２０１４年

冬山

中山道歩き始まる

至仏山（尾瀬）

画 ： 大竹 理香

草加山の会 №224
2014 年 2 月 23 日

日本橋スタート！
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コール
記：

浅井祐子

会報最新号(No223)を再度読み終え、40 周年記念山行やその他数々の報告に感動してい
る。
「山行報告を書くのは、苦手〜」と言いながらも、みんなの山行紀行は実に素晴らしい!
とても上手に記されていて、参加していない山行でも行った気にさせてもらえ、尚且つ行
ってみたくなる報告ばかりである。さらにそんな「てんとさいと」を 1 号も欠かさず発行
してきた「草加山の会」はやっぱり凄い!! 歴代の編集長をはじめ編集委員さんたちには、
あらためて感謝申し上げます。
さて、話はまったく変わって、親の介護真最中の私の関心事と言えば、認知や老後の事。
今はまだ親の事として捉えているが、自分だって決して遠い先の話ではないと思っている。
その中で私なりに見つけた答は、
「いつまでも仲間とワイワイ楽しく遊び続ける」 まさし
く「草加山の会」である。
そんなことを意識して、草加山の会で山と仲間を楽しんでいる諸先輩方もいらっしゃる
ことと思いますが、ずっとこのまま継続していただきたいと思います。
歳を重ねていけば、身体のあちらこちらに色々と抱えるものも出てくると思いますが、出
来る限り長く山の会で一緒に楽しみましょう。
ちょっと元気の無い時でも、仲間の顔を見れば元気を貰えるはずですし、そんな仲間ら
と山や温泉などへ出掛ければさらにパワーアップ間違いなしです。
少し前から「街道歩き」が人気ですが、音頭を取って下さっている石井美樹さん、文子
さんには、本当に感謝したいと思います。
「山の会」で街道歩き…？と、当初は少し不思議
だったけれど、なかなかどうしてちょっとした山行よりもよっぽど手強そう…。
「登る」他にも「歩く」で、楽しさの幅を広げて下さっています。
今年からはなんと 7 年計画での「中山道」に挑戦とか…。参加の皆さんには是非とも元
気で楽しんで頂きたいと思います。7 年後、ゴールの京都では盛大にお祝いしましょうね。
さらには、認知症予防(しつこい…?)の為にも、是非、会の運営に携わる事をお勧めしま
す。まもなく総会。40 周年の各種記念行事や各担当など、今年は特に忙しそうですから、
みんなで出来ることを少しずつ分け合って頑張りましょう。
重いザックを背負い長距離さえも登ったり、歩いたりするみなさん…。
草加山の会で、「もう歳だから…とか、私にはとても荷が重い…」は、通用しないと
どうぞご覚悟下さいますよう!!
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平成 25(2013)年 12 月〜平成 26(2014)年 2 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

個

12/1

塔ノ岳

新島

会

12/8

沼津アルプス
(忘年山行)

兼堀(善)

個

12/21

個

12/22

個

12/22

個

12/28〜29

男体山(奥久慈)
玉原(ゲレンデ
スキー)
三方分山〜パノ
ラマ台
天狗岳

会

1/3〜4

八ヶ岳・赤岳

個

1/4

高川山

個

1/12

社山（日光）

個

1/12

個

1/12〜13

個

1/15

個

1/19

那須(ゲレンデ
スキー)
丹沢･三ﾂ峰〜
檜洞丸
ガーラ湯沢(ゲ
レンデスキー)
甲州街道(青柳
〜下諏訪)

参

加

者

小野寺(英)

松田、大門、加藤、森(花)、小野寺(博)
石井(美)、浅井(昭)、浅井(祐)、松井、
大木、和田、木原、阿部、中島、平野、
畑野、新島、大門、澁谷、兼堀(恵)、森(律)、
大竹(一)、下川、田村、杉山、小野寺(英)、
張替、小宮、小林(真)、大畑
山本、関口、小林(い)、黒澤

松田

森(律)、小野寺(博)、新庄、井口

大竹(一)

兼堀(善)、鎌形、松井、澁谷

園木

森(律)、大門、加藤、新島、他１
鈴木(勝)、三浦、山口(裕)、森(律)、山
石井(美)
口(敏)
山本、浅井(昭)、新庄、染谷、兼堀(善)、
小野寺(英) 兼堀(恵)、登内、千葉、黒澤、大畑、
小林(い)、張替
浅井(昭)、大竹(一)、兼堀(善)、山本、
浅井(祐)
畑野、阿部、小野寺(英)、小林(い)、
山口(敏)
松田

鎌形、森(律)、新庄

園木

新島、加藤、大門

井口

新島

池本

個

1/25〜26

北八ヶ岳

浅井(昭)

個

2/1〜2

日留賀岳

園木

浅井(祐)、山本、森(律)、小林(い)、
小野寺(英)、下川、山口(敏)、大門、
新島、山﨑、尾崎
石井(美)、森(律)、浅井(昭)、浅井(祐)

個

2/10

筑波山

浅井(祐)

山本、八並、小野寺(英)

個

2/12

太平山

山﨑

個

2/16

太平山

山﨑

澁谷

個

2/16

鋸山

園木

大門、加藤、畑野

個

2/17〜18

蔵王・刈田山

山本

小宮、阿部、千葉、小野寺(英)、和田

個

2/22〜23

丹沢〜大山

山口(裕)

個

2/23

中山道№１

石井(美)

森(律)、三浦、鎌形
石井(文)、和田、黒澤、鈴木(廣)、畑野
阿部、平野、兼堀(恵)、中島、澁谷、森(花)、
小林(陽)、池本、木原、大畑、杉山

2

 心に残る山行
記：下川

賀也

10 数年前の思い出である。2 泊 3 日で三斗小屋に泊まり、翌日、三本槍岳に登った時の
こと。
高曇りで、雪の心配も無さそうなので、男 4 人軽装で、ワカンを履き、雪をラッセルし
ながら山頂を目指した。頂上は誰もいない。4 人だけの世界を楽しんでいた時、ふと気付
いたら、上も下も周り中が純白の世界でした。スノーアウトです。トレースを捜すが、風
で掻き消されて、手掛かり無し。暫く佇んでいました。何分たったのか、劇場の幕が開く
ように、スルスルと開き、進む方向が分かり、夢中で山を下り、宿に辿り着き、温泉に浸
かりました。
その時友人の一人が軽い凍傷にかかり、雪山の怖さを知りました。が、夏の三本槍岳は
爽やかに優しく迎えてくれました。
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富士山の四季登山
１

2014 年２月８日

松浦

剛

はじめに
富士山を登る目標として 12 ヶ月の全ての月に富士山を登ると言う目標がある。これを

達成するするにはかなりの実力が必要で、一般の中高年登山者にはとうてい成し得ない。1
１月から 3 月は雪が硬く、風も強いので大変危険であり、この間が中々登れないので記録
の達成も困難である。富士山は 11 月から五合目以上は硬い雪と氷に閉ざされ、中々人を寄
せ付けない。冬季は冬型気候で快晴の日が多く、富士山は東京からも良く見えるが、富士
山は周囲に遮る物も無く、上空の強い偏西風の影響で強い西風に煽られ、立って居られな
いほどの強風が定期的に吹いてくる。これをやり過しながらの登山となる。私は 50 歳を過
ぎてからこの様な富士登山の目標が有る事を知ったが、とても達成できないので、せめて
春夏秋冬の四季の登山を目標にし、草加山の会に入ってから登っていない春の富士山を登
り、その目標を達成する事が出来た。
２

