「カム」であり、身は「ム」と言うが、これを考えると蛇身（カム）＝蛇身（カ
ミ）＝神（カミ）となったと推定されている。蛇が古代日本人にとって最高の祖先神であ
ったなら、蛇身＝神で有っても不思議ではない。

４、「山の神」と猪、蛇そして母、妻との関係
易の八卦と十二支の関係を図に示すが、易方位図では西北を山、反対の東南を沢とし、
十二支では西北に亥（猪）と戌(犬)、反対の東南を辰（龍）と巳（蛇）としている。

此れによれば山は亥(猪)、戌(犬)となるが、正倉院の「戌亥の図」によると猪が犬を押し
倒している図柄になっており、亥（猪）が戌（犬）より強く、位が上であると古代から考
えられている事とを示している。ゆえに山＝亥（猪）である事を示している。此れによれ
ば古事記が書かれた時代には既に、中国の易という哲学が日本に入っており、山の神が亥
（猪）である事から山の神である白猪により日本武尊は殺されたことが表現されている。
易によれば沢には竜と蛇が関係しており、竜や蛇は本来は川や水の神として考えられる。
しかし水は山から流れ川や田畑を潤すので、山と水の神は同一と考えられて居たのであろ
う。

４－１、妻の異名「山の神」とは
十二支には左図の如くもう一つの表現があり、此れによる
と亥（猪）は母、妻であり、反対の巳（蛇）は父、夫であ
る。こうした易の表現によれば前の易方位図と合わせて考
えると山＝妻であり山の神は妻である事になる。しかし民
俗学的に研究した場合は山の神が妻である事はいまだ判明
されていない。
妻を山の神と言う風習は室町時代に作られた「花子」と言
う狂言にも使われており、かなり古い時代から使われてい
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たと考えられるが、本格的に一般化されたのは江戸時代であるようだ。しかし「山の神」
とはけっして新妻や妙齢なご婦人では無く、かなりトウのたった古女房の呼び名とされて
いる。奥様という呼名は江戸時代には大名屋敷には女性の世界である大奥があり表は男性
社会であった。この事より妻を奥様と呼ぶように江戸時代からなった様だ。

４－２、山の神の姿と性格（一般的な妻の表現ではない事をお断りします）
易の八卦や十二支によれば山＝亥（猪）＝母、妻＝全陰、老陰の関係が有り、この妻は歳
を老いておりかつ暗く強いことを意味するという。こうして滅法強い古女房を山の神とし
てイメージすることが出来る。多くの伝説では山の神は子供が多く１２人居たとされ、地
方により十二様として信仰されている所があり、何時も子供や亭主を叱り飛ばし、身なり
も構えない多忙な歳をとった余り美しくない神とされている。
また山の神はオコゼに目がなく、この海の醜い怪魚を何よりも好まれるという信仰が全国
にある。山の神とオコゼの関係は中世の文献にもあり、かなり古くから各地でオコゼを山
の神にささげる風習はある。山の神は一般に女神様とされており、嫉妬深い為にあまり綺
麗な物を捧げるとやきもちを焼くので、醜い不器量なオコゼを捧げると言う事が伝説にな
っている。実際はオコゼの刺の毒性が邪霊を祓うと考えられている。
易によれば山の神は陰の神霊化と解釈する
ことが出来、供物は当然陽の象徴物である
陽物の男根がオコゼ同様に山の神を喜ばす
供物として考えられ、男根の彫り物が全国
的に山の神祭りには頻度の高い貢物となっ
ていた。現在では余り行われなくなってい
るようだ。
海の怪魚「オコゼ」

４－３、山の神と田の神の関係
山を支配する「山の神」は古来から「田の神」と結びつけて信仰されており、春秋二季の
特定の日に山の神から田の神に交替するとか、山の神が里に下りて田の神になるとか、古
くから信じられてきた。したがって多くの地方では収穫の十月と農事初めの二月に山の神
が田の神となると信じられ、この月に祭りが行われ山の神は田の神として作物の神となる。

おわりに
以上山の神について述べてきたが、やはり世の中も家庭も女性である「山の神」有っての
平和である事を認識する必要がある。世の亭主諸君くれぐれも山の神には逆らわないよう
にして下さい。あなた自身の平和のために。
参考文献
１、会報「あしなか」の山の神特集

山村民俗の会

昭和４５年３月発行

２、山の神「易・五行と日本の原始蛇信仰」

吉野裕子

１９９３年２月発行
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御坂山～黒岳(１７９３m)
記:池本
▲日

均

程：２０１１年８月７日(日)

