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コール 

                      記：池本 均 

 

草加山の会は、今年の 10 月で、創立 40 周年を迎えます。 

私は、その 10 年後に、入会しましたが、創立時は、20 才の学生でした。

奇しくも、先週、その当時の仲間数人とキャンパスで会い、リニューア

ルした学生食堂で食事をしたり、学生街の喫茶店に入り、思い出話に花

を咲かせました。因みに、私の母校の校歌の中に、＜集まり散じて人は

変われど、仰ぐは同じき理想の光＞という、一節があります。山の会で

も、40 年の間に、多くの人間が、集い、去り、その間、頂上を仰いで、

目指して歩いてきました。 

40 周年というピークは、まじかに、迫っていますが、記念すべき、

年を大切にするとともに、45 周年、50 周年という長いスパンで、活動

していきたいと思います。私自身、その為に、マラソン大会に出場した

り、同級生との、月 1 回の街道歩きに参加して、日々精進しています。   

この夏も、４０周年記念山行に参加して、会員の皆さんと共通の思いで

出を作っていきたいと思います。 
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平成２６(2014)年３月～５月山行実績 リーダー部・機関紙部 

山

行 
日  程 山 岳 名 リーダー 参   加   者 

個 3/6 赤城山 森(律)  

個 3/8 石割山 浅井(祐) 小野寺(英)、尾崎 

個 3/9 鬼ヶ岳 山口(裕) 森(律) 

個 3/16 沼津アルプス 園木 八並、平野、井口、新島、大門、畑野

個 3/20～23 塩見岳 浅井(昭) 
山口(裕)、鈴木(勝)、三浦、森(律)、
長田 

個 3/21～22 硫黄岳(八ヶ岳) 園木 新島、大門、加藤 

個 3/24 赤城山 浅井(祐) 松田、小野寺(英)、小林(い) 

個 3/31 箱根旧街道 山﨑 下川 

個 4/5 黒岳 浅井(祐) 山﨑 

個 4/6 
 
中山道 No.2 石井(美) 

石井(文)、鈴木(廣)、阿部、和田、兼
堀(善)、上原、澁谷、黒澤、杉山、大
畑、中島、森(花)、畑野、関口、木原

個 4/10 横根山・都室山 小野寺(英) 小宮、黒澤、関口、新庄、下川 

個 4/12 神楽山(山ｽｷｰ) 園木 石井(美)、松田、森(律) 

個 4/12～13 安達太良山 浅井(昭) 浅井(祐)、鎌形、小野寺(英)  

個 4/13 達沢山 井口 新島 

リ 4/19 谷川岳 松浦 小野寺(英)、浅井(祐)、鎌形 

個 4/19 生藤山・陣馬山 小林(い)  

個 4/26～27 七面山・八鉱領 園木 加藤、大門、新島 

会 4/27 

多 摩 川 水 源 界
No.11 前半(奥
多 摩 湖 ～ 風 張
峠) 

小宮 
和田、石井(美)、山﨑、小野寺(英)、
小野寺(博)、山本、澁谷、阿部、森(花)、
兼堀(善)、千葉、大畑 

個 4/29 笠丸山 園木 八並、新島 

個 5/2～6 屋久島(三岳＋) 山口(裕) 
山口(敏)、大門、小林(い)、森(律)、
鎌形 

会 5/3 
多 摩 川 水 源 界
No.10 前半 

澁谷 兼堀(善)、兼堀(恵)、森(花) 

個 5/3～5 翁山・月山 園木 新島、八並 

個 5/4 岩戸山 井口 小野寺(英)、黒澤、山本、鈴木(廣) 

個 5/10～11 
多 摩 川 水 源 界
No.12 

森(律) 
石井(美)、兼堀(恵)、森(花)、杉山、
鎌形、澁谷、小野寺(英) 

個 5/11 城山～高尾山 畑野 
平野、小林(真)、中島、石井(文)、 
大門、大木、黒澤、新庄、下川、松井、
木原、田村、江崎(お試し) 

リ 5/18 丹沢・新茅沢 松浦 森(律)、山口(裕)、鈴木(勝) 

個 5/18 
八方ヶ原･釈迦
ヶ岳 

新庄 下川，山﨑、澁谷 
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個 5/24 富士山 山口(裕) 浅井(祐)、森(律) 

個 5/24 倉見山 石井(文) 小林(い)、張替 

会 5/25 
多 摩 川 水 源 界
No.10 後半 

澁谷 
兼堀(善)、兼堀(恵)、杉山、木原、 
下川、山﨑、小野寺(博)、森(花)、 
大木、平野、新島、尾崎、小野寺(英)

個 5/27～28 平標山 千葉 
山本、小宮、阿部、黒澤、関口、鈴木(里)、
染谷、大畑、和田、大門 
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心 に 残 る 山 行    

槍 穂 縦 走 

                  記：山口 敏雄 

 

２０１３年８月１日から５日にかけて鎌形さんのリーダーのもと、大門さんと私の３名

で草加山の会４０周年記念山行としての槍穂縦走が私の近年の心に残る山行です。 

夜行バス利用で朝に新穂高温泉に着き、右俣林道を白出小屋・槍平小屋を経て飛騨乗越

に着くと、目の前には槍沢の殺生ヒュッテ・ヒュッテ大槍・ヒュッテ西岳さらに遥か彼方

の常念小屋が一線上に並び、独特のピラミッド形の常念岳から左に横通・東天井・大天井

岳、手前の西岳から屏風のような東鎌尾の岩尾根の高まりの果てに槍の穂先がそそり立つ

大展望に身震いした。前回は雨で槍の穂先からの展望は得られなかったが、今回は心ゆく

までの大展望を楽しむことができた。 

 槍岳山荘に一泊し、翌日は大喰・中・南岳の３０００メートルの空中漫歩を満喫し、獅

子岩からキレットを最低鞍部まで下る。長谷川ピーク・飛騨泣きを越えるとロッククライ

ミングの殿堂の滝谷展望所である。息を呑む壮絶な岩壁の大展望を前にしての休憩の後、

ひたすら北穂高小屋を目指し北穂高岳山頂に着くがガスで残念ながら展望は得られない。

北穂小屋のテラスで休んでいると、一瞬ガスが晴れて槍ヶ岳が姿を現し小躍りしてシャッ

ターを押した。 

 翌朝、北穂高小屋から大キレット越えに勝るとも劣らない岩稜地帯の涸沢岳を越えて 

穂高岳山荘に至り、奥穂高岳に登るが雨の中で展望は無し。吊り尾根を経て君子平から 

前穂高岳山頂に登った後、重太郎新道を下り岳沢ヒュッテに泊まる。翌日小雨降る中、岳

沢を辿り上高地に下りた。３０００メートル峰８座を踏破することが出来て大満足の山行

であったが、何時の日にか奥穂高岳からジャンダルム・天狗のコルを越えて西穂高岳への

縦走を果したいものである。 
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新人会員(自己紹介) 

【氏  名】登内 良太         

【生年月日】1991 年 2 月 27 日 23 歳 

【出 身 地】埼玉県越谷市 

【血液型等】O 型 

【性  格】マイペース 

【趣  味】映画を見ることや、食べ歩き      

【仕  事】システムエンジニアになるべく、現在プログラマーとして働いています。 

基本設計から内部結合テストまで行ったことがありますが、要件定義を行え

るようになりたいと思っています。 

【入会動機】元々インドアな趣味ばかりでしたが、就きました業種が座り仕事なため、よ

り一層体力が落ちてしまうのでは？という懸念と。以前より興味を持ってい

たので入会を決めました。 

【山  歴】2013 年夏に初めて一人で山を登りましたので、１年未満です。 

【山行エピソード】入会後まだ２回しか山に登っていないのでこれといったエピソードは

ありませんが、２回ともご一緒した方々はとても優しく楽しめました。 

【コメント】社会人１年目のため、技術力が足りなく残業が多いので毎週木曜日の会や、

山行に中々参加ができませんがご了承ください。 

 

 

みなさんよろしくお願いいたします。 
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Ｈ26.4.3 

第 40 回 総会報告 

場所：草加市文化会館 

日時：平成 26 年 3 月 30 日(日)  13：00－15：45 

打ち上げ：16：00－17：00 

参加者：会員数 63 名 参加者 47 名 委任状 9 名 

議長：兼堀(善)、書記：三浦 

１ 25 年度活動報告 

２ 26 年度 草加山の会 役員 

運営委員：石井(美)、松浦、沼田、山口(裕)、山﨑、森(律)、松田、兼堀(善) 

会長：石井(美)、副会長：山口(裕） 

リーダー部長：松浦、リーダー部長補佐：園木、装備：沼田 

事務局長：松田、会計：新島、会計監査：松井 

機関誌部長：山﨑、機関誌部：小野寺(博)、橘、尾崎 

ＨＰ管理：森(律)、山口(裕)、小野寺(博) 

会場係：渋谷 

 

３ 予算案 

  40 周年事業費：10 万円 → 15 万円  計 40 万円 

 

４ 40 周年記念事業 

ア 会員バスハイキング：26 年度実施しない。（行事が多すぎるため） 

  イ 公開バスハイキング 

    尾瀬  1 泊 2 日  Ｈ26 年 9 月 27・28 日（土・日） 

    実行委員：Ｌ大木、浅井(昭)、兼堀(善)、小野寺(博)、森(律)、畑野 

  ウ 40 周年記念パーティー 

    Ｈ26 年 11 月 29 日（土） 

    実行委員：Ｌ浅井(祐)、石井(文)、小林(い)、松井 

  エ 40 周年記念号 

     発行日： Ｈ26 年 11 月 29 日（土）予定 

    実行委員：松浦、山本、新島、山口(裕)、小野寺(博)、山﨑 

 

５ 山行関係 

  ア リーダーの確認及び日程の確認（40 座・多摩川） 

    未確認山行 

    西穂高：鎌形  白馬連峰：加藤  大天井：鎌形 （松浦さんが確認する。） 

 

６ 所在不明装備の確認 

  ゴア・ツエルト No.2、ハーネス、ワカン木製 

                                   以上 
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平成２６年度 草加山の会 機関誌「てんとさいと」の発行について 

平成２６年度の「てんとさいと」の表紙絵製作・コール・心に残る山行の執筆者を決め

させていただきました。また、例会で山行報告する際に、報告文執筆者も明示していただ

くことをお願いします。 

これまでと同様、原稿は紙又は電子文で提出願います。電子文の場合は標準書式により

作成するようお願いいたします。 

充実した「てんとさいと」を発行するため、皆様のご協力をお願いします。 

 

１ 定例テーマ・表紙絵製作の執筆者及び編集担当者 

号     数 ２２５号 ２２６号 ２２７号 ２２８号 

原稿提出締切日 ５／３１ ８／３１ １１／３０ ２／２８ 

発  行  日 

(＝ 製 本 日) 

６／１９ 

(第 2 例会前) 

９／１８ 

(第 2 例会前) 

１２／１８ 

(第 2 例会前 ) 

３／１９ 

(第 2 例会前) 

表紙絵製作者 松浦 剛 井口 宮子 鈴木 廣 張替 清治 

コ  ー  ル 池本 均  黒澤 登美江 松井 多喜雄 大木 靖子 

心に残る山行   山口 敏雄 沼田 真澄 大門 京子 新島 和子 

編集担当者  山﨑 正夫 橘 高志 尾崎 あや子 小野寺 博  

 

２ 山行報告文執筆者の明示 

例会で山行報告する際、黒板のメンバー名を〇で囲んで、報告文執筆者を明示してく

ださい。 

 

