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 平成 7 年に入会して以来早くも 17 年目に突入しました。 

テントサイトの自己紹介で、「好きな事は夢中になり過ぎる傾向がある」と書いた気がします。 

山行の度に、世間でいう中高年の山ブーム真っ只中にいるんだなと実感します。 

マスコミの方々にも、それだけ元気な中高年が多いとご理解いただければ有難いな！！と 

常日頃思っています。 

確かに、マナー違反や事故なども急増しているらしいのでやるせない気持ちですが、 

もっともっとチャレンジする心意気を応援して戴きたいな・・・とね。 

  

 

                   
 

 

 かく言う私はどうかというと、ただ今少し停滞中！！であります。 

主人が定年退職で毎日日曜生活に入り、お互いにどうして暮らして行こうか手探り状態です。

一度は通る道ではあるけれど、「こりゃ大変だ」と思っている今日この頃です。 

 

さて、17 年で私は随分変わりました。体を鍛える事の楽しさを知ったのです。 

もともと汗をかくことは好きではなく、面倒くさいと思っていました。 

いつまでも楽しく山に登る為に仕方なく始めたプール（アクアビクス）にはまり、今では 

山登りに次ぐ楽しみになりました。 

 

人生でそうは会えないだろう！心の友も出来ました。 

 

これからも、少しでも長く「好きな事」を続けられるように頑張ります。 

皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

小林 いつ子 
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平成２４(2012)年６月～８月山行実績  リーダー部･機関誌部 

山 行 日  程  山 岳 名 リーダー 参 加 者 

会 6/3 根子岳･四阿山 尾崎 
兼堀(善)、兼堀(恵)、大竹(一)、大竹(理)、
浅井(祐)、畑野、関口、鎌形、三瓶 

会 6/10 
公開ﾊﾞｽﾊｲｸ(美
し森山) 

山口(裕)

樋口、箱井、平野、浅井(祐)、前田、西
方、小林(陽)、芳野、杉山、兼堀(善)、
兼堀(恵)、千葉、澁谷、森、和田、新島、
浅井(昭)、上原、鈴木(里)、松井、鈴木
(廣)、畑野、園木、大木、田村、山本、
張替、箱井、山﨑、石井(文)、下川、 
小野寺、黒澤 

個 6/18 靄山(もややま) 山﨑 下川 

個 6/19 白神岳 山﨑 下川 

個 6/23～25 
八甲田山･岩木
山 

新庄 上原、黒澤、小林(い)、他１ 

個 6/29 栗駒山 芳野  

個 6/29～7/1 
朝日連峰･寒江
山 

園木 
大竹(一)、小野寺、浅井(昭)、尾崎、樋
口 

リ 6/30～7/1 西丹沢(沢) 松浦 山口(裕)、三浦、鈴木(勝)、森 

個 6/27 赤薙山 山本 下川、田村、山﨑 

個 7/1 額取山 鈴木(廣)
和田、澁谷、箱井、鈴木(里)、中島、 
八並、橘、上原、黒澤、阿部、小林(陽)
関口 

個 7/2 霧ヶ峰(車山) 山﨑  

個 7/10～11 女峰山・男体山 山口(敏)  

個 7/13～16 
朝日岳･雪倉岳･
白馬岳 

山口(裕) 山口(敏)、三浦 

個 7/14～15 富士山 園木 管野 

個 7/15 大菩薩嶺 新庄 小林(い)、鈴木(里)、千葉、大畑 

個 7/15～17 白山 山﨑 小林(真)、他１ 

個 7/16 谷川岳 浅井(祐) 浅井(昭) 

会 7/21 赤薙山 石井(文)
上原、兼堀(善)、大門、小野寺、 
鈴木(里)、都澤、中島、関口、池本、 
阿部、黒澤 

個 7/27～29 
天 狗 原 山 ･ 金
山・焼山 

園木 三浦、山口(裕)、樋口 

個 7/26～28 
越百 (こすも )

山･南駒ヶ岳 
千葉 小宮、下川、大門、杉山、新庄、大畑 

会 7/28 陣馬山･高尾山 小林(真)
兼堀(善)、兼堀(恵)、山﨑、平野、森、
橘、畑野 

個 8/4～6 
槍 ヶ 岳 ･ 穂 高
岳・焼岳 

山口(裕) 三浦 

個 8/5～9 幌尻岳 石井(美) 山口(敏)、小野寺、和田 

個 8/10～11 常念岳・蝶ヶ岳 山﨑 加藤、平野、大門 
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個 8/11～12 米子沢(巻機山) 鈴木(勝) 松浦、浅井(昭)、森、山口(裕)、三浦 

個 8/15～19 
甲斐駒ヶ岳･鳳
凰三山 

園木  

会 8/20～22 槍ヶ岳 山﨑 下川、加藤、小林(真)、他１ 

個 8/22～23 焼岳 山﨑  

個 8/24～26 二口山塊(沢) 園木 
山口(裕)、三浦、沼田、鈴木(勝)、森、
長田 

個 8/27 鶏鳴山(悟叡山) 小林(い) 小野寺、山本、阿部 
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心にのこった山行 

北穂高～涸沢岳～奥穂高縦走 

 

 

                            八並 絹代 

 

山に魅せられて４０年あまり、だんだんと体力にも自信がなくなり厳しい山行は躊躇する

ようになってきた。若かりし頃、悪天候が続き涸沢で沈殿しながら北穂高、奥穂高～前穂高、

北穂高～槍ヶ岳、双六岳、三俣蓮華岳、笠ヶ岳、穴毛谷を下り、やっとの思いで新穂高に下

山した思い出がある。年齢的にも岩山は厳しくなる一方だし、「今夏、もう一度涸沢に行って

眺めのいい北穂高に登ろう」と夫と出かけた。2 日目の朝、6 時に涸沢ヒュッテを出発し北穂

高の頂上に 9 時過ぎに到着。一時間あまり紅茶を飲みながら絶景を眺め至福のひととき。ふ

と、今から下山したらお昼過ぎには涸沢ヒュッテに着くし、折角登ったのに時間もまだ早い

し、色々思案した結果「奥穂高まで行こう」という事になった。 

北穂高の南峰から涸沢岳は急峻で険しく、怖い所と聞いており縦走したことがなかった。案

の定、北穂の南峰から 低のコルまではガレ場、大きな岩を乗り越えながらなんとか下り、

ここから上りの傾斜は見上げると８０度に近い崖で傾斜がきつく鎖場の連続で高度感もあり，

緊張の連続、スリル満点、落ちたら終わりだなあ、と思いながら----。 

涸沢岳に着いた時はほっとし達成感でいっぱいでした。しかし、ゆっくり休む間もなく奥穂

高に向かって出発。奥穂高の頂上では北穂高の眺めとまた違い、はしゃいでいたら、私達が

出発する 2 日前に富山から入山した息子にばったり会い、こんな事もあるのかと不思議な偶

然にびっくりでした。息子の山行を聞きながら途中まで一緒にザイテングラードを下り無事

下山。涸沢ヒュッテのテラスで日没まで絶景を眺めながら感慨に浸った。 『穂高連峰に乾

杯』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心に残った山行 

北穂高岳～涸沢岳～奥穂高岳 
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新入会員（自己紹介）  

【氏  名】 橘 高志（たちばな たかし） 平成 24 年 6 月入会 

【生年月日】 昭和 25 年 11 月 3 日 平均年齢を上げて申し訳ありません。 

【出身地 】 東京都 小学校 4 年の時に草加市へ 

【血液型等】 Ｏ型 174 ㎝ 69 ㎏ よく酒を飲みカラオケを歌う。 

【趣  味】 盆栽 磯釣り 歩くこと 

 

草加山の会はネットで探しました。サイトで昨年の山行記録・テントサイト・会の約束事などを拝見し

レベルも高く素晴らしい会と判断し、メ－ルで事務局に照会し例会に参加しました。単独行又は二人

の登山の良さもありますが、体力的・技術的に限界を感じ入会を希望し、5 月にお試し山行で高畑

山・倉岳山行きました。この山を通じて会員のレベルの高さを知り、また皆様のお陰で会員になるこ

とができ、心よりお礼申し上げます。 

さて山歴は大学 1 年より 15 年程続いた。その後仕事、家庭等の関係でブランクがあり定年後また再

開した。過去の山行で思い出深いのは、富山の折立口より太郎山-雲の平-鷲羽岳-三俣蓮華岳-

槍ヶ岳-南岳-前穂―岳沢-西穂―岳沢-

上高地へ下るコースだ。槍ヶ岳「肩の小

屋」の下で雨のため、4 日間二人で狭い

テントで過ごしたことだ。雨上がりの素晴

らしい快晴は今でも思い出す。人生の浮

き沈みと重なる。テントで 4 日間メキシコ

オリンピックラジオ放送（当時大学生- 

若かった）を聞いていた。また必ず夜明

け前に出発し午後 2 時前にはテント場に

到着するようにした。途中岩場で寝転ん

で雲をぼ-っと眺めるのが好きだ。 

昨年 10 月新穂高ロ－プウェイで西穂高

山荘に宿泊し、西穂岳へ足を運んだ。写真はその時ものです。 

さて深沢久弥の日本百名山があるが今日数えてみたら 48 登頂していた。別名「にせ八つ」の異名を

もつ茅が岳（深田久弥氏終焉の山）を今年の春登頂したが、登山中に脳卒中で亡くなった深田久弥

の碑が途中にありました。健康にはお互い留意しましょう。 

若いころは 30 ㎏のキスリングザック（72 ㎝）を背負い連泊し、北・南・中央アルプスや立山連峰等と

高い山を目指していましたがいたが、今は原則日帰りのいろいろな山を仲間とともに楽しみたいと思

います。また先日の例会で地図の見方を教えてもらい自分のレベルの低さを痛感し、今後レベルア

ップの指導を皆様宜しくお願い致します。 

後に「草加山の会」の益々のご活躍とご発展を願い、今後とも重ねて宜しくお願い致します。 

24 年 6 月 25 日記 
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赤城山半周 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１２年３月１８日 

◆メンバー：L 山口（裕）、菅野、三浦 （敬称略） 

◆コースタイム: 7 時間 

6:00 ビジターセンター駐車場 6:30→赤城神社 6:50→黒檜山登山口 7:10→黒檜山 8:10→駒ヶ岳

9:10→駒ヶ岳黒檜山登山 9:45→9:55 ビジターセンター10:00→

長七郎山 11:10→小沼 11:35→地蔵岳 12:30→車道 13:15→ビジ

ターセンター13:30 

 

当初は上越タカマタギでテン泊登山を予定していましたが、天

候不良のため急遽予定を変更して日帰りで雪山を楽しめる赤城

山にしました。赤城は 2 回目ですが、せっかくなら 高地点を

踏んでまだ歩いたことのない長七郎山、地蔵岳まで歩く計画で

す。人気ルートの黒檜山～駒ヶ岳の周遊ルートは、よく踏まれ

歩きやすくコースタイム的にも丁度良く雪山始めたいと思っている人にはピッタリ。黒檜山山頂

からは天気が良ければ谷川、尾瀬、日光方面の展望が素晴らしいし、駒ヶ岳へ向かう降りでのシ

リセードも楽しめる。 

そして初めて歩いた長七郎山、地蔵岳も展望は良くお勧めのコースだった。今回は小沼で初めて

氷の上を歩き、途中ピシって音がした時の緊張感とか、亀裂を見てそろりと脇を通ったりと楽し

い経験ができた。まー割れたらボチャンなんで、乗るかどうかは自己責任。八丁峠からの地蔵岳

は良く踏まれており、こちらもアイゼン装着せずに歩きやすいコース。途中からは小沼、長七郎

山と歩いてきたルートが見える。地蔵岳の山頂は、大沼に黒檜山が間近に見え、谷川方面の展望

が素晴らしい。鉄塔が沢山建っているのが気になるが、それもこの山の特徴。 

下山時は大沼に降るルートを選択した。途中シリセードが出来そうなポイントはあったが、いか

んせん雪が重く滑らない。踏み後はあるが、雪がゆるく腰まで

入ってしまうこともありなかなか大変だった。赤城山を半周し

7 時間と丁度良いコースタイムでなかなか歩き応えあった。下

山後に名物の桑風庵で豪華蕎麦を食べる。管野さんが喜んでく

れて何よりだった。来年は好天の 2 月頃訪れて、ワカサギ釣り

とセットで楽しみたいし、まだ登っていない鈴ヶ岳も歩いてみたいと思う。 
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天女山バスハイク下見 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１２年４月２１日 

◆メンバー：L 山口（裕）、菅野、樋口、畑野、井口 （敬称略） 

◆コースタイム: 5 時間 45 分(休憩込み) 

8:30 清泉寮→8:50 天井岩橋→9:00 黄金の砦→9:10 天狗岩橋→9:25 牧草地→9:50 まきばレスト

ラン→10:10天女山登山口→10:30天女山10:45→11:15八ヶ岳牧場展望台(昼食)11:40→12:55羽

衣池→13:15 美し森 13:35→14:15 清泉寮 

 

天女山～美し森は、ハイキングガイドブックに掲載されていて、コースタイムとその展望からバ

スハイクに良いだろうなと個人的に思っていた場所です。今回は提案が通ったので責任を持って

実行委員長をやらせていただくことにしました。 

 

今回は下見山行ということで、天女山～美し森コースの他にも見所を探すべく清泉寮から周回す

るルート設定をしました。清泉寮から沢へ降り沢沿いを歩きながら牧場に登り上げるコースは、

沢音を聞きなが黄金の砦、天狗岩と見所もあり新緑の季節はとても気持ちよい沢沿い歩きのコー

スです。バスハイクではコースタイムを考え泣く泣くカットしましたが、是非歩いてみてもらい

たい場所です。天気は曇りでしたが、沢から牧場に登っ

て来た直後に雲が消え始め、八ヶ岳連峰が姿を見せてく

れました。天女山に向かうまでのほんのわずかな時間で

したが、しおりの表紙写真が撮れて本当に恵まれました。 

本番コースの天女山～美し森コースも歩きやすく、エス

ケープルートも確認でき、安心してバスハイクに使

えるコースであることがわかりホッと一安心。 後

にソフトクリームを食べられれば言うこと無しと予

定に追加しました。下見に参加してくださった皆さ

んと本番に向けてアレコレと話しながら歩いた 6 時

間とても楽しかったです。実行委員に混ざって参加

してくださった畑野さん、井口さんの意見も大変

参考になり感謝しております。来年は実行委員と

してでなくサポートとして下見に参加したいと思

います。 
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天女山～美し森山 
（公開バスハイク 1 班 ）         記：平野祥子 

■日    時 ： 2012. 6.10 

■メンバー ：（会員）Ｌ平野祥子、ＳＬ浅井祐子、前田恵久、西方多鶴子、 

小林陽子、芳野光夫、樋口淳一  

            （一般）芝博徳、芝和恵、芝陽生、前田幸子、大泉祐子   12 名 

■コ ー ス ：まきば公園Ｐ～まきばレストラン～天女山～展望台（昼食）～ 

             川保川渡渉～羽衣池～美し森山～美し森Ｐ 

 

