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私

の

山

行

歴

山口

敏雄

私が草加山の会に入会したのは２００８年６月で、４月に息子が入会したことを
機に６月１日の山本リーダーの袈裟丸山が初めての山行でした。
入会してはや４年６ヶ月を経過し、山行回数は丁度１００回、１５０座登頂、総
標高２６万６千米余、一座当たり平均１千７百米となっています。
始めての登山は、小学４年の夏休みに兄弟とともに２泊３日のテント泊の蔵王登
山であり、而来５０年余を経過して日本 100 名山は６２座（２００名山２０座、３
００名山１３座）となりました。

草加山の会に入会してから特に心に残る山行は、最北の１００名山 利尻山、最
南端の３千米峰 聖岳、１３時間を要した 平ガ岳、初めての雪山 谷川岳、宿願
の 甲斐駒ケ岳、南アの名峰 荒川３山・赤石岳、憧れの槍ヶ岳、四国の信仰の山
石槌山、そして、２年越しの日高山脈の主峰 幌尻岳などです。
来年の目標は日本１００名山７０座登頂です。
１００名山にこだわらずに、会員の皆様とともに楽しい山行を続けられることを
願っておりますので、よろしくお願いいたします。
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平成２４(2012)年９月～１１月山行実績
山 行

日

程

個

9/1

個

9/4～5

会

山 岳 名

リーダー

参

リーダー部･機関誌部
加

者

白根山（草津）
八幡平～焼山～
玉川温泉

千葉

松井、新庄、大畑、山本、上原

新庄

下川、杉山、大畑、上原

9/9

三国山

畑野

阿部、石井(文)、鈴木(里)、大門、千葉、
戸澤、松田、池本、小野寺

個

9/8～9

鳳凰三山

森

個

9/9～10

個

9/14～17

個

9/15～17

火打山・妙高山 山﨑
北岳･間ﾉ岳･農
園木
鳥岳
北穂・東稜
松浦

個

9/22～23

金峰山

個

9/22

富士山(御中道)

山口(裕)、鈴木(勝)
石井(美)、石井(文)、鎌形、小野寺、森、
浅井（昭） 兼堀(善)、小林(い)、尾崎、大竹(一)、
松田
浅井(祐) 下川、杉山、小宮

個

9/25

大源太山

山﨑

会

9/29

日光太郎山

山口(敏)

10/6～7

会員バスハイク
安達太良山
、磐梯山

個

10/10～12

薬師岳・牛形山

個

10/12～14

個

10/12～14

赤谷山、猫又山、
園木
大猫山
赤岳
石井(美)

会

10/21

日光白根山

大門

個

10/24

社山

山本

個

10/28

個

10/30～31

個

10/31

筑波山
浅井(祐)
磐梯山、安達太
山﨑
良山
半月山
鈴木(宮)

個

11/3～4

谷川岳・稲包山

会

他１
他１

下川、新庄、山本、千葉、山口(敏)

森、山口(裕)
1 班 L 松浦、SL 大門、大竹(一)、阿部、
牛山、浅井(昭)、杉山、小野寺、兼
堀(恵)
2 班 L 山本、SL 石井(文)、鈴木(茂）、松
田、芳野、染谷、浅井(祐）、木原、
浅井（昭）
三瓶
(実行委
3 班 L 和田、SL 小林(い)、張替、山口(裕)
員長)
三浦、平野、八並、鈴木(里)、大竹
(理)
4 班 L 園木、SL 尾崎、池本、松井、兼堀
(善)、田村、千葉、中島、畑野
5 班 L 石井(美)、SL 新島、小宮、下川、
橘、大木、鎌形、森
小野寺、小宮、新庄、千葉、阿部、下川
山本
鈴木(里)、都澤、八並

浅井(昭)
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山口(裕）、三浦
石井(文)
浅井(祐)、森、山口(敏)、加藤、平野、
兼堀(善)、三浦、浅井(昭)、鈴木(廣)、
小林(い)
阿部、新庄、山﨑
浅井(昭)、森、小野寺、関口
榊原(入会希望者)
大畑
浅井(祐)、園木、小林(い)、山口(敏)、
山口(裕)、森、三浦

11/4

大菩薩（牛の寝
関口
通り）
子持山
沼田

長田

個

11/10

百蔵山・扇山

山﨑

山本、山口(敏)

個

11/10

本社ヶ丸

園木

森

個

11/10～11

秩父槍ヶ岳

樋口

個

11/10～11

甲州街道歩き
№8(甲斐大和 石井(美)
～竜王)

個

11/11

個

11/14

リ

11/18

個

11/24

個

11/24

個

11/28

個

11/29～30

会

11/4

会

甲州街道歩き
№8
川乗山

八並、尾崎、石井(文)、箱井、上原

池本
山本

大竹(一)

阿部、小野寺、箱井
森、松浦、小林(い)、兼堀(善)、小野寺、
浅井(昭)、大門、山﨑、大竹(一)、鎌形、
加藤
畑野、山口(敏)

園木

加藤、大門

千葉

下川、小宮、山本、上原、大畑、新庄

沼田

山﨑

地図読み(吹切
園木
尾根)
茅ヶ岳
滝子山・大谷ヶ
丸
三方分山
キナバル山(ﾏﾚｰ
ｼｱ･ﾎﾞﾙﾈｵ)

石井(文)、和田、小林(陽)、鏑木、千葉、
阿部、上原、鈴木(廣)、畑野、平野、田
村、大門、大畑、杉山、渋谷、鈴木(里)
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心

に

残

っ

た

山

行
記：和田

鳴沢岳・赤沢岳・針ノ木岳・蓮華岳

僕の二泊三日の山行です。柏原新道から入山し、種池山荘で一泊、翌日針ノ木
岳へ向かう、新越山荘あたりで雷鳥の砂浴びなどを見ながらのんびりと
鳴沢岳へと歩き出す。赤沢岳から歩いて来た尾根を振り向くとなんと
爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳などが素晴らしく良く見え、スバリ岳
の山頂でコマクサを見たりして、これからの針ノ木山頂を
楽しみにしながら後ろ振り向き山頂を目指して進む。針ノ
木岳の山頂に着き、山頂から３６０度の素晴らしい大パノラマ、立山連山、黒部
湖、鹿島槍ヶ岳。山頂でのんびりと昼寝し、小屋まで３０分弱の下りを急ぎ二泊
目の針ノ木小屋到着。３日目は天候が悪く霧雨の中雨具
を付け小屋を出発し蓮華岳へコマクサを見に雷鳥の親子ずれと２～３回出会いな
がら山頂。霧の中コマクサの群生地・・晴れていれば素晴らしいと思います。小
屋へ戻り、これより針ノ木雪渓を下り、扇沢。二日間何とか晴天に恵まれて、雷
鳥、コマクサ、立山連山、黒部湖など素晴らしい三日間で楽しい山行ができとて
も良かったです。

6

勇

おおなめ

大行沢・カケス沢
記：三浦藤博
◆山 行 日：２０１２年８月２４日（金）～２６日（日）
◆メンバー：L 園木、芳野、鈴木（勝）、長田、山口（裕）、森、三浦
◆コ ー ス：
① １日目：松原団地西口 22：00→仙台南 IC →3：30 二口キャンプ場駐車場 7：30→入渓
→ナメ床→7：35 ゴルジュ帯→６ｍの滝→二段１０ｍの滝→ゴーロ→15：00 幕営地（泊）
22:00 就寝
② ２日目：起床 5：00 幕営地 8:25→ゴーロ→9：15 天国のナメ→9：45 カケス沢出会→
４ｍの大岩滝→ゴルジュ→８ｍの滝→13：00 北石橋→13：50 カケス沢出合 14：30→
16：50 二口キャンプ場駐車場 →17：10 二口温泉 17：50→23：05 松原団地
【１日目】 駐車場に着くや否やテントを設営。コ
ンビニで購入した寝酒のビールを飲み仮眠を取る。
６時に起床、沢タビ・ヘルメット・ハーネス・ガ
チャ類を付け出発。駐車場前の橋下から入渓。沢
の水は、透明度が高くきれい。早朝にもかかわら
ず、さほど冷たくない。序盤からナメ床を快調に
進む。まもなくＵ字型のゴルジュが表れ、腰まで
水に浸かる。その後も６ｍの滝、胸下まで浸かる
釜、渕、二段１０ｍの滝をよれよれになりながら
通過。午後３時、ゴーロ帯途中の左岸に、ビバー
クできそうな場所があり、そこにブルーシートを
張る。枯れ枝を集め、初めて経験する沢での焚き
火。お目当ての岩魚（いわな）が釣れず、代わり
にウインナーソーセージを焼く。芳野さんが、沢
の冷水で稲庭うどんを作る。これは、美味しかっ
た～。
【２日目】 シュラフカバーで寝ていたため、寒く
て５時に目が覚める。朝食は、焚き火で焼きおにぎりを作り、味噌をつけながら食べる。
８時２５分に北石橋（キタシャッキョウ）目
指し出発。 ２日目もゴーロ、釜、淵を腰まで
水につかりながら進む。約５０分後、噂の「天
国のナメ」に到着。
「天国のナメ」は、比較的
長く、最高の沢歩き。そのまま遡行し、カケ
ス沢出会に着く。ここで、重い荷物をデポし
てカケス沢に入る。一気に沢が狭くなり水量
も少なくなる。すぐに大岩が滝になった４ｍ
の滝をお助けヒモで通過。ゴルジュに入り、
８ｍの滝がでてきたときには戦意喪失。右の壁をゆっくり登るが、最後で気が緩み足を滑
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らせ２ｍ落下。ザイルで体を確保していたため腕のすり傷程度で済む。しばらくの間、足
が震えていた。その後も３ｍ位の滝が続く。わずか３ｍの滝でも足場が少なく手強い。ゴ
ルジュを抜け、上を見上げると北石橋（キタシャッキョウ）が出現。岩の壁が巨大なアー
チとして空にかかっている。その下を、みごとな曲線を描いて８ｍ位のナメ滝が横たわる。
巨大な自然の造形にビックリ。この景観は、そうめったに見られないだろう。北石橋の下
を流れるナメ滝は、登るにつれて傾斜がきつくなり、足を滑らしたら下まで一直線。左の
乾いた岩を慎重に登りナメ滝の上に立つ。
ここからは、登山道に入り、美しいブナ原生林
の中をカケス沢出会まで 50 分かけて戻る。
デポした荷物をピックアップし、沢タビから運
動靴に履き替え、駐車場まで２時間２０分の道
のりを下る。足元が運動靴のため、非常に疲れ
た。
下山後は、駐車場から車で１～２分の所にある
二口温泉の「ばんじ山荘」（６００円）に寄り、
汗を流す。
今回、３回目の沢登り。危険な目にも合い大変
だった。岩魚のコツ酒が飲めなかったのは、非
常に残念だが、次の機会の楽しみとする。
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★平成 24 年 9 月 1 日

土曜日

記：千葉

かつ子

★L 千葉、松井、新庄、山本、上原、大畑
★松原団地 5:40 ⇒ 関越 ⇒ 白根レストハウス 9:00/9:25 … 本白根山 10:45 … 鏡池
11:10 … ロープウェイ山頂駅 13:05 … 弓池 13:10 散策 … 白根レストハウス 14:10
今夏の暑さは異常でした。何をする気も起きない事も多く 8 月も終わろうとしていた。
9 月に入れば少しは涼しくなるかと、新庄さんと連絡をとって草津白根山に行こうと計画
実行となりました。9 月になるとやはり涼しさを感じ草津は気温 26 度、白根レストハウス
P に着いた時は 20 度で肌寒い朝でした。暑い中を歩くと思ったので水も冷たくして気分は
夏、しかし山は確実に秋が訪れていました。
白根山は一面ガスの中、時々ガスの切れ目から晴れ間も覗き、山々は笹原なのか緑が濃く
とても綺麗でした。観光地とあって若い人たちも多く皆さんの服装も夏姿、
「寒い」と言う
声も耳に入ってきました。
本白根コースで逢ノ峰を登るはずが入口を見逃し、逢ノ峰を巻いていることに気がついた
が帰りに登ることにして先に進みました。登山道の両脇には秋の花オヤマノリンドウ、ア
キノキリンソウ、そしてコケモモ、アカモノ、ゴゼンタチバナの赤い実がたくさんありカ
メラマンは忙しい～。本白根リフトの脇から入り木道を暫く登るとリフトの終点地。ポツ
リと雨が落ちたと思ったら、凄い勢いで降り出しあの集中豪雨となってしまった。雨具を
着け暫く待機していたが止む気配もなかったので、再び歩き始めた。20 分も進むと雨も小
雨となり、斜面は一面コマクサ畑となっていて最後のコマクサが咲いていた。夏には一面
がコマクサのピンクに染まり観に来る価値があると思いました。
コマクサを観ながら展望所直下の階段を上ると今日の目的地に着いたが、景色は濃いガス
の中でした。鏡池に向かう前に散策路の最高地点までピストンする予定でしたが、分岐を
間違い鏡池コースに進んでしまう。気がついたが展望も望めないので、そのまま続行する
と鏡池に着く頃には雨も上がり日差しも出てきた。雨具を脱ぎゆっくりお昼にしてお腹も
いっぱいになり満たされました。
ロープウェイ山頂駅からタイミングよくシャトルバ
スが出る所だったので、急いで乗ってしまい逢ノ峰は
またもやカットしてしまう。歩けば 30 分の所をしかも
無料で乗せて頂き、僅か 5 分で白根レストハウス P に
着いてしまった。
時間も早いので弓池を散策したが、湿原は早くも草紅