冬季 1 月の富士登山（25 歳）
正月休みに冬の北岳を単独で登る事を目標にトレーニングをしていたが、正月休みに仕

事が入ってしまい、登れなくなってしまう。その無念さのはけ口を探していたが、いきな
り冬の富士山を単独で登る事が頭に浮かんでくる。1 月 7 日に早朝の御殿場駅を単独で出
て、富士測候所御殿場事務所に行き御殿場ルートの小屋の鍵を貸していただき、タクシー
で登山口の太郎坊に向かう。2 合八勺（高度１３００ｍ）の小屋に着いた頃は強風が止ま
ず、小石が顔に当たり痛くてとても先には行けず、止む無く借りた鍵で小屋入る。強風で
小屋の扉がそって、外れるのではないかと思うほどであった。しばらくすると外で人の声
がするので扉を開けると、強力さんが二人小屋に入れて欲しいと頼まれ、入れてあげる。
この夜は小屋で一夜を明かし、翌日 1 月 8 日朝に出発する。時々ゴーという音と共に渦を
巻いた強風に襲われ、倒れない様に腰を落としピッケルを支えに身をかがめて強風の行過
ぎるのを待ち再び登る。こうした事を繰り
返しながら登るが、強風で強力
さんの腰から下が見え無くなる
様な地吹雪となる。雪は硬く凍
ってアイゼンの爪痕さえ付かな
い。山頂はガスで、気温マイナ
ス２９℃で話すとロレツがまわ
らない。富士山頂測候所に入れ
てもらい、お茶とお菓子を出し
ていただく。冬は人が登ってこ
ないので、私はお客さん扱いで
あった。
測候所の中で

山頂にて

昼食後に直ちに下山し太郎坊に下り、タクシーで御殿場駅に戻る。鍵を御殿場事務所に返
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し、帰路に付く。御殿場線に乗り夕焼けの赤く燃えた空の中に黒く浮かんだ富士山を見た
時、始めて冬富士を登ったと言う思いが込み上げ、感激で涙が出てきた。登り高度２４０
０ｍ、下り高度２６００ｍ、で一日での山の登降記録５０００ｍは私の最高記録である。
吉田の登山口の一合目から、一日で登り降りしてきたのと同じ高度差である。
３

春季 5 月の富士登山（5９歳）
草加山の会に入会し、しばらくしてから登った記録である。メンバーは小野寺英子さん、

鈴木廣さん、吉田朗さんと私であった。前夜に富士宮ルートの駐車場下に泊まり、早朝に
駐車場から登る。6 合目あたりから雪田となり、快晴の空の下をのんびり登る事が出来た。
山頂は小屋がほとんど埋り、屋根の上で休憩をし昼食を取った。1 日で登り降りしたが、
時間的には余裕があった。下で天幕を張り豪華に嫌と言うほど焼肉を食べた事を思い出す。
春の富士山は雪が軟らかく、アイゼンも良く効き危険は少ないので山の会でももっと登っ

雪の斜面を登る

山頂にて

てもらいたい山である。春の雪山としての富士山は中々魅力的な山登りが出来る。
４

夏季 8 月の富士登山（48 歳）
夏の富士山は混雑し大変であるが、お盆を過ぎると空いて来るので、8 月末ごろ何度か

富士登山をしたが、実に空いていた。40 歳から 55 歳頃まで新入社員の教育の為に 4 回ほ
ど登った。目的は麓から山頂に至るまで、空気中のゴミと菌の測定をする事にある。

夏の富士登山

山頂の鳥居の前で

この為に空気中のゴミと菌の測定をする測定器を 2 種類もって登るのだが、小屋ごとにゴ
5

ミと菌の測定をして山頂に至る。大学卒業の若手社員を対象に行うが、さすがに皆ヘロヘ
ロになって下山する。帰社後はデーターを纏め感想文をつけて会社に提出する事を、私の
後輩たちが受け継いで毎年行っている。ちなみに菌が一番多い所は山頂である。ゴミは山
頂が一番少なく綺麗な空気である。菌が多い原因は山頂は多くの人が集まり、人口密度が
多いので、人間が出す菌が多い為である。
５

秋季 11 月の富士登山（2７歳）
この山登りは私が日立製作所亀戸工場に勤務していた時、山岳部の部長を 24 歳から担

当していたので、後輩たちへの冬山のトレーニングの為に行ったものである。富士吉田 5
合目に天幕を張り、富士吉田大沢を登り山頂に至った。11 月末の 23 日頃はさすがに吉田
大沢も凍っており、雪面は硬くやっとアイゼンが効く程度である。上部は余りの急斜面の
為に 8 合目頃から尾根に取り付き、一般ルートに入る。富士山は完全に雪に覆われ、冬富
士に近い状態であった。この後も山岳部員には冬山、岩壁と同行トレーニングを行ったが、
結婚や仕事の多忙さから、冬山で 1 人先に山を下った時の寂しさは今でも思い出す。この
後に私は 31 歳で日立を退社するが、昨年末に私に連絡があり 40 年振りに山岳部の後輩に
会ったが、後輩たちは冬の北岳を登り、また 5 月の槍ヶ岳北釜尾根を登り、キレットを越
えて北穂高までツエルトで縦走するほど成長した話を聞き感動した。部員共に登攀した八
ヶ岳の赤岳西壁や、谷川岳の一の倉沢烏帽子岩の奥壁、幽の沢 V 状岩壁などが懐かしく思
い出された。

富士山頂にて

吉田大沢の登り

富士山には７回ほど登ったが、初めての富士登山は冬山で１月８日であった。それまで
富士山は見る山と決め込んでいたので、夏の富士山を登る事は考えてもみなかった。第２
回の富士登山も１１月で、３回目に初めて８月末に１５Kg ほどある測定器を背負子で担
ぎ上げ、空気中のゴミの測定を行いながら登った。重いので４人ほどで代わる代わる担い
で登ったものである。春夏秋冬の富士登山にはそれぞれの想い出があり、振り返れば懐か
しい思い出ばかりである。観て良し、登って良しが富士登山である。
会員の皆さんにも危険が少ない静岡側からの５月の登山をお勧めします。
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塔ノ岳（1491ｍ）
記：森

花江

武、大門京子、加藤紀久代、小野寺博、森

花江

程：12 月 8 日

日

メンバー：Ｌ新島和子、松田

コースタイム：ヤビツ峠登山口（8：35）
・・富士見山荘（9：00）
・・二ノ塔（10：
00）
・・烏尾山荘（11：00）
・・新大日（12：20）
・・塔ノ岳（13：
00〜13：30）・・堀山の家（14：30）・・大倉バス停（16：00）
健脚揃いのメンバーに入会したばかりの私が参加するのは、後で考えたらとて
も無謀でした。
丹沢は寒く、登山口までの道路は凍結して滑りやすく早めからプレッシャー！
登りだして二ノ塔までなんとかついていけました。
振り返ると相模湾が朝の陽光に輝いてキラキラ綺麗でした。
江の島が豆粒に見えました。
泥道、アップダウンの険しい道、ロッククライミングの様に岩を下り、塔ノ岳山
頂についた時の感動、富士山と南アルプスを
眼の前に広がって忘れられないものとなりま
した。

リーダーの新島さん、いつも後ろを振り向いて気遣ってくれてありがたかったで
す。メンバーの皆さん、感謝です。
＊日照時間が短いうえにロングトレイルとなり明るいうちに・・という気持ちが
無理をさせてしまいました。この山行に懲りずにまた一緒に行きましょう（新島）
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沼津アルプス（忘年山行）