▲メンバー：Ｌ新庄、上原、黒澤、小野寺、畑野、関口(美)、染谷、鈴木(廣)、新島、
平野、松田、池本、他１名
▲コ ー ス：南越谷 5:51 →大月 7:51(富士急行) →河口湖 8:43 (バス)⇒天下茶屋バス停
9:28 登山口 9:40･･･稜線分岐 10:15 ･･･御坂山 10:55･･･御坂峠 11:35 ･･･
黒岳 12:30～45 ･･･新道峠 14:00 ･･･河口湖自然生活館 16:15～43 (バス)⇒
河口湖 17:45(富士急行)→南越谷 20:40
武蔵野線一番に乗ったのだが、新三郷を過ぎたあたりで、緊急停車。これが今日の山行
を予感させるプロローグだった。南越谷でメンバーと合流し河口湖駅へ。
登山口の天下茶屋は、太宰治ファンにとっては、聖地なのだろうけど、同じ無頼派の坂口
安吾派の小生にとって興味なし。
「富士には、月見草が似合う」の記念碑を眺めつつ、いざ
出発。眼下に河口湖、富士山が雲をかぶって、わずかに顔をのぞかせている。
見通しの悪い樹林帯をひたすら登る。盛夏にしては、あまり汗をかかない。御坂山、御坂
峠と水楢林の中をミニ縦走、峠には廃屋となった御坂茶屋後がある。花は、レンゲショウ
マ、女郎花、ミヤマオダマキ、ウ
バユリと三つ峠程ではないが楽し
めた。
黒岳頂上は展望がきかず、200ｍ
先の展望台で食事。河口湖を眺め
ながら、差し入れのビールと
缶チュウハイが美味しい。食後出
発すると、いきなりの雷雨!

素早

くレインウエアーとザックカバー
を着けて歩く。稜線上の新道峠か
ら林道までの長い下り、カバーに
は水が溜まるし、酔いもとんでし
まった。途中、遅れ気味の初心者の秋山さんを、染谷さんがサポートして無事下山。
その頃には雨も上がり、バスの中から富士山が綺麗に見えた。
打ち上げは南越谷の居酒屋。とても感じの悪い接客係に、一同唖然。
解散後、南越谷駅に着いてびっくり、武蔵野線が不通、これが本日のエピローグ。
何とか開通して、23 時過ぎに三郷駅着。新年山行以来、まったく山へ行きませんでしたが、
メンバーとコミュニケーションが出来て、楽しい一日でした。
最後に、盛夏の日帰り山行は、交通手段と場所選びに苦労すると打ち明けられていた、
リーダーの新庄さん有難うございました。
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燕

岳

(2762.9m)

(長野県穂高町)

記：山﨑 正夫

【日 程】2011 年 8 月 8 日(月)～9 日(火)
【天 候】第１日＝曇、第２日＝晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、加藤(入会希望者)、坂口(会員外)
【コース】

登山標高差＝1308m

累積高度＝1366m

第１日 5:45 草加駅＝外環道＝関越道＝信越道＝長野道＝豊科 IC＝10:00 駐車場～10:40
中房温泉(1455m)～11:10 第 1 ﾍﾞﾝﾁ～11:40 第 2 ﾍﾞﾝﾁ(1820m)～12:20 第 3 ﾍﾞﾝﾁ
～ 13:05 富 士 見 ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ (2200m) ～ 13:55 合 戦 小 屋 (2375m)14:10 ～ 15:30 燕 山 荘
(2705m) 16:30 燕岳(2762.9m)～17:00 燕山荘(泊) 18:00 夕食、19:00 ホルンと山
のお話
第２日 3:30 燕山荘～散策/写真撮影～6:30 朝食～燕岳～8:00 燕山荘～8:50 合戦小屋
～9:08 富士見ﾍﾞﾝﾁ～9:47 第 3 ﾍﾞﾝﾁ～10:15 第 2 ﾍﾞﾝﾁ～11:10 駐車場･中房温泉
(入浴)12:30～昼食～豊科 IC＝19:30 草加駅
【経費】有料道路 9,650 円、ｶﾞｿﾘﾝ 7,770 円、車経費 5,000 円 スイカ 800 円、計 23,220
円÷3 人＝7,740 円、宿泊 9,500 円、温泉 700 円、昼食 1,050 円
合計 18,990 円/人
第１日
写真愛好家の友人が,山の写真を撮ってみたいというので、どうせ行くなら撮影しがいのあ
る所、槍穂を展望できる燕岳を歩くことにしました。例会で参加者を募ったところ、見学
に来た加藤さんが燕岳と聞き、道具を揃えるので是非とも行きたいと申し出がありました。
草加駅集合、４時間後、中房温泉町営駐車場に到着。曇り空の中、中房温泉脇から歩き
始める。順調に第１ベンチ～富士見ベンチを通過、合戦小屋に着く。３回目にして名物の
スイカを初めて食す。さすがに美
味しい。食べている横で、ケーブ
ルが物資を続々運んでいる。１切
れ８００円のスイカ。かなり儲か
るかなとも思うが、経費もかかる
し、需要と供給の関係で、皆が喜
んで買うのだから良しということ
になる。ここから尾根歩きとなる
が、曇りの為、展望はかろうじて
有明山が見える程度。燕岳に近づ
くにつれて、雷鳴が聞こえてくる。
なるべく早く山荘に着きたい。そ
の内、雷鳴を下に聞くようになり一安心。それでも雷鳴はだんだん激しくなってくる。燕
山荘で手続きをし、３畳定員６名の部屋に入る。8/6 の土曜日は定員一杯になった。予約
無しで泊めるので、本日も人員を追加するとのこと。山と山小屋が初めての友人がいるの
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で、最初からそんな経験をすると山が
嫌いになってしまうかもしれないので、
敢えて月曜日を選んで良かった。結局、
３畳を３人で寝ることができた。展望
がないのはわかっているが、取りあえ
ず燕岳山頂へ行くことにする。奇岩の
道を静かに歩く。花崗岩の砂礫にコマ
クサの群落が素晴らしい。静かな山頂
を楽しむ。
関西弁・北陸弁を聞きながら夕食を美
味しくいただく。隣り合わせた小松市のグループ。その一人は加賀市大聖寺に勤めた関係
で「深田久弥山の文化館」に関わり、お話を聞く。深田久弥氏は加賀市大聖寺中町の紙屋
さんの息子。市内の中町の隣の魚町、関町、錦町の町名を言うとびっくりしてくれる。
深田氏は旧制中学校時代２階の自室から白山を見ていた。近々、白山を歩こう！「深田久
弥山の文化館」に行こう！19:00 山荘オーナーの赤沼健至氏のホルンと山のお話。何時聞
いても山でのホルンは良い。山のお話はマナー、自然保護。実践の苦労が伴い、山歩きの
皆に聞いてもらいたい。現在ＮＨＫで放映中の「おひさま」の「有明山国民学校」は、
実際は「有明国民学校」で、オーナーはこの学校を卒業したとのこと。夜は雷鳴＋雨。
第２日
３時３０分起床、幸い星空がきれいだ。山
荘を出て、蛙(ｹﾞｴﾛ)岩に向かう。引き返し、
日の出を待つ。写真撮影は日の出の前後３０
分が勝負と張り切る。日の出後は気温がかな
り下がる。第２回の５時から朝食を楽しむ。
北アルプスの食事は美味しい。感謝！
昨日とは異なり、展望の尾根歩きを楽しむ。
合戦小屋に至る前に次々と雲が沸き上がり
山々は隠れる。尾根を登ってくる人から、昨
日の豪雨で、中房温泉への道が崩れ、復旧作
業で今朝７時のバスは出なかったと聞く。さすがに、昨日の雷鳴はかなり凄かった。下る
につれ、蒸し暑くなり、日差しも強くなる。中房温泉に着き、温泉を楽しみ、管理人のは
きはきした青年に地元の美味しい蕎麦屋さんを聞く。その情報を頼りに蕎麦屋に向かうと、
安曇蕎麦の地元、沢山の蕎麦屋さんが有る有る！目指す「双葉」は中々出てこない。どう
しようかと思う頃、やっと「双葉」が出てくる。駐車場は車で一杯。我慢した甲斐があっ
た。放映にあやかり、おひさま御膳がお勧めメニュー。しかし、迷わず１升蕎麦を注文。
蕎麦を堪能。次回の為、電話番号を記す。0261-62-2174。若主人好感。帰りは花園－嵐山
間で事故の為、１時間渋滞に巻き込まれるが、無事草加に戻り、山歩きが初めての友人、
入会希望者の加藤さんに満足いただける山行を楽しむことができました。
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黒部五郎岳を目指す周遊コース