肌寒かった白根レストハウス P

葉や竜胆、黄色の花が目立ち秋の装いに変わりつつあり、来て良かったと思いました。
帰りは草津の「賽の河原露天風呂」に入浴したが、洗い場はなくただ入浴する
だけで汗を掻いた時は考えものかな？草加に着くまで何回もゲリラ豪雨に遭
い、ずっと運転して下さった松井さんありがとうございました。
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八幡平～焼山～玉川温泉
山行実施日：2012/9/4(火)～9/5(水)
記:上原 すみ
メ ン バ ー：L 新庄・下川・杉山・大畑・上原
ア ク セ ス：（往路）南越谷 6:50 ⇒ 大宮 7:01/7:22（はやて 13）⇒ 盛岡 9:22⇒
バス 9:47 発（八幡平頂上行＝黒谷地バス停）
（復路）バス 15:54（玉川温泉発=田沢湖駅）田沢湖 18:06 ⇒ 大宮 20:42
⇒ 南越谷 21:20
[１日目]
黒谷地バス停 11:45…源太森 12:45… 陵雲荘 13:30(昼食) 14:00 … 八幡平山頂～
八幡平ﾚｽﾄﾊｳｽバス停 14:55 (秋北バス)15:30 発⇒後生掛温泉 16:00 着
散策約１時間 夕食 18:30 から
残暑続きで少々だらけた気力を取り戻そうと、急遽、お誘いに乗って八幡平から玉川温泉
までの、“無理のない中高年向きの山”に参加させていただいた。
黒谷地バス停から湿原の木道に入ると、青紫の鮮やかなリンドウが目につきだした。道
は歩きやすくハイキング気分！熊の泉という湧水でのどを潤し、転石の緩やかな登りで源
太森へと歩を進める。源太森の前方に八幡沼と湿原が広がる大パノラマだ。
大小の湖沼の畔を散策しながら陵雲荘に到着。小屋の中は清潔で心地よい。一休みして山
頂に向かうが、山頂は展望が悪く櫓があって、上って周囲を見渡すと深緑のアオモリトド
マツが際限なく広がり、初めて見るマツの実の色合いや形が、小鳥の群れが幹の先端に留
って羽を休めているかの
ように見えた。
散策を楽しみながら
頂上バス停に着き、バス
に揺られて今日の宿「後
生掛温泉」に 16:00 に着
く。夕食までの約 1 時間、
湯煙立ち込める自然研究
路の散策に出かける。
日本一の泥火山と言
われて、墳泥が地面には
1m 位でも地下には 7m～
8m も続き、数年ごとに噴
火するミニチュア火山で、
休むことなく噴煙を噴上げている様は大自然の驚異を感じる。特に、方言で(オナメ〈妾
妻〉・モトメ〈本妻〉)と言う二人の女性が、一人の男性に後生を掛けて、地獄谷に身を投
げたという、悲しい伝説が地名の由来になっているという。激しい女の情愛を感じる・・・・・。
現代では無理かもね～？
この過酷な環境にもめげず、イソツツジ等の植物が群生しているのも驚きだった。
湯治場にもなっている温泉につかり、明日の山歩きに思いを馳せて床に就いた。
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[２日目]
後生掛温泉 8:10…国見台 9:25…毛せん峠 9:45…焼山山荘 10:20… 鬼が城 10:35…
名残峠 11:00… 玉川温泉登山口 12:50
後生掛温泉を 8:10 に出発し、石ころ道の上り下りの高原散策を楽しみながら約 1 時間
で毛せん峠に着いた。時々、怪しい空模様ながら日も差す絶好のハイキング日和。
更に、1 時間ほどで焼山山荘に着く、中に入らず景色を楽しみながら小休止。いよいよ、
リーダーお勧めスポット鬼が城に、奇岩の周囲にはイワカガミの群生、初夏に来たら美し
いお花畑が見られそう！今回はリンドウの花が迎えてくれた。
片側は硫黄の臭いが漂う大きな火口湖があり、絶景を堪能し名残
を惜しみながら、地名通り？の名残峠に到着。
ぽつぽつと雨が落ちてきたので雨具を着け先を急ぐ。竹笹の切
り株が散乱して
歩きにくい。湿
度も最高、雨は
勢いを増し雷も
聞こえる。
ダケカンバやシラビソ・ブナと移りゆく
樹木の中をひたすら歩く。
やがて、硫黄の臭いがして目前に湯煙
が上がり、広々とした玉川温泉登山口に
12:50 到着。岩盤の上に茣蓙を敷き、傘
をさして寝ている人もいる。湯治場もあ
る酸性度の強い温泉地として知られているとか。
早速、私たちも汗を流すべく入浴の準備。中に入ると幾つもの湯船があり、50％・100％と
書いた札があり、酸性度の強さを表しているので、最初は 50％の湯から入るようにとのこ
と。
先ず、50％の風呂に入ってみる、皮膚をちりちり針で軽く刺すような刺激がある。次に
100％の風呂に入ってみると、かなり刺激が強く 5 分間以上入らないと効果がないそうだが、
私には無理だった・・・・・。
風呂から上がって思い思いに寛いで、15:54 発のバスで田沢湖駅に、18:05 発の新幹線で
帰路に着いた。

余談
大人の休日切符を利用しての山行だったので、2 日分残すのはもったいない、有効に使い
ましょうと意見が一致。7 日(金)に再び秋田・角館の武家屋敷とお祭り見物に向かう。残
念ながら本祭りは土・日が最高潮のようだったが、華やかな曳山が祭りの安全祈願のため
神社に向かう 18 基の山車を、若衆が力一杯引き合い・ぶつけ合う勇壮な絵巻を見物でき、
時間を忘れて燃え上がり大満足でした。
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三国山(1320 m)
記：松田

武

実 施 日：9 月 9 日（日）晴れ
メンバー：Ｌ.畑野、阿部、大門、都澤、石井（文）、小野寺、千葉、鈴木（里）、池本、
松田
コースタイム:篭坂峠 9:21=9:30 あざみ平 10:20 大洞山 11:05 三国山 12:06=12:36
鉄砲木の頭 13:22=13:31 パノラマ台 13:55 バス停 14:15
思わぬ大病を患い、今年初めてのリハビリを兼ねての山行参加になりました。4 ヶ月の
入院で足も細くなり、尻の筋肉も落ち、体重は 5kg 減、ついていけるか不安でした。
中央線の車窓から富士山が見え、心配した天候はまずまず良さそうである。山に登るの
は去年年末の天狗岳（八ヶ岳）以来で、荷物を軽くして、ストックを 2 本用意して体力不
足をカバーしました。
篭坂峠でバスを降りると、バ
ス停の脇に「三国山ハイキング
コース」の道標がある。右手の
坂道を登っていくと公園墓地が
あり、墓地の奥が登山口となっ
ている。緩い傾斜の木立の中を
登る。ひと登りすると「あざみ
平」で樹木がなく広々としてい
る。あざみの花は時期が悪いの
か、所々に見かける程度であっ
た。眼下には御殿場の街が広が
り、風に乗って演習場の射撃の
音が時折聞こえてくる。
緩やかなブナ林を暫く登ると三等三角点のある大洞山に着く、樹木が茂り展望はほとん
どありません。道標が無ければ通り過ぎてしまうような頂上です。急坂や急登もなく緩や
かな尾根を歩くので、リハビリ山行の私には丁度良いコースです。
三国山頂上は樹木に囲まれ展望がきかないが、広場になっているので、ここで昼食をと
る。下界からは富士スピードウェイのエンジン音が聞こえてくる。山頂からは降りとなり、
程なく木の間から「鉄砲木の頭」が見え隠れする。降り切ったところが三国峠で車道を横
切り、すぐ「鉄砲木の頭」の登りになる。今日一番の急登だ。カヤトの山なので日当たり
が良くリンドウが沢山咲いている。登山道が雨水で浸食され、溝が出来て歩きづらい。と
きどき振り返ると、ベージュ色のススキの穂が波打ち山腹を覆っている。その先に、雲の
帽子を被り裾野を大きく広げた富士が見える。
「鉄砲木の頭」の頂上は広々としていて、小
振りの石の神社が建っている。山頂で富士山、山中湖のパノラマを楽しんで、ススキの穂
が光る斜面を降り帰路についた。
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鳳凰三山縦走（2780/2840/2764ｍ）
記：森

律子

山行実施日:2012 年 9 月 8 日(土)9 日（日）
メ ン バ ー:森（単独）
コ

ー

ス :

2 日目：5：45 自宅→10：16 市営芦安駐車場→11：06 夜叉神峠登山口→11：51 夜叉神小屋
→15：00 南御室小屋（テン泊）
2 日目：6：39 南御室小屋→7：56 薬師寺小屋→8：07 薬師岳→8：56 観音岳→10：31 地蔵
岳→11：30 嵩嶺→12：03 白鳳峠→13：59 白鳳峠登山口→14：15 広河原ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
夏山シーズンもいよいよ終わりに近づいてきましたが、この夏は念願のテント泊デビュ
ーも果たし、高山登山をもう少し楽しみたいと、一週間前から天気図とにらめっこをしな
がらこの日なら行けると三行計画をしました。
当初は電車で行く計画をしていましたが、前日車のメンテナンスで、バッテリーに元気
がないのが分かり、
「そーいえば車で遠出してなししなぁ～」と急遽予定を変更し車で行く
ことに決めました。
中央道の渋滞にはまり当初予定していた時間を 1 時間も遅れ登山口へ到着、この日は午
後から天気が悪くなりそうな気配で、
「夕方までにはテン場に着けるれば」と思いながら緩
やかな登りをひたすら歩きました。そろそろ登
りも飽きてきた頃に南御室小屋に着き、テント
設営小休憩した後今回の山行目的の一つでもあ
る美味しい山ご飯！
スパゲッティトマト・マッシュルームとベビ
ーリーフのサラダを作りワインで美味しくいた
だきました。
夜は心配していた雨も降らずに夜半には空には
きれいな星たちを眺めることができました。
美味しい湧水でドリップコーヒーを入れ、サ
ンドイッチを朝日を眺めながらいただき、鳳凰三山縦走コースへ出発！
雲ひとつ無い薬師岳、観音岳をつなぐ縦
走道を楽しく歩き地蔵岳へ・・・所があ
っという間にガスが湧きオベリスクは何
とか見えるぐらいになってしまいました。
雲海の上を歩くような感じで、白鳳峠ま
で稜線を歩き一気に 1500ｍまで高度が
下がる急坂を下山しました。果てしなく
続く緩やかな登りと一気に高度を下げる
急坂・・・両極端な道を歩きましたが、
やっぱりどこまでも続く稜線を歩くのが
一番いいなぁ～
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火打山 (2461.8m)・妙高山 (2444.3m)
(長野県妙高市)

記：山﨑 正夫

【日 程】2012(平成 24).9.9(日)～10(月)

登山標高差＝1152m

累積高度＝1942m

【天 気】晴れ時々曇り
【ﾒﾝﾊﾞｰ】山﨑、大平(会員外)
【ｺ ｰ ｽ】
9/9(日)草加→5:15 長野→6:45 笹ヶ峰 7:15～7:45 黒沢～9:35 富士見平～10:20 高谷池ﾋｭ
ｯﾃ～11:35 天狗ﾉ庭～12:39 雷鳥平～13:30 火打山 14:10～14:48 雷鳥平 14:55～
15:51 天狗ﾉ庭～16:05 高谷池ﾋｭｯﾃ
9/10(月) 6:05 高谷池ﾋｭｯﾃ～6:30 茶臼山～6:55 黒沢池ﾋｭｯﾃ～7:15 大倉乗越～7:53 長助池
分岐 8:05～9:10 妙高山～9:20 妙高大神(2454m)9:27～9:41 妙高山 10:25～11:54
大倉乗越～12:15 黒沢池ﾋｭｯﾃ 12:25～12:30 黒沢池～13:10 富士見平～13:44 十二
曲り～14:17 黒沢 14:25～15:00 笹ヶ峰→妙高高原 IC→草加
長野市で２泊３日の同窓会。解散する３日目の朝、那須在住の仙人・大平氏と火打山・
妙高山に行く。宿泊地は当初、黒沢池ヒュッテにしていたが、ネットの評判を見て、高谷
池ヒュッテにするか黒沢池ヒュッテにするかでかなり迷う。一般道を順調に進み笹ヶ峰に
到着。黒沢を経て富士見平に着く。ここから花の百名山の名に恥じない花々が彩りを添え
る。仙人に訪ねると解説を添えて即答を得
る。その時はものすごく納得する。メモを
取らなかったので写真を見てもすぐ名前が
出てこない。何時も反省。振り返ると、昨
年会員バスハイクで訪れた黒姫山が見える。
雄大な山容に、思っていたより大変な歩き
だったことに納得。高谷池ヒュッテで宿泊
手続きを済ませる。湿原と池塘が続く。天
狗の庭の前の木道を多くの作業員が作り替
えしている。大変な作業に感謝！雷鳥平を
経て、トリカブトの青が鮮やかな急斜面を
登るとだだ広い火打山頂に着く。山頂の回りはナナカマドの赤い実が一杯。ハイマツの緑
との調和が素晴らしい。ホシガラスが舞い、
時の経つのを忘れる。霧の為、大展望は得
られない。影火打への道を辿り戻るが、霧
は晴れない。諦めて戻る。本日山中で２組
目の登山者と会う。山を歩いたことが無か
ったが、山が綺麗なので、休みを利用して
先週の妙高山に続き登ってきたという麓で
工事監督をしている男性。雷鳥平で一部冬
毛になっている雷鳥に会う。まさかここで
雷鳥に会えるとは思っていなかったので感
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激。一部とはいえ冬毛を見るのは初めて。そうこうする内、先ほどの男性が降ってくる。
何と、山頂の霧が晴れて、大展望を得たと言う。下から見ていても山頂を望むことができ
たので霧は晴れたのかと思っていたが、大展望まで得られるとは。羨ましい。
妙高市観光協会営の高谷池ヒュッテは、
３階の屋根裏部屋は工事関係の調理人を
含む２５名。２階宿泊所はおいらく山岳
会一行、４組の客で満員。１階の窓から
は 1849m の東山や遠くの鹿島槍ヶ岳が見
える。夕食はカレー、ハヤシのお代わり
自由。翌朝、おいらく山岳会一行は５時
に前庭で体操をして出発。５時半から朝
食。中華丼のお代わり自由。食事は共に
漬け物を含めて美味。

高谷池ヒュッテと湿原

朝食後、気持ちの良い道を辿り、黒沢
池ヒュッテに着く。おいらく山岳会一行

が休んでいる。少し急登すると、大倉乗越に着く。外輪山の山腹を巻いていくと長助池分
岐に達する。下に長助池を望む。ベンチ
でゆっくりしたい雰囲気のある場所だ。
ここから急登が続き、途中１組の夫婦が
降りてくる。３６０度の大展望だという。
妙高山頂に達する。この少しの間に霧が
上がってしまっている。この奥の標高の
高い妙高大神に行く。岩の上でもっと霧
の晴れるのを待つ。雲の上に北アルプス
の山々が少し見える。黒沢池ヒュッテに
泊まっていれば大展望に間に合ったのに

妙高大神

と悔やまれる。また山中で聞いたところ、
黒沢池ヒュッテの評判も良いようである。ネットの評判を気にすることはなかった。妙高
山頂に戻り、ゆっくりして霧が晴れるの
を待つ。その内、おいらく山岳会一行や
他の客が到着。霧が晴れるのを諦めて帰
ることにする。黒沢池ヒュッテまで戻る。
主人は雪で潰れた物置を修理中。ドーム
の小屋の中を見せてもらう。斜めの太い
柱や床が磨き込まれており好感。ゆった
りした湿原や黒沢池の横をとおり富士見
平に着く。十二曲りを通過し黒沢を経て
笹ヶ峰に着く。
那須の仙人との充実した２日間の山旅
となった。
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北穂高岳東稜の登攀
１ 期

記：松浦

剛

日：２００１２年９月１４日（夜）～１７日

２ メンバー：Ｌ，松浦、鈴木勝、山口裕
３ ルート

：上高地―涸沢（テント泊）－北穂高東稜―涸沢（テント泊）－上高地

４ コース

：１５日：上高地発７時１０分～涸沢着１３時４５分

タイム

１６日：涸沢発６時～東稜稜線着７時４５分～北穂高山頂着１０時５
５分～北穂高山頂発１１時３０分発～涸沢着１４時２０分
１７日：涸沢発６時１０分～上高地カッパ橋着１１時３５分

