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コ ー ル
記： 大木 靖子

草加山の会は今年で４０周年、早いものですね。

憧れの尾瀬に初めて行ったのが秋、夜行列車とバスを乗り継ぎ、夜明けと同時に歩き出

すと、刻々と変化する空の色、草紅葉と白樺とのコントラストの美しさ、すっかり尾瀬の

虜になり、春や夏にも行ってみたくて堪りませんでした。

ふっと目に入ったのが、草加広報の尾瀬バスのお誘いです。早速参加し、そして入会し、

早３０年になりました。

入会後、初めて行ったのが石老山、その後、屋久島の宮之浦岳から北海道の利尻・礼文

迄楽しい山歩きが出来ました。

キャンプや雪山もありましたが、女性３人で行った山形の朝日岳は朝５時に宿を出て、

夕方６時迄の１３時間かけ宿に戻り、３人で飲んだ「いわなの骨酒」は特別においしかっ

たなあ・・・・・。

北アルプスの常念小屋で窓が堅くて開かなかったので、そっくり２枚はずしてくれた男

性。３Ｄ画面のように槍や穂高がくっきり見え、小屋の灯りが輝いていた。「わあ・・・・

すごい。」 思わず大声を出したっけ。忘れられないこの素晴らしい景色に・・・・。

今年度の創立４０周年記念公開バスハイクは尾瀬に決まりました。

好天に恵まれ、翌朝は滅多に見ることの出来ない「白い虹」を５１人全員で見られた幸

せ、何事もなく終わることが出来たのも皆様の御協力のお陰です。

私はこの尾瀬バスハイクを手伝わせていただいたことに感謝しています。ありがとうご

ざいました。

同じ９月２７日御嶽山で大噴火ががあり、大勢の方々がお亡くなりになりました。最高

の秋晴れに恵まれ、秋真っ盛りの最良の日、誰がこの災事を予想出来たでしょう・・・・

誰もが忘れてはならない日になりました。

今日という日を大切にし、元気に歩ける幸せ、もう少し、この良き仲間と楽しみたいと

願っています。
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平成         年   月 平成         年 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 12/2～3
南月山･
新湯富士山

山本
小野寺、小宮、千葉、阿部、兼堀(恵)、
和田、黒澤、大畑、石井(文)

個 12/5 大小山 浅井(祐) 小林(い)

個 12/7 雁ヶ腹摺山 園木 大門、加藤、森(律)、新島

個 12/7
茅ヶ岳・
金ヶ岳

鈴木(廣) 兼堀(善)、井口、浅井(昭)、尾崎

個 12/7 権現山 新庄 下川、平野

会 12/14 筑波山 石井(美)

石井(文)、兼堀(善)、兼堀(恵)、大門、
杉山、浅井(昭)、中島、山本、和田、黒澤、
染谷、小野寺、森(律)、畑野、上原、大木、
関口、新島、平野、木原、鈴木(廣)、松井、
森(花)、澁谷、園木、橘、本山

会 12/20～21
那須・
大黒屋

石井(美)
山﨑、森(律)、鎌形、小野寺、染谷、和田、
浅井(昭)、兼堀(善)、尾崎、小林(い)、
宮地

個 12/21 花沢山 園木
澁谷、新島、平野、大門、森(花)、八並、
兼堀(恵)、 井口

個 12/29～30 金峰山 浅井(昭) 浅井(祐)、新島、兼堀(善)

個 1/1
大平山･
岩船山

山﨑 会員外(1)

会 1/4 高川山 小野寺
山﨑、兼堀(善)、兼堀(恵)、染谷、戸澤、
澁谷、黒澤、大畑、千葉、小林(い)、関口、
森(花)、尾崎、宮地、山本(＋息子・孫)

個 1/4 蓼科山 園木 加藤

個 1/10 浜石岳 園木 澁谷、中島、兼堀(恵)、畑野、会員外(1)

個 1/10
赤城山
(黒檜山)

浅井(祐) 浅井(昭)、山本、新島

個 1/11 大野山 小野寺 阿部、小林(い)、石井(文)

個 1/24～25 丹沢山 園木 畑野、八並

個 1/27 社山(日光) 山本
松浦、阿部、小林(い)、小野寺、浅井(祐)、
新島、山﨑、下川

個 2/1 蓼科山 浅井(昭) 浅井(祐)、新島、森(律)

個 2/4 宝登山 新島
平野、兼堀(恵)、石井(文)、黒澤、山本、
小野寺、上原、阿部、大木、千葉、橘

個 2/7～8
根子岳･
唐松岳

園木 会員外(5)＝ﾋﾞｰｺﾝ訓練＋歩き

個 2/21～22
北横岳･
入笠山

園木 大門、畑野
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心 に 残 る 山 行
記：新島 和子