（双六岳、黒部五郎岳、鷲羽岳）
記：管野


日



メンバー：LD 管野、他 1 名



コ ー ス

淳也

程：平成 23 年 8 月 10 日（水）～12 日（金）

8/10：松原団地（2：00）発→岡谷 JCT→松本ＩＣ→新穂高温泉（6：00）--鍋平 P---双六小屋（15：30）---樅沢岳---双六小屋(泊)
8/11：双六小屋（5：30）---双六岳（6：30）---三俣蓮華岳（7：30）--黒部五郎岳（12：00）---黒部五郎小屋(泊)（14：00）
8/12：黒部五郎小屋（4：50）---鷲羽岳（8：10）---双六小屋（11：50）--鍋平 P（18：00）→ひがくの湯→松元 IC→諏訪湖 SA 仮眠→8/13 帰宅
予定していた表銀座縦走が中止となり、以前から暖めていたこのコースの実行を決めた。
〔8/10〕
平日であった事から登山口に前泊しなかった為、登山者用駐車場が既に満車で 3km 程離
れた鍋平第二駐車場へ。まあ、朝靄に岩壁を晒す錫杖岳を見上げながらのウォーミングア
ップは贅沢かもしれない。同じような事情となった登山者に声をかけ、夫々の分岐まで
暫しの駐車場談義をとなる。
左俣林道、小池新道は途中の風穴や雪渓からの涼風がこの上無く心地良い。切れ間無く
水場があり、カラカラとなった喉と水筒を十分に充たしてくれ、夏季登山にはうってつけ
のコースのように思われた。抜戸岳を左に、ガスに稜線を隠す穂高連峰を右に汗を流しな
がら、若干の疲労と水筒が枯れた頃に鏡平にでる。ご多分漏れず、鏡池に槍ヶ岳は映らず。
テン泊隊列を追い越し、追い越されながらやっと鷲羽岳を背負う双六小屋が見えてきた。
寝床を確保して空身となり、西鎌尾根の姿を求めて樅沢岳へ登頂するも槍・穂高はガスの
中。あえなく行動終了。
その夜は小屋の屋根を激しく叩く風雨に翌日を気にしつつ眠りに落ちた。
〔8/11〕
4：00 起床。早朝の自炊室では、いつもの様に他人のイビキ、寝言の類の話題に聞き耳
を立てながらの朝食と昼食の準備となった。
（ お湯を入れたままザックに吊り下げているの
だが）。
双六岳を目指す途中、雷鳥に初めて遭遇した、特に警戒心は強くない様に感じた。やが
て稜線は濃い霧の中となり、双六岳頂上では霧雨。早々に三俣蓮華岳へ向かうが、足元以
外は全く見えない状況。霧雨でふさがる眼鏡越しの三俣蓮華岳はやはり眺望は無かった。
黒部五郎小屋まで下るとガスは薄れるものの、登頂した黒部五郎岳の稜線はガスの中。
それでも広がるカールや雪渓、そこから流れ出る沢の風景は大いに満足するものだった。
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〔8/12〕
4：00 起床。小屋の外は快晴。遠くに雲ノ平小屋も見て取れる。一路、鷲羽岳を目指し、
昨日の往路を登り返す。途中、振り返ると全容を見せた黒部五郎岳、右には笠が岳、正面
には表銀座。やっと稜線漫歩の始まりとなった。
当初、最終日はそのまま下山としていたが、眺望に恵まれなかった事から、「明日、晴
れたら鷲羽岳」と決めており予定変更。この時、私にとっては長い 13 時間余りの行動時間
が決定した。
三俣山荘から鷲羽岳を仰ぐ。稜線
の強風の中、喘ぎに喘いで頂上。今
回の山行で最高のご褒美が到来。槍、
北鎌、西鎌、薬師岳、水晶岳のパノ
ラマが。いつも登れば次の目標だら
けとなる。次は、表・裏銀座、いつ
かは扇沢～笠ヶ岳なんて長大な縦走
もいいかも知れない。昨夜聞いた話
では雲ノ平テント場の水は美味いら
しい。これを飲みに行くのも良いか
もしれない。
さあ、いざ下山。振り向き、振り向き長い下山。最後は完全に顎を出して駐車場へ。そ
の後、錫杖岳を見上げながらの入浴し、この上ない満足感を得て帰路へ着く。
途中諏訪ＳＡにて山菜蕎麦食し仮眠したが、翌朝の朝日で目が覚める事となった。
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甲斐駒ケ岳～鋸岳縦走
記：松田
日