小雨の中身支度をして出発。まきばレ

ストランを過ぎ車道を歩いて天女山登山

口へ。ここから雑木林の中、カッパを脱

ぎ歩き始める。リーダーとして一般の

方々をサポートする責任を感じて緊張し

ていた私は歩き始めから天女山に着くま

で苦しかった。あずまやで一休み、たく

さん食べて水を飲み体調整えて（心おち

つかせ）歩き出した。天女山からは急下

降し車道に出る。実行委員の樋口さんが

安全の為皆が渡るのを確認してくれまし

た。ここからは牧場内で整備されて近畿ツーリストの案内板もあって心配ない。あっという

間に牧場展望台に着いた。楽しみにしていた八ヶ岳の展望は見られなかったけれど牧場の緑

と木々の緑のコントラスが美しかった。展望台にはテーブルとベンチが置いてあり、早速ベ

ーコンスープ作りへ材料は陽子さんが全部切ってくれたので簡単！！おいしく頂いた。その

うちに山の会の仲間やツァーの方々が登ってきたので席を譲り先に進むことにした。                   

  緩やかな林を抜けると一面牧場へ、牛たちも放牧されて牛と戯れて写真も撮る。 

広い牧場は開放感があって気持ちいい。少し水かさのある川保川を皆さん難なく渡ってくれ

たので安心しました。色鮮やかな九輪草に出会いカラマツ林のなかをのんびり歩く。羽衣池

を 1 周したが、木道が傾斜していて滑ってしまった。怪我をしなくてよかったが、注意書き

は必要と感じた。ここから美し森には 20 分ほど、九輪草の群生地に立ち寄って美し森に元気

に到着！！実行委員の方々の粋な計らいで、待ちに待ったソフトクリームで到着を祝し乾杯

しました。 

  一般参加して下さった方々は、元会員の方でパワーのある方。もう一人は会員の娘さんで

何度か参加して下さって心配なし。そして徳之島に転勤した菅野さんのお知り合いで、今回

唯一お子さんと共にご家族で参加された方でお母さんを気遣う優しい小学生でした。心強い

一般参加の皆さんで何の心配もなく皆さんと一緒に楽しむことができました。ありがとうご

ざいました。 

山口裕史実行委員長、実行委員のみなさん、お忙しい中お疲れ様でした。 
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公開バスハイク(２班) 
記：澁谷 久美子 

 

メンバー：L 杉山、SL 兼堀(善)、千葉、澁谷、森、和田 

  

  一般の人６名と会員６名の１２名でハイキング開始です。小雨で雨具を思い思いに着用し、

新緑の中を歩き始めました。 

カラ松のやわらかい新芽、牧場の牛と新緑、三ツ葉ツツジ、マイズル草、マムシ草、レン

ゲツツジと花の名前を楽しく聞きながら展望台まで進みました。 

昼食では各班のスープの話題で盛り上がり、やっぱ～この班のスープが一番と“嬉しい一

言！”(食材を調達してくださった千葉さん、重い荷物を持ってくださった男性二人に感謝で

す。ありがとうございました。) 

川俣川の清流にも感激！九輪草も見ることができた！ソフトクリームも美味しかった！と

皆さん満足でした。一年に１回のバスハイクを楽しみに待っていますとのことでした。 

実行委員の皆さん、ご苦労様でした。 
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２０１２年 八ヶ岳南麓「天女山～美し森」バスハイク 

    (３班報告)                     記 浅井 昭光 

 

梅雨入りした翌日、雲の切れ間から朝陽が差し込む。「今日は、天気は大丈夫だ！」 

ふと実行委員会メンバーの顔が浮かんでくる。 

前日の準備会にお邪魔して、その意気込みを感じていたからだ。 

朝、続々と集合時間に皆さんが集まってくる。みん笑顔で早く出発して、行こうという気が

伝わってくる。総勢５８名の参加で出発進行だ！ 

現地に着くと、車中からいきなり「富士山」が雲のポケットから顔を見せる。 

みんな大歓声を上げて喜ぶ。天候は雲が多くなり、今にも泣き出しそうな感じだが、さすが

八ヶ岳山麓、清々しい朝の空気の中を、緑多き広い牧場の小径を歩き始める。 

3 班は、新島リーダーを中心に 12 名の仲間、私と松井さん鈴木廣さんを除けば他は女性群が

占める。今の時代を映していると感じるのは私だけであろうか？ 

それだけに話声は尽きることがない。笑う声が新緑の森の中を高らかに響き渡り、 

カッコーも驚いて鳴き方を変えてしまうほどだ。 

昼のスープは、韓国料理のサムゲタンだ。全部調理済みのパックを、鍋に入れて温めるだけ

だ。しかし、量が足らないのでここだけの話、水増しをしてしのぐ事となる。 

でも、調理長の女性が素晴らしい味に仕上げてくれた。マッコリーが欲しくなった。 

山頂での景色は望めなかったが、雨が降ることもなく楽しく食する事ができた。 

後半戦のぬかるみの道を、悪戦苦闘しながらバスの待つ美し森へと向かった。 

今回のバスハイクは、リピーターも多く若い人の顔がチョット少なく感じたが、 

とても歩きやすい道で、八ヶ岳の山麓ならではの雰囲気と景観がとても良かった。 

また、小鳥のさえずりが心を和ませてくれました。実行委員会の皆さん本当にお疲れ様でし

た。 
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     天女山～美し森 

公開バスハイク・４班 

記：畑野仁美 

◆山行日：2012 年 6 月 10 日（日） 

◆山行者：L 畑野・SL 園木・大木・田村・山本・張替・山崎(会員) 

      加地典子・加地 穣・菊池 英(一般) 

◆コース：まきば公園～まきばレストラン～天女山～展望台～美し森 

 

「お天気になって良かったですね」と挨拶したのに雨具をつけて出発となったのは心配だっ

たけれど、駐車場に着いて雲の合間から富士山が見えたのはなんだか歓迎されているかのよ

うで直ぐに雨は止んでくれました。雲が額縁になっているようで劇的な感じでしたね。 

 

４班の一般参加者は３人です、のんびりと 後に出発しました。 

若夫婦の加地さん、奥さまはお花を見つけるのが得意で写真を沢山撮っていました。もう一

人は男性菊池さん、俳句が得意で山行中出来た俳句を披露してくださいました。 

牧場は下見のころより緑が濃くなっていて気持ちがよかったですね。 

天女山の登りもゆっくりペースで鳥の声を聞きながら山頂へ、そこから下りまた、牧場を通

り展望台へ早くも美味しそうな匂いがあちこちから漂っています。我が班はトマトスープ少

し時間がかかりましたが美味し～いスープが出来上がり大好評でした。 

 

後半は川まで下り徒渉、美し森への登りは少し急な登りだ、後は笹原を下れば羽衣池、池を

半周してから 終目的の美し森展望台でソフトクリームが待っていました。 

 

前々回の山行で一寸自信を無くしていました

が、今回は牧場歩きや徒渉など変化に富んで

いて下見よりのんびりペースだったので無事

リーダーの役目を終えることが出来ました、

４班の皆さんありがとうございました。 

 

実行委員の皆様お疲れ様でした、無事予定通

り終えることが出来て良かったですね。 
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   八ヶ岳 天女山～美しの森バスハイク （5 班）  

                                記 黒澤 登美江  

■ 日程：平成 24 年 6 月 10 日 

■ メンバー：L 石井文子・下川賀也・小野寺英子・黒澤登美江・山口裕史 

  一般 ：逸見紀子・功刀美明・坂口真平・斉藤里枝・加藤佳世・山内竹代 

 コース 牧場公園駐車場(9:10)-牧場レストラン(9:30)-天女山入り口(10:00)-天女山

(10:30)-展望台(昼食 11:20～12:30)-川俣川渡渉(13:10)羽衣の池(14:10～20)-九輪草自生

地(14:25)-美しの森(14:10～50)-駐車場(15:00) 

 

 梅雨時のバスハイクで雨は覚悟していたが、バスの中から富士山見えて喜んだが、やっぱり

雨になったが、霧雨程度でしたがカッパ着て歩き始めた。 

5 班は女性が多く、ご夫婦で参加するはずだった坂口さんは奥さんが風邪で来られず、男性

一人でちょっぴり寂しそうでしたが、カメラで新緑や牧場、花などを撮って楽しんでいるよ

うでした。 

リーダー文ちゃんはゲストの方にぬかるみの道や山の歩き方を教えていました。 

女性は登山道に咲く舞ずる草、まむし草、レンゲつつじ、みつばつつじ、おきな草を覚えた

と喜んでいました。 

晴れていたら、八ヶ岳、富士山、南アルプスが見られて 高であろう展望台で昼食です。 

5 班はきのこが沢山入った味噌仕立てのスープです。（あくまでも味噌汁ではありません!）

皆さんおいしいとお替りをして食べてくださいました。 

昼食を済ませ、川俣川渓谷での渡渉が始めての人は水の多さと流れの速さに驚いていた。羽

衣の池はもっと大きいかと思ったが、こじんまりとしていたが赤岳が見えたらなあと木道を

一周して九輪草自生地へ向かい沢山の九輪草に感嘆の声を上げて喜んだ。 

美しの森でアイスクリームを食べて、駐車場よりバスに乗りパノラマの湯の露天風呂で入浴

して、いつもの車の渋滞だったけど、皆さん満足して下さったと思います。 

実行委員の皆さんご苦労様でした有難うございました。 
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会計報告 
    2012/7/7 作成

    実行委員長 山口

参加者５８名（前日キャンセル 1 名、当日キャンセル 1 名）    

項目 内容 単価 数量 金額 

収入 会費 大人 5,000 円 5,000 60 300,000 

  会費 小学生 4,500 円 4,500 0 0 

          

  収入合計 300,000 

    

支出 貸切バス代 94,500 1 94,500 

  有料道路代 19,000 1 19,000 

  バス料金振込み手数料 420 1 420 

  保険代 代金 175 円 一般 30 名として 175 32 5,600 

  運転手寸志 2,000 1 2,000 

  温泉代 600 円 × 58 600 58 34,800 

  スープ、ガス代 2000 円 ×5 班 2,000 5 10,000 

  飲み物、おつまみ代  26,891 1 26,891 

  美し森展望台 ソフトクリーム代 200 58 11,600 

  景品、賞品代 5,010 1 5,010 

  ゲーム代 299 1 299 

  コピー代、打合書類代 3,600 1 3,600 

  しおり製作 6,210 1 6,210 

  案内はがき 50 28 1,400 

  写真代 100 円× 23 枚 100 23 2,300 

  写真代 封筒 22 枚 210 1 210 

  写真代 発送代 120 23 2,760 

  打合せ費用 5,857 1 5,857 

  下見代 19,400 1 19,400 

  お土産代 0 1 0 

  反省会 15,640 1 12,040 

  前日キャンセル返金 2,500 1 2,500 

  返金 1000 円 × 32 1,000 32 32,000 

          

  支出合計 298,397 

     

 残金 1,603 
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大満足の中国四国地方遠征 

記：山口裕史 

◆日時：２０１２年４月２８日～５月１日 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、三浦（敬称略） 

◆コース：27 日夜 東京加賀 IC21:30 発～中央道経由～溝口 IC～大山寺無料駐車場 8:00 着 

28 日:大山 4 時間 50 分(休憩込み) 

大山寺橋 8:20～夏山登山コース～六合目避難小屋 9:55～10:40 弥山山頂 10:11:20～五号目分岐

12:00～行者谷コース～元谷 12:20～大神神社 12:40～大山寺 13:00～13:10 大山寺橋駐車場 瀬戸

大橋経由で道後温泉に向かい入浴後、20:00 下道で石鎚スカイライン駐車場 21:20 着 

29 日:石鎚山 4 時間 10 分 

7:00 通行止め解除され土小屋駐車場 7:30 着 

土小屋登山口 7:40～テン場 9:05～鎖場～弥山 9:40～天狗岩 10:00～弥山 10:35～階段利用～テン

場 10:55～土小屋登山口 11:55 秘境の湯に入浴後、かずら橋観光、そして見ノ越登山口 19:30 着 

30 日:剣山 4 時間 5 分 

見ノ越 5:20～剣神社 5:25～西島 6:00～大剣神社 6:40～剣山頂上ヒュッテ 6:55～剣山山頂 7:05～

7:15 剣山頂上ヒュッテ（休憩）7:45～両剣神社～刀掛ノ松 8:50～西島 9:00～見ノ越 9:25 下山後に

やまうちうどん→ぷりうまうどん→うどんいぶき→金比羅山山頂まで約１時間半往復→善通寺→香

色山→こがね製麺所→丸亀城→仏生山温泉（休憩）22:50→帰宅翌 9:00 着 

 

ゴールデンウィーク前半、4 日の連休を使い四国中国

地方の百名山三座を歩いてきました。果たして本当に

行けるのか？と疑問に思いながらも以前、美樹さんが

三座歩いたので参考にさせていただき、プラス観光を

盛り込むという大変ハードなスケジュールでした。 

それぞれ印象に残ったことを紹介します。 

大山は六合目より残雪と登り上げるのが気持ちよく、

元谷から見る山頂方面は素晴らしい景色だったのと、遠く

から見ると富士山のように裾野が均等に見える箇所があったこと。 

石鎚山は、修験者が法螺を吹きながら歩いていたのと、二ノ鎖場が

結構凄かったこと、山頂の弥山から天狗岩までの尾根が切り立って

いてカッコよかったこと。 

剣山は、残念ながら天気が悪かったので山頂の強風のみが印象に

残ってますが、剣岳に登る時

に着ようと剣山 T シャツを購

入したこと。 

下山後のうどん巡りは楽しい観光でした。 

それぞれ思い出に残る山でしたが、いつか瓶ヶ森～伊予岳

と縦走したいコースも見つかり、１座＋観光で歩きたいと思

います。 
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日和田山 岩トレ（感想） 

   

＊山行日  ５月 ２７日 

                               記 加藤紀久代 

メンバー：L 松浦 SL 鈴木（勝）山口 三浦 菅野 新島 大畑 鎌形 加藤 森 

          西瓜差入れ：園木 

  

「ロッククライミング」この刺激的で、魅力的なひびき。私は、実に３０年ぶりに岩登りの

ゲレンデに来た。ここ、日和田山は初めてのところ。２つの

大きな岩壁を眼の前にした時、恐怖感より、わくわく感の方

が強かった。「確保してもらっているのだから、怖くないはず」

と思っていた。ところが、いざ登り始めてみると恐ろしさで

思い切って１歩が踏み出せない。時間ばかりが過ぎていく。

みんなが登っているのにと思うと途中でおりるわけにもいか

ない。相当な時間をかけてどうにか上までたどりついたが、

下るのも一苦労。昔は懸垂下降で楽しく降りたのに・・・と

も思った。久しぶりの岩の感触は心地よいが、自分の力のな

さと緊張感で、 後まで気持ちは高まらなかった。合計６本

登り、男坂のほうは、 後の壁を乗り越えて頂上に立つこと

はできなかった。しかし、近いうちにまた行きたい、もう少

し慣れたいと思った。 

 

松浦リーダーには、多大なるご迷惑をおかけしました。的確

なアドバイスや声かけ、そして粘り強く確保していただき、誠にありがとうございました。

松浦リーダーの期待に応えられず、申し訳ない気持ちです。が、ここであきらめず、もう少

し軽快に登れるように努力したいと強く思っています。 

今後もぜひ、ご指導よろしくお願いいたします。  
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 雲南のアルプス３大名峰とシャングリラの旅 報告 

                        取り纏め 山﨑 正夫 

【参加者】山本、小宮、下川、小野寺、大木、田村、八並、山﨑 

【コース】 

5/27 成田発北京・成都経由麗江着 

5/28 麗江・玉龍雪山を眺める 

5/29 虎跳峡・シャングリラ着 

5/30 ナバ湖・東竹林寺・徳欽着・ 

白馬雪山、梅里雪山を眺める 

5/31 飛来寺・明永氷河 

6/1 シャングリラ着・建塘古城 

6/2 昆明着・雲南映象民族ショー 

6/3  北京経由成田行き不就航の為、 

羽田着(深夜)  

 

参加者一言(原稿到着順に記載) 

◇下川 賀也   

中国に入つて、はじめの２４００m の宿で頭痛がして、観光や景色より、このさき、白馬

雪山を望める標高約４２００m の峠や、徳欽宿が３５００m、２連泊なので、心配で酸素ボン

ベを買い、夜何回も吸いました。３日目頃から高山病にも慣れたのか、オプションで、馬に

乗つて氷河を見に行つたり、シャクナゲや色々な花を見、バスで何百 m も有る、崖淵を走る

スリルを味わう余裕が出て、良い旅行でした。                   

 