５ 穂高連峰の３本の東稜ルート
穂高連峰には３つの有名な東稜ルートがある。いずれも登攀対象のバリエーションルトで
あるが、第一に横尾谷に聳える屏風岩の東稜ルートであり、第二は明神岳の東稜ルートで
ある。第三に今回登った北穂高の東稜ルートである。最初に登った明神岳東稜は１月の厳
冬期であり、降雪がひどく大変な苦労をした。その年の５月に穂高の屏風岩で２本のルー
トを登ったが、その１本が東稜ルートであった。屏風岩の東稜は垂直な岩壁である。そし
て今回北穂高の東稜を登り３本の東稜を完登することが出来た。

明神岳の東稜ルート

屏風岩東稜ルート

６月に西丹沢の沢を登り下山時にヒザが痛くなり、家の近くの総合病院に行きレントゲン
写真を撮るが異常が分からず、ＭＲＩでヒザの断層写真を撮ってもらうと半月板と靭帯の
損傷との診断を受ける。昨年の谷川の西ゼン沢を登ってから調子が悪くなり今回の診断と
なった。このまま山を断念する事も考えたが、再起を期し病院のリハビリの先生に相談し、
ヒザ周辺の筋肉強化運動を８種類教えていただき、毎日苦しい運動を４０分ほど行う。１
週間に１度病院に行き様子を見てもらい、１ヵ月後に後は自分で行い問題が出れば先生に
相談する事とする。今年で７０歳で後が無い私としては鈴木、山口両君に２年前から約束
している北穂の東稜を何とか登ってもらいたい一心でリハビリ運動を３ヶ月行い、今回無
事に約束を果せた事が何より嬉しい事であった。
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６ 北穂高東稜の登攀記録
９月１６日：前日の１５日に涸沢のテント場に入り、その夜は全員十分な睡眠を取り早朝
の４時半に起床し朝食後に雨具と登攀用具、昼食のみを持って６時にテントを出る。快晴
の空の下１時間ほど一般登山道を登り、北穂沢のモレーン末端（古代氷河期に氷河により
堆積した岩石により平らになった所）のある地点から一般登山道から離れ、大きな岩石を
乗り越え右のモレーン末端に入り、モレーンをトラバースして東稜に向かう。モレーンよ
り見ると東稜には３本のルンゼがあり、我々は一番下にある大きなルンゼに入り、しばら
くルンゼを登ってから右の岩場を登り東稜の稜線に出た。目の前に槍ヶ岳が聳え，八ヶ岳
から富士山まで望め、展望絶佳とはこの事あろう。

東稜の岩稜核心部

東稜最後の岩峰の前で

いよいよ岩稜の登攀が始まるがしばらくはノーザイルであった。４０分ほど登ると核心部
の両側が切れ落ちたやせた岩稜に着き、前のパーテーに追いつく。これよりザイルを着け
鈴木トップで登り山口は確保する。松浦はザイルにブルージック結びで自己確保し二人の
中間で登る。２ピッチめの岩峰を登るとザイルの出が悪いので岩峰山頂で松浦がザイル操
作しトップ鈴木を確保する。３ピチイほどで最後の岩峰の山頂に辿り着き、２０ｍほどザ
イルでアップザイレンして下降し核心部の登攀を終わる。目の前を見上げると既にこれか
ら登る岩稜の上には北穂小屋の赤い屋根が見えた。これよりはノーザイルで岩稜を登るが
浮石が多く落石に注意して登る。しばらく急な岩稜を登るとやがて右にトラバース出来る
様になり、キレットとの道に合流しばらく登れば北穂小屋の脇に登りつく。念願の東稜の
完登を３人で祝す。昼食後に南稜を下降し涸沢小屋で乾杯する。翌朝は１時間も寝坊し涸
沢を後にし元気に上高地に下山した。３日間良い天気に恵まれ、全員２日間よく眠り何と
かヒザも我慢してくれ、素晴らしい山登りを楽しむ事ができた。
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金峰山(2,595ｍ）
記：石井文子
平成２４年９月２２日(土)雨のち晴れ～２３日(日)雨
参加者Ｌ．浅井(昭)、石井(美）、松田、兼堀、大竹、小野寺、
小林(い)、尾崎、鎌形、森、石井（文）

計１１名

コースタイム：
２２日(土)草加松原団地 5：30＝＝みずがき山荘（登山口）9：30～45・富
士見平小屋 10：25～35・・・大日小屋 11：30・・・大日岩 12：15～40・・稜線
13：50・・小屋分岐 14：30・・・五丈岩 15：00～30・・・金峰山頂 15：30～45・・・
金峰山小屋 16：00
２３日(日)金峰山小屋 5：30・・・小屋分岐 5：50・・・大日岩 8：05・・・富士見平小屋
9：55・・・みずがき山荘 10：30（登山口）
・・・増富ノ湯 11：20～

12：

00＝＝草加松原団地 16：30
平成 15 年 5 月に瑞牆山山頂から
見た金峰山と五丈岩の素晴らし
さが忘れられず、いつの日か登
ってみたいなあと思いながら 9
年過ぎ、冬の金峰山登山を何回
も手掛けている浅井さんにお願
いして、冬山登山は体力的に無
理だ思い、この時期に計画して
いただきました。
22 日(土)松原 5：30 車に乗った
途端に雨が激しく降ってきまし
た。
雨具をつけての登山になると心
配しましたが、高速の須玉ＩＣに出たところでは、雨がやみ、晴れ間がみえてきて、金峰
山の山頂から見える富士山に期待しました。高速が渋滞していて登山口まで 4 時間かかり
おまけに登山口の駐車場も満杯で、路肩駐車になってしまいました。9：30 身支度を整え
出発、緑が目にやさしいが、蒸し暑くて汗が出てきます。50 分で富士見平小屋につく。今
は、管理人がいて小屋の中も綺麗そうでした。水場があり水量も豊富で冷たくておいしか
ったです。瑞牆山との分岐になっていて、軽装の登山者は、瑞牆山ピストンでした。10 分
休憩して出発、徐々に登りがきつくなりゴツゴツした岩がで大きな岩がみえてきたら 12：
15 大日岩につきました。大日岩クライミングを楽しみ 25 分ほど休憩し 12：40 出発、まだ
先は長そうです。
ごつごつした岩がある登山道を進みます。瑞牆山が時々見え隠れするのに癒されながら
高度を稼ぎます。砂払いの頭からは、見晴らしが良くなりました。五丈岩と山頂がはっき
り見えてきました。私の勘違いなのですが、鉄山を山頂と間違えていて、
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五丈岩から随分離れているんだなあと思
っていました。
小屋分岐の標識のところで、松田さん、美
樹さんは一足先に小屋へ向かい、

私達

9 人は山頂をめざしますが、私は、なかなか
足が進まず、休憩のお願いをしました。
やっと 15：00 五条岩に到着し、皆さんは、五
丈岩に挑戦していました、第二段階から第三
段階の取り付きが難しく苦戦していました。
私は、裏側はどうなっているのかと廻ってってみたら、岩の中腹で神主さんが祝詞をあ
げ、三人の登山者がお祓いを受けているところでした五丈岩は、神が宿る神聖な場所だっ
たのでした。
山頂に向け出発、15：30 山頂に到着し、勘違いに気づき、登頂記念の写真を撮り、三角点
にタッチ、念願だった瑞牆山を眺めることができました。
でも残念ながら富士山はみえませんでした。
金峰山小屋まで１５分の下り、小屋到着 16：00。美樹さんと松田さんはビールを飲んでい
て待っていました。小屋の外で休んでいる人がいて明日の天気を聞いたら雨だと言うこと
で、ご来光は無理なようです。
小屋は、太陽光発電があり二階建てのりっぱな小屋です。
「ゆずちゃん」という名前の黒くて大きな犬がお出迎えをしてくれました。小屋は若い男
女二人が切り盛りしていました。他の宿泊客は 14 名ぐらいで、二階にある寝室は、二段に
なっていて余裕があり、一人一枚の羽毛布団でした。夕飯まで楽しい歓談の時間を過ごし
ました。夕飯はキーマカレーで食べやすかったです
山小屋泊まりは久しぶりでなかなか寝付けません夜中に雨の音が聞こえていました。
２３日(日)、４時に目が覚め外へ出ると小雨が音もなく降っています。やはりご来光は
無理でした。朝御飯は、御粥と佃煮のお漬物で体が温まりした。
5：30 下山開始、雨が強くなったり弱くなったり時々瑞牆山がみえ癒してくれます。
9：55 富士見小屋到着。もう一息です。
午前 10：30 駐車場到着土砂降りの中、車
に乗り込み、11：20 日帰り温泉「増富ノ
湯」に入る。源泉かけ流しで温度が 25℃、
30℃、35℃、37℃、41℃五種類に別れて
いました。
帰りも高速は渋滞と事故もあり 4 時間半
かかり 16：30 松原に帰ってきました。
念願だった金峰山登山ができました。浅
井リーダー、有難うございました。
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大源太山（1597ｍ）
記：山本

理郎

■日時

9 月 25 日（火）

日帰り（マイカー使用）

■メンバー

Ｌ＝山崎、下川、山口（敏）、千葉、新庄、山本

■行程

草加 5：30……大源太登山口 8：20………山頂 12：05………出発 12：30
………登山口 15：30………湯沢温泉にて入浴………草加 19：40
谷川連峰からちょっと外れたところにある大源太山、
尖った特徴のある山容は一度は行ってみたくなる山で
ある。登山口到着は 8：20
早速身支度を整え出発。登
山口からはしばらく杉林の
中を沢沿いに進み、20 分ほ
どで一つ目の渡渉となる。

今日は飛び石伝いに対岸まで行けたが水量が多いとちょと厄介
だ。国土地理院の 25000 の地図では渡渉など無いよう登山道が記載されているが、実際は
2 度ほど渡渉することになる。ＧＰＳのログで正確な登山ルートが実績として記録できる
時代で、最新の NET 情報も調べる必要性を感じる。二つ目渡渉 9：10、しばらく進むと急
登となりトラロープの連続区間となる。この間は
約 1.5H あり、岩うちわなどシーズンは花の登山道
だと想像する。10：45 尾根に出ると山頂が望める。
急登はまだも続くが、展望が開けた痩せ尾根とな
り、深山に分け入った気分を味わうことが出来る。
途中一箇所、鎖が設置された岩場があるが、軽く
クリヤーできる。11：55 山頂に到着。天候は高曇
り、大源太山の特徴のある東斜面の崖からは雲が
湧き上がってきておりあの尖った山頂に居るという感覚は沸いてこなかった。
それでも西方向は青空もあり、湯沢から苗場山まで展望できた。晴れていれば 360 度の展
望が期待できそうだ。12：30 山頂での昼食を終え下山を開始する。健脚組であれば、蓬峠
を経て、周遊コースで下ることも出来るが、我ら高
齢者グループではピストンコースが精一杯である。
急登コースを下山するのは実に難儀である。小枝や
ロープに摑まりながら、転ばないように慎重に下山
する。急登は下山も上りと同じくらいの時間がかか
ることを実感する。15：30 全員一緒に下山、湯沢で
町営温泉を探す。痛む膝と太ももを冷水でとりあえ
ず冷やしてから、全身を温泉に浸す。実に極楽であ
る。いつまでも元気でいたいものである。
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日光

太郎山（236.75ｍ）
記：森

律子

山行実施日

2012 年 9 月 29 日(土)

メンバー

山口敏、山口ひ、森

コース

4：00 草加→6：34 湯本→7：00 光徳牧場→9：00 山王帽子山→10：36 小太郎

山→11：23 太郎山→12：14 お花畑→14：50 林道分岐→15：05 光徳牧場
日光太郎山はマイナーな山だそうですが、光徳牧場から見える姿は美しく、秋の風が心
地良い山歩きとなりました。
トレラン装備で刈込、切込湖か
らランするメンバーを湯本で下し、
光徳牧場から緩やかで歩きやすい
道を歩く事約 1 時間太郎山登山口
へ到着すると、トレラン装備のメ
ンバーと合流（約 2 時間 40 分の行
程を 1 時間ほどで走ってきまし
た）急坂を登った所に山王帽子山
頂へ、下りがあり紅葉が始まった
北側斜面を眺めながら、また登り
返すと小太郎山頂へ、こちらから
は男体山、大真名子山、小真名子
山、中禅寺湖、戦場ケ原が美しく遥か彼方に富士山も望むことができました。
あまりの眺望の良さに、足を止め風景をゆっくり眺める登山者たちと少し会話をし、細
い岩稜を歩き太郎山頂へ、美し
い山々をおかずに昼食を美味し
くいただき、下山ルートへ、お
花の無い「お花畑」を経由し下
山後の牧場で食べる美味しいア
イスを思いながら下山する足取
りも軽く光徳牧場へ、アイスは、
濃厚なミルクの味がしとても美
味！光徳の名水を一口頂き、日
光アストリアホテルで入浴。お
風呂は硫黄泉でとても気持ちよ
く（女子風呂に至っては貸切り）
のんびり入浴できました。日光
太郎山を歩いて、中禅寺湖周辺
の山々の稜線をいつかはつなぎたいと思う山行になりました。
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～2012 秋ものがたり～ 「安達太良山 & 磐梯山」会員バスハイク 報告
記：浅井昭光
総会の際の自らの急な発案により、会員バスハイクの原案準備を重ねていた運営委員会
に迷惑をかけてしまったことを、まずはお詫び致します。昨年 3.11 の震災後、微力ながら
も東北を応援していかねばと、山の会でも 2 年連続で義援金を送りました。
そして、それとは別に「山行」の形でさらに東北を応援出来ないものかと、総会中に急に
思いたち、提案した次第です。
そこで、紅葉の季節の「安達太良山」と「磐梯山」という福島県を代表する百名山の二
つの名峰を選びました。安達太良山では、バスの利点を活かした縦走コースを提案したと
ころ、44 名という大勢の会員が参加してくれました。また、宿泊先は兼堀さんの有難い提
案と尽力で、普通なら予算的には宿泊不可能なホテルを用意でき、皆に喜んで貰えたこと
と思います。
参加者の協力と天候にもまずまず恵まれ、計画通りの行程を進める事が出来ました。
安達太良山、磐梯山とも美しい紅葉を満喫することができ、楽しい 2 日間を過ごすことが
出来たこと、お礼申し上げます。
さらに、今回も大勢の方から差入れを頂き、帰路の車中もさらに盛り上がることが出来
ました。久し振りに歌集を引っぱり出しましたが、みんな臆することなく自慢の声を聞か
せてくれ、嬉しかったです。
最後に、実行委員会メンバーの染谷さん、三浦さん、森さん、兼堀さん、ご協力を本当
にありがとうございました。
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会員バスハイク「安達太良山＆磐梯山」収支決算書
・場所