３ 原稿は紙又は電子文で提出 

  紙又は電子文で提出願います。 

紙原稿の場合は、編集担当者が電子化します。 

電子文で提出する場合は、機関誌としての体裁を整えるため、ページ余白、書体、文

字・写真の大きさなどを統一します。 

４ 「てんとさい」の製本 

該当月の第２例会の前に行います。 

標準書式 （ソフトはワード使用） 

Ａ４版  

余白設定＝上下左右 ２５ｍｍ  一行文字数＝４０文字  ページ行数＝４０行 

文字設定＝１１ポイント  ＭＳ明朝体 

タイトル＝自由書式  

写真の大きさ＝事前に３２０×３２０ピクセルに縮小する。 

又は、元写真を貼り付けた後、圧縮する。（参考:てんとさいと 

第 221 号７頁） 

写真説明文字＝埋込みを推奨 
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丹沢山～大山縦走 

〔大倉尾根～塔ノ岳～丹沢山（泊）～塔ノ岳～表尾根～ヤビツ峠～大山〕 
記：三浦  藤博 

◆山行日： 2014 年 2 月 22 日（土）～23 日（日） 

◆メンバー：L 山口（裕）、鎌形、森（律）、三浦 

◆コース： 

【1 日目】大倉 8:20→大倉尾根→11:40 金冷シ→12:00 塔ノ岳（昼食）12:25→13:45 丹沢

山（6 時間 25 分）・みやま山荘（泊） 

【2 日目】丹沢山 6:25→7:25 塔ノ岳 7:35→8:45 行者岳→9:05 烏尾山→9:45 三ノ塔 10:00

→10:05 二ノ塔→11:45 岳ノ台→12:20 ヤビツ峠（昼食）12:50→14:20 大山 14:35

→15:25 阿夫利神社→16:00 大山寺→16:50 大山ケーブル入口（10 時間 25 分） 

 

一週間前の大雪のため宮ヶ瀬行きのバスが運休。当初計画していた宮ヶ瀬から入るルー

トを取りやめ、急遽大倉尾根から出発することになりました。 

さすが人気ルートだけあり、登山者がいっぱいで大倉尾根は大渋滞。登山道には雪が積

もっていましたが、踏み固められているためアイゼン装着なしで塔ノ岳まで登れました。

その先は、登山者も少なくなりアイゼンを装着し丹沢山まで歩きました。 

その日は、「みやま山荘」で泊まりました。収容人数 30 人の小屋は、ほぼ満室の状態。

冬山なのになんで～！！ 夕食は焼肉、朝食には炊き込みご飯と豪華な食事。以前、利用

した蛭ケ岳山荘に比べると雲泥の差です。夜は、小屋の南側から綺麗な夜景を堪能しまし

た。 

 

翌日は、大山までの長い尾根歩き。気温が高いためか霧氷もなく、また曇りのため富士

山も拝めませんでした。アイゼンを装着し、しまっている雪面をサクサクと進みました。

急斜面の鎖場では足場に気をつけながら歩き、新大日～行者ケ岳～烏尾山～ 三ノ塔（展望

がよかった）～二ノ塔～岳ノ台を越えてヤビツ峠に着きました。 

大山への登りも意外に雪が多く、結構急

な斜面もありました。山頂からの展望は素

晴らしく、丹沢山から歩いてきたコースが

一望できました。しかし、ここでも富士山

が見えませんでした。阿夫利神社奥の院と

下社、女坂を下り大山寺へ立ち寄り大山ケ

ーブル口に下山しました。 

伊勢原温泉「天野屋」で入浴し、伊勢原

駅前のサイゼリアで軽く打ち上げをして帰

宅しました。 
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黒檜山（赤城山）（1827.6ｍ） 

記：森 律子 

 

山行実施日 2014 年 3 月 16 日 

メンバー  森(単独) 

コース   5：00 自宅→8：00 黒檜山登山口→10：00 黒檜山山頂→11：00 駒ケ岳→11：50 

おのこ駐車場 

 

塩見の山行を控えトレーニングの為久しぶりの単独山行を計画しました。 

赤城といえば、日光男体山と群馬赤城山の伝説・・ 

昔～日光の中禅寺湖の水を水の無い赤城

の山の神が狙って争いが絶えなくて、赤城

の神に命じられた仁王が、がこっそり中禅

寺湖の水を盗んで持ち帰ろうとした時に日

光の仁王が水を取られまいと、もみ合いに

なり赤城の仁王が右手ですくって赤城の方

に投げた水が大沼に、左手で投げた水が小

沼になったと言われています。 

水を取り返そうとして日光の神が白蛇の

大軍を向かわせたが、赤城の神がムカデの

大軍で返り討ちにし、勢いをつけて中禅寺湖に攻め込んだ。 

日光の神は奥州の厚樫山の猿麻呂に加勢を頼み、ムカデの大軍と白蛇の大軍が戦場ガ原

で戦い、猿麻呂が大ムカデになった赤城の神の左目に矢を放ち傷ついた目を老神温泉で癒

したという話・・ 

男体山と赤城山が戦っていたのに間にある皇海山は静観していたのかなぁ～と考えな

がら快適に高速道路をひた走り、おのこ駐車場に到着～朝食を食べ、大沼湖畔を歩き昨年

7 峰縦走でお知り合いになった、地元の方と待ち合わせ場所の黒檜山登山口へ、アイゼン

を付けて急な上りを歩きます、風もなくいい天気で、木々の間から見える景色を楽しみな

がら、歩きました。 

山頂は人もたくさん入っていて、なぜかこの山域はいつも感じるのですが、フレンドリ

ーな登山者が多く、みんなニコニコしていて色々な方に声をかけて頂き、心が「ほんわか」

します。 

黒檜大神石碑の鳥居はすっかり雪の下で、こんな景色は珍しいとのことで、こちらで昼

食をとりました。冬道は色々なトレースがあり、トレースに引かれてルートを間違えやす

いのですが、他の登山者の方々と声をかけ合い、楽しく下山することができました。 

午前中に下山したので、日本一小さいスキー場でスキーを楽しみ、富士見温泉で汗を流

して帰路に着きました。 

赤城山は７つの山頂があり、去年行った長七郎山、小地蔵岳、に続き今回は黒檜山、駒

ヶ岳を制覇！残りの地蔵岳、鍋割山、荒山、鈴ヶ岳も歩きたいなぁ～ 
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鬼ヶ岳周回 想定外の踏み跡無しでラッセルしんど 

                                                   記：山口 裕史 

◆山行日：２０１４年３月９日 

◆メンバー：L 山口（裕） 、森(律) 

◆コースタイム: 7 時間 20 分 

根場 6:30→9:20 雪頭ヶ岳→9:50 鬼ヶ岳 9:55→尾根ずれに気付き→10:55 トラバースで復帰

→12:30鍵掛峠（昼食休憩）12:50→13:30 林道→13:50 根場 

 

今週は上越タカマタギ山でテント泊を予定していましたが、メンバーの都合が悪く 

なってしまったのと上越の天気予報が芳しくなかったので急きょ日帰り登山に切り替えま

した。天気もよさそうで富士山を見に行こう！御坂山塊をつなぎたい！と鬼ヶ岳から精進

湖までを計画して登り始めました。 

  当初は精進湖まで縦走する予定でしたが、鬼ヶ岳山頂到着時に大幅に計画より遅れてい

てため、王岳まで歩いて根場に周回しようと変更しましたが、さらに鍵掛峠に行く途中に

踏み跡たどっていったら主稜線を外してしまいトラバースに 1 時間はロスしてしまったた

め鍵掛峠下山に変更しました。 

  天気予報は当てがはずれ曇りで富士山は見えず、大雪から数週間たっているのでトレー

スがついているだろうというあても外れ、雪がありすぎて歩くルートがほぼ枝をかき分け

ながら、鬼ヶ岳からのトレースは別ルートで選択ミスと散々で、鍵掛峠で下山と計画の半

分の行程したが、冬山の醍醐味をがっつり味わえた山行でした。 

トレース信じちゃダメですね～。1 つ勉強になりました。精進湖までの稜線つなぎ 

は、雪のない早春の季節に頑張ろうかと思います。 
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沼津アルプス～沼津港 

 

 記：八並 絹代 

★日程：２０１４年３月１４日 

★メンバー：L 園木・平野・畑野・井口・大門・新島・八並 

★コース：草加駅 5:40---東京駅 6:34---沼津 8:35 発多比行きのバス 

     多比バス停 9:15－大平山 10:20－鷲頭山 11：30～12：15―小鷲頭 12：25    

     -徳倉山 14：00―横山 14：53―八重坂峠―八重坂 15：15―沼津港 15：45 

 

沼津の愛好会が整備し名づけたミニアルプスで有名ですが、なかなか行く機会に恵まれ

ずやっと願いが叶った。南の多比の町中から北に向かって登りはじめ、同行者の中には暮

れの忘年山行の記憶が鮮明の方も多く前回を思い出しながらの山歩きのようだった。標高

の一番高い鷲頭山でも 392M と低山なのに起伏が激しくて結構厳しい縦走路だった。縦走路

は春一番と思えるような強風でしたが雄大な富士山、駿河湾、市街地の展望の美しさに見

惚れながらの歩きで楽しい山行だった。下山後、沼津港の双葉寿司までの歩きの道のりの

長かったこと、美味しいお寿司なんて「もうどうでもいいや」と思いながらやっと寿司屋

に着き、おいしいお寿司をいただいて帰路についた。 

魚の干物も沢山買ったし、お腹もいっぱいだし、みんな幸せいっぱいで帰りの車中も 

笑顔で楽しい一日でした。 
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塩見岳（リベンジならず） 

記：長田 一樹 
◆ 山行日：2014 年 3 月 21 日(金)～23 日(日) 

◆ メンバー：L 浅井(昭)、鈴木(勝)、山口(裕)、長田、三浦、森(律)  

◆ コース：25:30 秋葉路駐車場：就寝 26:00 

一日目 5:00 起床 5:40 出発→6:35 駐車場 6:55→土砂崩落地点 7:40→塩川小屋

8:20→10:00 丸太橋付近で渡渉→10:45 渡渉 2 度目→11:15 尾根取付き点

→17:31 第 1 見晴らしポイント付近でテント設営 17:55→就寝 21:00 

二日目 起床 4:00→6:00 幕営地→6:20 第 2 見晴らしポイント→7:00 豊口山分岐

→7:40グルッと回って三伏山→8:40本谷山9:00→10:40権右衛門山西側下降

点（12:00 までに山頂に到達不可能と判断して撤退決断）10:45→11:00 権右

衛門山（休憩）11:30→12:40 本谷山→14:05 三伏山→14:20 三伏峠小屋（休

憩）→15:15 幕営ポイント 

三日目 起床 4:00→幕営地 6:15→8:00 尾根取付き点→渡渉ポイント 8:25→丸太橋付

近で渡渉 8:35→9:10 塩川小屋→9:35 土砂崩落地点→10:10 駐車場 

 

二年前に来た時よりは気温は高いのだが、雪は多いようで溶けた水が凍り坂道の上の駐

車場まで行けず、橋手前の車一台がやっと停められる場所に駐車する。 

装備を分担して出発！昨晩張ったジャンボの外張りが水を吸って思いの外重くポールも地

味に体力を奪いそうな予感！ 

1600m 付近の尾根迄は何箇所か徒渉もあり踏み抜きなどもあったが、基本沢沿いの緩やか

な登りで骨折した場所での記念撮影も無事済み、お気楽モードで進む。 

いざ尾根に取り付くと、これが急な上に雪が緩く不安定で登るのに一苦労(^_^;) 