◇小宮 将光  

麗江市から、４２００ｍの峠を越えてシャングリラまで一日がかりのオンボロバス（ご当

地では上級の部類）での山旅である。山々は時に一面シャクナゲの花、時につつじに似た紫

色の花々。まさに花の山シャングリラ（理想郷）であった。はたして秋にはどんな風景を見

せてくれるのでしょう？                     

 

◇八並 絹代 

中国の秘境「雲南」に行きたい。念願がやっと叶い楽しい８日間の旅でした。 

2 度飛行機を乗り継ぎ 12 時間余りかかってやっと初日の目的地へ到着。中国は広いなあ、雲

南は遠いなあと実感。雲南は丁度この季節、雨季にあたり雲南の３大名峰は見えないだろう

と 初から諦めていました。その代わりきれいなお花を沢山見ることができれば満足と思っ

ていたにもかかわらず、玉龍雪山、白馬雪山、梅里雪山の名峰を眺めることができ、スケー
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ルの大きな景色に感激しました。白馬雪山を眺める峠近くでは鮮やかな紫色のつつじが一面

にひろがり見事でしたし、道の悪い山岳地帯の車窓からはしゃくなげ、ピンクのツツジの花

が丁度見頃で存分にお花を楽しむことができました。 

桃源郷と言われるシャングリラ，雲南、一度は是非お薦めです。     

                                               

◇小野寺 英子 

九賽溝に行きたいなぁ…と思ってたのが、ひょんな事から雲南の旅に… 

雲南アルプス３大名峰…玉龍雪山・白馬雪山・梅里雪山の雄大さ、歴史のある寺院、４２０

０ｍを越える峠、素晴らしい花々、そして馬に揺られて行った氷河、アジアに流れ入れば、

メコン川となる大河…等々！ 凄い…！の一言でした。 

只、辛かったのは何処でも同じ、たっぷり油の料理、どう表現したらよいのか解らない 

トイレ文化の違い、町の汚れの酷さ、悲しいかな旅の終わる頃には、辛かった思いが自分の

心を満杯にして…もう雲南は来たくない！の心境だった。 

でも今、じっくりと雲南のことを落ち着いて思い出してみると、辛かったことは薄らいで

いる自分に驚いてる。 旅の 終日の夜に観た、『雲南映象民族ショー』の巣晴らしさも、 

一際想い出している。やはり、旅は行って見なくちゃ解らんものですね！  

 

◇山本 理郎 

麗江、シャングリラ、梅里雪山……なんとなく郷愁を誘う響きがある。麗江は甍の連なる

街の景観は何度もテレビでみており、機会があれば行ってみたい所の一つであった。そんな

折、送られてきた旅行社のパンフレットに誘惑され、会のメンバーに声をかけました。山好

き、旅好き、僻地が好きとかそれぞれの思いを乗せた 8 人のメンバーになりました。気心の

知れた仲間で、幼馴染のクラス会で旅をしているような気分でした。花の季節は雨の季節で

もあり、どの山も頂上を見ることはできませんでしたが、オンボロバスで４２００ｍの峠越

え、馬の背に揺られた 3 時間など、秘境の感を十分に味わい忘れられない旅になりました。       

 

◇大木 靖子 

思いがけず中国に行けることになりラッキー。 

久しぶりの外国。初めて行く「近くて遠い国」中国、期待に夢見心地で、パスポートを取り

に行きました。 

 古い街並み「古城」には、どこも中央広場「四方街」があり、茶葉の市が開かれた宿場町

は古く２００年以上過ぎているが、街並みが美しい。 

 梅里雪山、白馬雪山、玉龍雪山など５０００ｍ以上の山が連なり、景色は抜群に美しい。

そこから流れ出す河は、三江併流として有名なメコン、長江、サルウィン川(努江)の大河の

源流となるのですが、コーヒー色の泥水、何とも凄い。 

 一番困ったのが食事とトイレ。ホテルでも昼食による店でも、ほとんどが、香菜と重い食

用油をたっぷり使った野菜炒めが中心。どうにも胃に良くない。トイレは、ドア無し、紙無

し、個室無し、そして、汚いと行く前に聞いたとおり、その上お金を取ります。 

 中国というところは、表だけ見て、裏は見ない方がよさそうな国でした。 

 でも、８人衆はは楽しかったです。                  
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◇田村 節子 

雲南アルプス、シャングリラの旅は思い出深い旅になりました。シャングリラから徳欽に

向かう山道はガードレールが一部あるだけのヒヤヒヤする山道でしたが、雲の間から姿を見

せる梅里雪山（標高６７４０ｍ）前人未踏の山の姿は壮大で素晴らしかったです。 

                                   

◇山﨑 正夫 

例会で、山本会員から現役の会員に遠慮がちに、雲南アルプス３大名峰とシャングリラの

旅行の発表があった。雲南！！ 前々から「雲南は日本民族の源かも？」と高校で習い、さ

らに「雲南の花嫁」の映画を見て、死ぬ前に一度は行きたい場所であった。余りにも突然の

提案で、一瞬どうしようかと思ったが、そこは独居老人の身、相談する相手もいない。必要

即座に手を挙げ、参加を表明。 

昭和６１(1986)年の年末年始の休みを利用し、旅行に不向きな寒い時期に、上海・蘇州・

西安・洛陽・北京を回ったので、その変わりようを見るのも楽しみ。そのころは自転車の洪

水。高級車はトヨタ。人民元と兌換元が別れていて、外国人は兌換元を渡され、人民よりか

なり割高のお金を使っていた。逆に日本から招聘されて大学教授などの要職に着いていた人

たちの飛び切り高い報酬は人民元で支給されるので、日本に持ち帰れず、旅行などでお金を

使い果たすしか方法が無いと空港で会った日本人から聞かされた。農村から布団を担いで都

市に働きに来る人で駅が一杯(そのころも今も、農村の人たちは都市に住所を移せないらしい

＝闇で都市に出稼ぎに来ていることになる)。背広を着て工事現場で働く人が多かった。どん

な高層ビル建設現場でも足場は当然、竹。観光地の旅行者はほとんど外国人。空港で会った

中国人はほとんどビジネスマンだった。しかし、列車の硬座の３段ベッドの現地の人たちで

満員で、車内で煮炊きをしていた。 

今は人民元に統一。一般道も高速道路も車の洪水となり、現地生産のヨーロッパ車や中国

車、韓国車が多い。日本車は大衆車中心。しかし、自転車でさえ日本製の中古の方が、中国

製の新品より高いと聞かされた。そして、一番驚いたのは、中国人民の旅行熱。そしてその

女性達の声の大きいこと(前はあんなに大きな声で話す人を見たことがなかった)。手間のか

かる外国人より、大量に出現する自国人民の方が商売の種になるらしい。麗江、そして中甸

という元々からの地名を 2002 年に変更した香格里拉(シャングリラ)、共に地域の収入の内、

観光部門が８割と聞く。結婚して日本に居る中国出身の人に聞いても、中国人民が日本人ほ

ど働かず、給料は安く、子供にお金がかかるのに、何故あのように旅行ができるか不思議だ

と言っている。私も不思議に思う。麗江の夜も０時まで至る所で中国人が踊ったり歌ったり

する。この話を昔の麗江を知る人に話したらびっくりしていた。 
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前と変わらないのは、建設を始めているのか、解体しているのか分からない雑然とした工

事現場。空港の立派なお店で店員が１人しかいないのに堂々と寝ている、或いは、レジスタ

ーの前で広々と昼食を広げている店員。そして、旅行日 終日、近代化したので無いと思っ

ていた飛行機が来ない現象。前回は帰国が１日遅れた。今回は成田に車を預けてあるのに、

空港内を、それも、出・入国までして、走って急遽羽田行きの飛行機に乗り、羽田に深夜到

着時、機内放送で「今回の件は天候によるもので、当社には一切の責任はありません。ぶつ！」

の放送のみ。 

でも、今回は気心の知れた山の会の８名、そして、下川さんの山の友人の石川さんにそっ

くりの出川さん夫婦と一緒で、かつ、高山植物を見ていると何処からともなく現れた婦人と

子供が売りに来た汚い容器に入ったバター茶を飲んだり、露店の串焼き肉を食べたりして、

山崎さんは世界中何処でも生きていけるよと言われながらも、とても楽しい旅行となりまし

た(実は、大木さんと同じく食べるものを選んで食べていたのですが)。                

 

◇特別寄稿    

中国雲南アルプス旅行での草加山の会８名の方との出会い 

                      神奈川県川崎市  出川 弘明・洋子 

 草加山の会８名の方との出会いは中国雲南アルプス旅行中でした。ツアー参加者２０名の

中で、中国式の円卓は１０席でしたので、いつの間にか、私達夫婦はいつも食事を御一緒さ

せていただいていました。 

皆様軽口をたたき、笑い声の絶えないグループで、暗黙の役割分担があるように思いまし

た。中でも、女性陣の縁の下のかなりの力を感じました。 

偶然にも山好きの私達は、素敵な山仲間と楽しい山行をされている皆様との出会いは、雲

南の旅をより印象づけ楽しいものにしてくれました。      謝々。  
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 靄  山（もややま）     (153m)  
          (青森県五所川原市(旧：市浦村))             記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).6.18(月)     登山標高差＝149ｍ 累積高度＝149ｍ   

【天 候】雨後曇 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川 

【コース】     津軽海峡荘 8:00→10:00 登山口～10:30 参拝所～11:08 靄山山頂～ 

11:20 参拝所～11:30 登山口 

 

海の見える山に行こうと津軽半島を南下して権現崎(小泊岬)の尾崎山を目指すも、海に近

すぎて中腹以上が霧の中で展望が期待できない。続いて予定していた靄山に行く。国道３３

９号から集落に入り、県立金木高校市浦分校横の鳥居の登山口に達する。雨が降っているが、

頂上の展望はありそう。身繕いをして、大

きな白木の鳥居を潜り、山道に入る。すぐ

に３つの赤い鳥居を潜る。途中、参拝所が

ある。扉を開けさせていただくと立派な岩

木山神社の額が掲げてある。ここから急登

となり一気に山頂に達する。頂上には１５

３０ｍ級の立派な標識が立っている。新し

いコースも造られているようで、地元に愛

されている山という感じ。雨は降っている

が、展望あり。海岸の脇本集落、尾崎山の

ある権現崎の眺望を楽しむ。残念ながら、

十三湖越の岩木山は見えない。下りはあっという間であった。 
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白 神 岳   (1235m) 
            (青森県深浦町(旧岩崎村))           記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).6.19(火)      登山標高差＝1035m 累積高度＝1035m   

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】山﨑、下川 

【ｺ ｰ ｽ】ｳｪｽﾊﾟ椿山 4:30→白神岳登山口 5:00～二股分岐 5:45～大峰岳分岐 8:50～ 

白神岳山頂 9:10～大峰岳分岐 10:00～二股分岐 12:40～登山口 13:30→十二湖 

→ｳｪｽﾊﾟ椿山 

 平成１７(2005)年７月７日の例会にて山の会入会を申し込むも、２ヶ月弱の待機期間あ 

り。仕方がないので８月５日から一人電車で東北山行(秋田駒ヶ岳･白神岳･岩木山･八甲田 

山)。７日に白神山荘に投宿。８日に蟶山(まてやま) コースを山頂へ、白神山荘主人の弟 

さんが岩崎村教育委員会に勤務していた時に再開した二股コースを下って白神山荘泊。下 

は晴れていたのに途中から雨。景色を見ることができなかった。 

 今回、下川さんも良く覚えていないとのことで再度歩くことにする。宿泊先を早朝出発、 

空いている国道１０１号線を南下。見覚えのある白神岳登山口駅から日野林道へ。登山 

口には前には無かった立派な駐車場とトイレがある。ここから登りはじめる。 初は杉の 

林間を進む。世界遺産登録地の西端なので、ブナの原生林を 初から望むのは無理。 

二股分岐で以前見た看板が立っている。蟶山分岐か

ら漸くブナの林が出てくる。頂上直下には雪渓が残

っている。立派なトイレと山小屋を過ぎると程なく

山頂となる。今回は海も、東に広がるブナの原生林

も見える。大満足。埼玉から来たという夫婦が来る

のを待って写真を撮ってもらう。今回山中４組の登

山者に会う。埼玉３組と東京からでＪＲ東北スペシ

ャルの１３，０００円の切符で、電車だけで移動し

ている。こちらはレンタカー利用は大変な贅沢だが、

それ以上に色々な場所に行くことができ、その価値

はある。帰り道、前回お世話になった白神山荘の御

主人西山暁男 

さん(ロッテ浦和工場で定年を迎え、帰郷して弟さんの勧めでこの山荘を建設)に挨拶。嬉 

しいことに思い出していただいた。帰りに十二湖に寄る。アカショウビンを見ると言う。 

そんなに簡単には見ることが出来ないだろうと思いながらと下川さんの後につい行く。 

大きなカメラと、望遠レンズを三脚構えて勢の人が

静かに湖面を向いている。何と朝９時から構えてい 

て、夕方４時半頃やっと１羽現れた。あなた達 

は幸運だと言いながら、なんと親切にもレンズ 

を覗かせてくれる。コンパクトカメラの悲しさ、ア 

カショウビンを捉えたが、目がハッキリ写らな 

い。１羽のアカショウビンが湖面・枝を行き来し 

我々を楽しませてくれる。３０分以上楽しみ、マ 

ニアを残して、下川さんは別の湖を見ると移動。薄

暗くなり寒くなった中を歩く。モリアオ 

ガエルの卵塊が湖面の上の枝に着いている。 

車に戻り帰る途中、路上駐車の列。下川さんがそれ！

という感じで飛んでいくが、すごすご戻ってくる。こちらのマニアは何しに来た

とばかりに追い返されたとのこと。 初にあったマニアの親切に改めて感謝。 
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  新緑の 八甲田山 と 岩木山 
■ 日  程 Ｈ24.6.23（土）-25（月）             記：小林いつ子 

■ 場  所 奥入瀬・八甲田山・岩木山 

■ メンバー Ｌ新庄・黒澤・上原・小林い・他一名 

■ 歩  程  

6/23 6：07 南越谷発―南浦和経由―大宮 6：54 はやて 11 号ー9：32 八戸― 

ＪＲバス 10：00 発―11：40 石ヶ戸―12：00 奥入瀬ハイキングー子の口― 

―14：30 十和田湖遊覧―バス 16：00 蔦温泉乗換え酸ヶ湯温泉 ○泊 

6/24 7：45 酸ヶ湯―10：50―仙人岱―10：45 大岳―11：30 大岳避難小屋― 

   上毛・下毛無岱―14：30 酸ヶ湯―15：33 宿の送迎で青森駅―弘前 ○泊 

6/25 5：10 弘前城散歩―7：10 バスターミナル弘南バス嶽温泉乗換え岩木スカイライン 

   ―9：10 岩木山登山開始―10：20 山頂―12：00 下山―嶽温泉乗換え弘前駅 

   ―はやて 36 号青森 17：12 にて大宮 

一日目 

 梅雨のさなかに東北の名山二つ。心は高鳴るがやはり天気は心配！！メインの八甲田山は

見事に梅雨空の下だった。 

八戸に下りて早速バスに乗り換え奥入瀬に向かった。奥入瀬の石ヶ戸に着きハイキングを始

めた頃には薄日もさし、木漏れ日が美しい。テレビでは何度となくお目にかかった 

せせらぎや滝が現れる。私は恥ずかしながら

ツアー観光でも来た事がない。真近に見える

箱庭の様な清流に心が洗われる想いがした。 

霧けむる十和田湖遊覧では、のんびりと船内

放送を聞きながら「紅葉の季節にまた来たい

な」などと思った。休屋の湖畔でおとめの像

を見、今夜の宿、酸ヶ湯温泉へと向かった。 

憧れの酸ヶ湯の湯に浸かり、宿の夕食を戴く。

常におさんどんの付きまとう主婦としては 

この時間が何ともうれしいのだ。 

 