武

時：2011 年 8 月 12 日～8 月 15 日

メンバー：Ｌ鈴木勝幸、長田、松田
交

通：12 日：草加駅（20:00）→(中央高速)→13 日：芦安第１駐車場（0:20 頃）
15 日：芦安第１駐車場（9:00 頃）→(中央高速)→草加（11 時 30 分頃）

コースタイム
13 日：芦安第１駐車場→(山梨交通)→広河原→（南ｱﾙﾌﾟｽ市営バス）→北沢峠
北沢峠（7:30）…双児山（9:53）…駒津峰（10:52）…甲斐駒ケ岳（12:45－13:10）
…六合石室小屋（14:45）…砂礫のコルにてテント泊（15:00）
14 日：砂礫のコル（5:40）…中ノ川乗越（8:05）…第 2 高点（8:30）…大ギ
ャップルンゼ（9:40）…鹿窓通過（10:40）…ナイフエッジ…小ギャップ通過
（10:50）…鋸岳（11:30－11:50）…大岩下ノ岩小屋（13:50）…戸台川河原
（16:06）…戸台大橋バス停テント泊（19:30）
15 日：戸台大橋（6:00 頃）→（南アルプス林道バス）→北沢峠→（南アルプ
ス市営バス）→広河原→（乗合タクシー）→芦安第 1 駐車場
8 月 13 日（土）晴れ
満員の市営バスから大勢の登山者で賑わう北沢峠（標高 2,030m）に降りる。標高が高
いのと、まだ陽があたらないため、半袖では涼しすぎる。甲斐駒に向かうのは我々だけで、
ほとんどの人が仙丈ヶ岳の登山口に向かう。松浦さんが山行不参加のため、私が最年長に
なってしまった。そのため、私の脚力に合わせたスローペースの山行になった。今日は時
間的に余裕があるので、ザックは重いが気分は楽だ。
展望の利かない樹林帯を抜けると、まもなく双児山に出る。展望が開け気分が良くなる。
目の前に駒ケ岳・駒津峰、そして振り返れば、仙丈ヶ岳・北岳が広がる。
仙水峠からの登山道と合流する駒津峰を過ぎ、コルを登り返すと甲斐駒への直登ルート
と、迂回ルートの分岐になる。去年（小林いつ子リーダーの山行）と同じ直登ルートを選
択。去年は岩場を楽にクリアーしたのだが、今年は背中のザックが重いのか、加齢の影響
かしんどい。
登りついた山頂はガスが出て遠望が利かない。大休止後、いよいよ鋸岳への縦走開始。
ここまでは人が多かったが、打って変わってバリエーションルートの雰囲気のある尾根を
歩く。地図では点線ルートになっているが、所々にピンクリボンがあり、新しい鎖も取り
付けられているので、特に困難な場所はない。ようやく六合石室小屋の屋根が見えてくる。
想像していた、ボロ小屋ではなく、最近改築されたのか立派な避難小屋だった。これなら、
テントを張らずに板の間に快適に寝られる。しかし、窓が小さく部屋の雰囲気が暗いのと、
水場まで遠いので予定通り砂礫のコルにテントを張ることに決定。テントを張ったコルか
らは、甲斐駒や仙丈ヶ岳が目の前に広がり、その上には満月が浮かび、快適なテントで酒
宴が始まる。
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〔水場について〕
水場はコルの直下の樹林帯の中にあります。降り 10 分、登り 20 分程度の距離で、水
汲み用の短いホースが置かれていました。