沢沿いで抜かれたぶなの会の方達のトレース

を追いつつ重い体を上げて行く。 

途中わかんを付けてみるが、ペースは上がら

ない 15:00 を過ぎた時点で未だ 2100m 付近に

いる三伏峠は 2500m を少し過ぎた辺りなので、

このペースでは完全に日没になる。結局時間

で区切り三伏峠まで一時間の所で天幕を張る

事となる。登山道脇を整地してテントを張り

中へ入るとホッとするが、水を作らないと何も始まらないので、せっせと水作りに励む。

バーナーが一つしかないのでとにかく水を作りまくり、その間に各自持ち寄ったおつまみ

で乾杯！水も十分確保できたところで、すき焼きへ！しかし疲れや酔いが廻っていて皆さ

ん余り食が進まず。残りは明日朝へと廻して就寝。 

 

朝ごはんは辛ラーメン、辛い物は身体が温まるのだろうが辛い物が苦手な自分は水を大量

に飲んでお腹イッパイになる。装備は軽くなったのだが昨日の重装備と久々のテント生活

で腰が痛く、上手く曲がらないというか伸ばせない。それでも準備運動をして装備を背負
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えば何とか歩き出せる。 

しばらくすると左手側が開け稜線が見え、その稜線を昨日追い越して行ったパーティーが

歩いているのが見える。 

 

一時間後に三伏峠に到着、小休止後出発パーティーが見えていた稜線に到着したのは三伏

峠から一時間後だったので、此処まででも前のパーティーからは二時間遅れだ。塩見岳は

三伏峠から見た表情から稜線伝いに左側へと廻りこんで行くと次第に表情を変えて行くの

が面白かった。この時点では塩見岳まで未だあんなに遠いとは思っていなかったのだ、 

しばらく歩いて 8：40 本谷山へ到着。ペースが上がらないのと体調不良の人が出てきたの

で、リーダーの判断でピークを目指す 4 人と目指さない 2 人に分ける事とする。ただ歩け

ば歩くほど左側に廻りこまさせられ更に思った以上のアップダウンがある、とても日帰り

で行けるルートとは思えないのだが（汗）装備を軽くして雪の量が少なければ話は別だ

が･･･ 

権右衛門山のルートは夏道では尾根右手側をトラバースするようになっているが冬では道

も発見出来ず。ぶなの会の人達は尾根上を歩きピーク経由で行ったようだ、少し悩んだが

時間節約の為 GPS を頼りに樹林帯のトラバースに入る、樹林帯なので直線的には進めない

がそれでも何とか登山道へ復帰するが、復帰した登山道から見た塩見岳は、そこから更に

100ｍ近く落とされて登るので 600ｍ近い登りになるだろう事が判明する。時刻は 10：40

昼間でだと途中に見える塩見小屋までが精一杯だろうか？ぶなの会のパーティーが丁度岩

稜帯へ取り掛かろうとしている。2 時間以上先行しているぶなのパーティーが、あそこで

は私達は登頂は無理と判断した。それでも塩見小屋まで行くか検討したが、登れないのが

分かっているのに行って登り返しは嫌だとなり権右衛門山のピークに行くことにする。 

権右衛門山は 360 度開け展望が素晴らしく南アルプスは甲斐駒から聖あたりまで全て見渡

せ中央アルプスに北アルプスの一部も見渡せる場所だった。天気も良く時間的にも、まっ

たりモードとなったのでゆったりと景色を楽しむと、来るときに右手側に見えていた烏帽
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子岳、前小河内岳が少し気になる。 

帰り道に歩きながら話して地図で確認すると塩見より近いし樹林帯も無いので展望も期待

できそう、今回は流石に帰りに寄れる感じではないが、何かの折りに行ってみたいなと話

し込む。 

 

ピークは踏めなかったが素晴らしい天気の

下、雪面を歩いているとニヤニヤが止まら

ない、それに右足がチャンと動くのは何て

幸せなんだろうと、普段の健康の有り難さ

も再確認する。 

三伏峠へ戻るとぶなの会のテントがある。

登頂できただろうなぁと思うとチョッピリ

羨ましさが湧き上がるが無事に居る事も大

事と思い直す。 

テントにつくとテルさん勝さんが水を作っ

てくれていた、まだ明るいけどやることも無いので乾杯！夕食はカレー！だがまたしても

酔いが廻り残してしまう。 

 

 

 

 

 

本日は下山だけなので、非常にまったりモード。水作りもそれほど真剣にやらずに昨晩の

残りなどで朝食を済ませる。テントを撤収して下山開始。 

踏み抜きもあるが行き程ではない、気温が上がっているせいか雪が全体的に嵩が減ってい

るようにも思える。下降すればするほど雪は軟らかく腐っていく。尾根を降りきって沢沿
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いに出たところで大休止。 

南アルプスの天然水を仕込む。やはり気温のせいか沢沿いも雪の嵩が減った感じだ、お陰

で締まって踏み抜きも無く歩きやすい。塩川小屋に辿り着きアイゼンをどうするか悩んだ

がスパッツだけ外しアイゼンはそのままとして歩いた結果パンツの右足側に 2cm ほどの穴

を開ける。 

沢沿いの林道は行きには無かった落石が多数有る。雪が緩むとこんな事も、あるんだと再

認識させられる。無事に車へ着き、帰り道途中の温泉へ寄る、すこしショッパイ感じがす

る温泉だった。そういえばこの辺では岩塩が取れたとか聞いた気がするなと思い出す。帰

りは御蕎麦を堪能！美味しかったのだが盛りが上品だったのが残念 

 

駒ケ岳サービスエリアで盛りが少なかった分の食料を胃に補充してから、リベンジって復

讐とか報復の意味になってしまうので、正確にはリトライかな？などと思いつつ渋滞の中

央道を草加に向けて帰りました。 

 

正直もっと感慨深いかと思った山行だったのですが、どうも痛みとか直ぐ忘れてしまう人

間だったようで恐怖心も無く、ここが骨折現場かなどと他人事の様に思えてしまっている

自分が可笑しかったです。 

2 年チョット経って骨折も治り山登りにクライミングにスキーと再開出来ましたが、正直

100％元通りとはいきませんでした。 

足首の稼動範囲は狭まり、浮腫み易くなり、スキーでは右足のエッジングの感覚が･･･と正

直後遺症のような物は残っています。怪我をしたくてする訳では無いのですが無いに越し

たことはありませんので、皆様！今後とも安全登山で行きましょう！！ 
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硫黄岳（2760ｍ） 
記：新島  和子 

◆日  程：平成 26 年 3 月 21 日～22 日 

◆メンバー：L 園木・加藤・大門・新島 

◆コースタイム：21 日 9：45 稲子の湯-12：15-12：50-しらびそ小屋-14：25 本沢温泉 

        22 日 7：31 本沢温泉-8：50-9：00 夏沢峠-10：05-10：15 硫黄岳- 

           10：50-12：30 箕冠往復夏沢峠-13：05-13：30 本沢温泉- 

           15：50 稲子の湯 

今季 3 度目の冬の八ヶ岳。今回は本沢温泉に泊まって硫黄岳を目指します。スタートは稲

子の湯。ハラハラと雪が舞っている、今年は雪が多い、稲子の湯の風呂の屋根が大雪で倒

壊したそうで・・2 時間半、樹林帯を登る、降り続く雪・・予報では晴れだったはずです

が・・しらびそ小屋に到着、みどり池は氷の下。しらびそ小屋で暖をとり、思わずケーキ

セットを注文。暖かいコーヒーにホッとするひとときです。私達の後からやってきた若者

は毎週末、ボランティアで小屋のお手伝いをしているそうです。本当に好きなんだなあ八

ヶ岳が・・私も大好き！ちょっとうらやましい。ここからいっきに本沢温泉へ。新設され

た「石楠花の湯」女子 3 人で仲良く入浴。鉱泉なのでぬるめ、体が芯から暖まります。 

お楽しみの夕食の時間はお鍋 2 種、高野豆腐の入ったキムチ鍋とおでん。もうひと組のパ

ーティとシェアして仲良く鍋をつつきました。8 時半に消灯。2 日目、目覚めるとドッ！ピ

ーカン～真っ青な空！硫黄岳を目指して

Let’sGO!風もない、こんな快晴めったにないで

しょ！気分はアゲアゲ。夏沢峠に到着。目に前

にそびえる硫黄岳、一歩一歩確実に登って山頂

へ。360°パノラマ、すぐ目の前に赤岳が！離れ

がたい山頂。下山は速い。目の前に見える天狗

岳、東天狗も西天狗も山頂は人で溢れています。

「皆さ～ん、気持ち良いですねえ～」と声をか

けたくなります。箕冠まででタイムアウトで引

き返す、近くて遠い天狗岳。昨日、登ってきた道をひたすら下り稲子の湯に無事到着。楽

しい 2 日間でした。 

皆さま、ありがとうございました。 
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箱根旧街道  (846m) 

    (神奈川県箱根町・静岡県函南町・三島市)                 記：山﨑 正夫 

 

【日 程】2014(平成 26).3.312(月) 【天 候】晴れ  【標高差】738m  

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川 

【コ-ス】草加駅 5:25→5:34 北千住駅 5:46→6:21 代々木上原駅 6:23→7:50 小田原駅 7:53

→8:08 箱根湯本駅(108m)～8:30 早雲寺～8:50 正眼寺～8:55 曽我堂～10:40 畑宿

一里塚～畑宿～12:00 甘酒茶屋～12:45 元箱根～関所跡～13:35 箱根峠(846m)～

14:22 接待茶屋跡～15:30 山中城跡～17:50 三島大社～三島駅 18:29→18:43 熱海

駅 18:59→21:50 草加駅 

【経 費】電車賃 1,616 円＋2,517 円＝4,133 円 

 

暫く歩いていないので、下川さんと足慣らしに箱根旧街道を歩くことにする。どうせ歩

くなら東坂・西坂を通して歩きたいねと箱根から三島まで峠越えをすることになった。 

箱根湯本駅から箱根町役場の敷地の中を通って早雲寺に。桜が満開で、北条５代のお墓

にお参りする。正眼寺では裏山にある曽我堂をお参り。街の中の道を進むと、旧街道石畳

の標識が出てくる。255m だけだが、国の史跡に指定されている。その先で、須雲川自然探

勝路に入り、静かな道を進む。割石坂を過ぎると、江戸時代の石畳が現れ、石の表面も磨

り減っているのが分かる。やがて、畑宿一里塚に来る。これまで見た一里塚は一本の木が

植えられているが、ここは街道を挟んで２本の木が植えられている。途中で、観光タクシ

ーの運転手さんが車を停めて、わざわざ山側に登り、広重の浮世絵「箱根」の絵を示しな

がら、この場所を描いたものだとお客に説明しているところに行き当たる。確かに現在で

もその絵のままなので感心する。二子山の見えるところに掲示があり、自然保護の為に入

山禁止にしてあるとのこと。それまでは、通信施設などがあり入山禁止になっているとば

かり思っていた。元箱根に出て、芦ノ湖、富士山がきれいに見える。関所跡の中の旧街道

を通る。入場料が必要と思っていたら、通るだけなら要らないとのこと。確かに公道なの

だから当然か。芦ノ湖を見ながら、杉並木の下の石畳を進む。車道に出て、箱根峠に着く。

ここが本日の最高地点だ。これまでは登り一方。これからは下り一方になる。篠竹が覆い

被さるような旧街道を進む。公園の管理をしている地元の人の話では、２月の雪の時は篠

竹が雪の重みで道をふさぎ街道歩きの人はここを通れず迂回せざるを得なかったとのこと。

ここで、宝塚市からの夫婦に出会う。聞けば、今回が東京から京都までの東海道歩きの最

終日だとのこと。東京から箱根まで歩き、その後、京都から箱根まで歩いてきたとのこと。

二年掛かりのようである。大した物である。東坂に比べて、西坂は旧街道は歴史が保存さ

れており、整備も丁寧にされており趣がある。雲助徳利の墓や山中城跡を通り、漸く三島

の街が見えるが、そこからが長かった。本日の終点となる三島大社に着く頃は夕暮れ時と

なった。芦ノ湖と西坂の終点近くで見る別の角度の富士山が印象に残る。山行よりも疲れ

る街道歩きであった。 
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中山道テクテク歩き №２  

（蕨～～大宮～～上尾まで）１９㎞ 

                                 記：阿部 芳夫 

 