二日目 

 雨は止まず、ルート変更も考え、のらりくらりしているうちに雨も止む気配に！新庄リー

ダーが二時間遅れのアタックを決め、大急ぎで準備をし、 初の計画通り大岳を目指した。

どなたも同じ様に考えるもので、登山道は結構混みあっていた。 

想像通りのドロドロ道に悪戦苦闘しながら、八甲田に登れる幸せをかみ締める。前日は雨と

強風で多くの方がリタイアしたと聞いた。 

硫黄のにおいがキツいガレ場に出た。直前にテレビで見た場所を通過！リポーターが強風で

苦労していたところだ。この日は風が無く、寒くも無かった。 

ガレ場を上り詰め仙人岱に出た。雨も降っている。木道は水に浮き沈みしている。 
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折角の湿原も良く見ないまま、気がついたら雪渓を登っていた。もちろんアイゼンの必要も

なく、手袋もぜず歩いていた。雲の切れ間からお日様の気配を感じた。同時にお花が道を楽

しませてくれた。すみれ・おだまき・ちんぐるま・等など。 

大岳直下に差し掛かり、見損ねた仙人岱がほんの一時姿を見せてすぐガスに消えた。 

八甲田 高峰 大岳山頂は広くて何も無い。 

「もう一度！もう一度！一瞬でいいから 

            お日様～～～！」 

神頼みも虚しく、お花達に慰められながら下りた。 

大岳ヒュッテは赤倉岳方面・上毛無岱・大岳の分

岐になるので大勢の登山者で賑わっていた。 

私達は朝の二時間のロスと天候回復が無いと判断

し、下山と決め、上毛無岱に下りた。 

毛無岱という様に大きな木はなく、ただ広い草地

が広がり、水芭蕉などの花や、チトウには岩いちょうが田んぼの稲のように生え、うっとり

する様な散歩道である。下毛無岱も通り過ぎると樹林帯とドロドロ道に変わりゴールが近い

ことを知った。 

とうとう雨は止まず、山頂からの雄大な景色も拝めず残念だが、 

コケない・もめない・おちこまないの大原則を貫き、おばさん五人衆は大いに楽しんだ。 

 酸ヶ湯はお天気であった。お別れにもう一度酸ヶ湯に浸かり、宿の送迎バスで青森駅へ！ 

次は奥羽本線で弘前へ。岩木山を目指しＧＯ！ 

 

三日目 

 弘前の町は城下町なので何処となく品があり

落ち着いた町だ。折角なので、早起きして弘前

城を散歩してきた。天守広場からは素晴らしい 

岩木山が見えた。 

バスは何処からも岩木山が見え、嶽温泉乗換え

でスカイラインを登るにつれ、日本海や鯵ヶ沢

の港が眼下に広がった。 

超満員のバスはＡＭ9 時に八合目に到着。リフ

ト横の登山口から上を目指した。ほとんどの人

はリフトで運ばれていった。お天気が良く山はミヤマキンバイが花盛り！！ 

八甲田山で見られなかった景色は、岩木山で帳消しだ。なんて！呑気に山を楽しんでいたら

超満員のバスに積み残されてしまい、二時間近くをどうしたらいいのやら途方に暮れて居た

ところ、リフト乗り場の職員の方が気の毒に思って嶽温泉まで送ってくださり事なきをえた。 

今回、飛び入りに近い形で参加させて頂き、五人になったことでタクシーにも乗りにくく

なり、新庄リーダーとメンバーの皆さんには少し迷惑をかけたかな？と反省してます。 

それと、親切な青森の皆さんに本当に感謝！感謝！です。 

素晴らしい思い出が出来ました。ありがとうございました。 
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栗 駒 山 
                        芳野 光夫 

2012 年 6 月 30 日 満 60 歳の私の誕生日、そして定年退職の日。仕事はそのまま嘱託とし

て継続する事になりましたが、人生の区切りの日。両親の墓参りに行くため 29 日、30 日と

休みを取り仙台に向かいました。29 日朝 3 時に家を出る。高速料金が半額になる深夜割引を

利用し、仙台を通り越し若柳金成 IC まで行く。栗駒山登山口のいわかがみ平まで行き、花山

湖の周りをドライブしながら、鳴子温泉で入浴してから仙台の実家に行くのが、一人の時の

コースである。山登りするかどうかはその時の気分しだい。今までは登ったことはなかった。 

 8 時頃若柳金成 IC 着く。天気は小雨模様、いかにも梅雨時。何年か前の山崩れの災害から

ようやく復興したらしく、今まで封鎖されていた道が通れるようになっていた。今日も山登

りは無理と思いながら いわかがみ平に向かう。標高が高く成るに連れ霧が上に登っていく。

もしかしたらと思いながらいわかがみ平に着くと、雲海の上に出た。山が美しく輝いている。

9 時着、往復 4 時間のコース。13 時には戻れるので中央コースをまよわず登る。道はコンク

リートで舗装されていて、歩きやすい。初めはタニウツギやウラジロヨウラクの花が咲いて

いる。しばらく行くと、ツマトリソウやマイツルソウの花が登山道の両脇にいっぱいに咲い

ている。山に残雪が有り、青い空と白い雲、 高に気持ちの良い登山だった。山頂近くなる

と、ハクサンチドリやヒナサクラの花が咲いていた。ヒナサクラの花とは十数年振りの出合

だった。10 時 40 分、栗駒山山頂に着く。周りは雲海の海。焼石岳が雲海の上に浮かんでい

た。10 分ほど休んで東栗駒コースを下山する。雪渓が消えた所にヒナサクラの群落、お花畑

である。ショウジョウバカマやタテヤマリンドウなどが混ざる。なだらかな稜線を山や花を

見ながらゆっくりと歩く。至上の喜びである。東栗駒山の山頂を超え、しばらく行くと雪渓

の残る沢に出た。沢に中を 100ｍほど下って渡渉する。ここからが悪路だった。登山道が雨

水などでえぐられ 大きな石がゴロゴロする谷底のような道を下る。コースタイム 30 分の所

を 1 時間かけて降りた。それでも いわかがみ平に予定通り 13 時に着いた。還暦、定年祝い

の素晴らしい登山ができた。神様に感謝する一日でした。 
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赤薙山（2010ｍ） 
山本 理郎 

■日時  6 月 27 日（水）  日帰り（マイカー使用） 

■メンバー Ｌ山本、下川、山崎、田村 

■行程  草加 5：30……霧降高原キスゲ平駐車場 7：20………小丸山 8：16………焼石金剛 9：

10………赤薙山頂上 9：55………キスゲ平駐車場 12：30………草加 15：00 

 

梅雨の晴れ間を狙っての平日山行、何十年か昔に、観光旅行で

リフトで登った展望台には一面黄色のキスゲが咲いていた記憶

があります。キスゲの季節にはちょっと早いかなと思ったが、

天気予報が晴れを示していたので、下川さんに声掛けすると直

ぐにメンバーが決まりました。登山口の駐車場には平日にもか

かわらず数台の車が駐車していた。登山口ではビジターセンタ

ーの建物がすでに完成しており、いまは遊歩道の整備の 中で、

オープンは 25 年の春と掲示がありました。出発して 1 時間ほどで小丸山（キスゲ平）に着く、

登山道は雨による侵食が激しく滑るとところが各所にあり、荒れた感がある。キスゲが咲きそう

な広場に出たが、花は 1 本も見当たらない。鹿による食害と聞き

ました。右手に小丸山、左手は日光の市街地が見とうせて、初夏

の風がさわやかであった。キスゲ平からは山頂も望め、明るい尾

根をたどれば 1 時間半で山頂である。山頂は、神社が祭られてお

り、木々の間から女峰の山頂を眺めることが出来るが概して展望

は良くない。行動食を摂り、早々に下山。登山口のビジターセン

ターに立ち寄り、工事中の遊歩道を登り、キスゲの原を見物する。今は登山リフトも撤去され、

自然回復の 中のようであるが、リフトに揺られて上がったキスゲの原っぱがなつかしい。 

 

参考資料抜粋 

～ところが、１９９４年に異変が起こった。花がぽつりぽつりとしか咲かなかったのだ。原因は

急速に増え続けている野生のシカで、周辺にいる推定４００頭のシ

カがニッコウキスゲの芽を食べてしまったのだった。 これを防ぐ

ため、さまざま手は打ってきたが、ほとんど効果なし。春と秋に、

はげた個所に補植した苗もすぐに食べられてしまう始末。「シカのエ

サを植えているようなもの」という皮肉な声も聞かれた。 そこで

日光市では、約１５００万円をかけて防護ネットを張り巡らすこと

にした。高さ２メートルで、総延長は２１１５メートル。効果を見

て、さらに延長する予定だ。 ニッコウキスゲは日光市の「市の花」。

いわば、市のシンボルでもある。咲き誇るニッコウキスゲの裏側に

は、こうした努力が重ねられていることも知っておきたい。 
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西丹沢 大滝沢本谷 

森 律子 

山行実施日 2012 年 6 月 30 日(土)～7 月 1 日 

メンバー  L:松浦、鈴木（勝）、三浦、山口、森（敬称略） 

コース 1 日目 5：30 草加駅西口→8：00 大滝キャンプ場→9：27 一軒家避難小屋→10：30 

大滝沢本谷→14：00 沢終了点→14：8 畦ケ丸山頂→15：53 大滝キャンプ場 

 

2 日目 7：40 大滝キャンプ場→大滝沢（沢歩き）→9：51 大滝キャンプ場→15：20 草

加駅西口 

 

 1 日目：丹沢＝ヒルと 初はかなりビビっての沢登りの参加となりました。 

でも、沢に着くころにはまぁ～ヒルがいても「ひるまないゾ！」という気持ちになってちょ

っぴり不安になりながらも登山口から沢のポイントまで歩きました。東海自然遊歩道は整備

されていてハイキングにはぴったりのいい道でしたが、沢では、台風の影響でかなり荒れて

いて根こそぎ持って行かれた大きな流木がゴロゴロ転がっていて、こんなに大きな木を根こ

そぎ倒す自然の脅威を肌で感じました。

ちょっとした岩はフリーで、ちょっと

高さのある岩はザイルを使いました。

滑らない足場を確保しながら、ぴった

り岩にしがみつきちょっと冷たい沢の

水も心地良く、マイナスイオンをたっ

ぷり浴びで、とても楽しかったです。

なかなか終了点が分からず、途中で尾

根を探し獣道から畦ケ丸避難小屋を見

つけ終了。せっかくなので山頂を登頂

させてもらってキャンプ場へ、夕食は

カレーライスとリーダのお勧めコンビ

ーフとキノコの野菜炒めを美味しくいただき、今回は自分のテントを持参して参加したので、

初めて一人テント泊をさせてもらい快適に休ませていただきました。 

 2 日目：天気は午後近くには崩れそうなので、キャンプ場前の沢を歩く事に変更になり、

早速沢を上がって行きました、自然が作り出す美しい模様の大きな岩壁を見ながら皆思い思

いに沢を歩きまたマイナスイオンもたっぷり浴びてのんびり散策しながら歩き、雨が降り出

す前にキャンプ場へ戻ることが出来ました。 

ところで、散々心配していた「ヒル」ですが、全く出ませんでした。 

獣道もひやひやしてあるいたのですが、誰一人犠牲者は無で、どうやら西丹沢のあの地域に

はヒルは出ない様です！丹沢にはヒルの出ない地域もあるようですので、皆さんもぜひ行っ

てみてくださいね 
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額 取 山                      オートレース？    

記：橘 高志 

日  時：２０１２年 7 月 1 日(日) 

メンバー：L 鈴木廣、和田勇、鈴木里子、渋谷久美子、箱井節子、中島秀子、関口美津江、 

上原すみ、小林陽子、黒沢登美江、阿部芳夫、芳野光夫、橘高志 

コ －ス：3 時間 25 分(昼食・休憩等含む) 御霊櫃峠登山口より滝登山口へコース変更 

滝登山口 9:10→9:45 磐梯熱海分岐→10:45 額取山(昼食)11:25→12:10 磐梯熱海分岐

12:15→12:35 滝登山口 

 

「草加山の会」二回目の山行です。松原団地５時 30 分出発のため、前夜は 9 時に寝る。全員（女

性 8 名男性 4 名）が揃い「ワダ号」「ヒロシ号」の 2 台の車で出発する。小生は「ワダ号」に乗車する。

郡山南ＩＣで降り、予定の御霊櫃峠登山口を目指し走行していたら、なんと田んぼの脇道で車を止

め高倉山でお世話になった芳野さんが両手を振っている。芳

野さんは仙台より出発したが、御霊櫃峠登山口の途中の道

が大震災の影響で封鎖されていた為、滝登山口近くまで既

に調査済であった（感謝、感謝）。途中「ぼっか」スタイルの仙

人のような人のアドバイスで滝登山口まで車で行ったが、舗

装されていないデコボコ道で「ワダ号」の車底が地面に擦れ

るたびにお尻をあげたが、7 人の体重に押され、運転が大変

でご苦労様でした。滝登山口から樹林帯の良く整備された急

な道を踏みしめ額取山（1009ｍ）に到着する。山頂はガスで景色はない。皆さんの意見を取り入れ

往復 2 時間尾根歩きの大将旗山は断念し温泉コースにする。ノンアルコールビールで乾杯し昼食と

する。ガスなければ山頂からは全くさえぎるものがない 360 度の大展望が得られ、安達太良、那須

連峰、磐梯山などが見事に望むことができるはずだった。早々に下山し源田温泉で風呂に入る。登

山後に温泉に入るのは初めてだが、皆さんは慣れて

いるため、登山靴以外の履物を用意している（反省

点）。帰路の車は人のみ（ザックはそのまま）入れ替

わり「ヒロシ号」に乗車する。東北道で 13Km60 分とあ

り「ヒロシ号」は館林ＩＣで降り一般道を走る。「ワダ

号」はそのまま高速道を走る。さてどちらが先に松原

団地に到着するでしょうか？ところが館林市内が意

外と混雑していて羽生付近で「ワダ号」と連絡を取り

再び高速道に戻る。「ワダ号」の人にはラーメンを食べ時間を費やすようお願いをする。長時間安全

運転を心掛け運転大変有難う御座います。また皆様のお陰で色々楽しい一日を過ごさせていただ

き、今後の山行への声をかけていただければ幸いです。 

 

 

      車山・八島ヶ原湿原(1925m)  
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          (長野県茅野市)                      記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).7.2(月)     登山標高差＝108ｍ 累積高度＝108ｍ   

【天 候】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑 

【コース】     草加 6:00→10:30 八島ヶ原 12:00→12:30 車山 14:30→蓼科泊→草加 

 

平成１８(2006)年１月２８～２９日、小林いつ子さんリーダーの霧ヶ峰スノーシュー山行。

初めてスノーシューを経験、コロボックルヒュッテに宿泊。その後も平成２２(2010)年２月２0

～２1 日祐子さんリーダーの雪の縞枯山・車山。 

今回、初めて夏の車山・八島ヶ原へ行く機会があった。冬と違い、避暑・観光地としてゆっ

たりした雰囲気である。八島ヶ原を一周。ワタスゲ、ニッコウキスゲなどが咲いている。昼食

後、車山頂上へ。八ヶ岳がくっきりと見える。山を歩き始める前はこれで満足していたのだろ

うが、何か物足りない。でも、懐かしい山やヒュッテを確認でき、それなりの収穫があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山～番外編（自称：準会員の山行報告） 