（３９２ｍ）
記：兼堀

■日

善和

程：平成２５年１２月８日（日）

■メンバー：L. 兼堀（善）
・石井（美）
・浅井（昭）
・浅井（祐）
・松井・大木・和田・木原・
阿部・中島・平野・畑野・新島・大門・大畑・澁谷・兼堀（恵）・森（律）・
大竹（一）・下川・田村・杉山・小野寺（英）・張替・小宮・小林（真）
■コ ー ス：松原団地駅西口 6 時出発〜東名高速沼津ＩＣ8：00〜8：50 多比バス停登山 9：
05〜10：００大平山〜10:08 多比口峠〜11:00 鷲頭山（昼食）11:50〜12:00 小
鷲頭山〜12:45 志下山〜13:00 志下坂峠〜13:45 徳倉山〜14:25 香貫小学校バス
停〜(双葉寿司 1 時間)〜7:40 松原団地駅西口
今年も残り少なくなって１２月恒例の忘年山行、私の生まれ静岡県掛川市という事もあり、
富士山を眺めて美味しい寿司を食べたいと思い沼津アルプスを計画した。
樋口さんにお願いしてバス会社紹介してもらい、沼津観光協会に連絡してあれやこれや
考えてプラン作成、総勢２６名でいざ出発。
当日曇り空で富士山が見えなかったのが残念であ
ったが、予定通り９時前には多比バス停到着、準備
運動して登り始めた。３０分程度急な登りで多比峠
へ、そこから第一の山大平山ピストン、次に第二の
山鷲頭山で昼食タイムを取った、石井さん・てるさ
ん・森さんに協力いただいて、お汁粉とポタージュ
スープを作り体を温めたし美味しかった

それから小鷲頭山・志下山と登り下りしたが、眺めも沼津湾やら終わりかけの紅葉も良
かった。最後に第五の山徳倉山をピストンして下山。
なんちゃってアルプスの内でも最高峰だけあって、常にアップダウンを繰り返す面白く
登りがいのある山行でした。
バスでお待ちかねの双葉寿司へ向かい沼津の地魚寿司を堪能美味しかった。
帰りのバスでてるさんが合わせ面白俳句をして盛り上げてくれた、おかげさまで終始楽
しい忘年山行が出来たてるさん有難う。参加して頂いた方々有難うございました、又山の
会の方々来年も宜しくお願いします。
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最後に合わせ面白俳句作品紹介

☆年の暮れ すってんころり くもり空
☆山歩き 落ち葉ふみしめ 凪の海
☆鏡餅 肉まんうまし 寿司食べて
☆呑んべいは 英子が吠える 酒うまい
☆冬の海 なにを呑気に 夕日かな
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男体山（奥久慈）654ｍ
記：小野寺

英子

日 程 ：平成 25 年 12 月 21 日（土）
参加者：Ｌ小野寺（英）、山本、小林（い）、関口（美）、黒澤

〈コース〉
松原団地＝常磐自動車道＝那珂ＩＣ＝国道 118 号＝古文屋敷駐車場
古文屋敷駐車場 8：30…登山口 8：40…健脚コース 8：50…展望台 9：50…尾根 10：30…
山頂 10：40〜 11：30…大園地越 12：00…大園地 12：50…古文屋敷駐車場 13：05
なんとなく行って見たい…と思ってた山で、最初から健脚コースと決めていた。
最近山から少し遠ざかってる、黒澤さんを誘ってみた…が躊躇してるので、黒さんの好き
な岩場だよ〜。だから大丈夫よ！って…誘い込んだ（笑）
男体山の凄い岩峰が見える、古文屋敷駐車場らし
き場所？…に、取り敢えず駐車して、岩場へ行く
という登山者に聞き、登山口へ坂を下って行くと、
しっかりした大園地駐車場有りました。民家の中
を通り、茶畑を横にみて進むとすぐに健脚コース
に分かれた。
樹林帯の中を進み、岩場が現れ始めた。はじめは

遠く屹立する男体山
くるが…

鎖やトラロープは付いてるが、短く、たいした事
はないね…と進む、時折ちょっとした難所は出て

途中の尾根上に展望台のような岩場があり、ちょっと一休みです。

そこから見える山頂への道は結構立派な岩場が続いて、ちょっと手間取ったりもする所が
有った。頂上直下の尾根に出ると雪が現れた。ちょこっと感激！！
すぐに山頂に到着。男体山神社奥宮にお
参りをする。お天気が良く、展望は遠く
那須や日光連山が見えた。
数組の登山者がいた。早速、持参のお汁
粉を作り、美味しいと食べて貰った。
下山は一般コースを下ることにする。殆
ど樹林帯の中を下る。持方という集落へ
の分岐らしい大園地越で一休み、又々樹
林帯の中をひたすら下り、朝は閉まって
いた古い蕎麦屋に着いた。

山頂で美女 4 人…？？

駐車場への坂を登りながら、振り返るた

った今、登って来た事が信じられないような、男体山の岩峰が鋭く屹立してた。
皆さんお疲れ様でした。運転の山本さんありがとう〜〜！楽しかったで〜す！！
後は朝見つけて置いた温泉に入って、美味しいそばを食べて帰った。
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シ ー

ハイル

Ski-Heil（スキー万歳）
記：松田

武

数あるスポーツの中で、スキーは最も多く自然に接する機会を私たちに与えてくれ、か
つ楽しいものであると思います。
かの有名なノルウェーの探険家であり、スキーヤーでありそしてノーベル賞の受賞者で
あるフリチョフ・ナンセンは、かつて次ぎのように書いています。
“スキーはあらゆるスポーツの王者である”スキーは、最も大きな喜びを生み出すがゆ
えに、王者であるのです。
白銀の新雪に覆われた峰々を、遥かに望みシュプールを描く爽快さは、他のスポーツに
は見られない魅力と思います。
▲玉原高原スキー場（群馬県）
日程：12 月 22 日（曇り時々小雪）
メンバー：L．松田

交通：マイカー

武、井口宮子、新庄八重、森

律子、小野寺

▲マウントジーンズ那須スキー場（栃木県）
日程：1 月 12 日（晴れ）
メンバー：L．松田

交通：マイカー

武、新庄八重、鎌形瑞枝、森

律子

▲ ガーラ湯沢スキー場（新潟県）
日程：2 月 11 日（晴れ）
メンバー：L．松田

交通：マイカー

武、井口宮子、新庄八重、森
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律子

博

三方分山〜パノラマ台（鬼岳〜王岳 雪のため中止）
記：松井 多喜雄
山行日：平成２５年１２月２２日（日曜日）
メンバー：Ｌ大竹（一）、兼堀（善）、渋谷、鎌形、松井
朝、5 時 20 分、自宅近くミニストップにて、待ち合わせをしておりました。しばらくす
ると、車には、リーダーの大竹さん、鎌形さんが乗っており、待ち合わせ通り出発した。
途中で、兼堀（善）さん、渋谷さんを乗せ、草加を後にした。車は首都高から中央高速に
入り、途中で、談合坂ＳＡにて、トイレ休憩をしました。