石室小屋

テント場

8 月 14 日（日）晴れ
明け方、シュラフカバーだけなので、寒くて目が覚める。4 時起床、5 時出発の予定で
あったが、寝起きが悪くシュラフの中でグズグズする。朝食は行動しながら取ることにし
て出発。
地図には、
「烏帽子岳のルートに入り込まないように注意」と書いていたので、注意をして
いたが、途中でトレースを見失い、引き返し稜線に出るトレースを見つける。急な登降を
繰り返し、中ノ川乗越に到着。先行のパーティーが急なガレ場を登っている。ガレ場を抜
け稜線を少し歩くと大きな鉄の剣が立っている第 2 高点に到着、鋸岳が目の前に見える。
ここからが今回のハイライト、山頂でヘルメットとハーネスを着け大ギャップへ下る。
大ギャップの底は涸沢になっている。対岸のガレ場の急斜面をから、バラバラと落石の音
と女性の声が聞こえてくる。涸沢を渡り、対岸に取り付きガレ場の急斜面を登る。先行パ
ーティーの 4 人が鹿窓直下の長い鎖を登っているので、登り終えるまで大休止。長い鎖を
慎重に登る、後続のパーティーがいないので気楽だ。鹿窓を抜けナイフエッジを登り返す
と足元に小ギャップの底が見える。ギャップを登り返しているパーティーのリーダーから、
ルート取りのアドバイスを受ける。途中、腕力頼みになる部分もあるが、鎖で簡単に降り
る。鞍部から垂直の岩壁を鎖でよじ登る。その先も急な岩場が山頂まで続く。ようやく鋸
岳山頂着、渇いた喉に、とって置きのグレープフルーツが最高に美味い。ここから角兵衛
沢下り、その先、戸台大橋に出るか、北沢峠にでるかリーダーが思案している。戸台川に
出るまでに、時間と疲労度を見て決めることにした。
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鋸岳頂上

角兵衛沢

20 分ほど下り角兵衛沢のコルを左に折れて角兵衛沢を下る。ガレの堆積した沢の下りは
浮石だらけで、どこに足を置いても崩れてゆく。傾斜がそれほど急でないので、落石して
もすぐ止まる。ガラガラいわせながら黙々と下る。暑さで飲料水が底をついてくる。唯一
の水場である、大岩下岩小屋を見落とさないようにしながらの下山となる。左岸に岩壁が
迫り、岩壁に向かう踏み跡をたどると、数張りのテントが張れる草地があり、岩壁の窪ん
だところから、5～6 筋の冷水が出ている。一息ついてリーダーが下山ルートを決定、登り
のない、戸台大橋に下山することにした。岩小屋から先は樹林帯になり、ガレ場から解放
される。途中、私が転ぶ不注意もあり、予定時間をオーバーして戸台川に下りる。渡渉は
岩を利用して、なんとか靴を脱がずに渡れることができた。広い戸台河原をリボン頼りに
歩く。途中、リボンが無くなり、疑心暗鬼になりながら無言で黙々歩く。テント場から 14
時間、ようやく月明かりの戸台大橋バス停に辿り着く。バス案内所の脇にテントを張り、
山行達成を肴にいつものように酒宴を楽しむ。
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那須岳(朝日岳・三本槍・三斗小屋周遊) (1916.9m)
(栃木県那須町・福島県西郷村)

【日

程】2011 年 8 月/15 日(月)～16 日(火)

【天

候】曇り時々晴れ

登山標高差＝436.9m

記：山﨑 正夫
累積高度＝962.9m

【メンバー】L.山﨑、大平(会員外)
【コース】8/15 那須山麓泊
8/16 6:30 那須岳登山指導所(1480m)～7:15 峰の茶屋 8:15 朝日岳(1898m)～
8:30 熊見曽根～9:15 清水平～9:55 三本槍岳～11:40 大峠～13:00 三斗
小屋～13:40 延命水～14:15 峰の茶屋～15:00 那須岳登山指導所
お盆の行事が円滑に進み、8/16 に思わぬゆとりができる。そこで急遽山行計画を作成、
松浦リーダー部長にメールで提出、お盆の最中での山行計画作成、会員の皆様も既に色々
山行計画があり、この時期に参加を呼びか
けるのも無粋。会員外の大平さんを誘い、
8/15 に那須山麓に宿泊、8/17

6:30 既に

駐車場には 10 台以上駐車。出発の早い人が
いるものだ。駐車場で準備をして那須岳登
山指導所から小さな鳥居を潜り、西に向け
て出発。登山道の要所要所に緊急連絡時の
現在地番号と那須山岳救助隊の電話番号の