八島ヶ原湿原 車山から八ヶ岳を望む 

夏のコロボックルヒュッテ 
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文、写真：管野 淳也 

（標高：3,776m） 

期日：平成 24 年 7 月 14 日～15 日 

参加者：LD 園木、管野（準会員） 

 

コース：7/14 草加発―御殿場 IC－須走口 P―シャトルバス―須走口 5 合目 17：10 

6 合目瀬戸館 

7/15 6 合目瀬戸館 3：20―7 合目―見晴館 5：45―8 合目 6：20－頂上神社 8：20－頂上

小屋 9：20－5 合目バス発 14：00－温泉－中央道－草加 21：00 

 

突然ながら、一度も登ったことのない富士山へ行ってきました。 

今までごった返す登山者の映像に山行対象からすっかり外れてしまっていたが、園木 LD の思

わぬお声かけにこの夏ついに挑戦することに。 

事の始まりは・・・東京出張のついでに園木 LD にガード下での懇親会をお声したところ、今

回の山行がトントン拍子に決まった。 

 

出発日の関東は上々の天気。しかし、登頂予定日の天気は崩れそうな気配、だが、この面子

である。当然、いけるだけ行くのです。 

三連休・・・当然の事ながら、草加を出てからずっと渋滞。御殿場 IC からマイカー規制の起

点となる須走口 P へ駐車、そこからシャトルバスを経て登山開始となる須走口５合目に到着

したのは 17：00 頃。 

だが、そこは富士山登山。入山・下山者でまだまだごった返ししており、シャトルバスも 22：

00 まで往復している。さすがである。ナイトハイク組もいっぱいいるのだろう。 

 

とりあえず、日が傾いてちょうど良い時間帯に出発。 

須走ルートはコースの変化があ

り、景色を楽しみながらゆっく

りと高度を上げていく。 

ダケカンバの背が低くなってき

た頃、ふと見上げると砂礫の富

士山の山肌が眼前に。ヘッドラ

ンプを点灯し、暮れた頃に今夜

の中継点となる 6 合目の小屋に

到着。 

足の踏み場も無い状況を想像し

ていたが、何のことは無い、八

ヶ岳あたりよりよほどマシな寝

床が戴けた。大概の登山者は御

来光目的で頂上や 9 合目の小屋まで上がるのだろう。 
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翌朝、暗闇の中を延々と続くヘッデンの列に従い登山開始。 

かなりの暴風雨により、レインウェアから露出した顔面に砂礫、雨粒が痛いほどである。 

7 合目で御来光に手を合わせて、ひたすら進む。 

途中の 7 合目、8 合目の小屋では軒下ビバーク組が長い列を連ねていた。 

9 合目あたりからは、大きな集団が幾組も下山してきて、登山道ではすれ違うこともままな

らない状況に・・・やっぱり富士山だ。 

高度があがるにつれて、風雨は益々悪相を呈してきた。酷い。 

強風をよけるように頂上神社に到着。当然、眺望なし。とりあえず、御朱印をいただき、頂

上小屋にてラーメンで一息。そして、風速 40m は超えていたと思われる御釜へと向かうが、

速攻で断念。一気に下山へ。 

8 合目からは、すっかり天候が回復してきた。 

振り返れば、素晴らしい山頂。眼下には、夏雲の広がる広大な裾野が広がっている。 

来て良かった。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
水水源源のの道道をを歩歩くく  

大大菩菩薩薩峠峠～大大菩菩薩薩嶺嶺～柳柳沢沢峠峠 
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★2012 年 7 月 15 日 曇り                  記 新庄 八重 

★L 新庄、千葉、小林(い)、鈴木(里)、大畑 

★松原団地 5：18⇒南越谷 5：24/5：31⇒西国分寺 6：11/6：23⇒立川 6：28/6：43⇒塩山 8：

12/8：15⇒福ちゃん荘 8：45/9：00…大菩薩峠 9：50…大菩薩嶺 11：05…丸川荘 12：35…

寺尾峠 13：05…柳沢峠 14：55    

 

7 月の 3 連休、何処か山に行きたいと思っていたら、タイミング良く小林さんからメール

が入り以前から気になっていた「水源の道」を歩こうと大菩薩を思いつく。 

当日のお天気は余り芳しくない。何せ梅雨末期のこの時期、好天を願う方が無理というもの、

しかし瑞々しい苔の森を歩くには 適な季節のはず。 

塩山から 5 人乗りのタクシーは頭割りにすると路線バスとそう大差なく、しかも福ちゃん荘

まで入れるのでとてもお徳だ。 

 

身支度を整え出発しようと空を見上げるが､どんよ

りと厚い雲がかかり今にも雨が落ちてきそう。 

50 分で大菩薩峠に到着するが辺りは濃いガスに包

まれて何も見えない。食事と里子さんが介山荘で買

った桃（山なのに 1 個 150 円と安い上に甘くて美味

しい）を頂き再び大菩薩嶺に向けて歩き始める。穏

やかで展望に恵まれるはずの稜線だが、生憎の天気

で残念！鹿の食害でほぼ笹道と化した稜線には、初めて目にする紫色の「ニョホウチドリ」

を発見カメラに収めた。雷岩を過ぎ樹林の中の頂、大菩薩嶺に着いたら大勢の先客がおった。

ガスで濡れた木々からは雫がしたたり落ち、山頂から下がった所で 2 回目の食事を摂った。

この先は展望もなくなり、深いコメツガの森と苔むした水源の道が柳沢峠まで続き、美しい

森と苔を堪能できそうだ。 

 

ガスの恵みを受けた苔は瑞々しく玉のように輝

き、まるで「もののけ姫」の舞台にいるような錯

覚さえ覚えるような所も多々あった。生きている

森を感じられ、むしろ今日のお天気に乾杯したい

気分であった。 

メーンコースから外れている為、訪れる人影も疎

らで静かに森と対話しながら歩くにはもってこい

の道。私たちはおしゃべりをしながらルンルンと

楽しく歩きましたが…。 

予想通り心身のリフレッシュと、新しい大菩薩の魅力が発見できた 1 日となった。 

     白 山 (2702m) 
            (石川県白山市)                      記：山﨑 正夫 

苔の森で一服 

丸川荘 



 34

【日 程】2012(平成 24).7.15(日)～17(火)    登山標高差＝1442m 累積高度＝1743m   

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】山﨑、小林(真)、川辺(会員外) 

【ｺ ｰ ｽ】 

7/15(日) 草加駅 6:34→新越谷 6:39→南越谷駅 6:45→7:12 大宮駅 7:26 Max とき 303

号→8:11 越後湯沢駅 8:20 はくたか 2 号→10:53 金沢駅 11:00 ﾚﾝﾀｶｰ→(64km 

2:15)→白山市白峰 山和（やまわ）荘 (市ノ瀬下見・白峰集落散策) 

7/16(月) 山和荘 4:30→ﾚﾝﾀｶｰ→4:45 市ノ瀬 5:10→ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ→5:25 別当出合 5:50～観

光新道～8:20 殿ヶ池避難小屋～9:25 黒ボコ岩～10:30 室堂～11:30 御前峰(白山

神社奥の院)～12:40 大汝峰～千蛇ヶ池～室堂 14:00～ｴｺｰﾗｲﾝ・南竜ヶ馬～15:10

南竜山荘 

7/17(火) 南竜山荘 7:00～7:40 甚之助避難小屋 7:55～9:50 別当出合→10:00 ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

→10:20 市ノ瀬・永井旅館(入浴)＝ﾚﾝﾀｶｰ→金沢駅 16:20 はくたか 21 号→18:52 越

後湯沢駅 19:00→19:46 大宮駅→草加駅 

【経費】 草加駅－南浦和駅＝370×2=720 円、北陸ﾌﾘ-切符＝21,100 円、宿泊代＝8,970

＋7,600＝16,570 円、ﾚﾝﾀｶｰ 16,000+燃料 1,635＝17,635 円÷3 人＝5,879 円   

合計＝44,269 円 
第１日 昨年 9/5、山口敏雄さんと、台風の暴風雨の中、市ノ瀬から通行止めの道を歩いて

白山に向かうも、山頂を諦め、３日振りの唯一の客として、外来植物調査で駐在している

大阪府立大学生命環境科学部の学生と共に、南竜山荘で静かな山小屋を楽しんで草加に帰

った。 

今回は小林真一さんと盆栽家の川辺さんと一緒に白山に向かう。まず、白山比咩(しら

やまひめ)神社(加賀一ﾉ宮)に参拝。昼食を摂るべく立ち寄った 初の店は 40 分待ちの満

員、次の芳野工芸の里で昼食を摂る。川辺さんが窓越しに木の気を感じると言う。食後そ

の方面に向かうと、樹齢 660 年、目廻り 7.6ｍの国指定天然記念物の御仏供(おぶく)杉が

鎮座している。山和荘到着。品のあるお婆さんに挨拶し、市ノ瀬まで下見後、白峰集落を

散策。慶応４(1868)年神仏分離令により白山の峰々から毀釈された仏を林清寺の可性法師

が安置した白山本地堂や、その受付嬢がさらにと案内してくれる本堂を見学。欄間や柱を

堪能。天井まで漆塗りの立派な山和荘で美味しい料理をいただきながら、例え白山に登れ

なくとも来た甲斐があると話す第１日目となる。 

第２日 シャトルバスの始発が 5:00

なので、弁当持参で 4:30 出発、4:45

に市ノ瀬に着くも、駐車場は満車、バ

ス停は長蛇の列となっている。昨日の

環境省ビジターセンターの若い女性職

員の明日は空いているとの話とは大違

いである。我々は漸く臨時便の３台目

にバスの乗ることができた。余りにも

多い人が砂防新道を行く。これでは行

列は避けられない。そこで、人の少な

い観光新道に向けて別当出合を出発。

静かな山道を進みニッコーキスゲやミ

ヤマキンバイ、ハクサンボウフウ、ハ

クサンシャジン、クルマユリ等の花が

見え始めると殿ヶ池避難小屋に着く。ここで先行の人々と会う。雪渓を越え、黒ボコ岩に

到着。ここから砂防新道から上がってきた人たちと合流し、急に賑やかになる。気持ちの

良い広々とした弥陀ヶ原を進み五葉坂を登り室堂に着く。ここから直登気味に御前峰に向



 35

かう。クロユリ、イワカガミの群落を見ながら登る。高天原を過ぎる頃から気温が下がり、

下山してくる人は頂上では雪が降っていると言う。我々も防寒の為、服を羽織る。漸く白

山奥宮御前峰に達する。小林・川辺両氏は室堂に戻り、山崎が大汝峰に向かうことにする。

急坂を下ると人気のない世界となる。油ヶ池、紺屋ヶ池を過ぎ、水色のきれいな翠ヶ池に

達する。ガスと雪の為、道がわからなくなった人がいる。室堂までの道を教えて、大汝峰

への登りに取りかかる。漸く白山奥宮大汝峰に達する。一人の世界。大汝神社の回りの石

垣が崩れ立入禁止となっている。その近くには緊急避難以外は立入禁止と表示する白山会

の大汝小屋が立っている。ここから池巡りコースを辿り二人の待つ室堂へ急ぐ。室堂から

はセンター職員の勧めに従いエコーラインを南竜山荘に向かう。途中で小林さんから私の

靴底が剥がれかかっていると指摘。幸い後側だけ剥がれているので、そのまま山荘に向か

う。山荘の手続きをする。昨年会った職員や大阪府立大学の学生と再会する。松浦さんの

講習により小林さんが携帯している

銅線で靴底を固定。砂防ダム工事の

一環として排水用のトンネルを作っ

ている飛島建設の飯場として山荘の

１棟を貸しているので、そこの山歩

きの好きな関係者が山荘に顔を出し、

銅線だけでは心許ない、番線を持っ

てくると言ってくれる。夕食後、少

し錆びて柔らかくなった番線を持っ

てきてくれ、底を固定してくれる。

何ともありがたい。そんなこんなで、

明日は別山には行かず、南竜道・砂

防新道経由で別当出合に

向かうことに決める。 

 

第３日 別山には行かないことになった

ので、ゆっくり朝食を摂り出発。甚之助

避難小屋 

からチブリ尾根・避難小屋が見える。か

なり歩きでのある稜線だ。中飯場を過ぎ、

吊り 

橋を渡り別当出合に着く。シャトルバス

に乗り市ノ瀬に着く。白峰集落の総湯が

休みなので昨年と同じく永井旅館で入浴。

小林さんがあの御仏供杉をもう一度見た

いというので立ち寄り、その後昼食を摂

り、金沢市内に戻る。金沢城公園を見学

し、駅ビル内のスーパーでビールとつま

みを購入、一路大宮に向かい山旅を終え

る。 

別山を歩くことはできなかったのは残念だが、天気に恵まれ、山の会２名も満足、盆栽

家の川辺さんも得るところが多いと喜んでいただけた山旅となった。 

 

 

 

赤 薙 山(2,010ｍ) 

南竜山荘 

室堂・白山奥宮鳥居
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記：兼堀 善和 

 

     

★山行日  ７月２１日(土) 

★メンバー Ｌ石井〔文〕、上原、兼堀〔善〕、大門、鈴木〔里〕、黒澤、中島、 

       関口、都澤、池本、阿部、小野寺    〔敬称略〕 

★コースタイム   

       新越谷６：０２＝新栃木７：１０～１７＝東武日光８：１０～ 

       ２６＝タクシー霧降高原８：４０ 

       スタート８：５０～子丸山９：５０～焼石金剛１１：００～赤薙 

       山１１：４５～昼食～下山スタート１２：１５～霧降高原１３： 

       ５５ バス１４：２０＝ＪＲ日光１４：４５＝東武日光１５： 

       ０１＝新越谷１７：２２ 

 

 ５月２１日時点でメンバー男私一人だったので、ちょっと心配だったが、 終男

性４名女性８名の１２名での山行になりほっとした。車中から小雨模様で肌寒く、

こりゃ山は合羽で雨よけ防寒かなと思って霧降高原に到着したが、山歩き 中はほ

とんど合羽を着る必要がないほどの天気で暑かった。 

山道は荒れており、小丸山にかけてかなり滑った跡があり、側道や巻き道を利用し

ながら登って行った。丸山への分岐から草原を登ると石が累々する焼石金剛に 

その先からコメツガ林に、その先を巻き道を行き山頂に到着。下りも順調に多少き

つかったが全員無事下山できた。 

 多少花を期待して行ったが、シモツケ草とカラマツ草が多少あったのとニッコウ

キスゲが一輪とギンリョウ草〔別名ユウレイタケとも言う〕があった。 

 帰りの車中で酒を肴に四方山話～いやー草加山の会メンバー 高！楽しい一日で

した。有り難うございました。 

   

 

 

 

 

 
 

初初めめててのの山山小小屋屋体体験験  「「越越百百山山＆木木曽曽路路」」  
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★平成 24 年 7 月 26 日～28 日                 記 大畑 英子 

★L 千葉、小宮、下川、杉山、大門、新庄、大畑 

★7/26 松原団地 5:30⇒恵那ＩＣ⇒馬籠宿⇒妻籠宿⇒あでら荘泊 

7/27 あでら荘 6:40⇒伊奈川ダムＰ7:55…福栃橋越百山登山口 8:55…4 合目コル 9:55…6

合目 11:20…見晴台 11:40…7 合目 12:20…8 合目 13:00…越百小屋 14:05    

夕食 5:00   朝食 5:00 

 

今回は観光と山登り、私にとって初めての木曽路とても楽しみにしていました。 

梅雨も明けて天候も安定していて良い山行でした。 

1 日目は観光で馬籠宿、妻籠宿の散策、日差しも強く暑

いのですが吹く風がとても爽やかでした。早目に宿に着

き温泉に浸かりゆっくり寛ぐことができました。夕食は

食べきれないほどの料理が出て宴会？翌日の山登りを忘

れてしまいそうな雰囲気でした。 

 