★ 日時・・・・・・Ｈ２６年４月６日   天気・・曇り一時雨 

★ 参加者・・・・・Ｌ石井（美）・石井（文）・鈴木（廣）・兼堀（善）・和田・黒澤・上

原・畑野・中島・木原・関口・渋谷・杉山・森（花江）・大畑・阿部 

★ コースタイム・・南越谷 7：07 出発～～南浦和～～蕨駅前 7：40 歩き出発＝＝ 

埼玉新都心＝昼食＝大宮＝＝上尾駅前 15：25 到着 

 

 今日の天気は色々変わりやすい天気のようだ、予報の方もいろいろ変わっている。朝起

きた時は小雨が降っていたが出かける時はほとんど降っていない、とりあえず折りたたみ

傘を持って家を出た。 

草加で準急に乗り換える時黒澤さんと合流した。新越で下車し南越の改札前に何人かが

もう来ている。 

その内じょじょに集ま

り 7：00 ちょっと過ぎには

全員が集合した。 

今回は上原さんがしば

らくぶりで参加してくれた。 

南越を出発して南浦和

で乗り換え蕨駅に到着、歩

きとはいえ街道歩きは最後

の頃になると結構脚にくる、

足の股が痛かったり足の裏

が痛かったりするので出発

前の準備運動をしっかりし

て、午前中は天気も大丈夫

なようなので元気よく出発だ。    

蕨の町は昔の宿場町らしく旧家らしい家が多くある町だ。 

木造で１００年以上になるような古そうな家が結構ある、商家らしい家などもある。 

最初の見どころは蕨本陣に出た、門構えだけの玄関先みたいのが記念にあるだけみたい

だった。  
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次の見どころへ歩を進める。今回は天候の具合も良かったのか花が結構咲いてる、いろ

いろな花がある、特にさくらは満開だ。ところどころいくらか散り始めているところもあ

る、場所によっては桜吹雪だ。気持ちよく歩いた。次の見どころは「調」（つき）神社だ、

朝廷へのみつぎものを集めた場所と説明があるが安産の神様でもあるらしい。どんどん歩

を進める今回の街道歩きはあまり見どころが少ない、どんどん歩いてだいぶお腹も空いて

きた。 

うまい具合に歩いているうち「ロイヤルホスト」が出てきた、人数も多いので店に確認

すると大丈夫との返事だ、全員入り個々に注文してお腹を満腹させ休憩して、又後半の歩

きに出発した。 

今日の見どころ「氷川神社」だ、この神社は参道が長い、２キロメートルもあるものす

ごく長い参道だ。参道を歩いていて信号が何ヶ所もある。そうとう古い歴史を持っている

らしい、この神社を見学して歩き出してじきに雨が降り出してきた、全員すぐ雨具の支度

だ、ザックカバー付けたりカサを出したりして歩き出したが雨はじきにやんでくれた。空

模様はあまり良くないので歩きながら雨が強くなったら次の駅で終わりにしようと話し合

って、空を見ながら次の駅、又その次の駅と歩いているうち結局今日の終点上尾駅まで歩

く事が出来た。本当に良かった。駅に着いてリーダーとタッチをして喜んだ。 

そのまま電車に乗り南越まで来て

駅前で打ち上げをして解散した。 

リーダーをはじめ参加者の皆さん

お疲れ様でした、次回もよろしく

願います。 
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横根山～都室山  （389ｍ～450ｍ）イワウチワの群生 

実 施 日 ：平成２６年４月１０日（木）           記：小野寺 英子 

メンバー：Ｌ小野寺（英）、小宮、黒澤、関口（美）、新庄、下川 

《コースタイム》 松原団地 5：30＝草加外環＝高萩ＩＣ＝花貫さくら公園駐車場 

さくら公園登山口 7：40…横根山分岐 9：20…横根山頂上 9：30～9：40…沼尻湿原 

9：55…名馬里ヶ淵分岐 11：10…都室山 11：20～11：30…名馬里ヶ淵 12：30…さくら公園

13：00…湯楽の里（日立）14：15～15：30…草加 18：00 

 

昨年の今頃、意外と近くにイワウチワが沢山咲く山が有ると聞いたので早速行って来ま

した。丁度桜も満開でラッキー！登山口は橋を渡ってから川に沿って下り、尾根に取り付

く、すぐに急登が始まる。まもなく出ました！イワウチワです。ちょっと小ぶりですが、

右斜面にそって満開です。いやぁ、足が止まってしまい中々進みません。幸いに早かった

ので殆ど人が居ません。その内、両側にまで…特

に右斜面は見渡す限りに群生です。急登が続いて

もお花に気をとられて、苦にならずみんな凄い凄

～いの連発！！ 

頂上近くには変わった大木が有り、印象に残りま

した。山頂はカタクリが一輪だけで展望もなく、

団体のグループが途中で不自然にザックと靴が片

方だけ有ったと騒いで、警察に連絡したと言って

たが、うちのメンバーも気づいた人も居た。私は

花に見とれて全く分からなかった。 

分岐まで戻り沼尻湿原に行く、小さな湿原で水芭

蕉が少し咲いてた。都室山まではだいぶ、 

アップダウンが有り、名馬里ヶ淵への分岐を過ぎ

るとすぐに山頂に着いた。 

１０分程で下山開始、分岐には「３~４日前に雨が

降った時は渡渉に注意」の看板を見ながら名馬里

ヶ淵へ…イワイチワが咲いてるコースだから、行くっきゃない！！ 

やはり期待通りに沢山咲いてましたが、沢に向かって急降下でした。花貫川は水量があり、

渡渉出来る所を探して、まず皆で裸足になり、最長老の小宮さんが先になってコケの付い

た岩に乗り、残りの 5 人を誘導して呉れ、冷たい水に最後まで浸かり感謝で一杯でした。

後は遊歩道を３０分歩き駐車場へ。この横根山は毎年でも体の続く限り来ることに決めて

“英子の山”と命名して来ました。帰りは山本さんの探して呉れた日立の湯楽の里の風呂

に浸かって帰った。いやぁ～いい山でした。 

皆さん有難う～～来年も来ましょうね！ 

 

後日談：なぜか３日後に安達太良の帰りに又登り、ザックの人はやはり滑落していて、助

けられたそうです。注意を振り切って、斜面に下りて写真を撮ってたようです。 

斜面を覆い尽すイワウチワ 
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かぐら（山スキー） 

記：森 律子 

 

山行実施日 2014 年 4 月 12 日 

メンバー  L:園木、石井、松田、森 

コース   6：10 東松山インター→8：50 田代ステーション→9：20 山麓駅→11：00 

神楽ケ峰登山口→13：25 霧ノ塔→14：22 和田小屋 

 

去年は山頂から滑走するのが怖くてつぼ足で下山すくことになった、かぐらの山スキー

リベンジする為、今シーズンはスキースクールに通い詰め、ゲレンデスキーはずいぶん上

達したのですが、いよいよ待ちに待った本番！ 

でも非圧縮でちゃんと滑走できるのだろうか・・去年は傾斜が怖かったけど大丈夫か？

不安と期待のなか「ここからは自己責任」のドアをくぐりました。 

このエリアで死亡事故があった

ので、登山口では装備のチェックや

登山届の提出チェックなどを受け、

シールを付けて歩きだしました。予

定のみつまた駐車場がいっぱいだっ

たので、田代に回ることになりリフ

トを乗り継ぎ時間がかかったので、

神楽ケ峰は登らず、霧ノ塔を目指し

ます。 

霧ノ塔からは雲一つない青い空

に苗場山などが見え、青と白の大展望を満喫しました。 

計画では雁ケ峰を周る予定でしたが、田代までリフトで戻る時間を考慮して霧ノ塔から

沢筋を和田小屋目指して下山することになりました。 

硬くて急斜面は横滑りで、悪雪でエッジが効かない場所はシュテムターンで、この瞬間

を夢見てスキー教室では、どんな雪質でも安全に滑走する！という目標で習ってきた事を

思い出し、大きな穴があるので、注意しながら滑走しました。 

和田小屋近くまで来ると疲労と、安堵感でころんでしまいましたが、目標にしていた安

全にスキーで下山する事ができ、満足感と達成感で充実した山行になりました。 
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達沢山（1358ｍ） 
記：新島 和子 

  

◆日  程：平成 26 年 4 月 13 日（日） 

◆メンバー：L 井口・新島 

◆コ ー ス：草加（5：16）＝南越谷（5：31）＝立川（6：43）＝勝沼ぶどう郷（8：10） 

      林道ゲート（8：40）～京戸山登山口（10：20）～京戸山（11：05）～ 

     ナットウ箱山（11：25～11：50）～達沢山（12：10）～金沢花見台（14：50） 

     ももの里♨＝勝沼ぶどう郷（17：10）＝草加（19：30） 

 

桃の花でピンクに染まる甲府盆地、4 月 13 日は花のタイミングがピッタリで本当に素晴

らしかった！観光協会等に問い合わせをしてこの日に決めてくださったリーダーの宮子さ

んに心から感謝です。8 時 10 分に勝沼ぶどう郷駅に到着。駅のホームに添って植えられて

いる桜も満開で花三昧の一日になる予感でワクワクしながらタクシーに乗り込む。ゲート

から林道を歩く、樹木が伐採されてかなり見とうしが良い。前回、宮子さんがここを歩い

た時は、かなりうっそうとしていたということで、山のイメージが変わってしまったとの

こと。カーブを曲がったところで私達の視界に飛びこんできた黒い生き物、熊かっ、と思

いきや何と「ニホンカモシカ」私達から視線をはずそうと

しないジーッ・・スゴスゴと通りすぎ京戸山登山口へ。最

初から急登、落ち葉と雪、ザクッザクッと登っていく。 

あちらこちらに残雪、今年の積雪の多さを実感する。京戸

山からナットウ箱山へ、山頂で昼食タイム。「ここは京戸山

です」「いいえ地元で

はナットウ箱山と呼

ばれています」などと書いてある、気になる「ナッ

トウ箱山」の名前の由来・・今度、ここに来る日ま

でに調べておこう・・kana。ここから達沢山まで 20

分程で到着。さて、下山、整備された道をずんずん

降りていく。赤いテープもあり吸い込まれるように

降りていく。この山に何度も登っている宮子さん「何

か違う」「見える景色が違う」と、「大丈夫じゃないですか」と私、「整備されているし赤い

テープもあるし」。しかし、いつのまにか道はなくなってしまう。「ここはどこ？」起点が

わからないので地図を合わせることもできない、遠くに見える林道にコンパスを合わせ道

なき道を突き進むことに・・ちょっとサバイバル！有刺鉄線をまたぎ何とか林道へ着いた

のが 14 時過ぎ、明るいうちに下山できて良かった・・金沢花見台でピンクに染まる甲府盆

地を堪能して、ももの里♨で汗とホコリを流し、帰路につく。宮子さんの言うとおり戻れ

ば良かったのに、本当にすみません・・ 

でも、楽しい一日でした。ありがとうございました。 
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谷 川 岳（トマの耳） 

                  記：鎌形  瑞枝 

❄日程：2014 年 4 月 19 日(土) 