峰
峰の
の茶
茶屋
屋か
から
ら茶
茶臼
臼岳
岳を
を望
望む
む

新しい黄色の札が付けられている。全国で
２番目の試みで、救助要請があった場合、

すぐにその場所が特定でき、迅速な救
助活動が可能となるという。順調に峰
の茶屋に到着。ここから北に空に突き
上げるような岩稜の朝日岳に向かう。
西肩鞍部に着き、岩場を東に登り、朝
日岳山頂。本年６月１１日に設置され
たばかりの朝日岳の字を切り抜いた看
板がユニーク。岩場のピークで展望は
３６０度。景色を楽しみ、鞍部に戻り、

朝
朝日
日岳
岳山
山頂
頂

ハイマツの稜線を北に進み、
熊見曽根から笹の間のアキアカネが乱舞する急坂を下り、湿原の中の木道を経て、清水平
に至る。さらにハイマツ帯の中を進み、一度は泊まってみたい北温泉へ続く中ノ大倉尾根
分岐を経て、水でえぐられた道を下りきり、さらに三本槍岳を正面に見ながら急坂を登り
返し山頂に達する。県境の山らしく福島県と栃木県の新旧の銘板がいくつも立っている。
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ここも１等三角点のある展望の山頂。こ
こから西の大峠へ向かう。途中、北側の
谷に鏡ヶ沼を見ながらの見晴らしの良い
県境の稜線。この稜線はお花畑であった。
大平氏はルーペで萼片を確認しながらの
同定に忙しい。キベリタテハが舞い、さ
らに羽を広げて写真まで撮らせてくれる。
気持ちの良い 1524m の小ピークを経て、

清
清水
水平
平へ
へ
清
清水
水平
平へ
へ

大峠に達する。このまま西に登れば気持
ちの良さそうな大峠山、流石山、三倉山

(大倉山)がある。来春の西郷村の山開き行事に期待し、今回はここから南に折れ、逆に谷
へと下る沢、中ノ沢、小さな沢、赤岩沢と４回渡渉し、登り返すが、かなり急登大峠から
三斗小屋までは、上り下りの急坂と蒸し
暑さでかなり汗が出る１時間２分であっ
た。ようやく三斗小屋温泉に着き、大黒
屋の水場で一息つく。煙草屋旅館の前を
とおり、木橋のある沢で休憩。街道のよ
うな道を延命水、避難小屋を経て峰の茶
屋鞍部に達する。峰の茶屋では山岳パト

三
三本
本槍
槍岳
岳山
山頂
頂

ロールの二人が休んでおり、大峠から三
斗小屋間のスズメ蜂の様子を盛んに聴く。
ここ数日間、登山者が続けて蜂に刺され
たので、昨日、花火を束ねて蜂の巣穴に噴射し退治をしたとのこと。蜂は何匹かいたもの
の刺されるほどではなかったと報告する。ここからは朝来た道を下り、小さな鳥居を潜り、
駐車場へ着く。

《今回の山行で気が付いた植物》
オンタデ(御蓼)、ウラジロタデ(裏白蓼)、ノリウツギ、ガンコウラン、ツルコケモモ、ツ
マトリソウ、モウセンゴケ、シラネニンジン、ヒメシャジン、ミヤマシャジン、エゾシオ
ガマ、ミヤマハンノキ、ミツバオウレン、オトギリソウ、ミヤマアキノキリンソウ、ギボ
オシ、オヤマリンドウ、マイヅルソウ、マルバダケブキ、ホソバココゴメグサ、ハクサン
フウロ、エゾフウロ、シモツケソウ、イワハゼ(アカモノ)、シラタマノキ(シロモノ)、タ
テヤマウツボグサ、ウメバチソウ、ニッコウキスゲ(大峠周辺に群生＝花が終わり実が着く)
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槍ヶ岳 天候不良で大キレット断念（3,180m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年８月１８日～１９日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外１名