翌朝は朝風呂に入り気分もスッキリ、朝食を済ませいよ

いよ越百山に向け出発しました。駐車場から 1 時間ほど

林道を歩いて山道となり、朝の清々しい空気を感じなが

ら歩きます。午後も 1 時を過ぎると山小屋到着時間が気

になり、まだかまだかという思いでした。 

2 時過ぎにようやく小屋に辿り着いた時はほっとしました。しかし小屋を案内して頂きここ

に泊まるのかと思った時の複雑な思い、また虫の多さにも驚きました。 

 

寝袋に寝るのも初めて、山小屋も富士山以来 10 数年ぶりでした。平日で宿泊客も少なかっ

たようです。夕食はおでん、天ぷら、ポテトサラダなど 1 人分ずつ盛り付けられてご飯も美

味しく頂きました。アザミの葉の天ぷらも初

めてでした。 

6 時に寝袋に入ってから夜明けまでは長い長

い時間でした。毎時、時計のボンボンと鳴る

音を耳にしながら 4 時前に起きて外に出たら、

星が輝いておりとても感激しました。 

朝食後は目の前の山頂を目指して、朝露の中

を歩くこと 1 時間で越百山に到着。 

山頂からは 360 度のパノラマで木曽の山脈は

雄大そのものでした。山の会に入って初めて

の山小屋体験でした。 

    

馬籠宿の散策 

「手に持っているのは何でしょう？」 
枝で虫を払いながら歓談/越百小屋で 
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「「越越百百山山＆木木曽曽路路」」      

                                          記 大門京子 

★7/28 越百小屋 5：30⇒越百山 6：30-6：50⇒仙涯嶺下コル 7：45⇒越百山 8：45⇒ 

越百山小屋 9：40-10：10⇒六合目 11：50⇒登山口 13：20⇒伊奈川ダムゲート P 

14：10⇒木曽福島 16：40⇒草加 20：50 

 

3 時半頃、「星がきれいよ！」で星を見に行く。 

朝は、一変霧が出て真っ白だ、５時に朝食をとる。お皿に数品きれいに盛り付けられ御飯も

味噌汁も、とても美味しかったです 

。 

5 時半高山病で調子の悪い新庄さんが残りザックを置いて軽装で越百山を目指す。 

小宮さんに先頭で露払いをして歩いてもらうが皆各々濡れている。底木の中を進み中腹で振

り返ると赤と黄色の越百小屋が一際目立つ。 

 

一時間程で頂上に着く、仙涯嶺～南駒ケ岳がはっきり見えてきた。しばらく景色を満喫する。

次の仙涯嶺までは時間が無いし景色も良い此処で十分だという意見があったが千葉リーダー

と二人で行ってみようと仙涯嶺を目指す。 

岩とハイマツと石楠花の尾根道を歩く。下のコルまで 50 分、目の前にラクダのコブのような

岩山が 3～4。30 分位はかかりそうだから無理だ。あきらめて引き返すことにする。 

越百山で待っているメンバーと合流して下山に向かう。少し下ると小屋に居た新庄さんが登

ってくる所だった。誰も下山の足を止めないが一人で頂上迄行ってみる様子だ。 

どうしよう･･･余計な事かもしれないが、もう少し頑張って一緒に行ってあげようと、反対に

向かって追いかけ頂上で証拠写真を撮り、二度下山に向かい小屋まで 15 分遅れで到着。小屋

から全員で下山、伊奈川ダム駐車場まで 4 時間！ 

天気が良い分とても暑かった～ 

 

千葉リーダー気苦労と体力疲労、お疲れ様でした。 

小宮さん運転お疲れ様でした。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月会山行  陣馬山～高尾山 
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                              記 小林 真一 

メンバー；L 小林真、山崎、畑野、平野、森、橘、兼堀善和・恵美子 

 

７月２８日 

南越谷 5：52→西国分寺 6：45→高尾(休憩)バス発 7:50→陣馬高原下 8：20 

スタート 8：30→10：00 陣馬山頂 10：30→小仏城山 14：30→高尾山 15：30→高尾山

口駅(下山)16：00 

 

初のリーダーを経験させて頂きまして、参加頂いた皆様に感謝致します。有難うございまし

た。 

 

なにせ暑い盛りで、山も大変と云う季節で日陰を欲しながらの歩行となります。 

JR 高尾駅に到着しバス待ちの時に、お逢いした御婆ちゃん（私も）「一人で登るんだ」と言

って色々聞かれるのであるが、バス降車後の勢いの良い事！ 

スタスタと歩かれて見えなくなる、年を取っても口と足だけは達者が何よりである。 

 

途中楽しみながらもアクシデントはあるもので忘れ物、それを一目散に取り返しに行く根性

の人も出てきてこれ又感心。だがしかし暑さには耐えられず黙々の行進となるペースは遅い、

やがて転倒をやって救急車は不安だが、やっぱり気を付ける事の大事さが身に染みる。 

 

楽々な足取りで進むうちに迷い道となり変な車道に出てしまう、こんな所でおかしいどこで

間違ったのかなぁと反省しきりである。調べ方に注意不足と云う事であろう。 

やっと見通しをつけて高尾山へ向かう、到着である水が欲しい、今日一日長い行動であり水

不足が気になったのである、一日の歩行で 2 リットルでも 低でも「途中のビールは良くな

い」こんな事もあるのかなーと思い安静。 

折りしも山頂は人手多く、賑やかな事！ 

 

本日の健闘者も辿り着き無事終了幕が見えるころビヤガーデンを横目でのぞきケーブル下山

となった、山は行って見て「良かった」の一言である何も無い、他人に勧める事ではなかっ

た。今後も続けるぞー 

私は明日の予定でみんなと分かれ解散としました。 

 

 
 

 

 

念願の大キレット踏破（新穂高より槍・穂・焼） 
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記：山口裕史 

◆山行日：２０１２年８月４日～６日 

◆メンバー：L 山口（裕）、三浦 （敬称略） 

◆コースタイム:  

1 日目：11 時間 40 分 

深山山荘駐車場 4:40→新穂高温泉 4:55→白出沢 6:15→8:05 槍平小屋 8:15→分岐 9:45→千丈沢

乗越 10:25→槍ヶ岳山荘 12:00→槍ヶ岳 12:30（空身往復）→槍ヶ岳山荘 13:35→大喰岳 14:05→中

岳 14:50→南岳 16:05→16:20 南岳山荘（素泊り） 

2 日目：11 時間 55 分（大キレット 2 時間 40 分） 

3:30（起床）南岳山荘 5:10－大キレット→長谷川ピーク 6:10→飛騨泣き→7:50 北穂高岳 8:25→涸沢

岳 10:30→10:45 穂高岳山荘 11:15→奥穂高岳 11:45→紀美子平 13:05→15:00 岳沢ヒュッテ→河童

橋 16:45→17:05 西糸屋別館（宿泊） 

3 日目：8 時間 25 分 

西糸屋別館 6:25→ウエストン碑 6:45→焼岳登山口 7:10→焼岳小屋 9:05→展望台 9:25→10:30 焼岳

山頂 10:50→中尾温泉分岐 11:50→白水ノ滝 13:15→登山口 13:50→キャンプ場 14:00→14:50 中尾

温泉バス停（15:15 乗車） 

 

昨年天候に泣いて槍ヶ岳ピストンになってしまい、今年リベンジを考えていました。 

ちょうど夏期休暇に入り、当初の中房温泉から表銀座で槍ヶ岳→大キレット→穂高岳→上高

地をテント泊 3 泊 4 日で計画していましたが、管野さんが急遽行けなくなり、大キレットを

越える予定だった 3 日目に雨が絡んできたため数日前に計画を練り直しました。 

結局、2 日目に大キレットアタックでき、荷物のことを考え素泊まりを選択した 2 泊 3 日プ

ランに変更しました。 

深山山荘駐車場には早く行くべきということで定時で帰りすぐに準備して 9 時半に出発。順

調に行ったが新穂高温泉は遠い。到着が 2 時だったので、何とか間に合うかと思いきや警備

員さんが立っており既に満車。そこへ出て行く車が 1 台。早すぎても遅すぎても入れなかっ

た駐車場。運の良さに感謝です。 
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今回はギリギリでの大幅な計画変更で不安材料も多かったが、良かった点が何点かある。 

・深山駐車場に幸運にも停められたこと（ダメだった場合は有料駐車場＝金銭的に厳しい、

鍋平園地駐車場＝距離が遠くなる）。 

・1 日目に予定通り南岳小屋までたどり着けたこと。 

・大キレット渋滞にはまらなかったこと。 

・穂高岳山荘に宿泊予定だったが時間が余裕があったため上高地まで降りれたこと。 

・上高地で西糸屋別館に急遽泊まれたこと。 

・3 日目は天候悪化の予報が、早朝雨も焼岳登る時には天気がもってくれたこと 

どれも今回成功するために欠かせないことで、今年一番の出来だった。 

大キレットを踏破して、厳しい所は鎖・

梯子・補強がされてあり、岩稜帯登りの

基本が出来ていれば問題ないかと思った。

高度感も数箇所あるが、妙義、戸隠に比

べればそれほどでもないか。それよりも

北穂～涸沢岳間のほうが同じ岩稜帯でも、

浮石が多く、安全策も少なめだったかと

思う。また想像以上に吊尾根から重太郎

新道が長くキレット越えの跡の下山はし

んどかった。上高地にて西糸屋でゆっくり風呂に入って、美味しい食事が出来たので、翌日

の焼岳経由の新穂高温泉へは頑張って歩けた。 

大キレットは 1 つ念願叶いましたが、笠ヶ岳、表銀座、裏銀座、西穂高縦走と登りたいコー

スはつきません。 
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３年目の幌尻岳（北海道） 

｛同行者｝Ｌ 石井美樹 和田勇 小野寺英子 山口敏雄 

｛日程表｝ ４泊５日 

８月５日 羽田空港(8:30)＝新千歳空港(10:05)＝豊糠山荘(14:30)  

８月６日 豊糠山荘(7:00)＝シャトルバス＝-第一ゲート(7:50-8:00)---7.5Km--- 

取水口(10:30-11:00)---渡渉地点---幌尻山荘(13:30) 

８月７日 幌尻山荘(5:10)---命の水(7：10)---幌尻山頂（9：30-9：40）--- 

命の水（11：45）---幌尻山荘（13：25） 

８月８日 幌尻山荘（5：10）---取水口（7：10）---7.5Km--- 

第一ゲート（10：25-11：30）＝シャトルバス＝豊糠山荘（12：30-13：00）     

＝札幌ホテル（15：20） 

８月９日 札幌ホテル（8：00）＝北海道大学＝もいわ山＝羊ヶ丘展望台＝支笏湖 

＝新千歳空港（15：00）＝羽田空港（16：30） 

 

記 石井 美樹 

 幌尻岳への挑戦は、今年で３年目になった。一昨年は、体調不良（急性膵炎等）でドタキ

ャン。昨年は、豊糠山荘まで行ったが、大雨による沢の増水で、シャトルバスが運休。こん

な理由で、三年目の今年はどうしても、登りたかった。 

 新千歳空港からの山荘への道は、時々小雨の降るパットしない天候、ステーキハウスで昼

食をすませ、山莊へ。 

 山荘の風呂で、今回、４回目の挑戦で登頂できたという中年と、話ができた。それも、１

００名山の 後の山、１００座目が幌尻岳になったそうだ。夜半に屋根を叩く音、大雨にな

り嫌な予感が走る、案の定３：００出発予定のシャトルバスが運休となる。今年も断念かな

と、メンバーで話しをしていると、我々が乗る予定をしていた 

７：００のバスが、出発するとの連絡があった。万歳。 

 時々強く雨が降る中を、林道歩き７．５Ｋｍ。沢登りは、渡渉１７回を数えたが、雰囲気

は 高である。体は、上も下も、雨と沢でびしょびしょだ。 

 幌尻山荘は、濡れた体では、

中にはいることもできない。荷

物を小屋の床下の収納スペース

に納め、何とか小屋の中に潜り

込む。中に入れば、完全予約制

のためか、寝るスペースはゆっ

たりとしている。 

 しかし、食事のための火気使

用は、外に敷かれたブルーシー

トの上で行うのだが、雨天時に

は小さな台所で使用することに

なっている。本日は雨、このた
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め、狭くて火は使えない、晩飯は行動食で済ませる。雨は止まない。 

 

 アタック日の二日目も、朝から雨である。当初の予定は、戸蔦別岳 → 幌尻岳と回る周

回コースであったが、雨天のため、幌尻岳のピストンコースに変更した。雨の中、急坂をひ

たすら登る。命の水は、枯れていて飲める状況ではない。その後、３０分程の急坂の後、尾

根にでる。ここは、全面のお花畑が続く尾根道である。小雨の中ではあるが、花は雨で洗わ

れ 高の色に輝いている。特に、真っ赤な花の「エゾツツジ」は、感動させてくれた。山頂

も雨の中、しかし、３年目の登頂をみんなで祝う。 

 下山は、雨が降ったり、止んだりで、時々ガスが切れる。登りは雨の中で、気が付かなか

ったヤセ尾根が顔を出す。写真撮影を楽しみながら、ゆっくりと下山する。 

 三日目は、下山の日、

雨があがっている。乾

いた、ブルーシートの

上で、荷物の整理がで

きる、こんな幸せなこ

とはない。明るい沢の

下りも、 高だ。緑の

輝き。沢水の輝き。暗

い登りの沢とは、別の

沢だ。 

 北海道電力の取水口

で、温かい日ざしの中、

体と濡れたものを乾か

しながら、朝飯を料理

する。「小林いつこさん

推薦」の、お湯を入れ掻き回すだけで、本格カレーができる乾燥カレーをいただく。旨い。

ご飯もおなじみのお湯を入れて２０分のインスタントライスだ。これも、旨い。久しぶりの

ご飯である。 

 取水口から、７．５Ｋｍ歩いて、第一ゲートに到着、山の中のトイレだけのバス待合所で

ある。バスが予定時刻より、３０分ほど早く到着する。なんと、バスの運転手が、ギンギン

に冷えた缶ビールを売ってくれる。我々は、車の運転があるので「ノンアルコール・ビール」

で乾杯だ。旨い。本当に旨い。のどが鳴る。 

 

 雨の中の山頂でしたが、登頂でき、ありがとうございました。参加していただいた皆さん

のおかげです。この楽しみを、多くの会員の皆さんと共有するため、来年も北海道の山を計

画します？？？ 

 実現したら、参加してください。 
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記 和田勇 

取水口から登山道を歩き岩場をへつり、細い足場に緊張しながら、いよいよ渡渉の始まり、

水の冷たさも無く快適な沢を何回と無く渡りながら、山荘たどり着きました。皆様有り難う

御座いました。 

 

記 小野寺英子 

幌尻岳の計画に乗った

のが３年前、２年目は目の

前まで行っての入山禁止！ 

今年こそは…と年明け

から、念仏のように幌尻・

幌尻と言い続け、不安の残

る膝痛を抱えてだが、出発

前の予報はバッチリでした。

懐かしい豊糠山荘！だが、

一晩中降る雨に不安がつの

る。案の定、３時のシャト

ルバスは出ず、一瞬、又来

年…？不安がよぎった！？ 

しかし、『翌日はピーカンだよ！』の運転手さんに送られて 7.5 キロの林道歩きでした。 

渡渉は思ったより暖かくて痛快！幌尻岳の登山は余り良くない天気ながら、厳しい登りを

ひたすら進み、北カールに付く頃は雨も上がり、3 キロ以上に渡って『うさぎ菊』の大群落

には圧倒された。きれいな『エゾつつじ』その他、沢山の花々…素晴らしかった！！ 

やっと宿題を遣り遂げました！！石井さんそして和田さん、山口さん大変お世話になりま

した。本当に有難う御座いました。  

さて来年は何処かな…？ ネッ！石井さ～ん…？（笑）       

 