安達太良山(100 名山-1700ｍ)＆磐梯山（１００名山-1816ｍ）

・出発

10 月 6 日

・日時

Ｈ24 年 10 月 6（土）～7（日）一泊二日

・参加人数

４４名

・参加費

￥21,000

ＡＭ5：30

・10/6

安達太良山---歩程約

・10/7

磐梯山--------歩程約

（松原団地西口ハーモネスタワー前）

6 時間
5 時間

1 収入の部---\965,000
・21,000 円ｘ４5 名（上原さん会費分）----------

￥945,000

・祝金---八並-￥10,000・松田-￥5,000・---------- ￥20,000
松浦-￥5,000
2

支出の部---\944,435
・大型バス代（51 名乗り）-------------------------￥220,500
・有料道路代--------------------------------------￥26,500
・運転手寸志（￥3,000+運転手宿泊代￥8,550）-------￥11,550
・車中の飲み物、他（追加分-44 名）-----------------￥26,882
・車中のゲーム、景品------------------------------- ￥2,940
・宿泊-裏磐梯ロイヤルホテル（10,650ｘ44 名）-------￥468,600
・宴会飲み物代（追加込-44 名）---------------------￥71,410
・安達太良ロープウェー（800ｘ44 名）---------------￥35,200
・風呂代（800ｘ44 名）-----------------------------￥35,200
・キャンセル戻し金（上原）----------------------- ￥10,000
・下見の謝礼（浅井）-------------------------------￥2,000
・打ち合わせ会経費（2 回分）------------------------￥3,080
・事務費-------------------------------------------￥3,000
・反省会費--------------------------------------- ￥23,373
・差し入れお土産代（￥1,050ｘ4 人）-----------------￥4,200

3

残金---￥20,565

＊残金は会の本会計に入金いたします。
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“初めて参加した会員バスハイク
安達太良山（1700ｍ）、磐梯山（1819ｍ）

１班”

記：牛山信康（一班）

日時：平成 24 年 10 月 6 日（土）～7 日（日）
一班メンバー：松浦剛、大門京子、大竹一司、杉山清美、阿部芳夫、小野寺英子、
浅井照光、兼堀恵美子、牛山信康
この度の山行企画で、東北大震災で甚大な損害を被った東北地方に敢えて行って福島を
応援しようというお話がありました。総会での提案に私も含め会員一同が気持ちよく賛同
したことを思い出しました。その心意気や良しと感じ入ったものです。私に出来る支援な
ど本当に微々たるもので、現地に行っていつもより多めに東北のお酒をいただく程度のこ
としか出来ませんが、提案者のその暖かい思いにひき付けられ是非参加しようと思いまし
た。今回は百名山２座を一度に巡ることが出来る魅力的な企画です。期待して申し込みま
した。初日は曇りがちな天候でしたが、安達太良山からは雲の切れ間に裏磐梯の湖、吾妻
連峰、明日登る磐梯山がちらちら見えて絶景でした。木々の紅葉も今が盛りと美しさを競
っているようでした。翌日の磐梯山は山頂に着いた時、雲の中で四方が見えず、もしも晴
れていたらさぞ素晴らしい景色が楽しめただろうと少々残念でしたが、その代りでしょう
か下山途中の南斜面の紅葉は私達を充分に楽しませてくれました。下山して温泉に入って
きれいさっぱり、冷えたビールをいただき最高気分のバスハイクでした。東北地方は自然
の猛威で今なお厳しい現実ですが、一方私達が訪れた一帯は、火山が福島に美しい山々と
温泉という自然の恵みを与えてくださっているのだとつくづく思いました。大自然に浸っ
た感慨深くも素敵な２日間でした。最後に１班の皆様有難うございました。そして幹事の
皆様に感謝申し上げます。

安達太良山山頂

磐梯山山頂
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会 員 バ ス ハ イ ク

安 達 太 良 山

& 磐 梯 山

２ 班

記:三瓶夏葵
メンバー・・Ｌ山本、ＳＬ石井(文)、鈴木(茂)、松田、芳野、染谷、浅井(祐)、
木原、三瓶
叔父、叔母の誘いで今回のバスハイクもお邪魔させて頂きました。
一日目の安達太良山は、天候にも恵まれ、快適に登ることが出来ました。ところどころ
紅葉で色づいていているのも見えて、秋も味わうことが出来たり…。下りはぬかるみもあ
ったことも手伝って転んでは歩き、滑っては歩きの繰り返しでした…(笑) もっと山歩きを
上手にしたいものです
二日目は夜中ずっと振り続けていた雨が心配でしたが、無事登ることができて安心。百
名山を一気の二つも登れる貴重な経験ができ大満足です! 今回もお世話になりました～。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員バスハイク＊＊＊＊＊＊＊

３班

記:大竹理香
3 班リーダー、和田、サブリーダー、小林(い)、メンバー、張替、山口、三浦、平野、
八並、鈴木(里)、大竹(理)
出発は少し予定より遅くなりましたが、だいたい予定通りに到着し、ロープウェー
に乗り、登山口へ行きました。今回の参加については、ホテルで美味しい料理が食べ
られるというのにつられてでした。山に登ることはあまり考えていなくて、私でも行
けそうかどうか聞いたら大丈夫というので決意しました。上りが苦手ですが、何とか
ついて行くことができ安心しましたが下りが思ったより辛くて長く、下りを得意とし
ている私でもうんざりしました。
夜は食事のあと少し話をしたあと、バタンキュウで 1 番に眠ってしまいました。同
じ部屋の方達に迷惑かけていたら、ごめんなさい。全くわかりませんので、すみませ
ん。
翌朝はバイキング、たくさん食べて磐梯山へと向かいました。
他の班の人と抜かれたり抜いたりと繰り返しながら上りました。弘法清水小屋では
美味しい水を汲み、天狗岩山頂へと登り、昼食をとりました。上は寒くて、上着を羽
織りました。下りは昨日より楽でした。お風呂に入り、生き返って気持ちよく乗車し
ました。
帰りのバスでは、いろんなことをしながら楽しく草加へと到着しました。思ったよ
り早く着いたので、帰ってからも楽でした。みなさんお疲れ様でした。
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安達太良山・磐梯山

会員バスハイク”4 班
記：中島

報告

秀子

４班＝Ｌ園木、ＳＬ尾崎、池本、松井、兼堀(善)、田村、千葉、畑野、中島
出発が少し遅れたものの、登山口である安達太良山高原スキー場に予定どおり到着。各
班ごとに準備を済ませロープウェイに乗りしばし空中散歩、６分間で高度４００ｍを稼い
だ。県民の森分岐を過ぎたあたりから視界が開け、紅葉した木々が目を楽しませてくれる。
ガレた道を行くと安達太良山の山頂である乳首が目に入る。
ザックを置いて山頂の岩場を登る頃ガスがかかってしまい山頂からの眺望を楽しむこ
とができず少し残念でした。しかし、箕輪山への稜線を歩く頃にはガスが晴れ、荒々しい
沼の平の火口が姿を現し圧倒されてしまいましたが、素晴らしい展望を楽しみながら歩く
ことができました。
前日の下山時、スキー場のゲレンデで途中から膝が悲鳴を上げてしまい、朝まで磐梯山
への登山を止めようか迷っていたが、一度も登っていない百名山のため、どうしても諦め
きれず、膝の痛みに少し不安があるが登ることにしました。落ち葉に覆われた歩き心地の
良いブナ林の道から登りはじめ、山の湯・中ノ湯を過ぎ弘法清水へ。美味しい湧き水で喉
を潤した後、簡易トイレ(小屋の人がセットをしながら説明をしてくれて、使用後、自分で
持ち帰る。３００円でした)で用を済ませている間に他の人達は先に出発、リーダーと一緒
に直ぐ後を追うが、急登で苦しみ追いつくことができず山頂に着いたのが一番最後になっ
てしまい大展望を楽しむ余裕がなかったけれど、下山の時、初めはかなり急だが眼下に大
きな猪苗代湖が見え、素晴らしい景色と紅葉に感動しながら頑張って登って来た人へのご
褒美がもらえたと山の神に感謝。足下に気を付けて慎重に下り、スキー場のゲレンデに出
ることができた。上から眺めると、とても気持ちの良い景色なのだが、やはり途中から・・・・。
しかし下山後、温泉に浸かり膝の痛みを忘れるほど二山登れて充実感で一杯になりました。
初めて登った安達太良山、磐梯山それぞれ違った素晴らしい景色を見ることができ、参
加して本当に良かったです。
リーダーの園木さん、メンバーの皆さん色々とお世話になりました。
浅井さんをはじめ実行委員の皆さん、準備等色々と大変だったと思います。本当にお疲
れ様でした。お陰様で楽しい思い出に残る２日間を過ごすことができました。ありがとう
ございました。
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“思い出多き安達太良山”

会員バスハイク”５班 報告

５班・Ｌ石井・下川・橘・新島・大木・鎌形・森・小宮

記：小宮

将光

奥岳からロープウェイを利用して安達太良山頂へ、紅葉の時期には若干早そうだが色付
き始めた木々を眺めてまずまずの歩き出しであった。
ここでリーダー曰く「山行報告は山頂で、ジャンケンに負けた者に決めよう」。結果？
残念ながら小生の担当となってしまった。
さて、安達太良山、私にとっては思い出の多い山の一つです。
社会人となり、同期入社の友人と“山へ行こう”と言うことになり、学生時代に登り良い
山だなと思った安達太良山へ友人を案内することになりました。
友人はそれまで山に親しみを感じておりませんでしたが、岳温泉一泊して山頂を目指しし
ました。登るにつれ荒々しい山容に大いに感動、大満足で帰京したものです。
友人とはその後、東北の山や、八ヶ岳そして穂高へと本格的登山に移行する
きっかけとなった山なのです。

数年が経って、友人はアメリカ支社へ転勤、社員の渡航
手続き等を仕事にしていた私も友人の赴任手続きが終
了すると同時に、体調不良で退職し帰郷、お互いの進む
べき方向が大きく変わる時代でしたが、楽しくもあり、
又、ほろ苦くもあった青春時代を思い起させてくれる山なのです。
今回のバスハイクも黄色や赤く染まり始めた峰々や、独
特な山容の乳首の山頂を眺め半世紀前の懐かしい山行を
思い出させてくれた山旅でした。
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東北もみじ山行（薬師岳、牛形山）
記：山本

理郎

■日時

10 月 10 日（水）～12 日（金） 2 泊 3 日（マイカー使用）

■メンバー

Ｌ山本、小宮、阿部、都澤、下川、小野寺、千葉、鈴木里、新庄、八並

■1 日目

草加 5：30……とおの昔話村 12：20………遠野観光 15：00……
…早池峰山麓「うすゆき荘」16：20

H21 年に一度お世話になった民宿でその素晴らしさからもう一度訪ねてみたいと思って
いた矢先、インターネットで「うすゆき荘」の検索したところ、当該物件が売りに出てい
ることを知りました。売却される前にもう一度訪ねるべく、今回の紅葉に時期を合わせた
山行計画となりました。早池峰山麓に建つ「うすゆき荘」は草加から 530Km ほどあり、ど
んなに急いでも午後到着になります。そんな訳で寄り道をして民話のふるさとといわれて
いる遠野観光を加えることにしました。
とおの昔話村（お勧めの弁当、伊藤家）………語りべの実演「ど
んと晴れ」＝めでたしめでたしの意………カッパ淵………伝承
園、遠野で 2H ほど観光する。車も人の往来も少なく半世紀くら
いタイムスリップした味わいのある観光地でした。
遠野市内から今夜の宿までは一般道を 80Km、16：20 うすゆき
荘に到着。その建物は 3 年前と少しも変わっていなかった。オ
ール天然木で作られた木組みの建物である。北海道からトレー
ラーで運んできたというアオタモの通し柱に圧倒される。トイレの扉もどっしりとした一
枚もののケヤキ板で、居間には囲炉裏が掘られ、すでに炭で暖が取られていた。ここは温
泉ではないがヒノキ造りの香りのいい風呂を浴びて、ビールで乾杯する。

■2 日目

うすゆき荘 6：30 朝食………7：00 出発………小田越登山口 7：40………
薬師岳山頂 9：10………登山口 10：10………早池峰湖道の駅……夏油温泉

民宿「うすゆき荘」は今日が今年の営業最終日、我々を送り出したあとは、盛岡の自宅
に帰り、来年の 5 月まで冬季休館とのこと。何とも商売気のない親爺である。登山計画は
早池峰山に 5 人と薬師岳に 5 人とに別れて別行動する予定であったが、あいにくの雨模様
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で、早池峰山は尾瀬の至仏山とおなじ蛇紋岩で出来ていて滑りやすく、今日の天候では危
険であると判断し、全員が薬師岳に登ることになった。山頂までの行程としては早池峰の
3H：30 に対し、薬師は 1H：30 の行程である。小田越付近に 4 台位駐車できるスペースが
あり（シーズンの土日は駐禁）、小雨の中、雨
具を着けての登山となる。左の写真は平成 21
年に早池峰登山時の写真あるが、薬師岳の全
貌が写っているので、再使用することにした。
薬師岳と早池峰山は全く別の山群でこちらは
花崗岩の山で、樹木に覆われ女性的な容姿を
している。
登山口からの標高差は約 400ｍで一箇所鉄
梯子が在ったが、問題なくクリアー。樹林帯
を抜けると山頂から続く肩の部分にでる。ここが山頂かなと錯覚させられるが、標識があ
りあと 300ｍ先であった。この写真は 3 年前のものであるが、今日は雨降りで山の形もな
にもわからず仕舞いであった。山頂からは回遊コースもあったが、山頂の標識に「荒れて
いる」の注意書きがあり素直に元のコースを下山することとした。10 時過ぎには下山して
しまったので、宿で作ってもらったおにぎり弁当もたべる場所もなく、宿に戻って部屋を
借りてお昼にしようと考え「うすゆき荘」に戻ったが、宿は閉まっていた。主人は早々と
盛岡に帰ってしまったようだった。仕方なく雨宿りが出来る道の駅を探したら、具合良く
早池峰湖畔に立派な休憩所がみつかりゆっくり昼食をとることが出来た。
早池峰から夏油温泉までは約 80Km あり、宿に到着したのは 15 時を回っていた。宿は寂
れた湯治場風で、温泉を楽しむためだけの宿のように思えた。夏油温泉は内風呂が 2 つ露
天風呂が 5 つ位ある。どれも源泉かけ流しで、湯の温度もその日によって変わると常連ら
しき客が話していた。渓流に沿った露天風呂は野趣満点の混浴で、心身ともにリフレッシ
ュできる。早速浴衣に着替え温泉めぐりを楽しむ。
■3 日目