❄メンバー：L 松浦 剛・小野寺英子・浅井祐子・鎌形瑞枝 

❄コース：松原団地 5：30＝関越道水上 IC=谷川岳ロープウェイ 

    天神尾根 8：30―熊穴沢避難小屋 9：30－肩の小屋 11：00 

    谷川岳山頂 11：30－ロープウェイ駅 13：05 

 

両手指の数では足りない位谷川岳には登っているのに、4 月で雪の谷川岳は初体験で一

の倉岳までの稜線歩きがちょっと心配でした。高速を降りた時、山頂は見えていましたが、

ロープウェイ駅からは見えなくなっていました。天神平でのスキー客が結構いましたが、

シールを張り山頂を目指す輩も。少し歩くとガリガリで固く、アイゼンを装着。小一時間

ほどで熊沢避難小屋に。天気予報ほど良くはなく、日差しが少なく、山頂はガスがかかっ

たままで、上昇するにつれガスの中に入って行った感じ。 

時折突風に見舞われ、通過を待

ちながらの前進でした。それで

も、予定どおり、肩の小屋に到

着。売店はやっていませんでし

たが、中で休憩することができ

ました。小屋へ入ってくる人に

譲るごとく支度をし、山頂に向

かいました。山頂への分岐でオ

キの耳へ行く人戻ってきた人が、

結構いました。証拠写真を撮っ

て下山開始。まだまだ登ってく

る人がいます。上部は雪が固く、 

尻セードはお尻が痛いというこ 

天神尾根からの谷川岳         とで、かなり天神平に近くなっ

てから思い思いに尻セードを体験しました。途中ガスが取れ、雪山が美しく、下界は晴れ

模様。何時までも山頂はガスが覆っていて、諦めがつきました。ロープウェイで登山口へ。

仏岩温泉鈴森の湯で汗を流し、おいしいイワナを頂き、帰路に着きました。この年になっ

てまだまだ初体験できるなんて皆様に感謝、ありがとうございました。 
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生藤山～陣馬山 

■ 日  程 Ｈ26.4.19（土）                記：小林 いつ子 

■ 場  所 生藤山・陣馬山 

■ メンバー Ｌ小野寺 博と草加ハイキングの会の皆さん 8 名 + いつ子 

■ 歩  程 6：07 南越―上野原―バスー8：35 石楯尾神社―佐野峠―10：35 生藤山 

―11：07 醍醐峠―14：15 陣馬山―15：30 栃谷―17-05 藤野 

 

 高尾山以外の一人山行は初めてなので、それなりに気を引き締めて南越の駅に向かうと 

小野寺博さんが登山スタイルで立っているので、何処に？と聞くと陣馬へと・・・！ 

博さんは草加ハイキングの会を率いて出かけるところと知り、あっさりおんぶと決めた。 

皆さん快く了解して下さって、とても楽しい一日となった。 

 石楯尾神社でバスの中はほとんど空になり、逆に神社からの道は長い列が続いた。 

薄暗い植林の道をジグザグ登る。佐野峠に着くと尾根伝いに山桜の大木がまだ花を咲かせ

ていた。高～い所から花びらがまってくる。三国の分岐辺りは染井吉野・大島桜・山桜な

どが満開で今年二度目のお花見となった。生藤山から先は三つ葉つつじがお出迎え！ 

お花見山行となった。 

 和田峠で陣馬高原からバスで

帰る三人とお別れして、残る 7

人で陣馬山に登り、栃谷尾根で

下山した。 

草加ハイキングの会の皆さんに

感謝します。途中からは山の会

のメンバーと歩いているような

気分で、大声でおしゃべりして

いる自分に驚きました。 
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40 周年記念・多摩川水源界 No.11 

三頭山・1531ｍ・今回約半分だけ走破    
記：阿部 芳夫 

★日     時・Ｈ２６・4・２７ 

★メンバー・計画Ｌ:小宮将光・山Ｌ:石井（美）・和田・山本・山﨑・小野寺(博)・         

兼堀(善)・千葉(か）・小野寺(英)・渋谷・大畑・森(花）・阿部 

★コースタイム・松原団地駅前・5：30 出発＝＝外環道＝＝関越道＝＝圏央道 

         奥多摩湖駐車場 7：30 出発～～惣岳山 10：30～～月夜見山～～風張峠～ 

～山のふるさと村 14：15～25～～バス停 3：25 発＝＝小河内駐車場 

4：00 頃 

 

今日の三頭山・山行は長丁場なので朝から気合を入れて行かないといけない気がする。

天気は予報でも間違いがないような好天気なのでその点では安心だ。 

松原団地駅前を車３台で朝５：３０頃皆元気良く出発した。外環道から関越道～圏央道

に入り青梅インターで一般道に降りて奥多摩湖駐車場に到着、それぞれトイレに入ったり

山の支度をして準備した。そこで今日のリーダー小宮さんから「この山は石井さんが以前

仕事上から詳しいので先頭を歩いてもらいます」と言って今日の山は石井さんが仕切る事

になった。向こう側の山に登るため小河内ダムの上を歩いて渡り湖に沿ってしばらく歩い

たら、石井さんが「登り口が見つからないのでおかしい」と言って「間違ってるみたいだ

から入口の所まで戻ろう」と言って戻って見た。入口の所に確かによく見るとちゃんと登

り口があった。 

今度は大丈夫だ、しかし登り始めたら最初から急登の山だ、こちらは１４名の団体で年

寄りが多い、後から登

ってくる若い人たち何

組にも先に行ってもら

い、ゆっくり登るが結

構きつい山だ。でもい

ろんな花があっちこっ

ちに咲いている、それ

を見ながら歩くのでな

んとか気も休めた。惣

岳山までは登り、登り

で急登の多い山で結構

きつい山だ。みんな疲れもだいぶたまってきた。 

惣岳山頂上で記録写真を撮り少し休憩をして又出発だ、今度は下りもあり尾根道を歩い

たりだいぶ楽にはなってきたがまだ登りもありで足の方も動きが悪くなってきた。そのう

ち昼になり食事をして休憩し、ようやく元気も出てきた。それでも歩き出すとやはり体が

あまり言うことを聞かない、そのうち今日の山のリーダー石井さんから、 

「提案があると」小宮リーダーに話があり「今日はみんながだいぶ疲れているみたいだ
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からこの先の風張峠から下山して、それから先の三頭山廻りは次回もう一度山行を作って

はどうか、今日の参加者の中から別の人がリーダーをやってもよいし」と提案があり小宮

さんもその方が良いかもと言う事になり皆賛成したので、この先風張峠から下山すること

になった。良かった、このままで三頭山廻りまで行ったら脱落者が出ていたような気がす

る、小宮さんは後半の三頭山廻りも自分がリーダーをやるからと言っている、すごい元気

な最長老である。少しは元気を取

り戻しまた歩き出した。ようやく

月夜見第２駐車場に到着、そこか

ら車道を通ったり又横切ったりし

て下っていくが長い、いくら歩い

ても最後の車道を横切る場所に来

ない、皆疲れがピークになってき

た。ようやく最後の車道横切りを

終えて又山の中をしばらく歩くと

歩道の脇の大木の桜の木が満開だ

これは心も癒された、ようやく山

のふるさと村に到着、もう皆、ば

てきってしまった。そこのセンタ

ーの中に石井さんが入って、ドラム缶橋を渡ってバス停に行く道を聞いてくれた。皆腰か

けて休んでいると小宮さんから石井さんにバス停の時間表を渡された、それを石井さんが

見てバスが３：０３分に来ると言っている、今２：２５分だ。バス停まではまだ結構ある、

ドラム缶橋を渡って２～３０分位はかかりそうだ、急がなければバス時間に間に合わない、

次の時間までは又１時間位待たなければならない、皆すぐ支度をして又歩き出した。 

センターからは遊歩道になっている、湖畔を歩くのだがこれが曲がりくねってちょっと

した上り下りがありなかなかドラム缶橋が見えない。時間だけが３時０３分に近づいてい

る、皆必死になって歩いた。もう誰もがへとへとだ。ドラム缶橋の上は何が何だかわから

ず、ゆっくりと周りを眺める余裕などまるでない。何とか重い足を引きずって渡りきり道

路までの階段を夢中で登り切ったら、先に行っていた石井さんが、「みんなゆっくりでいい

よ」と大声をあげている、皆なにがなんだかわからず、ハアハアしていると、石井さんが

「３：０３分は平日の発車で今日は日曜だから３：２５分だからゆっくりでいい」と言っ

ている、その時は皆道路までハイ上がって来ている。もう皆へばりきっている、道路に座

り込んでしまう人もいる。今日の一番きつい最後の３０分間だった。でも良かった全員 

３：２５分のバスに乗り席に座る事が出来た。そのまま奥多摩湖の車のある駐車場までゆ

っくり座りバスを降りることができた。 

車に乗る前に原稿の担当者をきめるのにジャンケンをやったら自分に決まってしまっ

た。山行計画のリーダー・今日の山のリーダー始め参加者の皆さんお疲れ様でした。次の

三頭山廻りの山行も頑張って参加しましょう。 
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桃源郷 西上州 笠丸山 

 

記：八並 絹代 

◆日程 2014 年 4 月 29 日 

◆メンバー：L 園木・新島・八並 

◆コース：登山口 10：05―東峰 11：10―西峰 11：20～12：00―地蔵峠 12：25 

    ―下山 13：10 

 

 園木さんが大好きな山のひとつで何度も登り、お薦めの山に同行させてもらった。 

西上州は群馬のチベットと言われるらしく山深くて、新緑の美しい最高の季節で車窓から

の景色もあきることなく楽しいドライブでした。またちょうど町のイベントをやっており

神流町の鯉のぼりをみることができた。8 時半頃で時間も早く来場者もまだいないなか、

清流と緑豊かな自然の中で泳ぐ数百の鯉のぼりの姿は雄大で見応えがあった。写真を撮り

その後笠丸山へと向かった。笠丸山のふもと、住居附の集落は春爛漫で桜、みつばつつじ、

水仙等々お花がいっぱい。まさに桃源郷、美しい景色に感激しながら登山口に向かい時計

回りに周遊した。 

東峰までは急な登りで 3 回急な登りを登って到着。一時間あまりで祠のある東峰についた。

360 度の展望で上野村の山深い様子がわかり、山頂には春一番に咲くひかげつつじとやし

おつつじが同時に咲いており綺麗なこと。東峰から西峰までは岩稜で咲き誇ったやしおつ

つじのトンネル、振り返れば山頂付近はやしおつつじで山肌がピンクに染まり見事。西峰

で景色に見惚れながら昼食をとり下山。西峰からの下り道も険しくて地蔵峠までロープに

つかまりながらやっと下山。地蔵峠からは沢沿いになだらかな道だった。帰路、園木さん

お薦めの神流町の味噌を買って今日の温泉、みかぼ高原荘で汗をながし帰路についた。 

今日の見どころ①神流町の鯉のぼり②花いっぱいの住居附の集落③笠丸山頂のヤシオつ

つじ④みかぼ高原荘一帯の満開のはなもも。 

充実した楽しい一日でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28

屋久島 三岳＆モッチョム岳 

                                                  記：山口  裕史 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、森、大門、鎌形、小林(い)  

◆山行日：２０１４年５月２～６日（GW） ◆山行費用：10 万円以下。 

◆コースタイム: 