記 山口敏雄 

  昨年は大雨のため入山不能でした。リベンジの今年も長期予報では晴れでしたが、生憎の雨の山行で

山頂はガスの中で何も見えず・・・・。当日早朝は雨振りで、糠平川の増水を心配した。渡渉は思いのほか、

水は少なく幌尻山荘に到着して、翌日の命の泉経由のピストンコースは、北カール縁のウサギギクの大群

落と、華やかな初めて見るエゾツツジの花々等を愛でての楽しい山行。 

 ステーキハウス赤べこ・ぬかびら山荘のジンギスカン・札幌大通り公園のビール祭り、北海道大学構内散

策でのポプラ並木・展望の丘のクラーク像とアイスクリーム・更に、想定外の支笏湖畔の散策等爽やかな北

海道の夏の風景と美味とを満喫した楽しい山行でした。 

石井リーダー、和田さん、小野寺さんありがとうございました。 

以上 
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米子
こ め こ

沢 （巻機山） 

記：三浦藤博 

◆山行日：２０１２年８月１１日（土）～１２日（日） 

◆メンバー：L 鈴木（勝）、SL 松浦、浅井（昭）、山口（裕）、森、三浦 （敬称略） 

◆コース： 

①１日目：浅井宅 4：00→ 塩沢石打 IC→ 7：05 桜坂駐車場 7：40 → 7：55 涸れ沢  →  

8：00 堤防 → 8：40 入渓 → 9：00 大滝 → 2 段２０m くの字ナメ滝 → 14：15 大ナメ沢 → 15：

20 二俣 → 16：30 巻機山避難小屋 （泊） 

②２日目：巻機山避難小屋 8：00 → ニセ巻機 8：15→ ５合目 10：00 → 三桜坂駐車場 

 11：00 → 12：05 駒子の湯 12：55 → 湯沢 IC → 16：20 浅井宅 

 

【１日目】お盆の帰省ラッシュ初日。早めの出発のおかげで、高速道路の渋滞に巻き込まれ

ず約３時間で、駐車場に到着。ヘルメット、ハーネス、沢タビを装着し、さあ、出発。歩き

出してすぐに、米子沢についての警告看板(「事故が多発しているので入山を遠慮して下さ

い。」)を目にする。アレ、鈴木リーダーからもらった資料には、初級の技術でもスケールの

大きな滝とナメ滝が楽しめるとあ

ったはず・・・・。今回が、沢登

り 2 回目。本当に大丈夫？ ここ

は、経験豊富なリーダーたちの指

示をしっかり聞いて行動するしか

ない。 

初は、大きな岩がゴロゴロし

た涸れ沢を歩く。水が流れ出てき

たところから、しばらく行くと

初の大滝を目にする。大滝右岸か

ら巻いて登ると、２段２０m のナ

メ滝にでる。きれいなナメで感動

する！！ 山口さんが体調不良の

ため、非常にゆっくりとナメ滝や

大きな滝を通過していく。危ない

箇所は、ザイルやお助けヒモを使

いながら慎重に進む。コース中盤

で、昨年の台風の影響で斜面が崩

落、大量の土砂が流れ込んだとこ

ろに到着する。浅井さんによると、

この場所に、連続したきれいなナ

メ滝があった様子。 
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終盤の大ナメ帯が広がるところからガス

が出てきて、雨になる。晴れた空の下ならば、

ここでクライマックスを迎えるはずだったの

に・・・。ん～、非常に残念。 

先に進むと、沢がどんどん小さくなってい

く。雨もドシャ降りになり、足を滑らせ小さ

な滝壺にジャポ～ン。全身、ずぶ濡れ。途中、

避難小屋前に到着する道を通過。さらに小川

を登り（途中、藪こぎ有り）、避難小屋と山頂

の間の稜線にでる。多少遠回りをしたが、こ

れで、一安心。５分くらい下って、避難小屋に到着。あ～、疲れた。 

小屋は、２階建。中は、広くてキレイ。しかも、トイレは、バイオトイレ。ただし、使用

後は、自転車のペダルを前２０回、後ろ１０回漕がなければならない。 

中には、１パーティー（２人）のみ。おかげで、気兼ねなく一晩過せた。 

 

 

【２日目】シュラフカバーで寝ていたため、寒さで目が覚める。６時半位に、山口さんと森

さんが、巻機山の山頂目指し出発。残った人は、装備の整理と小屋の後片付け。7 時位に、

足の膝の具合が悪い松浦さんが、一足先に下山。１時間半後、山頂を目指した両名が帰還。

（山頂と牛ケ岳まで行ったが、ガスがかかり展望なしとのこと。）避難小屋を出発し、3 時間

かけて駐車場まで下山する。（結構、キツかった。） 

下山後は、湯沢駅近くの「駒子の湯」で汗を流し、駅前の「菊新」にて大名蕎麦（へぎ蕎

麦）とキノコのてんぷらを食す。（美味しかった～。）そして、浅井宅に日が沈む前に到着。 

今回、2 回目の沢登り。怪我もなく、沢登りを堪能することができた。鈴木リーダー、メ

ンバーの皆さん、本当にありがとうございました。 
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★日  程  平成２４年８月１６日～８月１８日 

★メンバ－  園木 

１６日 北沢峠（7：20）～仙水小屋テント設営（8：30～9：30）～仙水峠（9：30～40）～

駒津峰（11：15～30）～甲斐駒（13：00～30）～仙水小屋（16：00）テント泊 

１７日 仙水小屋（5：30）～仙水峠（6：15～25）～栗沢山（8：15～35）～アサヨ峰（９：

45～10：15）～早川尾根小屋（12：15）テント泊 

１８日 早川尾根小屋（6：25）～広河原峠～白鳳峠～赤薙沢ノ頭～高嶺（9：20～25）～地

蔵岳（10：10～11：00）～観音岳（12：05）岩の庇の下にて雷退避（約 45 分）薬師小

屋（13：15）小屋泊 

１９日 薬師小屋（５：15）～夜叉神峠（10：05～10）～夜叉神登山口（10：35） 

 

去年一人で行った白馬鑓温泉～白馬三山～雪倉岳～朝日岳～蓮華温泉のテント縦走に引

き続き今年も一人で行く。甲斐駒と鳳凰三山を結ぶ早川尾根は忘れ去られてしまった様な尾

根で甲斐駒、鳳凰三山には登った事があるがこの尾根を歩いた人は少ないと思われる。 

もちろん私もその一人でいつか機会があったら辿りたいと考えていた。一人で行くといろ

いろな人と話す機会があり２８歳の青年と薬師小屋まで二日間同行することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前日芦安温泉の駐車場で仮眠５時３０分発のバスで広河原へ乗り継いで北沢峠へ降り立

つテントで埋め尽くされた峠のテント場の脇を通り仙水小屋へ一番いい場所にテントを張る

ことができた。ゴ－ロ状の登山道を仙水峠へ急登一気で駒津峰へ登ります。塩見、北岳、仙

丈、甲斐駒、そして明日から向かう起伏の激しい早川尾根、地蔵のオベリスクと大展望が広

がります。花崗岩の気持ちのよい道を辿り山頂へ、人気の山だけあってたくさんの人がいま

す。湧き上がるガスで展望はありません。一等三角点の写真を撮り下山です。仙水小屋の水

場は４度Ｃとの事で旨い、持参した冷えたビ－ル２本、購入したビ－ル２本こちらも旨い。 

甲斐駒ヶ岳と仙水小屋のテン

場
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下のテント場から登って来た青年と話すと今日の泊まり場は一緒。早川小屋で会いましょ

うと言って別れる。再び仙水峠へ本日 大の急登を喘ぎながら栗沢山へ青年が湯を沸かして

待って居てくれました。ほうじ茶を頂きここから同行することに。岩稜伝いにアサヨ峰へ湧

き上がるガスで視界が閉されて行きます。今日は来るかなと思いつつ早川小屋を目指します。 

この先は樹林帯なので安心ですがあと２時間先を急ぎます。樹林帯に囲まれた早川尾根小

屋はオワシスのような所で水場もあり快適なところです。『そうまくん』と言う犬に迎えられ

到着です。福島の相馬で飼い主とはぐれ小屋のご夫婦が新しい飼い主になったとの事。ここ

にも大震災の影響が。山に登れる事に本当に感謝です。 

早速テント設営後山口さんと言う２８歳の青年と小屋前のベンチにてビ－ルで乾杯です。

彼は以前働いていた薬師小屋と南御室小屋へ遊び行くとの事でザックには差し入れの八海山

と雪中梅一升瓶が２本これには驚きました。１時半ころから雷の襲来です。夜まで雨が続き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疲れが出て出発が６時半と遅くなってしまいこれが後に大変な目に遭う事など知らず鳳

凰三山に向け出発です。広河原峠、赤薙沢ノ頭、白鳳峠、高嶺、地蔵岳へとアップダウンが

あり堪えました。高嶺から先は鳳凰三山の花タカネビランジとホウオウシャジンのお出迎え

です。山口青年とオベリスクの下まで往復し、彼はゆっくり行くとの事で先に一人薬師小屋

を目指します。観音岳への途中で湧き上がるガス、遠くで雷鳴今日も来るなと確信しました。

観音岳の山頂で雨が『松浦さんの言葉が頭をかすめます。雷は落ちないから先ず雨具を着ろ』

雨具を着ここは一番高いので危険な為走り低い所に一目散、そして土砂振りの雹の洗礼。ド

カ－ン一面が真っ白についに雷雲真只中。これはかなりやばい事に。さらに低い岩陰に逃げ

込む庇状になっていて回り込むと石碑が。その傍らに２人の山ガ－ルが避難中。また閃光が

駒津峰からの大展望  

ガス湧き上がる早川尾根と鳳凰三山、早川尾根小屋とテン場  
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薬師岳の先に落ちた。後で知ったことですがこの雷の余波をもらい倒れた人が、命に別状は

なかったようです。電気が体を抜けたのが判ったそうです。 

この場所に落ちないとは言い切れません。小屋まで後１５分移動するのはさらに危険です。

後は早く雷雲が移動する事を祈るばかりです。４０分位経過したころ雷鳴も遠のき山口青年

が来ました。無事でよかった。薬師小屋は超満員状態布団１枚に２人、素泊まり寝具無の私

と山ガ－ル２人はおのおの３畳位の屋根裏へ、おかげで濡れたもの全てを乾かすことが出来

ゆっくり寝られました。２交代の食事が終った後、われわれの自炊タイムです。おねえさん

方の食事はス－プパスタ野菜もたくさん入っていて簡単調理。いろいろメニュ－聞きさらに

私のレパ－トリ－が増えました。そして山口さんからお酒の差入れ、このお酒は飲むわけに

いかないと丁重にお断りしたのですがどうしてもとの事で。ありがとう。 

本当にみんな無事でよかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

夜中の星空に期待したが朝はガス、地蔵岳に向かう山ガ－ルのお姉さんを見送り下山です。 

ガスがどんどん上がってゆきます。富士山、白峰三山、仙丈、アサヨ峰が次々と姿を現し

ます。昨日が嘘のように晴れていきます。苺平の辻山で大展望が広がりました。 

 

         農鳥 間の   北岳    仙丈   双子 アサヨ 観音薬師 

 

 

 

 

 

 

夜叉神峠に着く頃には北岳はガスの中、今日も雷はあるのだろうか？ 

 

今回の反省点とシュミレ－ション 

１． ６時３０分と早川小屋の出発が遅れたこと。 

２． 雷は昨日の予想から１時過ぎと考えてしまったこと。 

３． 観音岳へ登り返す鞍部鳳凰小屋分岐で真剣に考えました。もし、当会の山ガ－ルを

大勢連れていたら自分の決断は。答えは鳳凰小屋でした。 

辻山からの大展望 

ガス湧く地蔵岳オベリスク 鳳凰三山の稜線を飾るタカネビランジ 
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     焼 岳  (2444.3m) 
            (長野県松本市安曇・岐阜県高山市上宝)   記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).8.22(水)～23(木)    登山標高差＝949m 累積高度＝1877m   

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】山﨑 

【ｺ ｰ ｽ】8/22(水) 6:15 横尾山荘～新村橋～8:00 明神橋～9:00 河童橋 9:20～ 

10:00 ウエストン碑～穂高橋～13:50 焼岳小屋～15:20 焼岳～17:15 焼岳小屋 

8/23(木) 6:50 焼岳小屋～8:20 焼岳～11:30 中ノ湯(入浴)13:05→ﾀｸｼｰ→ 

14:20 松本駅 14:49→16:57 立川駅→18:07 草加駅 

第１日 会山行・槍ヶ岳の参加者を河童橋まで送り、後の交通の件は下川会員にお願いし、

取りあえずリーダーの任を終えることができたので、予備日を利用して、続けて焼岳を登る

べく参加者を募るも、疲れているとの声で希望者無し。下山・追加登山の報告を祐子さんに

する。ここで、おにぎり、水を補給し、焼岳に向かう。何回も上高地に来ているのにウエス

トン碑を初めて訪れる。その先の穂高橋の麓で西穂高岳への道と分岐し、林道を歩き、

その先の登山口から樹林の中を焼岳に向かう。暫く歩いて、急に勾配がきつくなる頃、

若い、そして、これまでの山行中会った人の内、一番の美人が軽装で（しかし、登山靴だけ

は良い物を履いている）汗もかかず降りてくる。朝６時に上高地を出て頂上までピストンし

たとのこと。焼岳って、そんなに簡単だったかなと不思議になる。東方向に大正４年６月６

日の噴火で梓川をせき止めた大正池と湖畔のホテルがくっきり見える。その内、アルミの梯

子が２本架けられている。１本は直角に架けられ、昨日の槍ヶ岳の 後の鉄梯子を思い出す。

但し、こちらは一人なので静かだ。梯子を終えると、笹原になり、展望もきく。一休みして

いると、若い女性が上がってくる。今回初めて山小屋のアルバイトを焼岳小屋でしていると

いう。２３歳で、これまでは、農家住込みのアルバイトもしたとのこと。両親が心配するで

しょうと問うと、両親も同じようにさばけていると答える。やがて、「小屋まで１２１歩」

の標識あり。思わず歩数を数える。緑色の屋根の小さな焼岳小屋に着く。ここで、

荷物を置き、山頂を目指す。焼岳小屋の裏は西穂山荘への道と新中尾峠への分岐が

ある。その手前を左に１０分も登ると焼岳展望台に出る。笠ヶ岳をはじめ西方向は

霧で一切展望無し。東方向は奥穂高岳・前穂高岳、上高地の梓川や大正池・ホテル

群が見える。展望台でも数カ所の岩の隙

間から水蒸気が上がっている。展望台の

先には昭和３７年の噴火まで焼岳小屋

があった旧中尾峠があり、中尾温泉に至

る。頂上から夫婦１組と婦人３人、１人

の男性が降りてくる。これを 後に山中

は私１人になる。ここからザレ場の急登

となる。所々から水蒸気が吹き出ている。

中には危険なガスも出ているようで立

入禁止となっている。北峰の頂上直下の

吹き出し口は黄色に染まっておりかな
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りのガスが出ている。南峰との間に火口湖がある。頂上には 2393m の標識が立って