夏油温泉朝食 7：00………登山口 7：40………経塚山分岐 8：10……水場
…頂上直下分岐 10：20………牛形山山頂 11：10………登山口 14：20

夏油温泉の朝食はブッフェスタイルであったが、どれも美味しく登山に備えて腹いっぱ
い食す。登山口は温泉館の駐車場脇から始まる。今日の行程の標高差は 760ｍ。昨日は雨
に降られ、雨具を着けていたが、シャツから登山靴までぐっしょりであったが、旅館は親
切に二部屋乾燥室として提供してくれて、朝にはすっかり乾いている状態で、気持ちも新
たに登山をスタートできた。青空ものぞいていて、どんな景色を見せてくれるのか楽しみ
であった。行程の前半は美しいブナの森がどこまでも続く。傾斜も緩やかで、いろいろな
キノコを見つけては、話が弾んだ。それにしてもなぜか風が強く、森をざわざわさせてい
る。空が開けたところで黒い雲が迫ってきている事に気がつく。行程の後半は上下の雨具
が必要となってしまった。今日の雨も氷雨でなかったのがせめてもの救いであった。水場
付近では本格的な降りとなり、頂上が残り 30 分位の地点でメンバーに下山の意向を確認し
たが、大勢が続行の意見。途中 2～3 箇所足場の悪いところがあり、ロープが張られていて
滑りやすかったが無事通過。頂上直下の分岐を登りきると平坦な尾根となり、程なく山頂
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となる。山頂は風が強く、写真を撮るだけにして風を避けてブッシュでお弁当を食べ下山
する。頂上付近は紅葉の最中と思われたが期待した程でなかった。水場を過ぎるあたりか
ら雨も上がり、夏油湖も見渡せ、下界が晴れていることが判った。下山後は宿のサービス
で再度入浴させてもらい、着替えてさっぱりとした気分で帰路についた。
今年のもみじ山行は紅葉らしい紅葉に出会えなかったが、雨の中 2 座の三角点も踏むこ
とができ、観光、温泉ともに期待以上で楽しいツアー山行であった。みなさま大変お疲れ
様でした。
■一言コメント
【山本】………今回の山行写真は小生の手違いから、全て破棄してしまいました。パソコ
ン暦 20 年の大ミステークです。ボケが始まらなければいいなと心配しています。
【阿部】………初日の東北は天気も良く観光には最適だった。遠野の昔話村は結構楽しめ
た。カッパ淵なども童心に返って楽しめたし。昼食の「ざしきわらし弁当」もおいしかっ
た。このまま明日も天気になってくれと願い、早池峰うすゆき荘に泊る。二日目の朝は雨
模様だ、早池峰を諦めて薬師岳組に合流し登った、がやはり雨の登りは急登あり下山は滑
りやすく油断できない山だった。でも雨の中「三角点」をタッチできて満足した。その夜
の夏油温泉での宴会やら露天風呂の「はしご」はほんとうに楽しかった、満足した。三日
目の牛形山も途中で雨にやられた、だいぶ強い雨になってきた頃何人かが「これでは下山
した方が？」、との声も聞こえたが元気な人の「頂上を踏もうよ」、の一声勇気百倍になっ
た、おかげで三角点をなでることも出来た、勇気のある行動発言ありがたかった。下山時
は雲の間の紅葉や展望なども結構見えて楽しい山行でした。リーダーの山本さんご苦労様
でした。ありがとうございました。
【都澤】………怪我をして３年目でやっと東北もみじ山行に参加する事が出来ました。１
日目は遠野市内観光。２日目は早池峰山は大雨の予報の為に中止。薬師岳で特別天然記念
物のヒカリゴケを見る事が出来た。夏油温泉ではいろいろな場所に露天風呂が有り、川の
中を通ったりして入浴を楽しんだ。３日目は牛形山へ、スタートの時は晴れていたが山頂
近くで雨に降られた。楽しい仲間達と旅行及び山行が出来た事を心より感謝しています。
本当に有難う御座いました。
【小宮】………「もう一度泊まってみたい宿」こんな思いもあって、早池峰うすゆき荘を
計画したのだと思います。今回は残念ながら雨中の山行、またもみじも例年より１０日遅
れとのこともあり楽しさも半分の東北山行となりました。是非次回は楽しい山行になりま
すよう山本さん頼む！小宮将光
【千葉】………第 3 回東北もみじ山行として早池峰山と牛片山を計画。今年は夏が暑く 9
月に入っても涼しくならなかったことも有り、霜の降りるのが遅いという事で東北の紅葉
はまだ早いようでした。そして 2 山共に雨に降られてしまいましたが、宿は最高でした。
早池峰「うすゆき荘」はお酒の持ち込み OK、カラオケも自由、今回は修理中で利用できま
せんでしたが、家庭的なお料理で特にイモ煮風の野菜汁は味よしで満足でした。
「 夏油元湯」
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は 2 軒しかないそんな山奥の宿。周りは山と渓流です。露天風呂は女性専用もありました
が、川を挟んで 4,5 箇所あり、なかでも「大湯」は足先がしびれるほどの高温で、入浴に
はコツがいりました。そんな露天風呂を雨の夜中に、真っ暗な川をザブザブと渡り、3 箇
所の湯をめぐる混浴を楽しんできました。忘れられない一こまとなりました。遠野では昔
話村に寄り、おばあさんの昔話語りを東北なまりで 20 分程、まったりとした気分で聞くこ
とが出来ました。山登りは雨に降られましたが、思い出に残る東北もみじ山行となりまし
た。運転して下さった方々には感謝、感謝の大感謝です。お疲れ様でした。
【下川】………雨の薬師岳を下山中の時、地元の人が一人で長靴と雨傘スタイルの軽装で
とことこ登ってきた。たぶんこの様な人達が山を管理したり整備しているんだと思い、心
の中で有難うと言いました。
【新庄】………早池峰の前に立ち寄った遠野市は、日本の原風景が残る「民話のふるさと」
としても有名です。この機会に語り部が話す昔話を「生」で聴きたいと思っていました。
「むがす、あったずもな」で始まり最後は「どんどはれ」で終わります。最初に聴いた「お
しらさま」は馬と少女の悲しい恋物語。上品な語り部の優しい語り口に思わず引き込まれ、
ゆったりと心地よい時の流れを感じました。しかし、話が一話、二話と進むうちに方言の
持つ何ともいえぬ柔らかな響きが災いしてか、睡魔に襲われ折角のお話も私の頭の上を通
り抜けて行く始末でした。これって直前に食べた「ざしきわらし弁当」の悪戯だったので
しょうか？他にも昔のまま残してあった「かっぱ淵」、雨の中を歩いた薬師岳や牛形山、
入浴三昧の夏油温泉など思い出に残る山旅となりました。
【八並】………生憎の雨で薬師岳、牛形山の山容もわからず残念でしたが、山深くもう一
度是非行きたい思いです。遠野の観光は昔の原風景にふれ、穏やかな気持ちになれる所で
した。3 日間の旅はお腹を抱えて笑い、楽しい楽しい山行でした。
【鈴木里子】…早池峰山に雨のために登れなくて残念でしたが、次回の計画が有ればまた
行ってみたいです。紅葉には恵まれなかったが夏油温泉の湯がとても良くて内風呂が 2 か
所あり、2 か所とも入りました。渓流沿いの露店風呂も楽しみました。山は雨でしたが楽
しい 3 日間でした。遠距離を運転して下さった皆様、本当にお疲れ様でした。
【小野寺】……中々、チャンスが無かった早池峰山にやっと行けると思ったのに…
生憎の悪天候に、又々登れずに泣く泣く諦める羽目に…でも、今回の参加者（5 人）全員
で、来年の花の時期に再チャレンジを固く約束して帰りました。
雨の中登った薬師岳にも来年晴れたらもう一度チャレンジ…と密かに狙っ
てま～す。夏油温泉は面白い思い出を作って帰りましたよ～～。
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えいこ

記:園木 毅
★日

程

平成２４年１０月１３日～１４日

★メンバ－
Ｌ園木、山口裕、三浦
13 日 ブ ナ ク ラ 谷 駐 車 場 (6:15)～ ブ ナ ク ラ 峠 (10:30)～ 赤 谷 山 (13:10～ 20)～ テ ン ト 場
(14:30)
14 日

テント場(6:35)～ブナクラ峠(7:10)～猫又山(10:00～15)～大猫山(12:10～25)～駐
車場

剱岳から北へ続く尾根を北方稜線と言い、一部バリェ－ションになっているが辿ること
ができる。その中でも赤谷(ｱｶﾀﾝ)山、猫又山、大猫山は剱岳の展望台である。
秋の紅葉と剱岳の展望を楽しみに周遊コ－スで登る。ブナクラ峠からは剱岳の大展望と紅
葉が真っ盛りである。途中少し開けたところにテントを張り空身で登るがかなりの急登で
ある。残念なことに山頂に到着したがガスに包まれてしまった。翌日は天気も回復し後立
山、除々に変わる剱岳の雄姿を楽しみ、随所に池塘が広がる稜線を辿り大猫山から急登を
一気に駐車場へ下った。２日間とも最高な登山となりました。同行の方ありがとうござい
ました。
又、登りたい北方稜線。

大猫山山頂からの剱岳
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八ヶ岳

(2899ｍ)
記：石井

平成 24 年 10 月 12 日(金)から 14 日(日）2 泊 3 日

美樹

L 石井美樹・文子

コースタイム
10/12(金)

草加ＩＣ

4：20＝美濃戸

やまの子村Ｐ

7：40-8：05―倉庫小屋 9：00－－

赤岳鉱泉 10：10-10：30――硫黄岳 12：20――赤岳鉱泉 13：50
10/13(土)

赤岳鉱泉 5：30――行者小屋 6：10――文三郎新道――赤岳 8：20--8：50――

中山分岐 10：10――阿弥陀岳 10：40—11：00――行者小屋 12：30―
―赤岳鉱泉 13：40
10/14(日)

赤岳鉱泉 7：10――やまの子山荘Ｐ8：40――草加 11：50
今年の 3 月 31 日に定年退職し、別の
職場にすぐ再就職したため、「おふみ」
妻を長い旅行に連れて行くことができ
ていない。このため、
「おふみ」に「行
きたい山を 10 座」を選んで、そこに私
が連れて行ってあげることを約束した。
この八ヶ岳が、その第 1 座目となっ
た。2 泊 3 日の余裕の日程である。
金曜日のため、美濃戸口から赤岳鉱
泉への道は、沢の音だけが聞こえる静
かな山歩きとなった。紅葉も、山の中

腹より上は、色づき始めている。
時間が早いので、荷物を赤岳鉱泉小屋において、硫黄岳に登る。毎度のことだが、硫黄
岳山頂は、冷たい強い風が吹いている。天狗、赤岳の雄姿がはっきりと見える。
下山後に赤岳鉱泉の風呂に入る。何回も泊まったことがある小屋だが、風呂に入るのは、
初めてだ。時間が早いので、ひとり
で、ゆっくりと入った。最高である。
翌日、朝御飯をお弁当にしてもら
い、小屋を５：30 に出発する。文三
郎新道はふきっさらしで、風が強く、
寒い。長い階段の道を抜け、中山の
コルに出る。快晴だ。槍、中央アル
プス、御嶽山、心が躍る。
赤岳山頂は、もっとすごい。まさ
に 360 度のパノラマ、富士山、仙丈・

34

甲斐駒、権現、絶景である。山頂小屋に入って、コーヒーをもらう。ここにも、初めて、
入った。思ったより、広い。天望荘は、人気があるが、山頂小屋はどうなのだろう。泊ま
ってみたい気もする。
阿弥陀岳の急坂は、
「ガレ」ていて、先行の登山者が落とす落石がきになる。雪山の方が
楽だ。
行者小屋で休憩する。若者が南沢を使って、大勢、入ってくる。カラフルな服装、明る
い笑顔、うらやましい限りである。年寄りが少ない。新しい山の風が、吹き始めたのかも
しれない。
赤岳鉱泉小屋には 14：00 前に到
着する、風呂に入って晩飯を待つ、
今日の晩飯は、ステーキだ。ビー
ルもうまい。早く、眠ったせいか、
夜中に目が覚めた。23：30 に「お
ふみ」を誘って、外を散歩する。
星の観察会である。私が星座の説
明をする。天の川、カシオペア、
それしか知らない。久しぶりの夜
空を満喫する。
最終日は、下山だけ、それも、2 時間のコースだ。もったいないので、のんびりと下る。
日本の秋は、短すぎる。「10 座」を終えるのは、いつのことやら。
完
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日光白根山（2,578m）
記：大門
日

時：

京子

2012 年 10 月 21（日）

メンバー：L 大門、浅井（昭）、浅井（裕）、山口（敏）、三浦、鈴木（廣）、兼堀（善）、加藤、小林
（い）、平野、森
コ ー ス:5：30 松原駅西口→8：20 丸沼高原スキー場→9：00 ロープウエイ山頂駅→11:15～11:50

白根山→12:25 弥蛇ケ池分岐→13:15 地の池地獄→14:00 ロープウエイ山頂駅
今回の会山行リーダーは、日光白根山にいきたいと決めていましたが、10 月は日暮れも
早く、コース選択に悩みました。ロープウエイで行くコースはどう？という意見を聞き利
用したことがないコースだったので決めました。歩程も４Ｈ４０Ｍで、高低差も 577ｍと、
誰でも行けるコースでした。電車
利用だと不便なので、思いきって
裕子さんに車をお願いしましたと
ころ快く引き受けて頂き大変助か
りました。
朝、松原団地西口を予定通り
5：30 に出発、丸沼高原スキー場
には意外と早く 8：20 ロープウエ
イに乗り 2000ｍ迄行きます。色づ
いた山の向こうには、谷川、尾瀬
の山々も望めました。前方に見える白根山頂の周りは雲が出てきて、頭がかくれてしまい
見えません。2000ｍ迄上がるとさすがに寒く６度でした。広場横の鳥居をくぐり、登山道
に入ります。浅井（昭）さん先頭に樹林帯の中を進んで行きます。七色平分岐からはジグ
ザグに急登が続く。森林限界を抜けると冷たい風で体が冷えてくる。防寒着をはおり、手
袋もしてそれでも強い風が吹きつけてきました。その上ザレ場で歩きにくいので足元に注
意して進む。前方を見るとジグザクの登山道を大勢登って行くのが見える。今日は混んで
いるな～奥白根神社まで来た、頂上はすぐそこです。かぶっていた雲もとれ、晴れてよく
見えました。頂上はすぐそこです。かぶっていた雲もとれ、晴れてよく見えました。頂上
は３６０度の展望を見る余裕もなく人でごったがえしている中、写真だけ撮って一段下で
昼食休憩にする。これだけ寒いと温かい物でも作れば・・と、用意しなかったので残念で
した。３０分程休み、反対の弥蛇ケ池方面に下山する。ここもザレ場なので、スリップと
落石に注意だ。弥蛇ケ池分岐まで下がると風もおさまり一安心。ここからゴンドラ山頂駅
までなだらかな林の中を歩く。七色平分岐を「アレッ？」通り過ぎ、地の池地獄コースを
通り、無事山頂駅に到着。山頂駅の広場から白根山が目の前に良く見えた。象形文字の「山」
の字のお手本のような形にびっくり。冷たく強い風で歩いた方が温まるという事もあり予
定より早い下山となった。多くの方に参加してもらい良かったです。車を出して頂いた、
浅井さん、三浦さんありがとうございました。
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山行紀行

～ 秋 ～

9/22 富士山御中道(4Ｈ)