すっきりした所で、車は富士

五湖の、精進湖をめざして快適に走りました。ほぼ予定時間の、(8:35) 県営パーキングに
着き、身支度をして歩き始め、(8:55) 登山口より、入山しました。10 分程歩いた当たりで
雪も有り、安全を考えアイゼンを着ける事に成りました。
私は、２回目のアイゼン使用で、久々でも有り、大竹リーダーに教えてもらいながら、取
り付けました。50 分程で、女坂峠、
5 分程の立ち休みを取り、三方分山
を目指しました。45 分位で、三方分
山に登頂しました。三方分山にて、
持参したノンアルコールビールにて、
乾杯しました。
10 分程休んで、精進山へ向かいまし
た。15 分程で、精進山に、ここから
25 分位で、精進峠に着きました。写
真係でも有り、絶景ポイントでは、
写真を撮り、少し遅れをつめる為に、
早足で歩く繰り返しです。しばらく
すると絶景ポイントになり、写真をパチリ、中々追い着けない。（皆さん健脚です。）精進
峠から根子峠までは、比較的にアップダウンも少なく、歩きやすく、距離をつめる事が出
来ました。根子峠から、1,328m ピークは、若干きつく感じましたが、パノラマ台に着い
た時の、富士山の絶景には、ジョージ感激です。来て良かった！！
大竹さん、誘ってくれて有り難う。途中の苦しさが、吹っ飛びました。パノラマ台で、
写真を撮たり、ゆっくり昼食をして、一年の無事と、忘年山行に感謝しました。(13:17) 13:52
パノラマ台からは、10 分位で根子峠分岐になり、パノラマ台入り口方面へ下山しました。
パノラマ台入り口(14:13)、県営パーキング(14:18) に、無事下山しました。身支度をして、
車に乗り、10〜15 分で、いずみの湯にて、汗を流しました。途中、中央高速にて、渋滞に
はまりましたが、石川ＰＡにて、トイレ休憩して、20 時前には、草加に無事着きました。
リーダー大竹さん、運転お疲れ様でした。参加メンバーの皆さん、お世話なりました。
大竹さん、忘年山行誘ってくれて有り難う。
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天狗岳（2646ｍ）
記：森

律子

山行実施日・2013 年 12 月 28 日〜29 日
メンバー・・L.園木、大門、加藤、新島、園木友人、森
コース・・・28 日

4：00 草加→9:15 渋の湯→11:45→12:30 黒百合ヒュッテ→13:45 東天
狗岳→14:40 黒百合ヒュッテ

29 日

7:35 黒百合ヒュッテ→9:20 高見石→10:00 白駒池→11:20→12:05 高見
石→13:10 渋の湯

2013 年最後の山行で 2 年ぶりの天狗岳です。初めての小屋泊デビューが黒百合ヒュッ
テでした。あれから雪山を 2 シーズン経験して装備もバッチリ！と参加しました。
寒い渋の湯から入山して、黒百合
ヒュッテをのんびりペースで歩きま
す。荷物を小屋に置いて天狗岳を目
指しますが、1 時間程歩いたところ
で私のアイゼンの調整が悪くてすぐ
に外れてしまう事態に風も強く気温
も低いので他のメンバーに待っても
らって調整しなおすわけにもいかず、
このルートは 2 度歩いていて、一人でも十分下山できるので、リーダーに一人で下山する
ことを告げて黒百合ヒュッテまで下山しまいした。
山スキーのスキー靴用にアイゼンを調整していたので、今回の登山靴には合ってなかっ
たが原因でした。シーズン初めは調整しているつもりでもいざ使ってみると「あれ？」と
思う事があるので、次は気をつけようと思いました。
アイゼンの調整をしながら皆を待っ
ていると山頂は寒くて居られなかった
とのこと、
やっぱり天狗の冬は寒いんだ・・・
リーダー持参のチーズケーキしかもホ
ールでお茶をして、山小屋での宴を楽
しみ翌日はとてもいい天気の中、白駒
池方面から下山します。
池は歩いて渡れそうでしたが、つぼ
足を踏み入れると微妙に水が上がってくるので、池を渡ることは断念して池の周りを周遊
して渋の湯に下山しました。
下山後は渋の湯で冷えた体を温めて帰路につきました。
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赤岳・阿弥陀岳
記：三浦

藤博

◆山行日： 2014 年 1 月 3 日（金）〜4 日（土）
◆メンバー：L 石井、鈴木、森、山口（敏）、山口（裕）、三浦
◆コース：
【1 日目】自宅 4:00→７:10 八ヶ岳山荘 7:50→美濃戸山荘 8:50→11:40 行者小屋（テント
設営）12：30→文三郎尾根→14:05 赤岳山頂 14:10→文三郎尾根→14:55 行者小屋
【2 日目】 行者小屋 6:50→中岳のコル 8:20→9:00 阿弥陀岳山頂 9:15→中岳のコル 9:50
→中岳 10:00→11:20 赤岳山頂 11:35→11:55 赤岳展望荘 12:05→地蔵尾根→12:55
行者小屋（テント撤収）13:45→美濃戸山荘 15:25→八ヶ岳山荘 16:15→17:00 鹿の
湯温泉→自宅 20:30
八ヶ岳山荘の駐車場に車を止め、雪道を１時間歩き美濃戸山荘に到着。美濃戸山荘の駐車場
に停めてあるのは、ほとんどが 4WD 車。無理をすれば、車でここまで登れたかも？
美濃戸山荘から行者小屋までは、人が大勢歩いているためトレースがしっかりしていてアイゼ
ンを装着しなくても OK。
行者小屋に着くや否やジャンボ・テントの設営開始。設営後は、翌日から天気が崩れる予報
が出ていたため、初日に赤岳を目指すことに決定。文三郎尾根経由で山頂へアタック開始。文
三郎尾根の途中で、16 時までにテント帰着が困難と判断し引返すことになる。ただし、裕史
くんと森さんの２人は無事山頂まで到達し降りて来る。
次の日は、天気が崩れる前に阿弥陀岳、中岳、赤岳の順で回ることになり出発する。ガスの
中を阿弥陀岳山頂まで登っていく。山頂に着くとガスが取れ富士山と赤岳が綺麗に見える。こ
れも、森さん効果か？

山頂からの下りは、すごい急斜面。雪で足を滑らせないよう慎重に降

りる。文三郎尾根分岐近くでは、今年初めてのブロッケン現象を見る。これは、新年から幸先
がいい。
赤岳山頂直下の鎖場も無事通過し、全員、赤岳山頂に到着。山頂から下り始めると急にガス
と風が強くなってくる。赤岳展望荘でホットコーヒーを飲みに入ろうとドアに手をかけるが扉
が開かない。2 月 22 日までは、営業中だっ
たのになあ〜。仕方なく風の当たらない建物
の陰で、各自軽く昼食を取り、地蔵尾根を経
由して行者小屋まで降りることになる。地蔵
尾根も、かなりの急斜面。でも、阿弥陀岳の
下りの方が怖かった。樹林帯に入ってからは、
人に気を付けながらシリセードで降りる。
テントを撤収後、2 時間半かけて八ヶ岳山
荘に着き、鹿の湯温泉で冷えた体を温める。
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お正月に富士山を見よう

高川山

975.7m

★2014 年 1 月 4 日

記:新庄

八重

★L 小野寺、浅井(昭)、山本、染谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、登内、千葉、黒澤、大畑、
小林(い)、張替、新庄
★新越谷 6:35 ⇒ 西国分寺 7:26 ⇒ 高尾 8:01 ⇒ 初狩 8:52/9:20 … 男坂女坂分岐 10:20
… 高川山 10:50/11:50 … おむすび山 14:25 … 大月 15:00
超久し振りの山歩きは正直言って内心とても不安でしたが、ゆっくり歩くから大丈夫との
リーダーの言葉に勇気を貰い参加をお願い
した。
朝は薄曇の空模様に果たして富士山を拝
めるか気にしながら歩き始めた。男坂と女
坂の合流地点で早くも富士山が姿を現し、
山頂ではもっと雄大な富士山が待っている
だろうと心が弾んできた。
山頂に着くと早速いつもの場所を確保し
て「だまこ汁」とお酒が振舞われた。