1 日目（5/2） 屋久島入り＆北部観光 

地元 5:00-リムジンバス→6:00 羽田空港- 6:40 飛行機 ANA619→8:25 鹿児島空港-リムジンバス→ 9:30

鹿児島港10:20-高速船ドッピー114便→13:00安房港－レンタカー→午後は買出し・北部観光（志戸子ガ

ジュマル公園→馬場水産→永田いなか浜）→ 宮之浦港「民宿八重岳」 

2 日目（5/3） 縄文杉 7 時間 45 分（休憩含） 

民宿 7:45－タクシー→8:15 白谷雲水峡登山口→10:00 白谷小屋（休憩）10:15→11:00 太古岩→11:50 楠

川わかれ→13:45 ウイルソン杉→15:00 縄文杉→15:35 高塚小屋→17:00 新高塚小屋テント泊 

3 日目（5/4） 宮之浦岳縦走 10 時間 10 分（休憩含） 

4:00 起床-新高塚小屋 6:00→7:40 焼野三叉路→8:45 永田岳 9:00→10:10 宮之浦岳 10:30→12:30 黒味

岳麓（昼食）12:50－軽身ピストン→13:15 黒味岳 13:30→黒味岳麓13:50→15:05淀川小屋15:30→16:10

淀川登山口 17:00－タクシー→18:15 安房 A コープ→18:30 安房民宿→安房へ出て散歩亭夕食 

4 日目（5/5） モッチョム岳 5 時間 25 分 南部観光（レンタカー行動） 

民宿 6:30 → 6:45 千尋の滝→8:05 万代杉→9:50 モッチョム岳 10:00→11:25 万代杉→12:20 千尋の滝→

尾ノ間温泉入浴→昼飯まんまる→大川の滝→平内海中温泉→ぽんたん館、トローキの滝→宮之浦港

買い物→安房民宿 1 泊 2 食 

5 日目（5/6） 屋久島から帰宅 

安房民宿6:00－民宿送迎→6:08安房港7:00－高速船トッピー→9:35鹿児島港－タクシー→鹿児島→鹿

児島空港 12:20－飛行機 ANA624→14:00 羽田空港→帰宅 

 

 GW は残雪の山も良いですが大型連休で遠い山に行くのが最近恒例になっています。一昨

年は中国・四国の大山・石鎚・剣山へ。昨年は九州の久住、祖母、阿蘇、開門、韓国と伊

吹へ。そして今年は最南端の百名山、念願の屋久島宮之浦岳を計画しました。情報提供い

ただいた石井さん、磯川さん、浅井さん、沼田さん、長田さんには感謝。 

さて今回工夫した点は、通常だと 1 日目に淀川小屋に入り、新高塚小屋泊の白谷雲水峡

か荒川登山口に下りる縦走だと思いますが、あえて逆ルートで回りました。 

こうすることで、入島した 1 日目にテント時に地場食材を買出しや、観光にあてられ 
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余裕を持って登山を開始できます。 

1 日目、雲水峡から名のある杉は覚えられないくら

いありましたが、大王杉、縄文杉は圧巻でした。他、

夫婦杉、紀元杉、モッチョムの万代杉もその存在に

圧倒されました。悠久の時を経て成長した巨木には

感じるところがあります。縄文杉はちょうど日帰り

組みが下山した後に到着。おかげで誰に気兼ねもな

くたっぷりとメンバーだけで縄文杉と対面できまし

た。 

 新高塚小屋のテントスペースはギリギリでしたが、

宮之浦への登りも人も少なくゆとりを持って歩けたと思います。さらに早朝の平石付近は

鹿がたくさんいて、きっと人が多くなってくるとお隠れになってしまうだろうから、これ

もラッキーでした。ただし、宮

之浦岳から淀川への登山ルート

は登ってくる人が多く、登り優

先の山道ではちょっと進みが悪

くなってしまったか…でも待っ

ている間は十分に景色を堪能で

きます。 

宮之浦岳の登頂できたのは嬉し

かったですが、山頂の混雑具合

に辟易しました。山頂静かな永田岳、黒味岳から宮之浦岳を眺めたほうが印象に残ったな

ー。当初、永田岳は無理かと思っていましたが、足並み揃っていたため三岳踏破できて本

当に満足です。下山後、食事処は予約していなかったため、なかなか席が取れませんでし

たが何とか入れた散歩亭。これがお洒落な料理とお酒で大変に満足できました。山に登っ

て美味を食して皆で楽しいひと時が過ごせて山の会は居心地が良いです。 

４日目、縦走とは別にもう一つ山に登りたいと思って、モッチョム岳に登りました。こち

らの山は三岳縦走とはまったく趣が異なり、山頂直下ではロープが随所につけられている

ような、かなり急斜面が連続するアスレチック的な山でした。山頂からは 360 度の展望、

あいにく雨でガスがかかっていてクリアではなかったですが、海岸線が見事に見えていい

山でした。るるぶに簡単に紹介されていますが、高度感に慣れていない人にはちょっと厳

しいのでは？と感じたので、慣れない人は注意を。私にとっては想像していた以上に面白
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い山。 

今回は雨で木の根が覆う登山道でとても滑り易く注意が必要でしたが、それでもこの雨の

おかげで森全体が潤い、苔が活き活きとして、ガスに包まれた神秘的な雰囲気が味わえま

した。これがもののけ姫のモチーフになった屋久島だーと改めて思い、屋久島来たなーと

一番実感しました。山も良かったですが、尾ノ間温泉が気持ちいい、魚が旨い、焼酎三岳

が旨い、いい所だよ。屋久島、きっとまた来るだろうな～。いつの日か永田岳への縦走ル

ートと太忠岳、愛子岳を石楠花の季節に登りたいですね～。で、永田浜で海がめ産卵を見

れればと思います。 

 

★ 森さんから一言 ★ 

憧れの屋久島・・「いつ行けるのかな～」遠い未来に夢描いて

いたのですが、こんなに早く実現するとは思いもよりません

でした。リーダの裕史さんには感謝×２です m(__)m 

南の島大好きで、宮古島、与論、沖永良部、沖縄、徳之島と

上陸を果たしましたが、屋久島が新たにコンプリートできま

した。ありがとうございました。 

 

★ 大門さんから一言 ★ 

屋久島に行くチャンスを貰いました。天気にも恵まれ屋久杉からパワーを貰い永田岳～

宮之浦岳～黒味岳と縦走できました。モッチョム岳へは、雨に煙る森の風情も体験。ウミ

ガメに会えなかったのは残念でしたが、屋久島丸ごと満喫の山行ありがとうございました。 

 

★ 小林いつ子さんから一言 ★ 

何年前でしょうか？一度機会があり、行けなかったのが残念で残念で。今年やっとリベン

ジ出来ました。やあ愚痴リーダーの行き届いた山行計画ですばらしい屋久島登山ができま

した。天気にも恵まれて背中、首の後ろに日焼けの勲章がむずかゆい程でした。山口リー

ダー、メンバーの皆さん楽しい 5 日間をありがとうございました。 

 

★ 鎌形さんから一言 ★ 

百名山で一番良かった山は？と初めて聞かれた時に、迷わず屋久島と答えた位、感動の縄

文杉に 3 度会う事ができました。私たちのみの展望台ではゆっくり対面でき、縄文杉近く

の山中で宿泊し、感無量です。リーダー、皆様のお蔭で最高の思い出ができました。あり
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がとうございました。 

 

★ 父・敏雄さんから一言 ★ 

屋久島宮之浦岳は、登れないも知れない日本百名山の１００番目の山であった。 

羽田空港から鹿児島に向う ANA６２４便からの雪を戴く富士山、光岳から聖・赤石・悪

沢三山・塩見岳の南アルプス南部の山々の雄姿に酔い痴れ、遥か遠く農鳥・間・北・千丈・

甲斐駒、木曾御岳・乗鞍から連なる屏風を立てた様な白銀の北アルプスの山々の遠望。四

国の剣・石鎚山、九州に入り九重・阿蘇・霧島の山々の山座同定に心躍るフライトを堪能

し、鹿児島港からの桜島、高速船トッピーからの開聞岳とここ数年のうちに足を印した山々

を遠望することが出来て大興奮のオープニングであった。 

 屋久島では、初めて見る志戸子のガジュマル、樹齢千年を超える屋久杉の数々、とりわ

け圧倒的な大王杉・縄文杉・紀元杉の姿を目近にして、悠久の大自然の生命を感得するこ

とが出来た。白谷雲水峡から永田岳・宮之浦岳・黒味岳の縦走を楽しみ、翌日のモッチョ

ム岳では片道３時間のハイキングの予定であったが、雨の中のこれまで経験したことの無

い程の木の根と岩場急登に続く急下降の連続の末に、山頂からの水墨画のような風景と途

中の万代杉に触れることが出来て、屋久島を満喫することが出来た。 

 また、トビウオの塩焼き、首折れ鯖の刺身、銘酒三岳の３９度の原酒等等を楽しむこと

が出来て大満足であった。山行計画から飛行機・民宿・レンタカーの手配・運転等すべて

を段取りしてくれた息子と、同行してくれた山友に感謝。充実した山行を有り難うござい

ました。 

 

最後にリーダー山口よりもう一言 

今回は計画大変でしたが、皆さん不満の一言も言わずについてきてくださって本当に感謝

します。特に森さんには最大の信頼を置いて常にラストをお願いしいろいろと気配りいた

だいて助かりました。足も揃って想定以上のコースタイムで歩けたことで余裕を持った山

歩きができました。沢靴で登山で靴底が取れそうになる？とか、安房での夕食処の予約が

なかなか取れず焦ったり、鹿児島空港で白熊がなかなか来なくて飛行機ギリギリになると

冷や冷やすることもありましたが、後に楽しい思い出になるでしょう。 

もし、屋久島計画される方いましたら、体験したことは全てお伝えしますので声をかけて

ください。 
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40 周年記念・多摩川水源界 No.10    奈良倉山・鶴寝山 

              記：澁谷 久美子 

〇前半：平成２６年５月３日(土) 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.澁谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、森(花) 

【コ-ス】ＪＲ上野原駅→バス→松姫峠 10:30～鶴寝山～山沢入りのヌタ～分岐～14:40 

小菅の湯→バス→上野原駅 

 

上野原駅から１日１便のバスで松姫峠まで行き、鶴寝山・二輪草の群生地へ寄り、山沢

入りのヌタで 11:40 昼食を摂り、雪の残る山道、わさび畑を通り小菅の湯まで行きました。 

大型連休にも拘わらず兼堀さんご夫婦、森花江さんが同行していただきました。本当に

ありがとうございました。 

 

〇後半：平成２６年５月２５日(日) 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.澁谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、森(花)、木原、杉山、山﨑、下川、小野寺(博)、
大木、平野、新島、尾崎、小野寺(英)、八並 

【コ-ス】南越谷駅 4:58 →5:38 西国分寺駅 5:50→5:55 立川駅 6:04→6:34 青梅駅 6:35→

7:15 奥多摩駅 7:25→バス→8:15 余沢 8:30～向山～小焼山分岐～11:35 鶴峠(昼

食)12:05～奈良倉山分岐～奈良倉山～奈良倉山分岐～15:05 鶴峠 15:35～ 

               ↓～松姫峠 ～↑ 

ＪＲ上野原駅→南越谷駅 

 

水源界コース No.10 が長い為、５月３日に前半を強行。ちょっと気持ちも楽になり、楽

しい山行と思っていました。ところが、登りも多く、それも急登、下りは下りで急坂の山

道。でも、皆さんが新緑の雑木林、広葉樹林に入ると気持ちも明るく、ほうの木の花、栃

の花、山ツツジと見るたびに楽しい笑顔でした。  

奈良倉山分岐まで来ました。ここから、全員で奈良倉山頂をピストンする予定でしたが、

ここで、急遽、二班に分かれ、松姫峠と奈良倉山頂へピストンすることにしました。 

山頂と松姫峠の間が空白になることを気にしていた私に、皆さんの声の一押しで空白を

埋めることを実行できました。奈良倉山分岐で、山頂班と松姫峠班が合流、鶴峠へ向かい、

バスで帰路に着きました。 

交通の便が悪い中、早朝南越谷駅 4:58 発にも拘わらず実行できたことは、参加いただい

た１４名の皆さんの仲間の思いやり、絆のお陰です。山の会での良い経験になりました。

本当にありがとうございました。 

また、分岐から松姫峠へ同行していただいた小野寺(英) さん、尾崎さん、新島さん、本

当に感謝しています。                 

多摩川水源界コース No.10 バンザイ！！ 
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岩 戸 山  (734.3m)    (静岡県熱海市)   