記：浅井祐子

L.浅井ゆ、下川、杉山、小宮、

草加 5:30 = 富士スバルライン=奥庭Ｐ8:30 - 大沢崩れ 10:30-11:00 – P12:45 = ♨13:50-15:30 = 草加 19:00

かつての「御中道」は富士山 3 回登頂以上の経験が無くば立ち入る事の出来ない修練の
道だったとか。御鉢巡りと称され周回が可能だったらしいが、昭和 52 年の転落事故以来、
大沢崩れまでの往復のみが現在散策可能。瓦礫地帯と森林限界際の苔むす美しい原生林が
交互に現れ、富士山の知られざる一面を満喫する。驚いたのはキノコ採りが大勢入山して
いたこと。松茸も収穫できるらしいが許可証(\2,000)が必要ですのでご注意を。

9/29 赤城山.黒檜山～駒ケ岳(4H) L.浅井ゆ、
草加 5:00 = 赤城神社 P7:30 - 黒檜山 8:50 着 – 駒ケ岳 9：40 - P 着 11:30 着 = 帰路

週末は朝寝坊するぞと決めているのに、何故かいつもより早く目が覚める。悔しきかな歳
のせい？それならば山へ行こう…と、一人歩きでも心配の無いそこそこ登山者の居る山…
で赤城山へ。以前公開ハイクで行ったはずだが、満開のツツジしか記憶が無いのだ。
湖畔に駐車して、登山口からの急登をしばし辛抱すればやがて大沼(おの)が望める。山
頂からの展望は今ひとつだが、西へ少し行くと展望良好。榛名、子持、上州武尊、谷川と
楽しめる。ピッチの合わない丸太の階段で下ろされ駒ケ岳へと向かう。こちらからは小沼
(この)が美しい。さらに興ざめのアルミの階段を駆け下り駐車場へと戻る。十五夜用のス
スキを数本刈り取り、帰路に着く。
10/28 筑波山(女体山～男体山)

L.浅井ゆ、昭光、小野寺、関口美、森、

草加 5:30 = P7:00 – 女体山 9:15 – 御幸ヶ原(朝食?) – 男体山 – P12:00 = 入浴(あけの元気館) = 草加 15:30

前日に地図見山行が雨天中止と決定したが、翌週の山行の為の足慣らしにどうしても歩
きたい。天気予報を調べると茨城県だけに傘マークがついてない…となれば、困った時の
「筑波山」。地図見参加者に連絡すると皆快諾。雨が落ちて来ぬうちにと早めに出かけ、薄
日さえさす中、筑波山デビューの森ちゃんに奇岩.妙岩をガイドしながら女体山へと登りつ
く。ファミリー登山が多く思わず心が和む。男体山へ向かう手前で朝食?とし湯を沸かし一
息。ケーブルカーも営業を始め、観光客がどっと増える。雲行きも怪しくなり、ポツリポ
ツリ雨粒が落ちてくる。さほどの濡れは無いが、冷えた体を温めに明野町のお風呂へ寄り
帰路に着く。「筑波山」よ、君はやっぱりここぞの山だ!!
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磐梯山 (1818.6m)・ 安達太良山 (1699.6m)
(福島県猪苗代町・磐梯町、二本松市・福島市)

記：山﨑 正夫

【日 程】2012(平成 24).10.30(火)～31(水)
１日目＝登山標高差＝1119m
２日目＝登山標高差＝560m

累積高度＝1139m、
累積高度＝590m

【天 気】１日目＝晴れ、２日目＝曇
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、榊原祥文(入会希望者)
【ｺ ｰ ｽ】
10/30(火)草加 5:30→猪苗代磐梯高原 IC→9:15 猪苗代スキー場登山口 9:40～10:45 一合
目(天の庭)10:50～赤埴林道分岐～12:10 沼の平～12:45 天狗岩～13:11 岡部小屋
～14:05 磐梯山頂 14:20～14:41 岡部小屋～15:30 沼の平～16:00 赤埴林道分岐～
16:30 一合目(天の庭)～17:15 猪苗代スキー場登山口→中の沢温泉→沼尻温泉
のんびり館
10/31(水)のんびり館 5:40→6:00 林道終点駐車場～6:30 湯の花採取場分岐～船明神山～
8:50 安達太山山頂～牛ﾉ背･馬ﾉ背～鉄山～10:05 鉄山避難小屋 10:15～胎内くぐ
り～12:00 湯の花採取場～12:40 駐車場→国道 115 号→県道 24 号(母成ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ)
→磐梯熱海 IC→草加
【経費】高速料金＝9,100 円,ｶﾞｿﾘﾝ代＝7,154 円,宿泊＝9,800 円(１泊夕食)17,927 円／人
紅葉を求めて、入会希望者の榊原さんと磐梯山・安達太良山に向かう。磐梯山は私も榊原さ
んも２回目。順調に猪苗代スキー場駐車場に着く。私の前回の磐梯山では山中から猪苗代湖
を１回も見ることができなかった。今回は天気に恵まれ、最初から最後まで猪苗代湖を望
むことができ、また紅葉も十分残っていて満足。道中、人には会わなかったが、山頂付近
からは５組ほどの登山客。下山は夕暮れ
時になってしまった。沼尻温泉のんびり
館に投宿。最近リニューアルした旅館。
他の２館は満室であったのに、のんびり
館は我々だけ。部屋も温泉もゆったりし
ていて、夕食も美味しく大満足。
２日目は安達太良山へ。私は５回目で、
沼尻コースは３回目。榊原さんは２回目
だが、今回のコースは初めてとのこと。
下では晴れていたが、登るにつれて霧
が出て舟形明神から鉄山避難小屋の間は
真っ白で素晴らしい景色は見ることがで
きない。いつも綺麗にしてある避難小屋で一息入れる。それでも、しゃくなげの塔まで降
ると霧も薄くなり、回りの紅葉、荒涼とした硫黄川の谷を見ることができた。胎内くぐり
を過ぎた高台からは紅葉の硫黄川の谷の向こうに秋元湖の湖面を見ることができ感激。ま
た、山中誰にも会わず、湯の花採取場あたりに来ると写真を撮りに来た人たちや、軽いハ
イキングに来た３人組に会う。お試し山行を兼ねた静かな山旅を楽しむことができた。
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社山(1826ｍ)(日光)山行報告
記：阿部

芳夫

★日時・・・・・・・H２４・１０・２４日
★メンバー・・・・・L 山本・山崎・新庄・阿部
★ コースタイム・・・松原団地駅前 5：30 頃出発～外環道～東北自動車道～日光自動
車道～日光いろは坂～立木観音駐車場 7：45―7：55 出発----阿世潟（あぜがた）登山口 9：10＝＝阿世潟峠 9：30＝＝社山山
頂 11：00～昼食～11：35＝＝阿世潟峠 12：25＝＝登山口 12：
40～55-----立木観音駐車場 14：00 着
今回の山行は前々日に山本さんから急に「山に行かないか」と電話をもらい、自分も日
光の紅葉が見たいと思い参加しました。やはり紅葉を見たい人が多いようで四人はすぐ集
まったようでした。当日は山本さんが車で各家の近くまで迎えに来てくれて順番に拾って
くれて 5：30 分頃松原団地駅前を出発できました。
外環から東北自動車道～日光自動車道と順調に進んで、日光いろは坂までたいした混雑
もなく着いた、いろは坂の紅葉を楽しみにしていたんだけれど、まだまだ早くて期待はず
れだった。車はそのまま立木観音の駐車場まで進んだ、まだ朝の早いせいかあまり混雑も
なくすんなり止めることが出来ました。駐車場に車を止め山の準備をして歩き出しました。
阿世潟登山口までは、中禅
寺湖湖畔を歩いて約 1 時間
位の所にある。今日の日光
地方は寒い、上着を着て歩
いても寒いくらいで気持ち
がいい、湖畔を歩いている
と前の方から三脚をかつい
だカメラマン達が何人も帰
ってくる、皆さん朝日が昇
り始めの半島の紅葉を撮り
終わって帰るらしい。
こちらも湖畔を歩いて
いると、向こうの半島の紅葉が「まばら」だけれどとてもきれいだ。やはりあっちこっち
で写真を撮りながら登山口を目指して歩いた。
中禅寺湖の波と半島のちょっと早い紅葉を見ながらの湖畔歩きは何とも気持ちが良い
ものだ。そうこうしているうちに登山口に到着だ、やはり 1 時間ちょっとかかった。ずい
ぶん長い湖畔歩きだった。ここで一休みしてから登山道に入る、登山道に入ってもあまり
急登ではなくて気持ちよく登ることが出来る。ダケカンバなどが植わっている林を登って
いると、登山道の階段を作り直してる工事中の道具があり、近くに職人さん達が働いてい
た、ご苦労様です。通り過ぎたらすぐ上が阿世潟峠だった。ここから社山頂上までが多少
急登がありそうで頑張り所のようだ。その後も結構展望が良い所があり又紅葉も「まばら」
だけれどあっちこっちにあるし、あまり苦にならず楽しみながら登れた。
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展望はとても良くて横を見ると目の前に男体山が悠然と大きくそびえ立っている。
下を見ると中禅寺湖がきれいな波を打っている。遠くの方には白くなった日光白根も良
く見える、反対を見ると筑波山も見える。下山する人達の話だと途中で東京スカイツリー
を見えた人もいたと言ってる。ほんとうに展望の良い山だ。笹原の気持ちの良い所を登り
きると、あっと言う間に頂上だ 11：00 頃約３時間で社山頂上だ。展望が良いせいかあまり
苦労しないで頂上に到着した
ような感じがする。
本ではあまり登山者もい
なく、静かな山だと書いてあ
ったが、今日の社山は平日な
のに結構登山者は多い、途中
で何組もすれ違ったし頂上に
も何組もいる、又頂上から 2
～3 分の先に広～く草原にな
っている所がある、そこには
やはり何組も展望を楽しんで
いる人達がいる。一組のご夫婦らしき人と話してみると、この辺は自分の庭ではないかと
思うくらい近くの山や登り方時間的なことまで良く説明してくれる。いろいろ話を聞いて
頂上を後にした。下山はこんなに急な所を登ったかなぁ、と思いながら急な坂を下って行
った。下りもやはり展望に見とれながら写真を撮りながらあっと言う間に登山口に着く。
ここから又湖畔を１時間ちょっと歩いて駐車場だ。
車に乗って帰路に着くが
走り出すとすぐノロノロだ、
こちらと奥日光方面からの道
路と一緒になる所でなかなか
進まないのだ、いろは坂辺り
が大渋滞してるらしい。我々
はこちらに戻らず反対の上り
に入り、光徳牧場から紅葉を
求めて山越えし、川俣温泉方
面から鬼怒川に抜ける道を通
って帰る道を選んだ。そのま
ま日光有料道路に出て東北道から松原団地駅前に帰ってきた。平日なのに東北道は浦和イ
ンター辺りが渋滞して夜７時過ぎになってしまった。
リーダーの山本さん他参加してくれた皆さん楽しい山行ありがとうございました。
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半

月

山

(1753m)
記：鈴木

宮子

【日 程】2012(平成 24).10.31(水)
【ﾒﾝﾊﾞｰ】鈴木(宮)、大畑
【ｺ ｰ ｽ】草加駅 5:26＝東武日光駅 7:37＝ﾀｸｼｰ＝登山口 8:15～茶ノ木平 9:30～狸山 10:35
～11:30 半月山 12:05～半月峠 12:35～狸窪 13:35～中禅寺温泉バス停 15:00＝
ﾊﾞｽ＝東武日光駅＝草加駅

八丁出島の鮮やかな紅葉に誘われ、茶ノ木平から半月山に向かった。紅葉と青空、振り
返れば男体山がドーンと近い。平日の静かなコース、足元にはミヤコササが大変心地良か
った～。
中禅寺展望台を過ぎた辺りからポツポツとみぞれ混じりの雨が降り始め、早々に雨具を
着て歩を進めた。１７５３ｍの山頂は展望が得られなかったので、少し先の展望台でラン
チタイムにする・・・時々小雪が舞い幻想的な景色を愛でながら。
半月峠までの下り坂から足尾方面の山々が美しいので、コースタイムをオーバーして楽
しんだ。中禅寺湖畔から八丁出島の紅葉を近くに見ながらバス停に向かう途中、テレビ番
組で知られるマツモト君とマサハル君のロケに出会った。観光気分も味わいつつも、立木
観音様には立ち寄らず、再び降り出した雨がひどくなる前に日光駅行きのバスに乗り、い
ろは坂の渋滞もなく予定どおり家路に着いた。
日光の紅葉はやっぱり最高でした。
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すでに谷川は冬だった…「谷川主脈縦走敗退」～「稲包山」
記

浅井祐子

L.浅井て、園木(稲包山 L)、小林い、山口敏、山口裕、三浦、森、浅井(祐)
11/3(土)草加 4:30=天神平 8:35 –谷川岳 11:20～12:00 – 天神平 13:30 = 土合駅(宴会/泊)
11/4(日)土合 6:20 =赤沢スキ-場Ｐ7:35–峠 10:10- 稲包山 11:50 –Ｐ14:10= 入浴 = 帰路
当然、初雪の時期は年によって違うだろうが、6 年前の同じ日は美しい紅葉の縦走を楽
しむことが出来た。が、今回の谷川は完全なる冬型の天候に見舞われていた。関東はぽか
ぽかの太平洋側の陽気だが、谷川はしっかり日本海側の重い雲の下にあった。予報では回
復の兆しもあったので中止する考えは無く、大所帯 8 名でワイワイと天神平に上がった。
すると積雪量が予想以上で驚く。雪は降ってはいるが、時折雲が切れそうな明るさも感じ
たので、何とか行けそうな気楽さはあった。ところが高度が上がるにつれ風が強くなり、
肩の小屋へ逃げ込まずには居られない寒さだっ
た。暖を取らせて貰いながら、小屋番の森下さ
んの提言に従い、リ-ダ-の撤退宣言が下る。こ
の暴風雪に向っての稜線歩きと幕営は困難を極
め、命を落とす危険さえありそうだ。メンバも皆了解し、下山となる。
が、寝床も食料もあるので誰 1 人草加へ帰ろ
うと言わない。この乗りの良さが嬉しい!敗退は
したもののこの先には違う楽しみがお待ちかね…? まずは冷えた身体を温めに鈴森の湯へ
向かい、その後は幕営地探索組とアルコール仕入組とに分かれ、暗くなる前にと行動開始。
冷たい雨を避け、宿はステーションホテル「土合駅」に落着き、宴の始まり～! 「谷川と
言えば土合駅」のエピソ-ドが先輩達から幾つも披露され、森ちゃんなどは土合駅名物 472
段の階段を降りて地下ホ-ムまで散策へ出かけた。
翌日は園木さんお薦めの「稲包山」を目指す。三国峠の南西に位置する山で、以前より
気になっていながらも、峠まで 2 時間半かかる深さがネックで中々足が向かぬ山であった。
騙された(?)気分でついて行くと、峠までのトラバ-ス道は紅葉が見事であり、おむすびの
形をした見事な山容は、園木さんべた褒めの「孤
高の山」であった。山頂からは 360 度の素晴らし
い展望で、相変わらず谷川の峰々だけには雪雲が
へばりついていた。
残念ながら縦走は叶わなかったが、厳冬期ばり
の雪の谷川岳を経験した。又、久しぶりに土合駅
に泊り、彩り美しい味わい深い山に登ることがで
き、充実の山旅になった。来年、花の季節をねら
って再度計画したいと思う。
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大菩薩峠