（敬称略）

◆コース： 21 時間 20 分
1 日目:10 時間 55 分(休憩込み)
4:50 第二駐車場到着-タクシーにて入山→5:25 上高地
上高地 5:50→6:35 明神(朝食)7:15→徳沢 8:05→横尾 9:00→10:45 槍沢ロッジ(昼
食)11:35→ババ平キャンプ場 12:10→槍沢大曲り 12:45→天狗原分岐 13:55→坊主
岩屋下 14:55→ヒュッテ大槍 15:45(宿泊)
2 日目:10 時間 25 分(休憩込み)
ヒュッテ大槍 6:25→7:00 槍ヶ岳山荘 7:10→7:30 槍ヶ岳山頂 7:45→8:05 槍ヶ岳山
荘 8:25→殺生ヒュッテ 8:45→9:00 大槍ヒュッテ(荷物回収)
9:25→坊主岩屋下 9:55→槍沢大曲り 11:00→12:00 槍沢ロッジ 12:10→横尾 13:20
→新村橋 14:20→明神橋 15:25→河童橋 16:40→上高地バスターミナル 16:50
昨年天候不良で断念した槍穂縦走。今年も夏季休暇に上高地～槍ヶ岳～キレット経由～奥
穂高岳～岳沢～上高地で計画していましたが天気予報は芳しくありません。悪天時に大キ
レット越えは自信がありませんので、最悪でも槍ヶ岳初体験のみでもと思い、天気予報が
はずれることを祈り決行しましたが・・・。
上高地入りはこれで 3 度目になるが河童橋から見る穂高はあいにくガスの中。初の槍ヶ岳
ということで天気に不安はあるものの期待に胸を躍らせつつ歩を進めた。明神、徳沢、横
尾と順調に歩き、いよいよ槍ヶ岳への未体験の登山道を歩く。
横尾から槍沢大曲りまでは、急登もなく歩きやすい。ババ平からみる初東鎌尾根を見て感
動。来年は是非東鎌尾根を歩く表銀座をやりたいと思った。
大曲りから先はどんどんと急登となってくるが、それにつれて視界がガスに覆われ閉じら
れていく。槍の穂先が見えないどころか雨も降ってきてテンションは下がった。それでも
下を見ると登山道には 10 種類以上の花が咲き乱れていて心の支えになってくれた。
今回 1 日目に選んだ宿泊先はヒュッテ大槍。槍まで 50 分ほど登らなければならないが、
素晴らしい槍の景観、オシャレな食事、ワイン一杯サービスが決め手となった。
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実際にワインサービスはグットだが、悪天のため荷上げが出来ずサラダバーは中止。食材
不足のため料理も四苦八苦して提供してくださったようだ。洋風の料理は美味しかった。
食事が終わりテレビで天気予報を見ると明日以降の天気も曇り・雨でやはり芳しくなかっ
た。散々悩んだが今回は槍ヶ岳に登り、登山道を偵察できたことで良しとすることに決め
就寝する。
2 日目食事後の天気は雨。ザックはヒュッテにデポしてサブザックで東鎌尾根を登ってい
く。この陵線歩き天気が良い時は最高の展望なんだろうと思うと、雨に当たりながら歩い
ている自分が本当に悲しい。
槍ヶ岳山荘に到着も槍の姿は拝めず。雨の
中、槍ヶ岳へ無事登頂。展望がないので登
った達成感はそれほどなかった。槍への登
山道は思った以上に易しかったのが印象に
残った。
槍ヶ岳山荘でバッチを購入し、次回以降の
偵察のために殺生ヒュッテの方面を回り大
槍ヒュッテでザックを回収して下山した。
槍沢大曲りまで降りてくると晴れてきた。
振り返ると山頂方面は依然ガスの中。やはり今日も陵線はダメだっただろう。
順調に降りてきたので、新村橋から梓川対岸のルートを歩いてみた。明神橋までは平凡な
林道で印象に残るものはなかったが、明神から河童橋までの遊歩道は森林と小川の風景が
良かった。ただ、長距離歩いてきた後にルートが長いこちらの道を使うことは今回が最後
かな～。
結果的に槍への登山道の偵察が出来たこと、ヒュッテでお会いした表銀座コースの人たち
と話が出来たことは収穫だった。それにしても穂高と比べ槍ヶ岳は遠かった。
来年は計画に変更を加え表銀座から大キレット越えを小屋泊まりで是非踏破したいものだ。
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吾妻山
（東吾妻小富士・東吾妻山 1974m・一切経山 1948m）
記：畑野仁美
◆山行日 ：2011 年 8 月 27 日（土）～28 日（日）
◆参加者 ：

Ｌ山崎正夫・下川賀也・畑野仁美

◆アクセス：車
花の山旅の入笠山が中止になり、下川さんと山崎さんに誘われ、吾妻山に行く事になった。
急な計画だったので、みなさんお誘いしたのですが集まらず、３人で行って来ました。
１日目：浄土平 9:45～吾妻小富士一周 10:35～浄土平 11:00～11:55 姥ヶ原～13:20 東吾妻
山 13:26～展望台 13:45～15:30 鳥子平～16:35 浄土平
高湯温泉から磐梯吾妻スカイラインに入り浄土平の駐車場へ、スカイラインも駐車場も無
料開放しています。
駐車場について準備をするが雨もよう、取りあえず空
身で吾妻小富士を一周することにした。
稜線に出るが霧で何も見えず、ただ一本道を歩いてい
るようで一周している感じは無い。うっかりするとも
う一周しそうになる。
駐車場に戻り東吾妻山に向けて歩きだす、一切経山へ
の登りを見送り狭い樹林帯に入る。
霧で真っ白の中リンドウの青色がとても鮮やかだ、少
しずつ空が開け木道の広い所に出ると姥ヶ平だ。湿原のようだけど、這い松が沢山あり湿
原で無くなりつつあるような？
昼食をして、のんびり写真を撮りながら東吾妻山に到着。残念ながら景色は望めないので
直ぐ下山、展望台から景場平・鳥子平登山口までは少し荒れているようで雨のせいもある
がとても歩きにくい道だった。道路を横切り道路に沿ってほぼ平坦な道を１時間、浄土平
近くに吾妻小屋がありその前を通り駐車場まで戻る。
周遊コースは思ったより時間がかかり疲れました。
この日の宿は、吾妻小屋にするつもりだったけど、ちょうどランプコンサートが有り混み
そうで、また人手不足で素泊まりと言うことだったので諦めました。
調べると高湯温泉のホテルはどこも高い、１軒ユースホステルが見つかりそこに泊りまし
た。山小屋より安く食事も設備もとても良かったです。ユースホステル「スターハント」
オーナーは星が好きなようで、天気が良ければ天体観測が出来るようですが残念でした。
常連さんなのか、天体観測の為かな（天文学部？）先生と学生が合宿していましたよ。
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２日目：浄土平 9:20～10:52 一切経山 11:07～11:55 家形山 12:05～12:55 一切経山～14:07
浄土平
予定では不動沢から一切経山を往復するつも
りでしたが、最初は樹林帯で大変そうとの事
で浄土平から往復することにした。
朝、晴れのはずなのに雨が降っている。
どうしようかと思っていたら、オーナーに「上
は晴れていますよ」と言われ信じて行く。
本当に晴れている、下は雲海だ～前日とは一
転「こんな景色だったんだ！」