高川山

この「だまこ汁」は「きりたんぽ」に似て

おり、出汁のきいたスープは牛蒡やせりの香りとともにすぅーと喉に染み渡り絶品でした。
（小野寺さんが前日に一人でスープやだまこの下
準備をして持参して下さったもので秋田の郷土料

絶品のだまこ汁

理です）
山頂での贅沢な一時も過ぎてそろそろ下山しよ
うと腰を上げるもまだ 12 時前。予定通り田野倉
に下山をすると新越谷の到着時間が早過ぎる。山
の会の皆さんなら当然お分かりのはず！下山の後
には楽しみな打ち上げが待っているんですもの。
そんな訳でおむすび山を経由して大月の市街地に直接下りる縦走コースに変更となった。
おむすび山から眺める岩殿山

足元が急で滑り易く気の抜けない所もあっ
たが、長い下りの後は小さなアップダウンを
繰り返して「陸軍防空監視所」のあったおむ
すび山は小高い丘のようだった。
風もなくの陽だまりの尾根道は穏やかで爽快
でした。リーダーのお気遣いでしょう！ゆっ
くりと歩いて下さったお陰で山歩きの楽しさ
を思い出すことができました。
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日光・社山
記：畑野

仁美

◆山行日：2014 年 1 月 12 日（日）
◆山行者：L 浅井祐子・浅井昭光・山本理郎・阿部芳夫・小林いつ子・小野寺英子
山口敏雄・兼堀善和・大竹一司・畑野仁美
◆コース：歌ヶ浜〜阿世潟〜阿世潟峠〜社山

10 名

往復

一度行ってみたかった社山に参加できて良かったです。
寒波が来ていましたが、とってもいいお天気で風もなく歩いていると暑いくらいで最高の
スノーハイクとなりました。
駐車場から約一時間湖畔沿いを登り口の阿世潟まで歩く、中禅寺湖も穏やかで男体山の姿
を綺麗に映し出している。
途中でアイゼンやスノーシューなどをそれぞれ装着、多くの人が入っているようで踏み跡
もしっかりしていました。
阿世潟峠までは緩やかに登ります。
ここからだんだん急になってきましたが景
色は抜群、ひときわ白い山が日光白根山、
男体山と並んだ太郎山が同じ形でほんとに
親子のようでした。そして富士山に励まさ
れ頑張ります。一つ目のピークは巻きます
後二つくらい向うが社山の山頂とのことで
す。途中私は重いものをデポしてもらって
一歩、一歩祐子さんの後をついて行く。三
角点と山頂の看板が見えた。嬉しい〜ばん
ざ〜い！
ありがとうございま〜す。青空と雪山最高！！・・・・・
そして下山にかかった時、大丈夫だと思っていたのに足をつってしまい動けなくなった。
皆さんに荷物を持ってもらい英子さんに
介護してもらいとご迷惑をかけてしまい
ました。帰りの湖畔歩きは長く感じまし
た、でもお蔭様で最後まで歩くことが出
来ました。
本当にお世話になりました。
近頃、山へ行くと必ず足がつってしまい、
ちょっと落ち込んでいます。
やっぱり鍛えるしかなのでしょうかね？
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甲州街道歩き一人旅ラスト
記：池本

均

日時：１月１９日（日）
天候 晴れ
コース・タイム
三郷駅５：１９−西国分寺―立川―甲府８：５３−青柳駅９：５８〜金沢宿
１０：１０〜茅野１１：３０〜上諏訪宿１３：１０〜諏訪大社秋宮
１４：４０〜１５：００〜下諏訪宿終点（中山道合流点）１５：０５〜
諏訪大社春宮１５：２５〜３５~児湯１５：５５〜１６：１５〜下諏訪駅
１６：３０−小淵沢―甲府―高尾―豊田―西国分寺―三郷駅２１：１８
（歩行距離） ２５ｋｍ
無人駅の青柳駅より、スパッツを着けて、国道２０号線の雪道を金沢宿を経て、
茅野野あたりまで、ひたすら歩く。雪道の上り坂で、体力を消耗するが、
寒さは、感じない。茅野からは、雪が少なく、凍結した旧道を、慎重に歩く。
上諏訪宿では、宮坂醸造の工場見学の誘惑を振り切り、温泉街を通って、
諏訪湖畔まで歩く。湖は、凍結しており、周囲の山々とのコントラストが、
素晴らしい。旧街道に戻り、諏訪湖を眼下に眺めながらの、終点までの
ラストウォークは、とても気持ちがよく、本日の圧巻であった。
終点（中山道合流点）で、記念写真を撮ってもらい、戻って、下社秋宮に
参拝して４年に渡る甲州街道歩きの無事を感謝する。さらに中山道に入り、
下社秋宮に参拝して、次回の街道歩きの無事を祈る。そして、最後に、
下諏訪最大の公衆浴場である児湯に入り、一日の疲れを洗い流した。
日本橋を振り出しに、会員と始めた街道歩きも、甲府より先は、日帰りの
一人旅となってしまった。ほとんどが、途中で雨に降られるか、晴天でも、
強風か雪が積もっていたりの良いコンデションとは、言い難いが、無事、
歩き通せたことは、これからの人生の自信になるだろう。
次回、中山道歩き第１回には、久しぶりに、会員の皆さんと一緒に歩けるので
楽しみにしています。
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私をスキーに連れてって！
記：新島和子
私の最後のゲレンデはいつ、どこで・・記憶をたどっていくと、約 20 年前水上だった
かしらん。寒さに負けて二度とスキー場に足を踏み入れることは無いと、心を閉ざし（？）
たはずでした。が、何をどうしたのか雪山に行くようになった昨年あたりからゲレンデに
行きたくなり心の中で沸々と思いをつのらせていました。新年会の夜、宮子さんに思い切
って声をかけてみました、
「私をスキーに連れてって！」話はトントン拍子で決まり、新幹
線でガーラ湯沢へ。東京は雪の予報・・しかし新潟は 1 月にしては珍しく快晴。平日で比
較的空いていて快適。とりあえず、私はスキースクールに・・72 歳の元気で完璧なボーゲ
ンのオジサマ（私と夫婦に間違われた）と 42 歳の 3 年前までスノボでブイブイいわせてい
たらしい、やけに若づくりのママと 3 人で楽しいスクール♪お昼を挟んで午後から宮子さ
んと一緒にゲレンデにＧＯ！
気持ちいい〜キャー♬

あっというまに楽しい時間は過ぎ

て・・お風呂に入ってビールを買い込んで帰りの新幹線に乗
り込みました。
宮子さん、ありがとうございました。声をかけて良かった〜
また、一緒に行きましょう。
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北八ヶ岳（縞枯山〜高見石小屋）
記：大門