(牛ノ寝通り)
記：箱井

期

節子

日：平成２４年１１月４日

参加者：L.関口、尾崎、石井(文)、上原、新庄、箱井
コース：南越谷 5：52＝塩山～（タクシー)～福ちゃん荘 9：10－大菩薩峠 10：00－石丸峠
10：45－かやノ尾山 12：09－棚倉小屋跡 13：58－モロクボ平 14：43－小菅の湯
15：40～(バス)～上野原 17：59＝南越谷
南越谷５：４０集合。『休日おでかけパス』を買い、皆揃って出発です。塩山に着くと
リーダー関口さんが、タクシー乗り場で相乗りしてくれる人をすばやく探してくれて、二
台で福ちゃん荘まで行きました。すでにここで標高 1700m です。朝からお天気もよく風も
なく穏やかで、緩やかな登りで歩きやすい道が続き、50 分程で大菩薩峠に着きました。
介山荘からは登りが少しあり、やがて展望がひらけ、笹原が広がり山なみとその向こうに
富士山、そして麓の方は霞がかかりとても美しい景色でした。かやノ尾山でお昼。上原さ
んが作ってきてくれた栗ご飯を皆で頂きました。ここから緩やかな登り下りが続き、樹林
の中の尾根道は緑の中に黄、オレンジに色づき、とても綺麗でした。途中、何回か分岐点
があり“先輩”方が地図で確認しつつ長い下りが続きます。杉が植林されたところはジグ
ザグ道で急な下りでした。この下りが終われば小菅の湯バス停はすぐです。
最高のお天気で、紅葉した木々も美しく、雪を頂いた富士山が大きく見え、いつかは行
ってみたい山々も遠くまで見ることができ、全員無事に下山できて、とても良い山行でし
た。
リーダー関口さんをはじめ、頼もしい先輩の皆さん、ありがとうございました。
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子持山・獅子岩南壁
記：長田

一樹

◆山行日：２０１２年１１月４日（日曜）
◆メンバー：L 沼田、長田
◆コース：
9:00 駐車場→9:30 取り付き→10:15 登攀開始→12:45 山頂終了→13:40 下山→14:10 駐車場
取付きに辿り着き、改めて壁を見上げると攀じり出したパーティーが見える、人数が多い
上に苦戦しているようだった。アプローチにてタップリ掻いた汗を拭いつつこれから自分
が攀じるであろうコースを見てホールド・スタンスを確認しムーブを考えて見るが、如何
せん経験が少な過ぎて考えが及ばない･･･下手な考え休むに似たりと思い、潔く諦めて出
た所勝負と腹を括り登攀準備を始める。
メットを被りハーネスを着けガチャ類を装備して、二人の必要最低限の物を一つのザック
に詰めフォローが交代で背負う事にし順番を待つ、緊張感が漲り、これからと云う時に蜂
の襲来！！他パーティーも交えてチョットしたパニック！？出発前にトホホです。
大人数のパーティーがようやく抜けて 1.2 ピッチ目が空いた、今回知人のＭさんＮさんパ
ーティーも一緒に来ていて先行する。
まずＭさんリードでスタート、流石！Ｍさん 10 分チョットで 2 ピッチ目終了点に到着、ほ
どなくフォローのＮさんもスタートして 2 ピン目のヌンチャクを回収したので、長田リー
ドで草加山の会パーティーもスタート!!
初見でのリードで尚且つスタートがリードは初めてだし、前回来ている沼田さんが 1.2 ピ
ッチ目を登った時は中盤から難しくなり時間が掛かったと言っていたので緊張していたが
思っていたよりスムーズに動けた、どちらかと
云うとフリーの岩場みたいで縦のホールド・ス
タンスが多く正対より体を横に向けてホールド
を効かせてスタンスが乏しい所はステミングも
しくはスメア、ハイステップを混ぜると云った
アルパインとは違うムーブが多かったと思う。
少ないながらも持てるムーブを全て駆使し何と
か、2 ピッチ目終了点に着きビレイの体勢を整
えるのだが初めてのハンギングビレイで覚束無
い・・・
終了点を共有しているＭさんに「終了点に着い
てからが遅い」と突っ込まれてハンギングビレ
イが初めてだと言うと「よくそんなのでリード
して来たな」と半ば呆れられ感心されたが、ハ
ンギングビレイ初心者の私を残してスタートし
ていった。
ザイルアップしてビレイの準備が出来たので声を掛け登って来て貰うが先程の蜂なのか??
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頭と肩の辺りをブンブン威嚇しながら飛んでいる・・・なるべく刺激しないようにとゆっ
くり動くようにする、意識はフォローの沼田さんでは無く目の前の蜂とＡＴＣを経由して
いるザイルの張り加減に集中している。どうにかビレイして交代で沼田さんに 3 ピッチ目
をリードしてもらう。蜂に懐かれたのかビレイしている右手の甲に留まる、しかも時折甘
噛みまでしてくる。払いたい衝動に駆られるが払えば刺すだろうし援軍も来るかもしれな
い、テンションさえ掛からなければ左手でザイルを手繰って出せば大丈夫だろうと操作し
ていると回収していたザイルが滑り下へ落ちるが、何とか左足を絡めて停める。幸い登っ
て来ているパーティーに当たりはしなかったがヒヤッとした。申し訳無かった。
そのドタバタを聞いてか？リードしていた沼田さんが心配そうに下を覗き込む。ビレイし
ている自分は当然蜂の居る右手かザイルが流れた下しか見ていない(汗)そんな状態をリー
ドしている人間が見たら怖いよなとか思っていたら、上からの「僕を見て下さい」と求愛
に近い命の叫びを聞く。上を見ると心配そうな顔で覗き込む沼田さん！蜂が居るからと叫
び右手は動かさないようにビレイして「落ちないで」と叫び返してみるが落ちてテンショ
ンが掛かったら右手を引く、動けば刺されるだろうし、刺されたら痛くて手を離すかなぁ
と思うと本気で落ちるなと思うのだった、それでも何とか着いたようで自分も 3 ピッチ目
フォローをスタートする。上部での右フレークの処理を少しだけ悩んだが此処は左右に振
らず正対が正解のようだ！その後核心と言われる 4 ピッチ目のリードをスタートする。中
盤まではスムーズに登れるが途中で右手のホールドが無くなる、というか右上半分のホー
ルドが全く無い！左上して逃げるのか？確かに左にも支点が在るのだが右の更に上にもホ
ールドが見える、どうにか騙して足で体を上げるのか、それとも左に移って立て直すのか
踏ん切りが付かない内に右手がパンプしだす、更に悪い事に登るのに夢中で支点を取り忘
れ 4m近くランナウトしているのが判明する。落ちたら 4m×2 で 8mプラス、ザイルの伸び分
で 10mフォールかと思うと更に右手に力が入り本格的にパンプしそうになった時、残置ハ
ーケンを見て迷わずA0
ぜぇぜぇしながら 4 ピッチ目終了点
に到着してフォローを迎え、そのま
まリードで送り出す。調子が良けれ
ば 5.6 ピッチを繋げると言って出て
行く、ビレイしている最中にクライ
ミングシューズの中が汗を掻いて滑
る事に気が付く、又ビレイの時間が
長いと体が冷めて動きが鈍くなる事
にも気が付いた。沼田さんが登り切
ってビレイ準備が出来たようでコー
ルの後、自分が登り出す。中間部分
のホールドの無いスラブは立ち込み
も上手く行き最後の立ったフェースへと取付く。思ったよりホールドが無い薄被りの岩壁
に悩み、汗で滑るシューズの中にも悩みましたが結局中央右よりのカチの少し大きいホー
ルドを右手で掴み左手をマントルで返して登る。最終 7Pは短く斜度もそれなりなのだが
嫌らしい、2 手ほど乗り込んで悩んでいるとＭさんＮさんがヒント（正解か）を教えてく
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れてクリア！沼田さんを迎え入れ獅子岩頂上で握手！！その後少し下ったテラスでランチ
と水分補給をする。この時に安堵感
と周りの風景を眺めながら食事を摂
る事の充実感を改めて感じる。フリ
ーとは違う荷物を背負って登る意味
は此処にあるのかなと食いしん坊の
自分は単純に思ってしまうのでした。
思い返せば南稜でも同じ様な事を考
えていた。フリーよりは泥臭いし恰
好良く無いかも知れないが自分が目
指すスタイルが少し垣間見えた気が
した山行だった。
このレポートを書きながら思い返し
てみると、骨折してからゲレンデ以
外で初めてのリードだった、ゲレン
デ以外では去年 12 月にも二子山中
央稜 4.6 ピッチでも初見のリードを
やっている。経験の浅い私のような
者であれば、本来同じルートをフォ
ローで登った後にリードなのだろう
が、こういった登り方が良いのか悪
いのかは自分には解らない。去年の 9 月に前穂北尾根で敗退したのをキッカケに本格的に
バリエーションや岩登り沢登りをやりたくて他山岳会にも入会したのだが、今年の初めに
骨折してしまい手術入院、ようやく 5 月に再開したが伊豆ヶ岳の男坂を鎖無しが精一杯だ
った。その後ジムで練習して 10 月に骨折前のオンサイトグレード更新が出来、外岩ゲレ
ンデでもオンサイトグレードが更新出来て調子に乗っていたが、経験数で言えばゲレンデ
の岩場は未だ 10 回を越えた位で北尾根敗退の時に書いた「経験が必要だ」は未だ達成され
ていないと思う。
骨折後、こんなに早く復帰出来て周りの皆さんに感謝しなくてはいけないのだが、園木さ
んに言われた「性急過ぎるよ」との言葉も肝に銘じなくてはいけない！
更にこれから先、もし草加山の会にクライミングが根付くのならば、私の様な危なっかし
い行き当たりばったりのクライミングでは無く、系統立てた練習プログラムが必要かな？
とも思いました。
それと早く足のボルトとステーを取り外して冬山と山スキーの本格的な復帰をしなくては、
入院リハビリ中に買い揃えた各道具が部屋の中で待っている（汗）
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本社ケ丸～三ツ峠山（1630/1775ｍ）
記：森

律子

山行実施日：2012 年 11 月 10 日(土)
メ ン バー：園木
コ

ー

森

ス：5：45 南越谷→8：10 笹子駅→8：17 本社ケ丸登山口→11：17 本社ケ丸→
13：54 三ツ峠山→16：13 三ツ峠登山道→16：50 三ツ峠グリーンセンター→
17：55 三ツ峠駅

先月雨で中止になった地図読み山行のリベンジを園木リーダーにお願いして快諾してい
ただきました。メンバーが揃わなかった事もあり、卓上講習を受けたコースではなく電車
のアクセスがいい本社ケ丸方面に行く
ことになりました。
集合場所の南越谷駅では各方面に出
かける沢山の仲間がいて、笹子までは
賑やかな電車移動となりました。
山によってはなかなか登山道入り口
が分かりにくい所もありますが、本社
ケ丸登山道の入り口には道標があり入
口はとても整備されていました。入るなり急登で送電鉄塔を目指しながら尾根に上がりま
す。東の尾根を歩き樹林帯の間の開けた場所からは快晴の空に富士山がとてもきれいに見
えました。
あまりに天気も良く富士山もきれいに見えるので、コースタイムが早かった事もあり、
三ツ峠山まで足を延ばすことになり、清八山で紅葉の間からきれいな富士山を眺め、大幡
山～茶臼山～御巣鷹山～三ツ峠山へ、こちらからはもっと近くに富士山が・・・、富士の
絶景を眺めながら昼食を食べ下山します。屏風岩のクライミングゲレンデを通り過ぎなが
ら八十八大師、馬返し、大曲りを下り、大山祗神社あたりで日帰り入浴出来るお風呂を見
つけ、登山パック（ビールおつまみ、駅送迎付き￥1500）があることを知り行くことにな
りました。
あいにくその日は登山パックは
やっていなかったのですが幸運に
も入浴後駅までバスを出してもら
える事になりお風呂上りに 15 分
歩くことなく駅までらくらく行く
ことができました。
地形図を見ながら山を歩くと送
電線や鉄塔がいかに確実に自分の
居場所を確認できる目印になることが身をもって体験できました。
お天気も良く７合目あたりまで雪をかぶった美しい富士山を堪能した山行になりまし
た。地図読みも上達したと褒めていただき、ますます地図を見るのが楽しくなりました。
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百蔵山 (ももくらやま 1003.4m)・扇山 (おうぎやま 1137.8m)
(山梨県大月市)
【日 程】2012(平成 24).11.10(土)

記：山﨑 正夫
登山標高差＝820m

累積高度＝1149m、

【天 気】晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、山口(敏)、山本
【ｺ ｰ ｽ】11/10(土)草加駅 5:35→5:40 新越谷駅→南越谷駅 5:52→6:32 西国分寺駅 6:32→
6:38 立川駅 6:43～7:36 猿橋駅 7:50～10:00 百蔵山 10:20～12:40 扇山 13:00～
13:50 梨の木平～14:55 鳥沢駅 15:29→池袋駅→20:05 草加駅
【経費】休日おでかけパス(大人の休日倶楽部・期間限定割引き)＝2000 円、
東武線 160＋240＝400 円、合計 2,400 円
足腰の健康維持の為ため、近場の山に行くことにする。山口さんと相談、山梨県百名山
の一つ、百蔵山に行く。メールで参加者を募り、山本さんが参加する。草加駅に行くと、
甲州街道歩きの会員に会う。南越谷で大人の休日倶楽部限定・期間限定割引きの休日おで
かけパスを購入する。窓口で購入するつもりであったが、窓口が開いておらず、自動販売
機で購入する。何とか予定の電車に間に合う。ホームで更に多くの甲州街道歩きの会員に
会う。西国分寺駅で時刻表上乗れないはずの電車に何時ものように乗れてしまう。猿橋駅
で、甲州街道歩きの一行とお別れ。身支度を調え、歩き出す。桂川・葛野川を続いて渡り、
百蔵山への左右に分かれる道を左に前進。車道歩きが５０分続く。最後は坂道にある分譲
住宅。富士山を仰ぎ見るができる景色が素晴らしい所にあり羨ましいが、毎日この坂を上
り下りするのは大変だなあと話しながら、漸く登山口に着く。そこに裏口門のような前に
狛犬のあるお寺のような巨大な建物があり、立入禁止の看板が道の両側にあふれる。塀の
隙間から中を見ると、碑がある。外国からのお客様をお迎えした碑で、最後に和田美術館
の名。どうやら美術館のようだ。ここで一休みする。山口さんが煙草を一服。すかさず「煙
草を吸うな！」と人が住んでいないと思っていたコンクリート打ち放しの建物から、女性
の怒鳴り声が飛ぶ。よく解らない雰囲気から脱するべく、直ぐに出発。気になる雰囲気の
為、帰宅後調べたところ、２～３年前に閉館、個人のコレクションを知人にだけ見せてい
たという話で、最初から一般公開はしていなかったとのこと。尾根に出て東に進むと百蔵
山頂。三角点の隣に、
「百蔵大明神遺跡・明治維