               記：井口 宮子 

 

【日 程】2014(平成 26).5.4(日) 【天 候】晴れ    

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.井口、小野寺(英)、黒澤、山本、鈴木(廣) 

【コ-ス】草加駅 5:25→代々木上原駅→8:15 湯河原駅 8:25～8:45 千歳橋～10:10 七尾峠～

10:35 登山口～11:35 岩戸山 12:20～13:15 保養所前～13:35 七尾原～13:50 

伊豆山神社前～神社～日帰り温泉 15:00～15:20 バス停元箱根→熱海駅 15:34→

17:30 東京駅→19:00 草加駅 

 

湯河原駅から神奈川と静岡の県境を流れる千歳川に架かる海抜“ゼロ”に近い千歳橋を

目指して出発した。そこから尾根沿いに広がるミカン畑の間から時折キラキラと光る海が

見えた。草加では目にすることのない風景が新鮮でわくわくした。ＮＴＴの大きな反射塔

がある辺りから山道になり、蘭に似た“シャガ”の花が沢山咲いて木々の緑に映えていた。 

保養所を過ぎて、七尾原でゲートを越え、間もなく岩戸山への登山口だ。広い道だが、石

がゴロゴロしていて歩きにくいところがあり、急坂あり、ゆっくりと歩を進めて、岩戸観

音への分岐で富士山が見えたので一休み。山頂には木製のテーブルとベンチがあり、見渡

せば、直ぐそこに初島がポッカリ浮かんで見えていた。大展望とランチを楽しみ下山。 

 保養所前から車道を下っていると、バス停近くで熱海行きのバスが来た！神社前で降り 

られると聞き、暫しバスに揺られて観光気分？ 

伊豆山神社は源頼朝と北条政子ゆかりの有名な神社だそうで、長い石段を上がるのをた 

めらいつつも全員で無事の山行報告、お参りをさせていただいた。 

日帰り温泉…黒澤さんが以前御立ち寄った記憶がある温泉を探し当て、熱い温泉で汗を 

流し、熱海駅始発東海道線で東京駅を経由し、上野で打ち上げ…盛り沢山の楽しい一日 

でした。ありがとうございました！！ 

 

 

 岩戸山山頂 
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40 周年記念・多摩川水源界 No.12  惣岳山・御前山・大岳山・御岳山 

 

記：森 律子 

 

山行実施日 2014 年 5 月 10 日～11 日 

メンバー  L:森(律)、石井(美)、小野寺(英)、鎌形、兼掘、渋谷、杉山、森(花) 

コース   1 日目 4：58 南越谷→7：54 奥多摩湖→10：46 惣岳山→11：15 御前山→14：37 大岳

山→16：23 御岳山 

      2 日目 8：54 日の出山登山口→9：47 日の出山→11：16 三室山→13：54 日向和田駅 

 

山の会に入会して初めて一

人で計画して歩いた山が新緑

の季節の御岳山～鋸山でした。 

一人で気持ちのいい新緑の

山道を仲間と共感できればい

いのに・・と思いながら歩き

ました。40 周年記念でこのル

ートを含めた多摩川水源のリ

ーダーとなり迷わずこの季節

に山行を実施することに決め

ました。 

一人で歩いた時には「花が咲いてる・・」とだけ思っていた花々の名前を教えて頂きな

がら指定されたルートを歩き、御岳山の宿坊にたどり着きました。 

お風呂に入って山行の疲れを癒し、宿坊とはいえ、手作りこんにゃくと山菜に川魚・・・

懐石の様な豪華な食事を頂き、早めの就寝となりました。 

翌日はゆっくりとした朝食をとり、クールダウンを兼ねてのんびりと残りの行程を歩き

ます。 

新緑を楽しみながら、気持ちのいい山道を歩きながら・・・山行最後の三室山のピーク

ハントを終え「この山行も終わりだね～もっと歩きたいね～」と思いながら日向和田駅方

面へ向かいました、途中老舗の和菓子屋（紅梅苑）でお土産を買ったり、「奥多摩釜めし」

で昼食を頂き心も、お腹も充実した山行になりました。 

石井会長のサポートのおかげで、まだまだ未熟な私が何とかリーダーとして、参加者の

方々にもご協力を頂きながら無事に完歩することができました。 

自分のペースで心地の良い疲労感のある山行もいいけど、リーダーとなり参加して下さ

ったメンバーの喜ぶ様子を感じて充実する山行・・・どちらも自分にとってかけがえのな

い山の楽しみ方だと感じました。 
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★2014 年 5 月 11 日 日曜日 晴れ               記 新庄 八重 

★L 畑野、平野、黒澤、石井(文)、中島、大門、大木、小林(真)、木原、田村、下川、 

江崎、松井、新庄 

★南越谷 6:07⇒西国分寺 6:55⇒高尾 7:34⇒高尾山口 7:37/7:55⇒梅ノ木平 8:20⇒三沢峠 

9:25⇒中沢山 10:45⇒大洞山 11:30⇒大垂水峠 12:00/12:30⇒小仏城山 13:25/13:45⇒ 

高尾山 14:50⇒4・2 号路琵琶滝⇒高尾山口 16:24 

 

早朝の高尾山口に降り立つとひんやりとした空気が気持ちよい。軽く朝食を済ませ甲州街

道を梅ノ木平に向かって歩き出す。林道に入りニリン

ソウなどの花を愛でながら三沢峠に出て尾根歩きの始

まりとなる。南高尾の小さな山々をアップダウンを繰

り返しながら大垂水峠に向かう。樹林帯の中を歩くの

でほとんど展望はないが、山ツツジが点々と咲いてい

て鮮やかで明るい雰囲気を醸し出している。 

西山峠を過ぎると眼下に津久井湖、丹沢、奥に真っ白な富士山を眺められる展望地で一服

し、しばし眺望を楽しんだ。高尾山の喧騒とは程遠いはずの南高尾エリアも思いのほか登

山者が多く見られた。コンピラ山、大洞山と進み大垂水峠で甲州街道を横切る。 

  

お昼を食べてエネルギーを体に注入し、勾配の増した登山道（今日一番の頑張り所）を城

山直下を目指し 1 時間ほど登る。城山で暫く休憩して高尾へ向かう。山桜の華やぎも終わ

り新緑が眩しく、行き交う人も俄然多くなり足元の

草花は土埃を被り真っ白。呼吸が苦しいのでは？何

て思ってしまう。登山者の増大とともにますます裸

地化が進んでいるのを感じた。 

高尾山からは 4・1・2 号路を経て琵琶滝に下り高尾

山口に戻り長い長い行程を終了。飛び入り参加でし

たが珍しいキンランと出会い、甲州街道を挟んで「い

つもの高尾山」と「南高尾」を一筆書きで歩けて中身の濃い 1 日でした。 

風薫る高尾界隈を歩く 

南高尾～小仏城山～高尾山 

城山から高尾山に向かって 

中沢山 

小仏城山 
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丹沢 新茅ノ沢 シーズン初沢登り             記：山口 裕史 

◆山行日：２０１４年５月１８日        ◆メンバー：L 松浦、森、鈴木（勝）、山口（裕） 

◆コースタイム: 5 時間 30 分（休憩含む） 

新茅荘 8:00→8:05 取 りつき→8:09F1→8:30F2→8:40F3→8:50F4→9:00F5( 大滝は巻き休

憩)→9:45F6→F8→11:20F10(CS)→12:05 鳥尾山頂 12:37→鳥山登山道→13:30 新茅荘駐車場 

今シーズンはスキルアップと経験値アップた

め沢登り強化年間として松浦リーダーの元、

丹沢を中心に月 1 回沢に登ることにしていま

す。5 月少し早めですが丹沢新茅ノ沢に登っ

てきました。 

表丹沢での沢登りは昨年秋の堀山へ突き上げ

るモミソ沢から 2 回目の沢。今シーズン「ヒ

ルニモマケズ」丹沢の沢をたくさん登る計画

第 1 弾。天気は上々。シーズン初ということで、沢靴のソール状態を確認。剥がれの心配

はなかったが底が薄く、さすがに 5 年使うとそろそろ交換時期か。次に買うのも沢靴かな。 

新茅は、F1,F2 とザイルなしでも何とか登れそうでしたが、念のため確保して登り。こ

のほか 1 回ザイルを出しました。F5 は自分の実力では無理だが、もっと水温が高ければ

シャワークライムでトップが登り、トップロープであればチャレンジできたかもしれない。

夏再チャレンジもありかも。F5 の巻きは結構急であるが、ロープがあるので慎重に歩け

ば問題ない場所だ。F5 を過ぎるとひと段落といった感じだが、ここからだんだんと倒木

が激しくなり、さらに岩がもろくなってくる。滝がひと段落すると涸れた沢をつめるのだ

が、これが急斜面な上に大小の岩が重なり合っているガレ場で足をおくとどこかがぐらつ

くような不安定な場所だった。かなり慎重に、岩を押しながら、両手両足に体重を分散し

大きな加重を 1 点にかけないように登る。これは今までの中でも結構ひどい状態に入る緊

張したのぼりだった。それでも一歩一歩登れば当然山頂に近くなってくる。だんだんと展

望が開けてきて、振り返ると富士山が見える。烏尾山山頂はすぐそこ、到着すると登山者

でにぎわっている。山頂からは富士山をはじめ相模湾、三ノ塔と十分な展望があった。新

茅ノ沢は滝登りの要素も多く、山頂で楽しいがピークを踏めて、下山道もしっかりしてい

て、展望が良いと言うことなし。新茅の沢が何で人気なのか十分わかった期がした。 

６月の沢登りは丹沢本谷、塔ノ岳の山頂から富士山を拝んだことがないので、絶対に晴

れた沢登りがしたいですね。 
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★2014 年 5 月 18 日 (日)  ★Ｌ新庄、下川、山﨑、渋谷 