京子

★山行日・・・２０１４年１月２５日〜２６日
★メンバー・・Ｌ浅井（昭）、浅井（祐）、山本、森（律）、小林（い）、小野寺（英）、下川
山口（敏）、山﨑、新島、尾崎、大門
★コース・・・２５日（土）
草加（5：30）→ピラタス山麓駅（9：20＝9：50）＜＜＜
山頂駅（9：50＝10：00）→雨池峠（10：20）→
茶臼山（11：45＝12：00）→高見石小屋（ 14：50）
２６日（日）
高見石小屋（7：20）→白駒池（8：00）→（国道２９９号）→
ロープウェー山頂駅（11：40）＜＜＜山麓駅（12：20）→
小斉の湯（12：45〜14：00）→草加駅（18：20）
25 日（土）
以前から行ってみたいと思っていたスノーシューハイクに、北八ヶ岳に１２名で行って
来ました。朝５時半に松原団地駅前を車 2 台で出発。ピラタスロープウェーは山歩きの人
より、スノーボードの人達が大勢いました。山頂駅の少し先でそれぞれワカン、スノーシ
ューを付けて縞枯に向かう。今回私は初めてのスノーシューにＷストックのデビューなの
で両方使える様になるのも目標の一つです。スノーシューは最初慣れなくて、歩き方もぎ
こちなく、違う所に力が入っている気がします。歩いているうちに靴先のベルトがずれて、
はずれそうになり２〜３度直していたが今日は諦めてアイゼンに履き替えました。
雨池峠から縞枯まで登り坂を頑張って登
って行きました。その先も上り下りが続く。
時折青空が見えるが曇天だ。樹林帯の中で
風も当らなく穏やかで歩きやすい。トレー
スもついていて快適です。茶臼山への分岐
に荷物を置き、展望を見に行く。頂上から
の中央アルプス、北アルプスの槍ヶ岳まで
見えました。冷たい風が吹き付けるので
草々に分岐に戻る。
麦草峠から丸山を経て高見石小屋に着く。先月ここ高見石小屋に立ち寄った時は、とても
寒かったので覚悟して来たが、布団も一人一組ずつあり、一安心。小屋はスノーシューハ
イクのツアーの人達が殆どでした。夕食後、今日不具合にだったスノーシューのベルトの
締め具合等指導してもらい明日に備えて就寝。
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26 日（日）
昨夜からの吹雪で、今朝は更に２０センチ近くの積雪にびっくり！風は弱くなり小雪が
降っている。昨日通った跡はすっかり消えてしまっている。白駒池まで順番にラッセルを
しながら下って行く。私のスノーシューも今日は調子良い。歩き方も慣れてきて普通に歩
ける様になってきていた。白駒荘から凍った池の上を通り青苔荘の横を通る。白駒池分岐
からの登山道は、迷いそうな位先が分からないので平行に通っている国道 299 号線を行く
事になった。麦草峠を経て狭霧苑地へここから樹林帯の登山道へ入りロープウェー山頂駅
を目指す。
雪もやみ、周りを見れば素晴らしい樹氷の世界だ。この雪景色のせいか童心に帰り暫し
雪遊びを楽しむ。心身共に若返り？足も軽くなり山頂駅に着く。麓の駐車場の車も雪をか
ぶっていた。
蓼科温泉「小斉の湯」へ立ち寄り汗を流す。長
い階段を上がった先にある露天風呂に景色を楽
しみながらのんびりと入浴でき、最高でした。
昼食にと飛び込んだ蕎麦屋も突然の１２名様に
対応しきれないというドラマもありました。で
もとても美味しいお蕎麦でした。ごちそうさま
でした。
今回目標の「スノーシューとＷストックを使
える事」が無事達成で大満足でした。
リーダー、他の皆さん有難うございました。
浅井昭光さん、祐子さん運転お疲れ様でした。
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山行紀行

〜２０１４冬〜
記：浅井

１/12

祐子

日光社山
L 浅井 x2、山本、大竹、兼堀善、山口敏、小野寺英、小林い、畑野、阿部
中禅寺湖南湖畔 P8:15―阿世潟 9:25―阿世潟峠 10:00―社山 11:45―12:00―往路を
戻るーＰ15:15

年が明けるといよいよ雪山へのテンションアップ！！
大勢の参加で「いいねっ！」

で、手頃な社山を計画すると

雪山入口、今年も順調に増加中(?)みんなの足元もスノーシ

ュー、わかん、スノポンとそれぞれに個性が光る。好天の下、阿世潟峠からはぐんぐんと
高度を稼ぐが山頂までは結構長いよ〜。戦場ヶ原が箱庭のように望める処まで来たからも
う少しだよ、頑張ろう！

頂からは日光連山やひときわ白く輝く白根が美しい。昼食後は

往路を戻り、冷えた身体を温めにお風呂へ直行！

寒かったけど今日も楽しい山日和でし

た。

１/25−26

北八つ、縞枯山〜茶臼岳〜高見石

L.浅井て、山本、森律、小林い、小野寺英、下川、山口敏、山﨑、新島、大門、尾
崎、祐子
(コースタイムは大門さんの報告を参照)
雪山第二弾は、憧れの北八つで、シラビソの森が雪で覆われて何とも美しいコースです。
それにしても雪山人気絶好調！来月の安達太良なんぞは、なんと１９名の参加だから、
雪山が今凄いことになっています。！！そこの貴方、このブームに乗り遅れないように….。
＊因みに、2/7−８の安達太良山は大雪の為中止になりました。またの機会を楽しみに…。

2/1(大小山〜大坊山/栃木)

Ｌ.浅井ゆ

大坊山下Ｐ7:30―やまゆり学園 8:00―大小山 8:40―越床峠 9.50―大坊山 10:30―Ｐ10:50
低山ながらもアップダウンあり岩場ありと、すっかり気に入ってしまった大小山〜大坊
山へ。曇天だが関東平野がかろうじて望めるから、まあ良しとする。大小山へ向かう里歩
きの途中、タラの芽の群生地の脇を通るのだが、芽の出る頃ここを通るのは危険かも？つ
い理性を失いそうでコワイ・・。さて、やまゆり学園脇からひと汗で大小山。妙義山から
コストコ峠？を経由して大坊山へ戻ってくる。１人だと駆け足になってしまいあっという
間だ。
追記：この日、ついに浅井家の「MPⅤ」が臨終を迎えました。あろうことか台東区入谷
交差点のド真ん中での突然の大往生。１３年間、みんなと色々な山へ出掛けました。あり
がとう！

2/10 筑波山

L.浅井ゆ、小野寺英、山本、八並

草加 7:00=女体山登山口 10:00―女体山山頂 12:40-50―

御幸ヶ原 13:20―筑波神社 14:20

草加でも 30 センチほど積もった４５年ぶりの大雪。となればその辺の山だって充分雪
山として楽しめるはず・・。自分ちと両方の実家の 3 軒分の雪かきを終え、ビールを呑み
ながら私の中の悪い虫が疼きだす・・。行き先をお馴染みの筑波山に決めいざ出発したも
のの、雪の残る月曜の朝は何処も大渋滞。が、何とか辿り着き、初めての雪の筑波山を楽
しむ。いつもとはまるで違う表情の筑波山をたっぷり味わいました。
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千葉・鋸山

記：畑野仁美
◆山行日：2014 年 2 月 16 日（日）
◆山行者：L 園木毅・大門京子・加藤紀久代・畑野仁美

4名

◆コース：浜金谷駅〜登山口〜観月台〜石切場〜百尺観音〜地獄のぞき〜千五百羅漢
〜大仏〜保田ばんや
お誘いのメールが来た。鋸山なら行けるかも、それに海の幸付だ。
房総方面へ電車で行くのは花嫁街道以来、海を眺めながら山へ行くのが珍しい。
お天気も良く富士山が 1 日中見えた、房総からは
真正面に大きく見えることも分かった
ホームにも雪が積もっている、駅から鋸山は目の
前です。登山口から階段が続く、観月台まで登る
と良い眺めです、海の色も綺麗です。
だんだんと雪が深くなり膝ぐらいの所もあります。
石切り場で迷う。倒木で分岐の看板が見えなかっ
た、倒木を乗り越え登山道に戻る。
岩の間の細い階段を上がると日本寺の北口管理所
に出、すぐ横に岩に掘られた百尺観音が現れる。
展望台まで登ると素晴らしい眺望でした。風に飛ばされそうになりながら地獄のぞきまで
行ってみる、足がすくみます〜
三角点のあるところまで行く予定でしたが通行止めのロープがあったのであきらめ千五百
羅漢を見ながら日本一大きな大仏さまの前へ、この大仏さまも岩から掘られたのかな？
この日のお礼をして日本寺を後にします。
次の目的地保田のばんやまで歩いて向かいます。
お寿司にアナゴ天と金目の煮つけ別腹のデザート
までたっぷり頂きました。
思いがけず雪の房総の
山へ行けてちょっと旅
気分の面白い山行が出
来ました。
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意外と面白い雪山?！