百蔵山山頂から富士山を望む

新百年記念祭(昭和 43 年)」の石碑がある。静か
な山頂から富士山の眺望を楽しみ、アップダウ
ンを経て、大久保のコルに至る。ここから直ぐ
に広々とした扇山の山頂に着く。こちらは驚く
ほどの人がいる。百蔵山からより、富士山がも
っと近くに見える。小休止の後、大久保のコル
から梨の木平に下る。駅との間にゴルフ場があ
り迂回路の車道歩きを強いられる。漸く鳥沢駅
に着く。気持ち良い山歩きの後の興醒めの車道

歩きを避ける為、タクシー利用も考慮すべきか。お孫さんが家に来る山本さんと西国分寺
駅で別れ、山口さんと最近話題の北池袋チャイナタウンを探訪し、打ち上げを楽しむ。
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甲州街道てくてく歩き№８
（甲斐大和駅から竜王駅２６㎞）

記：石井文子

平成２４年１１月１０日（土）～１１日（日）
参加者

Ｌ．石井(美）、和田、阿部、鏑木、鈴木(廣)、
千葉、小林(陽)、鈴木(里)、上原、畑野、平野、大門、
杉山、渋谷、田村、大畑、石井(文)

計１７名

コースタイム：
１１月１０日(土)
南越谷 5：52＝＝西国分寺 6：32～33＝＝立川 6：43＝＝甲斐大和 8：02～20――鶴瀬―
真龍寺―柏尾――近藤勇像 9：00――大善寺(ブドウ寺)9：30――
旧田中銀行 11：00――日川土手昼食 12：30――石和温泉旅館(笛吹川)13：50
歩程１５㎞
１１月１１日(日)
石和旅館 8：30――笛吹権三郎像 8：50――遠妙寺 9：15――摩利支天堂 10：00――甲
斐善光寺 11：00――甲府城 12：00――二宮金次郎像――貢川芸術の小道――
竜王駅 14：05～13＝＝甲府 14：17～29 特急＝＝立川 15：45～51＝＝西国分寺
15：55～56＝＝南越谷 16：40

歩程１１㎞

１１月１０日(土)甲斐大和駅 8：20
４月の笹子峠超えから７か月経ち、山は青葉から紅葉に変わっていました。
天気は晴れ、甲斐大和駅で降りる客は私達だけでなく、大菩薩山への登山者で混雑しまし
た。駅からは、下り坂で歩き易い、１５分位歩いたら真龍寺です。
ここには、昔の旅人が街道歩きの安全祈願の為か沢山の草鞋が奉納してありました。
南アルプスの山々(白根三山、鳳凰三山、甲斐駒ケ岳、仙丈岳)が見えてきました。
9：00 近藤勇像到着、
｛甲陽鎮部隊と官軍が戦かった場所で官軍の大将は板垣退助・参謀
岩倉具視で近藤勇は大久保剛と偽名を使ったため、後で解った板垣、岩倉は甲州で捕まえ
ていればと悔しがったそうです。｝
10：00 ブドウ寺で有名な大善寺、団体割引で４００円払い拝観をしま
した。
ガイドさんが本堂と、国宝薬師堂に別々にいて丁寧に説明をしていただ
きました。
｛７１８年行基菩薩が修行中、ブドウを手に持った薬師如来があらわれ
てここでブドウを植えなさいというお告げがあり、お寺の始まりといわ
れ村人にブドウの栽培を教え甲州ブドウが広まりました。｝
11：00 旧田中銀行

個人が営業していた銀行でボランティアの方に説明をしていただき

ました。明治３０年頃から郵便局大正９年から昭和７年まで銀行を営業していました。
｛草
加山の会１７名｝と記帳したら、翌日街道歩きをした池本さんが来館し名前を見つけ感激
したそうです。
暖かい日差しの中、日川の土手で昼食を取りました。
土手沿いの道を歩きだしたら真っ白い雪をかぶった富士山の山頂が見えて感激しました。
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笛吹橋を渡ったら石和の温泉街です。橋のたもとで信玄堤を見、説明を聞き、予定より一
時間以上早いが 13：50 旅館到着、二階建ての古い旅館でした。二階の部屋は私達の貸切で
した。風呂からあがり宴会です。あと３回で甲州街道が終わり、次の街道歩きはどこにし
ようと話し合いをして、多数決で中仙道に決まりました。
明日の天気予報は「曇りのち雨」竜王駅につくまで雨が降らないことを願いつつ眠りにつ
きました。
１１月１１日(日)

天気：曇り、寒い

8：30 若女将さん達に見送られ旅館を出発、

8：50 笛吹権三郎の像{昔、川が氾濫して権三郎の母が流され、悲しんだ権三郎が笛を吹
いて供養していたが、権三郎も川が氾濫した時に流されてしまい川の音が笛の音のように
聞こえることから、笛吹川と呼ばれるようになったということでした。
9：15 遠妙寺

住職からお寺の創建の話をきくことができました。
｛昔、夜になると鵜飼

の妖怪が出て人々に悪さをしていたのを日蓮上人が退治し、人々は日蓮に感謝するととも
に、鵜飼供養の為遠妙寺を創建したということでした。本堂に籠がありましたが代々新し
い住職が赴任の時に乗る籠だそうですが、今の住職は、体が大きいので籠の脇を歩いてお
寺に入ったと言っていました。｝
11：00

甲斐善光寺：鳴き竜が本堂の天井に描いてあり、立派なお寺で、観光客がたく

さん参拝をしていました。
12：00

甲府城跡地：舞鶴公園

昼食を取り甲府城の天守閣跡に登る、曇っていて富士

山は見えませんでした。国道５２号線が甲州街道なのですが、交通量が多いので貢川のサ
イクリングロードを歩きました。芸術の道で色々な彫像ありが歩いていて飽きさせません。
休憩をしていると雨がポツポツ降ってきました。歩きだしは小雨でしたが本降りになって
しまい 14：05 竜王駅で到着。14：13 電車に乗り甲府始発の特急に乗換一時間程で立川到
着、西国分寺で武蔵野線に乗換 16：40 南越谷到着、雨は上がっていました。
次回は第９回平成２５年２月９日(土)～１０日(日)竜王駅から長坂駅まで３０㎞を歩き
ます。穴山温泉能見荘に泊まります。

甲斐善光寺
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川

乗

山

（1,363.3m）
記：箱井

節子

山行日：11 月 14 日(水)
参加者：Ｌ・山本、阿部、小野寺、箱井
コース：外環草加→青梅ＩＣ→鳩ノ巣町営駐車場～鳩ノ巣駅＝奥多摩駅 8:10＝バス＝・川
乗橋 8:30～百尋の滝 10:05～12:20 川乗苔山山頂 12:45～鳩ノ巣駅～15:20 駐車場
→草加
山本さんの車で鳩ノ巣駅まで行き、駅近くの駐車場に車を置き電車で奥多摩まで行きま
した。そこからバスに乗り川乗橋で下車します。
朝の空気は冷たく、ダウンを持って来なかったのを後悔しました。川苔谷に沿って林道
を歩きます。川の流れの音を聞きながら歩き、途中何回か橋を渡り黄、オレンジ、赤に紅
葉した木々を見ながら登ります。風で葉がチラチラ舞い落ちて、きれいな景色でした。
一時間半ほどで百尋の滝です。ここでマイナスイオンを浴びて、川乗山に向かいました。
しばらく行き「アレ？」と皆が気づ
いた時には登山道を外れていたよう
で、必死の登りになりましたが、す
ぐに登山道に出たので安心しました。
私はいつも人を頼りにしてばかりで
すが、下調べや地図読みもしなくて
はと反省しました。植林帯お抜け、
短い急坂を越えれば 1363m の川乗山
山頂です。風が少し冷たかったけれ
ど日があたっていて暖かく、山頂か
らは奥多摩の山々や、雲で半分隠れ
た富士山も見えました。
下りは階段状のところや石がゴ
ロゴロの歩きにくい道もあり足元に
注意しながら歩きました。
紅葉もとてもきれいな時期で、渓
谷の中を歩き滝を見たりいろいろ楽
しめる山行でした。
思いがけず今回参加させていただき
ありがとうございました。
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茅ヶ岳（１７０４ｍ）
記：
日

大竹

一司

程：平成 24 年 1１月 2４日(土)

メンバー：L 大竹(一)、山口(敏)、畑野
コ ー ス：松原団地 5:30――韮崎 IC――深田公園 P7:50～8:05・・9:10 女岩・・10:10～
10:40 茅ヶ岳・・11:30～12:10 金ヶ岳（１７６４m）・・13:00 茅ヶ谷・・尾根コース・・
14:25 深田公園Ｐ・・15:10～16:00 武田乃郷白山温泉――20:20 草加
当初 11 月 23 日(金)の石井(文)さんの山行計画でしたが、石井さんのご事情で中止にな
り、計画を引き継がして頂き、天候を考慮して翌日の２４日に行ってきました。
茅ヶ岳は深田久弥の終焉の地と展望の良い山で知られています。天気予報では、当日は冷
え込みがきついが天候は回復し、晴れの予報でしたが、途中の大月付近では小雨が降り出
し、山も雲に覆われ心配しましたが、笹子トンネルを抜けて甲府盆地に入った頃には明る
くなり、次第に晴れ間も広がり、登山 P に着いた時にはすっかり晴れて、風もなく思った
よりも暖かく大変良い山行日和になりました。駐車場から登山道を出発しすぐの深田公園
に立ち寄り観察した後、再び登山道にもどります。平坦な歩きやすい道を行き、沢沿いの
コースのつきあたりが女岩になります。残念ながら女岩の少し手前で崩落の危険のため進
入禁止になっていて、前までは行けませんでした。そこからは枯葉の深い急なジグザグ道
を行き、途中深田久弥の終焉の地を通り、茅ヶ岳頂上に着きます。頂上からのながめはす
ばらしく、評判通りで３６０度、富士山、南アルプス、北アルプス、八ヶ岳連邦、秩父連
山、遠く浅間山まで見る事ができました。その後金ヶ岳頂上まで片道５０分ほどでピスト
ンし、帰りは尾根コースを気持ちよく下り、往復５時間３０分の山行でした。
当日は天候に恵まれ、頂上からの景色もすばらしかったですが、下山後に行った温泉の露
天風呂から見た夕日に当たる茅ヶ岳・金ヶ岳が最高でした。当初は９名で行く予定でした
が、今回行かれなかった方には申し訳ないことをしました。大変良い山なので、別の機会
にぜひ行かれるといいかと思います。

澤田久弥の

[百の頂に百の喜びあり]
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晩秋の甲斐の山［滝子山・大谷が丸］
【日

程】平成 24.11.24(土)

記：加藤

紀久代

【参加者】L 園木・大門・加藤

【コース】南越谷 5:25－立川－笹子駅 8:20～寂精苑 8:40～寂ショウ尾根～11:40 滝子山頂 12:15
～大谷が丸 13:30～天目山温泉 15:30～甲斐大和駅 17:31－立川－南越谷
晩秋の厚く積み重なる落ち葉を踏みしめ、霧に霞む葉を落とした木々を眺めながら、静かな山道
を行く。実に心地良い時間である。晩秋の山は、寒々しく寂しい感じであまり好んでいなかったが、
今回の山行でその思いは変わった。
先週の地図読みに引き続き、甲斐の山に来た。朝はやや小雨模
様だったが、寂ショウ尾根に取り付くころには雨も止み、霧も徐々に晴
れていく。寂ショウ尾根は、一般の登山道と違うため、他の登山者はい
ない。落葉樹の落ち葉の中を１時間程登ると、岩場が現れる。園木リー
ダーは危険を予測して、我々女子二人のためにザイルを２本も担いでき
てくれた。リーダーの「滑るから気をつけて」「３点確保で」「右側十分注意」・・・等の助言を受
けながら、やや緊張しながらも順調に高度をかせぐ。我々女子は、リーダーの心配をよそに、岩ト
レの成果を生かし結構楽しく岩場を登る。ロープや鎖が設置してある場所も何箇所かあったが、リ
ーダーのザイルは何とか出させずに２時間程で稜線に出る。この辺りに来ると、日陰には前夜降っ
たと思われる雪が所々に白く残る。雪好きの私は、わくわく感が高まってくる。今シーズン初の雪
である。そして、徐々に青空が見え始め、となりの尾根や山並みも姿を現し、ついに太陽も顔を出
した。
尾根道をいくつかピークを越しながら進み、ついに滝子山山頂に着く。山頂（１６２０ｍ）は、
違うルートから登って来た登山者が２０名程度おり、賑やかである。霧は完全に晴れ、甲斐の山並
が四方に広がる。日射しも暖かく、リーダーのおかげで熱いお湯も準備していただき、温かい昼食
となる。「先週行った、吹切峰がすぐ隣に見える」と教えられる。地図が読める・山の場所がわか
るとは、すごいことだと思う。誰も来ない道を登ったり、
行ってみたいピークを目指したり、その稜線を結んで歩く
ことさえできる。山の楽しさがぐんと広がる。１時間程で
大谷が丸に着く。よく晴れた日には富士が見えるそうだが、
残念ながら今日は姿を見せなかった。
沢沿いに１時間ほど快適に下る。唐松の落葉やわずかに
葉が残る黄色い木々は、１ヶ月前にはさぞ、金色に輝いて
いただろう様子をうかがわせる。林道を１時間歩くが、下
がるに従い色鮮やかに残る紅葉や遠くに幾重にも重なる甲
斐の山並を見ながらの下山は、満ち足りた時間であった。何箇所も絶景ポイントがあり、立ち止ま
っては晩秋の山の素晴らしさを堪能した。 天目山温泉でゆっくりして、すっかり暗くなった山道
をバスにゆられ、甲斐大和駅に着く。最後は立川駅の「おでんそば」でしめくくり、大満足の一日
が終わる。登山中も車内でも、夢や希望が広がる山行計画の話で盛り上がり、この上ない山行とな
った。先週の地図読みに続き、園木リーダーのすごさを、本物の山男の姿を感じた。そして、間も
なく訪れる長く寒い冬の前の、今年最後の色あざやかな輝きを見せてくれた晩秋の山と園木リーダ
ー、大門先輩に感謝です！！！
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９～１１月の山行から
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訃
浅古

敏義

会員が

報

平成２４年１２月１１日

御逝去されました。

謹んで御冥福をお祈りいたします。

★

編 集 後 記

★

ワードが出来れば大丈夫との声に押されて受けたものの、不安な毎日でした。
編集長の山崎さんから手取り足取り教えて頂き、その他の方々にも助言を頂きながら
何とか仕上げることができました。少々急がせてしまったかもしれませんが、ご協力
有難うございました。

皆さんの原稿から色々な山を知り、パワーも頂きました。

大変ながら楽しくもありました。

無事終わりスッキリした気分で新年を迎えられそう

です。皆様も良いお年を・・・そして来年もよろしくお願いします。
編集担当
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