五色沼

吾妻小富士も綺麗な姿を見せている。
前日見送った道を登る。ブルーベリーの木が一面にあ
り食べながら歩く、なかなか美味しい。分岐からすぐ
の所に綺麗なトイレと非難小屋がある。そこからは少
し急な登りになる、近くに火山ガスが出ているので注
意する後は緩やかなタラタラした登りだ。
頂上標識から少し下ると綺麗な五色沼が見える。
私と下川さんはここで満足していたけれど、リーダー
山崎さんは家形山まで往復すると言いチョット渋々な
がらついて行く。上からは沼横の平らな道に直ぐ出そうだったけれど結構下る。平らな道
を行くと予定していた不動沢からとの道につながりその分岐を左に登れば家形山だが、標
識が無くよく分からなかった。
一切経山を登り返し来た道を浄土平まで下り、帰りはユースでもらった共同浴場の券で原
泉かけ流しの露天風呂にて汗を流す。狭いけれど硫黄泉のいいお湯でしたよ！！
今回は急な計画でしたが、とても充実した二日間でした。
誘って頂きお二人に感謝です、ありがとうございました。

吾妻小富士
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（誰でも登れる花の山旅
松虫草

御坂山塊

12 ケ月）第５回目

雪頭ケ岳～鬼ケ岳
記：森

律子（新参者です）

【日程】2011 年 9 月 11 日（日）
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L：園木、阿部、上原、渋谷、関口(み)、大門、西方、平野、山崎、森(敬称略)
【ｺｰｽﾀｲﾑ】9:30 漁眠荘前・12:00 雪頭ケ岳・12:20 鬼ケ岳・14:00 鍵掛峠・15:30 漁眠荘前
【お楽しみ】河口湖温泉寺

ほうとう不動（時間の都合上×）

草加山の会に入会させていただいてから初めての山行です。
1 ケ月前から登山靴の調整と装備の準備をし待ちに待っての
参加となりました。2~3 日前からちょっぴり興奮気味でなか
なか寝付けない・・
まるで子供の時の遠足の前日の様な気分で当日を迎えました。
漁眠荘前に到着した時には雲は多かったのですが、
お日様もしっかり顔を出していました。（自称：晴れ女のパワー？）
砂防ダムを横目に最初に目に飛び込んだのはまっすぐ伸びた杉の木たち、ところどころ剪
定した大きな枝が行く手を阻みます。杉の森を抜けると、ブナの原生林が広がります。ゆ
っくりとしたペースで、山道を歩くと鳥のさえずりや蝉の声、時折心地良い風に吹かれ、
色々な花を見ながら雪頭ケ岳まで登り 2 時間 30 分の道のりを歩きました。
山頂付近では、もちろん松虫草もちらほら観賞でき、富士山が「ドドーン」と正面に見え
るはずが、どうやら人見知りみたいで、初めて山行参加の私には姿を見せてくれませんで
したが、西湖は美しく眺めていると水の色がゆっくり変化していました。
昼食後、鬼ケ岳へはちょっとした梯子を使って上がります。
（でも結構怖かった）鬼ケ岳に
は鬼の角の様な岩があり、そこから 360 度景色が見渡せました。
少し休憩の後、鍵掛峠へ・・ちょっとした岩場があり、ガスも少し出ましたが、空気はと
ても心地良く胸いっぱいにマイナスイオンを吸い込むことができました。峠からはひたす
ら 1 時間 30 分の下山です、この下りがかなりひざ下の筋肉を使い、麓に着くころにはすっ
かり膝が大笑いしていました。
お楽しみの温泉は時間をゆっくりとっていただき、疲れた足も癒すことができ、充実感と
心地の良い疲労感を感じながら、帰路につくことができました。
普段から体を動かすことを心がけていましたが、登山に必要な筋肉の必要性を痛感した
初山行となりました。これから少しずつ山行に参加させていただき、諸先輩方と楽しく山
歩きを楽しみたいと思います。
リーダーの園木さんを始めメンバーの皆様には、優しくしていただきありがとうござい
ました。おかげ様で、心から楽しく参加できました。また、ご一緒できる機会があればよ
ろしくお願いします。「目指せ！山（元）ガール」
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編集後記
長雨による被害・放射能汚染に熱中症と暗いニュースの多い中、沢山の
新会員を迎えて、登山に沢登りと夏山を堪能され、盛沢山の山行報告
の「てんとさいと」になりました。ご協力有難うございました。上原
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発 行 日

平成 23 年 9 月 25 日

編 集 者

上原すみ

松田 武
発 行 者 越谷市千間台西 3－2－12－206
発行団体

草加山の会
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