★松原団地⇒矢板 IC⇒R30・56⇒大間々台 P8:10…ミツモチ山 9:15/9:25…八海山神社

11:05/11:25…剣ヶ峰11:45…釈迦ヶ岳13:15/13:45…剣ヶ峰15:20…矢板市最高地点15:40

…登山口 16:35 
 

▲新庄さん推薦の八方ヶ原と釈迦ヶ岳を初めて訪れました。下川さん澁谷さんと一緒です。

下川さんから車を出してねということで、当方の車で行きました。 

東北道矢板インターから県道 30 号線で矢板市街を通って八方ヶ原へ向かいます。以前、

那須の友人を訪問する時、県道 30 号線を通り、矢板市の旧家や博物館を訪ねながら向かっ

たことを思い出し、矢板市の雰囲気が気に入っていると車内の皆さんに話します。 

シロヤシオ、アカヤシオ、ミツバツツジ、ヤマツツジ、カタクリの花を楽しむことができ

ました。また、釈迦ヶ岳の眺望の良さやその道のおもしろさに感心しました。 

さて、帰りの車、何の警告灯も付かないのにちょっとおかしいところがある。インターに

入る前のＪＡガソリンスタンドで見てもらい、スバルの連

絡先と相談すると高速道を走らないで、一般道を休みなが

ら帰った方が良い。又は、走らないでそのまま修理した方

が良いという。結局、ここからタクシーで矢板駅に行き、

電車で草加に帰ることにした。矢板のガソリンスタンドの

職員の皆さんの親切な対応に感謝、そして、想定外の車の不調に柔軟に対応いただいた同

行の皆さんに感謝の山行になりました。車はＪＡの修理工場で直してもらい、後日受取に

行くことになりました。                                ＊山崎 正夫＊ 
 

▲あかやしおつつじ・しろやしおつつじ・三ツ葉つつじ・山つつじ・レンゲつつじの山…！！

やしおコースを通り展望台まで三ツ葉つつじ・いちげの花・つくばね草・山つつじ・カタ

クリの花（時期はちょっと過ぎていました）と楽しみながらのハイキング気分。 

ところが、釈迦ヶ岳への山道は雪が残り芽吹きもまだ。でも、あかやしおつつじを見たと

たん気分は最高でした。新庄さん、山﨑さん、下川さん、ありがとうございました。山一

面花の時期に誘ってください。   ＊澁谷 久美子＊ 
 

▲ツツジの名所八方ヶ原はその名にふさわしく白ヤシオ

ツツジ、ミツバツツジ、レンゲツツジ等八方ヶ原全体に

あるが、残念ながら少し早かったようだ。だが、所々咲

いているので少し救われました。これが全部咲いていた

らと思うだけで頭の中は満開気分でした。さて、矢板市の最高地点 1590ｍを過ぎ釈迦ヶ岳

を登る。ここは 360°の展望で遠くに雪山が見え良いところでした。  ＊下川 賀也＊    
 

▲6 月には一面赤く染まる蓮華躑躅の名所。剣ヶ峰から釈迦ヶ岳への尾根歩き、待望のアカ

ヤシオが見頃で殺風景な景色に淡いピンクの花弁が、もうすぐ芽吹きの始まりを告げてい

た。見たい花の時期に合わせてコース選択をすると楽しめますよ。   ＊新庄 八重＊ 

釈迦ヶ岳 

日光連山 

八八方方ヶヶ原原～～釈釈迦迦ヶヶ岳岳  
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クマガイソウと富士山に逢いに倉見山へ (1256ｍ)  

                              記：石井 文子 

平成 26 年 5 月 24 日(土) 

参加者：Ｌ.石井(文)、小林(い)、張替 計 3 名 

コースタイム： 

南越谷 5：52＝＝西国分寺 6：31～32＝＝日野 6：46＝＝大月 7：39～51＝＝東桂 8：

16～20――今宮神社 8：40――分岐 9：20――倉見分岐 10：05――倉見山山頂 10：40

～11：00――堂尾山公園 11：50――クマガイソウ群生地 12：20～45――三つ峠駅 13：

45～14：18＝＝大月 14：50～15：21＝＝西国分寺＝＝南越谷 17：30  

 

テレビを見ていたら倉見山の麓にクマガイソウが

見頃という映像が目に入り、行ってみたくなり 

5 月 22 日(木)の例会で山行を発表、いつ子さんと張

替さんが参加してくださいました。 

当日は天気も良く、電車は通勤通学登山客で混ん

でいましたが、東桂駅へ降りたのは、私達 3 人だけ

でした。 

初めて登る山なので地図を片手に登山口を 

探しながら歩き、バス停「馬場」を過ぎ、長泉院のお墓の間の道を登っていきます。 

東桂駅から今宮神社まで 20 分歩いたので小休止、そよ風が心地よい。 

送電線の鉄塔付近で一匹の蜂が偵察をしている様なので静かに通り過ぎる。急な登りが続

き汗をかくが、山つつじの群落、銀ラン、フタリシズカ、イカリソウ、チゴユリ、 

ツクバネソウの花々が和ませてくれました。10：40 倉見山到着。 

山頂では雪をかぶった大きな富士山が出

迎えてくれました。ここまで誰にも会わず

山頂も私達だけでした。昼食の終えると一

組登山者が登ってきました。下山途中にベ

ンチがあり 3 人の登山者が休んでいて富士

山の他に南アルプスも見えますよと、教え

られ、下っていくと富士山から右の方に雪

をかぶった南アルプスがみえて、またまた

感激しました。 

 

11：50 堂尾山公園到着、ここからも富士山が大きく見え、桜の木も植えてあるので花の時

期に来てみたいと思いました。山つつじの群落とヒトリシズカ、フデリンドウが咲き青い

花も咲いていました。少し降りたところにだれかが整備したのでしょうクマガイソウの群

落がありました。残念ながら花は終わっていました。 

 

クマガイソウ群生地にはまだ咲いていることを期待して、下山していると一組の登山者



 

 39

に出会い、花の事を聞いてみると、「下の方は終わりだけど、上の方はまだ咲いています。」

と言う、咲いている確認が取れて安心する。木の丸太橋を渡り、中央自動車道の脇を歩き、

12：20 クマガイソウ群生地到着。「昔は個人の所有地で育てていたけど、所有者が亡くな

って、一時期駄目になったのを西桂町が育てている。」と、管理をしている方が話していま

した。 

盗掘されないよう囲いがあり日よけの黒い覆いもあり手入れが大変そうでした。 

クマガイソウの咲いている花がたくさんあり感激し見学者も私達 3 人なのでゆっくりみて

回れました。エビネランもちらほらさいていました。 

舗装された道路を 1 時間三つ峠駅までを歩いたので、冷たいお蕎麦が食べたいと言った

ら、二人とも賛成していただき、大月駅で途中下車、駅前のお土産屋さんの二階で蕎麦を

注文したら、サラダとけんちん汁食べ放題が付いて一人 600 円でした。でも打ち上げはや

はり南越谷駅前、和民でしました。 

倉見山は駅から歩いて登ることが出来き、花もいろいろあるので、来年はクマガイソウ

が見頃な 5 月の中旬に計画を立てる事にしました。 
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山行紀行 ～ 2014 春 ～                  

記：浅井祐子 

3/8 石割山 L.浅井ゆ、小野寺英、小林い、尾崎、 

草加 5:30 = 登山口 P8:10-20 – 石割山 10:00 - 平尾山-Ｐ12:20 = 紅富士の湯 = 帰路 

 各々、「富士山を眺めるならこの山から…」というこだわりがあると思われるが、私は山

中湖側からがお気に入り。という訳で道志道から別荘地を抜け登山口まで。雪道の不安が

あったが、完全除雪されていて近頃は何処へいっても登山者に優しい行政? に感謝です。 

小橋を渡り長い石段を登るはずが雪で埋まっている。この先は緩やかなのでぺちゃくちゃ

とお喋りしながら石割神社へ。奇岩の石割の間をお決まり通り通過してひととき遊ぶ。 

沢山の登山者が入っているのだろう、トレースもしっかりついているので難なく山頂へ飛

び出る。 思わず感嘆の声が出る。「富士山でかっ!」 下山は平尾山経由で駐車場まで戻る。

快晴の下の雪上ハイクは実に気持ちが良いです。 

 

3/23 赤城/黒檜山～駒が岳  L.浅井ゆ、小野寺英、小林い、松田、  

草加 5:30=赤城 IC=大沼(おの)Ｐ7:45/8:05-登山口 8:25-黒檜山 10:00-駒ヶ岳-P12:00=入浴 

 今日もせっせと雪遊び。が大沼で車を降りると超さぶっ! ちょっぴり後悔したが今更や

めて帰りたいとも言えないし…。行く気満々のフリをして凍った大沼湖畔の車道を登山口

まで進む。アイゼンを装着していきなりの急登だが、見上げると樹々に着いた美しい霧氷

に癒されるばかり…。やがて山頂付近に張り付いていた雲も取れ幾らか暖かくなってきた。

好展望が得られるのは山頂から西へ程なく進んだ処だが、谷川方面は芳しくなさそう。 

来た道を戻り、一度大きく落とされて駒ヶ岳へ。たっぷりの積雪のおかげか中々壮観な山

容を見せる赤城の峰々であった。 

 

4/5  黒岳(御坂山塊) L.浅井ゆ、山﨑、   

草加 5:30=河口湖 IC = 御坂トンネル脇 P7:30 – 峠 9:00 - 黒岳 10:10 –P12:15 = 入浴= 帰路 

 道志や御坂山塊には渋い…の印象があるが今日は軽めに黒岳へ。残雪を期待したが山頂

付近に少しだけでちょっとがっかり。それでも今日も富士山バッチリ! 西には南アの連峰

が雪で光輝いている。次回は縦走をしてみたいコースです。 

 

4/12-13 安達太良山 & 横根山～都室山(高萩)  L.浅井 x2、小野寺英、鎌形、 

4/12 草加 5:30=奥岳 P8:35-くろがね小屋 10:40/11:10-安達太良山頂 12:50-小屋 14:00 (泊) 

4/13 小屋 5:00-奥岳 P6:30 = 茨城/高萩 P9:10 横根山～都室山 ‒ P13:10 = 鵜の岬入浴= 帰路 

 天候一つで厳しくも優しくも様相を変えるのが山。過去の安達太良はいずれも強風やホ

ワイトアウトで苦労したと聞く。この日も奥岳は強風で山頂も雲がべったり…。諦め気分

で歩きだすが段々良くなって来た。そんな調子なのでくろがね小屋迄もあっけないくらい。 

時間も早いので山頂へと向かう。風こそ強いがまずまずの天候の下、おっぱいの頂に立つ。 

お目当てのくろがね小屋は単純酸性泉の白濁の湯と、とても美味しいカレ-のおもてなし。 

2 日目は下山のみでは物足りぬと、イワウチワを求めて高萩の横根山へと寄り道山行。鵜

の岬で太平洋を眺めながらのお風呂と海鮮丼。身も心もお腹一杯の山旅になりました～!! 



   ３～５月の山行から 
               

  

 

 編 集 後 記  
忙しい日常生活の中、原稿を気持ち良く提出いただいた皆さん、大変ありがとうございました。 

本年は 226 号＝橘、227 号＝尾崎、228 号＝小野寺(博)の各会員が編集を担当します。 
今後も皆様の御協力をお願い申し上げます。 

       山﨑 正夫（山歩人）  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

発 行 日 平成 26 年 6 月 19 日 

編 集 者 山﨑 正夫 

発 行 者 
石井 美樹 

草加市旭町 5-11-12 

発行団体 草加山の会 

松姫峠 

箱根旧街道 

 

富士山頂 


	テントサイト No.225
	目　次
	コール
	平成２６(2014)年３月～５月山行実績
	心に残る山行
	新入会員(自己紹介)
	第４０回(平成２６年度)総会報告
	平成２６年度「てんとさいと」の発行について
	丹沢山～大山縦走
	黒檜山(赤城山)
	鬼ヶ岳
	沼津アルプス
	塩見岳
	硫黄岳(八ヶ岳)
	箱根旧街道
	中山道テクテク歩き №２
	横根山～都室山
	神楽山(山ｽｷｰ)
	達沢山
	谷川岳
	生藤山・陣馬山
	三頭山・前半(奥多摩湖～風張峠)  (40周年記念・多摩川水源界No.11)
	桃源郷 西上州 笠丸山
	屋久島 三岳＆モッチョム岳
	奈良倉山・鶴寝山 (40周年記念・多摩川水源界No.10)
	岩戸山
	惣岳山・御前山・大岳山・御岳山 (40周年記念・多摩川水源界No.12)
	城山～高尾山
	丹沢・新茅沢
	八方ヶ原・釈迦ヶ岳
	クマガイソウと富士山に逢いに倉見山へ
	山行紀行～春～
	編集後記