いる。これは 200m 離れた標高点の値らしい。夕食の時間に間に合わせるべく小屋に戻る。

定員２５名の小屋に本日は３組６名宿泊。明日は団体も入り２５名宿泊。先ほど会った婦人

３名(東京・錦糸町、うち１人は８０歳で百名山完登者)、神戸ポートアイランドに住む父娘(小

学３年)と私。仕事で母が来られず家に帰りたいとぐずる娘。和気藹々の食卓となる。小屋か

ら花火セットの差し入れ。父娘は住むポートアイランド地域全体が花火禁止になっていると

のことで、大喜び。残りの４人も花火なんて久しぶりと一緒に楽しむ。小屋からさらに１セ

ット差し入れ。７時３０分就寝。０時に外に出ると槍平小屋に続いて満天の星と天の川が見

える。何と素晴らしいことか！ 

第２日  朝食後、西穂山荘から ２人

が到着。我々も頂上に向かう。昨日 と違

い、本日は３６０度の展望が楽しめ る。

笠ヶ岳も見る方角が異なるので山頂 が尖

っている。頂上には既に中ノ湯コー スか

らの３組がいる。頂上で展望を楽し み、

中ノ湯に向かう。途中、ツアー団体 ２組

や韓国人グループ、ドイツ人グルー プや

日本人グループが登ってくる。ドイ ツ人

グループは５週間日本に滞在し、北 海道

の旭岳・阿寒岳や白根山を歩き草津 の湯

にも入ってきた、これから湯布院や九州の山も歩くとのこと。金持ちと驚くと、日本は金が

かかると返してきた。途中からは林間コースとなる。中ノ湯バス停へ直接降りる道は

廃止されている。中ノ湯本館への道を降り、到着。ここで、入浴する。入浴後、車

道歩き３ｋｍは嫌だなと思っていると、山中であった西穂山荘からの２人が沢渡まで

タクシーを予約したとのこと。他の１人と同乗させてもらう。車中山の話で盛り上がってい

ると、運転手が沢渡ではどちらの方向のバスに乗るのかとつぶやく。新島々駅と答える。乗

換も大変だし、バス代もかかる。このまま乗って１人２,０００円でどうかと聞く。悪い話で

は無いので了承する。またまた山の話で盛り上がっていると、また運転手がつぶやく。何の

ことかと聞き返すと、新島々駅から松本駅まで電車賃がかかる(当たり前だ！)から、そのお

金でこのまま松本まで乗ってはどうかということらしい。またまた悪い話では無いので了承

する。ということで、中ノ湯のバス停で上高地からのバスが満員の為通過してしまうのでは

ないかと恐れていたのが嘘のようにスムーズに松本駅に到着。西穂山荘から２人組は小淵沢

で途中下車、井筒屋の鰻を食べるのだがこれでは早すぎるので松本で遊んでいくとのこと。

私はホームで、「スーパーあずさに間に合うから、どうせなら美味しい上てんぷら信州そば

を注文しな！そばを湯から揚げるまで隣の店でビ－ルも買えるよ」というおばさんに従い、

車内持ち込み用信州そば、ロング缶２本を手に、入線したばかりの「スーパーあずさ」に乗

り込み、立川まで今回の山旅をゆっくり振り返ることができた 



 52

鶏鳴山 （961.4ｍ） 
日 程 ：平成 24 年 8 月 27 日（月）             記：小野寺 英子 

メンバー：Ｌ小林（い）、山本、安部、小野寺 

【コース】山本車 

林道駐車 8：20～8：35⇒登山口 8：45⇒鶏鳴山頂上 10：45～10：55⇒851 ピーク 

11：45⇒登山口 12：45 

以前いつ子さんが計画したが、雨で中止になっていた山でした。 

夏の低山は避けてきたつもりが何処かへ行きたい！その思いが鶏鳴山で良いんじゃない…？

になったのです。 

車でないと登山口まで辿り着くのが大変な山でした。 

車は林道に入ってからも、車の底を擦りそうで心配しながらゆっくりと進み、適当な場所

に止めて、林道を登り、鶏鳴山登山道入口の看板が有り、橋を渡って林道を登って行くと小

さな小さな看板の登山口です。暫くは林道と平行しての山道です。 

覚悟はしてたけど、暑～い！！しかもずっと樹林帯で展望がほとんど無し！全員汗まみれ

で、頂上近くになって少しは涼しい風も吹いて来た。

小さなホトトギスが 3~4 本咲いてたのが嬉しかった。

山頂直下の祠を見つけ、後はすぐに頂上の筈…？し

かし頂上が無い…？諦めて次のピークへ…あった！

山頂の看板（5 枚）！でも全く展望はなし！長居は

無用と一休みで下山！結構な急下降で、下山の苦手

な私は、やっと治り掛けた足を気使いながらの下り

でした。851 ピーク辺りから又々暑さに襲われて、

夏山低山の厳しさを味わった。登山口に辿り着いた

時には全員、体中の毒気が汗になって放出され、身も心もきれいに生まれ変わったのでは

…？？ 

さて楽しみがもうひとつ、いつ子さんが用意して呉れた“冷やしうどん”をすぐ傍の沢に

下りてご馳走になり、美味しかった！！それから

全員靴を脱いで川に足を突っ込み、しばし冷たい

思いに…  

いや~これも気持ちよかったなぁ～～ 

後はお風呂のニューサンピア栃木鹿沼温泉目指し

て行った…が、残念なことに夏休み明けで、お・

や・す・み・でした。 他のお風呂も考えたが、

沢遊びで汗も引いてたし、お風呂は諦めて帰るこ

とになり、お陰で早い帰宅となりました。 

鶏鳴山、暑かった記憶だけが残る山ですが…春には沢山のつつじが綺麗だそうです。 

どんなに暑かろうと山は楽しいなぁ…これ実感で～す。 

いつ子さん、皆さんお世話様でした。                  

う
ま
い
ね
ぇ
う
ど
ん 

鶏鳴山山頂 
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本紹介 『岩壁よ おはよう』長谷川恒男      

MR.R（沼田 真澄） 

長谷川恒男（1947 年 12 月 8 日 - 1991 年 10 月 10 日） 

世界的なアルピニスト。1973 年 3 月グランド・ジョラス北壁を登り、アルプス三大北壁冬季

単独登攀を世界初成し遂げた。マッターホルンは、ボナッティに次いで冬季単独第二登。他

は、冬季期単独初登攀。パキスタン・ウルタルⅡ峰で雪崩に巻き込まれ星野清隆と共に遭難。

この本は、兄に連れられて山に登りはじめた 15 歳から、一ノ倉第二スラブ冬季単独初登攀し

た 26 歳そして、一月に 20 日間かけて屏風岩(第一ルンゼ)-四峰正面-前穂東壁-滝谷-槍ヶ岳-

北鎌尾根の連続登攀をほぼ単独でなしとげた 27 歳までの彼の体験記が書かれている。 

＜岩登りの目覚め＞ 

中学卒業し、入社した日本コロンビアの山岳部に 17 歳の時に入部。そこで、ピッケル、ハン

マーの使い方、天気図のとり方、ハーケンの打ち方、岩場のルートの取り方など高度な技術

を学ぶ。1965 年春に行った「新茅ノ沢」で 12ｍ大滝（15ｍ？Ⅳ+）を登り、岩登りの楽しさ

を感じる。ちなみに･･･「たまたま滝芯が細く、乾いた岩になっていて登りやすかった」と書

いてあったが、私が登った 2011 年 6 月は、水流を浴びながらの滝登りだった。ホールド・ス

タンスは豊富だったが、水流の中で見つけなければならず、また水しぶきとの小さな戦いも

あった。 

＜本チャン体験＞登山は、自然との闘い、命のやりとり 

会社の先輩である霧峰山岳会の中村弘に勧められて、鷹取山で岩登りのトレーニングを開始。

職場の中二階に５寸釘を打って、オーバーハングを作り、毎日トレーニングを重ねる。17 歳

の夏休み、50 キロの荷物を背負って金峰山から東に行く予定だったが、食料が腐って食中毒

になり、甲武信岳の戸渡尾根を下る。丹沢の沢登りで、岩登り技術をさらに鍛え、ついに本

チャン、谷川へ。 

18 歳の 5 月、雨が降る中、南稜ルートを行く。2p 目、（現在では繋げて 1p 目となっている）

チムニーのテラスで、先行する中村先輩のパートナーがグラウンドフォール。マチガ沢の出

合小屋(今は無い)まで連絡しに行き、上り返し、JCC の桜井正巳と要救助者を担いで下ろす

が、途中で彼は息絶える。間近で死を見たことで、「登山はスポーツではなく、それを超えた

現代の武道という認識にかわり、自然との闘い、命のやり取り」という意識になる。 

18 歳の 9 月には、ついに初めての本チャン、南稜ルートを 45 分（通常 2～3 時間）で完登す

る。翌日は、中央カンテを登り、6p 目で 30m 墜落し、全身打撲を負うが完登。翌週には、幽

ノ沢中央壁左フェースを、腕に包帯を巻きながら、完登している。 

＜冬山本チャン＞アルピニストの執念深さ 

1966～67 年正月に、五竜岳合宿で G2 右稜をアタック。1 月に、八ヶ岳大同心正面壁をアタッ

クするが、風雪で敗退。「困難な課題を一つ選んだら、それを解決するまでトコトンやる」と

いうアルピニストの執念深さを先輩から学ぶ。 

＜単独、冬の岩壁の意識＞将来への方向性 

1967 年夏には、北岳バットレスのルートを 9 本登り、9 月に霧峰会リーダー・大曽根義一と

谷川の第三スラブを完登する。しかし、会では初登だったので、所属する先輩たちとの関係

がギスギスしだす。これを機に、単独ということを意識しはじめる。1977 年冬には、中央カ
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ンテを 2 回のビバークと 3 回の墜落をするが完登。手の指全部が凍傷となったが、これを機

に、冬の岩壁への自分の可能性を感じる。 

＜スランプ期→岩場開拓＞ 

どんなに頑張っても会のリーダーにはしてもらえず、行きたいところへ行かせてもらえない

ため、1978 年 11 月に霧峰山岳会を退会。それから、厳冬期衝立岩で宙吊りになったりと、

スランプ期が続く。1979 年 9 月、明星山でルート開拓をはじめる。三回のアタックで南壁右

フェースにルートを開くと、P6 フランケ正面壁、P6 左壁、P6 左壁右カンテと 4 本のルート

を開拓。 

＜星と嵐＞命ぎりぎりの登攀を目指す先鋭的なクライマー集団 

「未登の岩壁でのビバークで明日の登攀を思いつつ仰ぐ星、登攀を終え、やすらぎと抑えき

れぬ悦びのうちに望む星、あるいは都会にあってうつろな生活に疲れ、ただひとすじの希望

と憧れをこめ祈る星。頂よりもさらに彼方にさんざんときらめく私たちの憧憬の星、未知の

あこがれの、そしてはかりきれないその星に向かう途上にたちはだかるであろう風雪、雪崩、

黒いオーバーハング、あらゆる実在の困難性たちを嵐とし、私たちの象徴とする」という趣

旨のもと、山岳会に縛られない「星と嵐」同人を設立する。活躍していたほとんどのメンバ

ーがガイドになったため、二年後に解散。 

＜登山一筋＞ 

第二次 RCC エベレスト遠征隊に吉尾弘と桜井正己の推薦により参加が決まったのをきっかけ

に、1971 年 8 月に会社を退社。窓拭きのアルバイト、登山学校の講師、補助ガイドをし、ア

ルパイン・ガイドとなる。 

＜エベレスト遠征＞ 

先発隊として 1973 年 9 月に 7 名でカトマンズ入り。肝炎になって、ヒラリー病院そして、カ

トマンズの病院に入院。本隊は 8 月に到着し、総勢 48 名となる。病気で登山参加を断念して

いたが、ベース・キャンプ入りを命じられる。目標の南壁隊ではなくて、ノーマル・ルート

のサポート隊員となる。8400m 地点程まで登り、サウスコルのキャンプで無酸素で寝ている。

翌日、サポート隊への大事な架け橋をし、彼の遠征は終わっている。彼はこの遠征体験につ

いて、日本のアルピニストの精鋭たちを集めていながら、チームワークの悪さ、人間関係の

問題を感じ、「捨て駒の一年」と称している。 

＜冬季単独登攀＞未知の憧れと、自らの登攀能力の限界に挑む 

「単独登攀は精神力登攀」と考え、体力や技術もさることながら、自らの精神をコントロー

ルし、恐怖心に打ち勝つことを第一義とし、山登りを「山との闘いというよりも、自分との

闘い」という位置づけにする。「自然は気まぐれだが、科学的である。しかし、人は科学では

割り切れない、恐怖心や勇気という感情を持っている。行って、登ってみなければわからな

い。」と 1974 年 3 月の一ノ倉第二スラブ冬季単独初登攀の体験を締めくくっている。 

＜ 後に･･･＞ 

ワルテル・ボナッティの本を読んで、彼が単独で成し遂げた偉業における彼の精神力に驚愕

していた者が、自らもそのアルピニズムの精神を継ぐ者となる。その基盤、流れがうまく凝

縮されていて、クライマー初心者を啓発する素晴らしい著書である。 

山岳用語説明 

ホールド･スタンス・・・登攀するときに手を置く場所・足を置く場所。 
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オーバーハング・・・傾斜が 90 度以上の被った壁のこと。 

本チャン・・・本番。実際にバリエーションルートで登攀すること。 

１ｐ・・・ｐはピッチの略。 

     ロープを出して登るとき、 初に登る人はロープの長さを限度にして岩を登って

いく。その長さを区切って、示したもの。日本国内の場合、大体 40m 以内の長さ。

ロープを使って繰り返して登っていくルートをマルチピッチルートと言う。 

登攀グレード・・・無雪期は、RCCⅡグレードが多く用いられる。RCCⅡグレードは I 級から

はじまり、数字が増えるごとに難しくなっていく。大体 VI 級がフリー

クライミングで使われるヨセミテ・デシマルシステムにおける「5.9」

に相当する。しかし、フリークライミングで 5.9 を登れるからといって、

Ⅵ級のルートを登れるわけではない。実際には、３、４グレード難しい。

すなわち、Ⅵ級（人工登攀をしないもの）は 5.10a～5.10c に相当する。

（デシマルシステムだと、5.10 からは a～d の 4 段階の評価がプラスさ

れる）「ツイタテ」と称され有名な谷川岳一ノ倉沢・衝立岩正面壁（雲

稜ルート）は、人工登攀をして「Ⅵ+」とされているが、フリークライ

ミングで登ると「5.11ｄ」となっている。ちなみに、日和田のゲレンデ

の男岩・女岩の正面のルートが大体 5.5 であり、Ⅳ～Ⅳ+に値する。し

かし、実際の本チャンルートについているグレードは、荷物を背負って

登るということもあり、ゲレンデのルートのグレードと同等ということ

はない。谷川岳一ノ倉沢・烏帽子沢奥壁南稜ルートの 高グレードはⅣ+

ではあるが、日和田の正面ルートとレベルは全然違う。つまり、同じ

RCCⅡグレード評価でも、その場所やルートにより、多少の違いがある。 

RCCⅡ・・・第 2 次 RCC（だいにじ・アール・シー・シー）の略。 

第二次世界大戦前に存在した日本初のロッククライミング同人であったロッ

ク・クライミング・クラブの登攀を継承発展する目的で 1958 年（昭和 33 年）1

月 31 日に設立された山岳会である。本部は東京に置かれ、設立の発起人は奥山

章。奥山の懇願によって RCC の創立者であった藤木九三が 高顧問に就任して

いる。RCC には加藤文太郎も所属していた。RCCⅡについては、佐瀬稔著『喪わ

れた岩壁：第 2 次 RCC の青春群像』に詳しく書かれている。 

グラウンドフォール・・・地面に落ちること。 

チムニー・・・岩壁の縦の裂け目で、人が入れるぐらいの幅があるもの。 

カンテ・・・壁面の横末端にある岩角をこう呼ぶ。 

フェース・・・垂壁、もしくはそれに近い壁（の面）のこと。 

スラブ・・・傾斜が垂直よりも緩やかな壁のこと。 

 

 