太平山縦走

(419m)

(栃木県岩舟町・大平町・栃木市)
【登山標高差】389m

記：山﨑 正夫

【累積高度】715ｍ

①【日 程】2014(平成 26).2.12(水) 【天 候】晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑
【コ-ス】草加駅 5:25→5:48 東武動物公園駅 5:49→6:34 栃木駅 6:45→7:00 國學院前
(195m)7:10〜太平山神社(265m)〜太平山頂(346m)〜ぐみの木峠(285m)〜9:40
晃石山(ﾃﾙｲｼｻﾝ･419.1m)〜10:10 青入山(395m)〜10:28 桜峠(275m)〜11:33 馬不
入山(345m)〜13:00 岩船山(172m)〜13:37 岩舟駅(30m)14:25→14:33 栃木駅
14:41→15:57 草加駅
【経 費】電車賃 780 円＋190＋780 円＝1,750 円 ﾊﾞｽ代＝220 円

合計＝1,970 円

②【日 程】2014(平成 26).2.16(日) 【天 候】晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、澁谷
【コ-ス】草加駅 6:26→6:44 春日部駅 6:53→7:38 栃木駅 7:00→7:30 国道 50 号線岩舟
駅入口〜8:10 岩舟駅 8:30〜9:05 岩船山〜12:10 馬不入山〜13:05 桜峠〜14:00
晃石山〜ぐみの木峠(285m)〜15:18 太平山(341m)〜15:40 太平山神社〜16:00
兼信平 16:30〜19:30 新大平下駅 19:40→20:10 南栗橋駅 20:11→20:47 草加駅
【経 費】電車賃 780 円＋780 円＝1,560 円

ﾀｸｼｰ代＝3,000 円/2 人＝1,500 円

合計＝3,060 円
①2/12(水)
８日(土)に関東には珍しく大雪が降り、９日、１０日は所用でやむなく外出。しかし、
３日(月)から風邪気味で、治療を受けるも中々すっきりしない。山に行けばすっきりす
るかもしれないと、雪が残っていることを期待して、太平山に行く。今回の雪は、細か
く軽い。気持ち良く積もっている。雪の太平山は初めてだ。尾根歩きが気持ち良い。こ
んなに良いなら、山の会の皆さんを誘おう。
②2/16(日)
またまた、１４日(金)に予報では８日より少ない雪、結果的には８日より多い雪が降
った。その後、雨が降り、水分の多い重たい雪。夜半には強い風が吹いた。メールにて
山行のお誘いを会員に知らせる。澁谷さんが同行することになる。栃木駅に着くと、バ
スも両毛線も運転していない。駅前でタクシーを待つも来ない。佐野アウトレットに仕
事に行く青年が１５分位待っていて、タクシー会社に電話しても通話中で繋がらないと
のこと。仕方がないので、澁谷さんが駅前のタクシー会社の営業所に行き、タクシー１
台を確保する。佐野へ向かうことにし、途中、岩舟に近いところで降ろしてもらう。車
中、運転手から東日本大地震の時に岩船山の一部が崩れたことを教えてもらう。６００
段の階段を昇り、高勝寺に着く。三重の塔の奥の岩船山山頂へ行く。見晴らしが素晴ら
しい。仁王門を潜り、本殿にお参りする。その後、奥の院に向かう。その先の地獄橋の
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架かる岩は崩れており、地獄橋は崖下に落下して
いた。山中、雪と風の為、かなり大きな木まで倒
れている。高勝寺の裏側の道を下って行くと、お

岩船山の参道

東日本大地震の時に崩れた岩山

寺の方が除雪と落ちた枝の片づけの最中だった。溜め池の横を通り、車道を越えて、馬
不入山の登山口に着く。もうそこから
雪が積もっている。１２日の時はこの
場所には雪がなかった。２度登って馬
不入山山頂に着く。ここまでは、雪を
踏むのは我々が初めてであった。山頂
では入れ替わりで３組の登山者に会う。
この中の一組は新大平下駅から歩いて
きたとのこと。ここで食事を摂る。こ
こから３０〜７０ｃｍの雪の中のトレ
ースを辿る。桜峠、青入山、晃石山、

馬不入山の登山口

ぐみの木峠を経て、太平山山頂に着く。
太平山神社にお参りし、あじさい坂に
向かう。あじさい坂は雪と落ちた枝葉
で難儀が予想されるので、兼信平から
新大平下駅に向かうことにする。この
道は通ったことがなかったが、お店の
人や、通りかかった人に聞きながら歩
いたが、馬不入山山頂で聞いた道とは
違うようだった。すっかり暗くなって、
大平下駅を過ぎ、新大平下駅に辿り着

馬不入山山頂

いた。十分に歩きを楽しんだ１日とな
った。
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蔵王（刈田岳・地蔵岳）敗退記
山本

日

程

コース

2014 年 2 月 17 日（月）〜1 泊

理郎

マイカー利用

松原団地西口 5：30………浦和………東北道………山形道………

山 形 蔵 王 IC

………坊平高原スキー場………蔵王温泉（泊）
蔵王温泉………ロープウェー………地蔵岳山頂駅………山麓駅………
帰路………草加
メンバー L=山本、小宮、阿部、和田、小野寺（英）、千葉
最盛期に蔵王の樹氷を見に行こうという計画で、某社の蔵王温泉保養所を予約して、雪見酒
と雄大な樹氷原をイメージしながら当日を待ったが、直前に何十年ぶりかの大雪に見舞われ東
北道、山形道の全線で通行止めとなってしまった。半ば諦めていたが、出発の当日の朝は何箇
所かの通行止めがあったが、行く頃には開通するだろうという判断で出発した。予測はほぼ的
中で、1 時間遅れで南蔵王坊平スキー場に到着した。月曜日ということもあり、ゲレンデは人
影がまばらであった。スキーリフトを 2 本乗り継いで、刈田岳を目指す。天候はガス模様で、
行けるところまで行ってみるという状態であった。装備はスノーシューが 2 名ワカンが 4 名で
ある。ゲレンデの上部から上は圧雪されておらず新雪を新たに踏み固めてゆく状態であった。
今年は１月末に暖かい日があり、樹氷のモンス
ターは落ちてしまったとリフトの係員から説
明を受けていたとおりで、アオモリトドマツの
上部は枝振りが分る状態だった。晴れていれば
モンスターが林立しているであろう樹氷原で
あったが、展望が無く 100ｍ位登って、諦め下
山することにした。新雪を踏みしめてレストハ
ウスまで 1 時間ほど下ったが、雪山の雰囲気は
十分に味わうことが出来た。
明るい内に宿に着き、ほのかに硫黄臭のある蔵王
温泉にどっぷりつかり、美味しい懐石料理を味わい、
雪見酒、カラオケ三昧の夜を楽しんだ。２日目は晴
れ間も覗いたので、地蔵岳を目指したが、ロープウ
ェーの山頂駅付近は横殴りの吹雪で、駅の寒暖計は
−13 度あり、目の前にあるはずの地蔵岳にも近づく
ことすら困難であった。2 月の蔵王はめったに晴れ
ないと聞いてはいたが、その通りの山行になってし
まった。いつの日かまた来てみたいと思う楽しい山
行であった。
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中山道てくてく歩き

№1

(日本橋―神田―巣鴨―板橋―蕨)20ｋm
記：石井

文子

道路元標
平成 26 年 2 月 23 日（日）天気晴れ
参加者：Ｌ．石井(美)、黒沢、小林(陽)、和田、鈴木(廣)、阿部、池本、畑野、平野、中島、
渋谷、木原、兼堀(恵)、杉山、大畑、森(花)、石井(文)

計 17 名

コースタイム：草加 7：12＝＝三越前 7：50――日本橋 8：00〜12――道路元標――神田
明神 8：40――東大赤門 9：30−三四郎池―安田講堂―高岩寺（巣鴨とげぬ
き地蔵）10：45〜11：30(昼食)――板橋 12：30――近藤勇処刑場跡――志
村一里塚――戸田橋――蕨駅 15：41＝＝南越谷 16：00
日本橋から京都三条大橋まで
中山道てくてく歩き約 340ｋｍ
が始まりました。
2 月、8 日、15 日と雪が土曜日
ごとに降っていたので、天候が
心配でしたが、雪予報は無く、
晴れたので一安心しました。
参加者は 17 名、初心者の森花
江さん、久しぶりに合流した池
本さん、草加駅上りホームに立
ち、やはり冬なので寒い。
中央林間行きの電車に乗り和
田さんと合流、40 分で三越前到
日本橋・道路元標と麒麟の翼

着、地上に出ると懐かしい日本
橋と道路元標が目に入りました。

甲州街道歩き第一回平成 22 年 2 月以来 4 年ぶりです。時間も早く、交通量が少ないので、
いつものように車道の中心にある道路元標にタッチして中山道歩きの無事踏破をお願いし
ました。8：12 出発、中山道は日本橋から北西方向に向かうため先程電車を降りた三越の
ライオン前をあるいて神田方面へ行きます。1 ㎞の標識まで 15 分歩きで神田駅です。徐々
に登りになり、湯島聖堂を過 8：40 神田明神到着、御日柄が良いのか結婚式があるようで、
文金高島田のお嫁さんをみかけました。神田明神は、730 年創建、1309 年平将門の霊を祀
っていて、家康公が関ヶ原合戦の時、神田明神の「勝守」を授かり勝利したことで、縁起、
取引、勝負、受験の神様になっています。
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9：20 東大赤門に到着、せっかくなの
で、門をくぐり、学園闘争の象徴で今
は閉鎖中の安田講堂、夏目漱石で有名
な三四郎池を散策しました。
10：45 高岩寺塩大福を人数分購入し、
本堂にお参り、とげぬき地蔵にはお参
りする人が沢山並んでいたので眺める
だけにして出発し商店街を歩き 11：00
早めのお昼を蕎麦屋でとりました。お
茶をいただき蕎麦を食べてると体が温
まりました。
高岩寺は、１５９６年湯島で創建、

東大安田講堂

１８９１年巣鴨に移転、１９４５年空

襲で全焼し、１９５７年再建されました。
とげぬき地蔵は、毛利藩の女中は針を飲み込み、地蔵菩薩の御影をのみこんだら針を吐
き出すことができたとので、他の病気を治すにもご利益がありと信じられるようなりまし
た。12：30 板橋宿は、中板橋、上板橋とあり大きな町でした。商店街の中に、縁切り榎と
いわれている榎があり皇女和宮が降嫁で通った時は、目隠しをしたということです。
板橋駅の近くに近藤勇処刑場跡に、永倉新八が供養の為に建てたお墓があり、土方歳三、
永倉新八のお墓も一緒に建っていました。参拝の人が何組かいました。
「板橋」の地名にな
った木の模様のコンクリートの板橋を渡りました。
志村一里塚は、日本橋から三里(１２ｋｍ)道の両側に大きな榎が植えられていていました。
14：00 戸田橋の手前で休み巣鴨で買った塩大福を食べました。塩味が効いて食べやすい大
きさでした。橋の中間で東京都から埼玉県へ入りました。
15：10 中仙道から別れて蕨駅へと歩
き、15：35 蕨駅到着、久しぶりの街
道歩きで、疲れましたが、予定の時
間よりも３０分早く駅に到着しまし
た。電車の乗り継ぎは良く、16：00
南越谷に到着し、居酒屋「はちや」
全員参加で打ち上げしました。
次回は 4 月 6 日(日)蕨駅から上尾駅
まで約１９ｋｍ、桜が咲いている時
期に歩きます。
埼玉県へ
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記：園木
★日

程

毅

平成２６年１月１２日〜13 日

★メンバ−
Ｌ園木、大門、加藤、新島
１２日 宮が瀬バス停（8：40）〜高畑間（10：30）〜丹沢山（15：35）みやま山荘泊
１３日

丹沢山（7：15）〜蛭ヶ岳（9：05）〜檜洞丸（12：15）〜西丹沢バス停（15：20）

昨年鍋割山に登りみやま山荘に泊まり檜洞丸に行く予定でしたが予想以上に発達した爆
弾低気圧により翌日起きれば丹沢とは思えない雪景色にビックリ。塔の岳経由で退却しま
した。
昨年行けなかった丹沢山から先の蛭ヶ岳〜檜洞丸に行くことに。みやま山荘はとてもい
い山小屋でしたのでここに泊まり檜洞に登ることに・・・鍋割や大倉や表尾根では芸がな
いのであまり登られないロングコ−スの丹沢三峰を登ります。
翌日は快晴の中、蛭を越え檜洞から無事西丹沢バス停に下山しました。蛭から檜洞へは
夏は 3 時間 20 分かかるアップダウンのある急峻な登山道です。冬の悪条件の中 3 時間 10
分で歩けるのは頼もしい限りです。

富士山の夕暮れです♪カラ−は綺麗です

蛭ヶ岳山頂

13 日早朝の丹沢山にて
28

記：園木 毅
★日

程：平成２６年２月１日〜２日

★メンバ−：Ｌ園木、石井、浅井、森
１日

小山宅駐車場（10：20）〜林道終点（12：00）〜鞍部テン場（13：15）

２日

鞍部テント場（8：25）〜日留賀岳神社（11：40〜55）〜小山宅（15：10）

塩原温泉の奥にある日留賀岳は奥まっていて目立たない山ですがその山容はピラミダル
で登行意欲を掻き立てます。夏でも日帰りは結構大変ですが冬１泊２日で登る計画を立て
ました。冬はほとんど登る人がいないので林道終点よりル−トファィンデングで取り付き
尾根の鞍部へ本日はここまで。
翌日はなぜか全員寝坊稜線に上がるも予想以上の重雪のラッセル日留賀岳神社での撤退
となりました。

遥かなり日留賀岳

ちょっと変わった山飯
お好み焼き・・・
ここまでやります。
旨々です。
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１２月(2013 年)〜２月(2014 年)の山行から

★

編 集 後 記

★

２月に入ってから２回大雪が降り、中止になった山行もありました。それも原因のひとつでしょう

発 行 日

が、今季は山行が少なく「てんとさいと」もちょっと淋しいものになってしまいました。雪山を楽しみた

編 集 者

い人や、雪のない低山を登ろうと思っていた人も少し不完全燃焼って感じではないでしょうか！
私も山の会に入会して３年。山行回数は少ないものの皆さんに良くして頂き楽しくここまできました。
今年は、もう少し山行を増やし皆さんと登山の楽しさ・つらさ・爽快感などなど分かち合いたいと思いま
す。よろしくお願いします。
編集担当

兼堀

恵美子

発 行 者
発行団体

平成 26 年 3 月 20 日
兼堀
石井

恵美子
美樹

草加市旭町 5-11-12
草加山の会