私は平成 20 年 10 月に、草加山の会に入会しました。

早いもので 7 年目の春を迎えようとしています。

当時、山のことなど何もわからず友人に誘われるまま例会に顔を出し（私を誘った友人

は入会せず・・）公開バスハイク（玉原高原）に参加して、そこで知り合った新井（南雲）

さんに誘われ谷川岳へ。そして入会。確か、入会して最初に出席した例会で、英子さんに

「会員バスハイクに参加しない？」と声をかけていただき、ふたつ返事で「行きます」と

答えていました。さて、行きますと言ったものの・・泊りで山に行くってどういうことか

しら・・

私の頭の中では富士山の山小屋が思い浮かび、大丈夫かしら・・「月山」って、確か春ス

キーの山だったような・・何の知識もない私。緊張したまま、いよいよ当日となりました。

一日目、湯殿山。シトシト雨の中、夢中で歩きました。誰が誰だか名前も覚えられず、

宴会では借りてきた猫のように隅っこで固まっていたような・・二日目は月山。緊張で朝

ご飯もろくに喉を通らず・・歩き始めたらどんどん天気が下り坂になって雨が雪に変わり、

おまけに強風～寒さでガタガタ、「私、無理～～」そんな時、周りの皆さんが「手袋、借し

てあげる」「上着、借すから着なさい」「朝食、ろくに食べてないでしょ、大福食べなさい」

等々、次から次へと声がかかるのです。強風でヨタヨタしている私を後ろで支えてくれた

り・・たくさんの人に助けられて何とか山頂に行き、無事下山。

楽しむ余裕なんて、ひとかけらも無かったけれど、皆さんの優しさだけは心に浸みて決

して忘れることのできない「心に残る山」となりました。

今でも、思い出すと胸がジ～ンとします。
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甦る天才クライマー 小川登喜男（No.2） ２０１４年８月 松浦 剛

８ 東京帝大での山登り
昭和６年東北帝大医学部に進むが、想い出多い仙台を離れ、東京帝大法科に入った

小川は山岳部の部室に出入りし、積極的に友人を作って青春を謳歌していたが、部員

からは「小川は我々と一線を画していた。」と言われるように、当時は二流の山と見な

されていた谷川岳に通いつめていた。仲間とはしゃぐ一面を持っていたが、一方では

山登りに対する孤高を胸の奥に秘めていた。東京帝大に通う傍ら、谷川岳、穂高岳、

剣岳などで初登攀を記録していく。

８－１ 谷川岳幽ノ沢左俣第二ルンゼ初登攀

これまで誰も足を踏み入れなかった幽ノ沢を初めて登った記録でもある。昭和６年

７月２４日～２５日東北帝大の岳友との登攀であった。幽ノ沢は暗い恐ろしい印象を

与える名前である。初めは滑滝の多い沢登りであるが、奥に入ると目の前が大きく開

け明るいスラブの岩場が広がる。目の前の右股は中央壁やＶ状岩壁に遮られるが、左

俣は大きく開け見上げるようにルンゼが堅炭尾根の稜線に這い上がっている。出来る

だけ雪渓を登りつめ、第一ルンゼに取り付き、やがて第二ルンゼに入り、クラック、

チムニなどを利用し登りつめ雨とルンゼの流水 にずぶ濡れになり、午後７

時１０分テラスでずぶ濡れのビバークに入る。翌朝一ノ倉岳の山頂に立ち、蓬峠を経

由して幽ノ沢へ戻る。このルートも現在では 4 級（困難）、Ａ０（簡単な人工登攀）程

度の登攀技術を要するが、小川は 1 本のハーケンも打たず登っている。

８－２ 谷川岳幽ノ沢右俣、右俣リンネ初登攀

７月２７日には右俣に入り、岩壁に中にあるリンネ（岩溝）を登り堅炭尾根の稜線

に出るが、リンネ内は水流が流れ岩は安定しているが，逆層の岩はホールドに乏しく、

困難を極めたが何とか登りきる。稜線でビバークして翌日下山する。このルートも４

級、Ａ１（人工登攀）ほどの登攀技術を要するが、小川パーテーはハーケンを使用し

ないで登っている。

８－３ 穂高岳屏風岩の初登攀

１） 第二ルンゼ初登攀（昭和６年８月１４日~１５日）

昭和 6 年 8 月に東京帝大スキー山岳部部員 2 名と前から狙っていた屏風岩を登る。

屏風岩には大正末期に慶應大山岳部の佐藤久一朗以下 3名が屏風岩の正面岩壁の最も

右側にある第二ルンゼに取り付くが、途中で下山したのが初めてのチャレンジである。

小川は昭和 3 年屏風岩の偵察をしており、屏風岩の登攀は長年の夢であった。横尾か

ら屏風岩を見上げると、一番左側に第一ルンゼがありその右に東壁が圧倒的に聳え、

中央壁、北壁、第二ルンゼ、右岩壁と並んでいる。当時の屏風岩は正面の東壁、中央

壁、北壁、等の岩壁を登れるほど、登攀技術も登攀用具も発達していなかったので、

ルンゼ（岩壁の中にある大きな岩溝）からの登攀しか出来なかった。第二ルンゼは中

央の岩壁の最も右側に位置し、中央岩壁の裏側を屏風の頭まで突き上げている。横尾

谷から登り、北壁の裏側に食い込むルンゼを登り屏風岩の頭まで登りつめる。屏風岩

の初めての登攀記録である。

２） 第一ルンゼの初登攀（昭和６年８月２１日）

屏風岩の左側にある第一ルンゼは現在でも大変困難な登攀ルートとして名高く、登

攀技術でグレード５級（大変困難）とされている。このルートも小川はハーケンを打

たずに登り、さすがに鋲靴はやめ足袋を使用しフリクション（摩擦）を利用し登てい

る。ルンゼ内の岩は長年の雪崩や落石で磨かれ滑りやすく、良く考えられている。パ

ートナーには実弟猛男（早稲田スキー山岳部）と小槍登攀をした熊沢（東京高校山岳

部の後輩）と信頼できる人物を選び、意を決して行われたと思う。この素晴らしい登

攀は日本山岳会の会報「山岳」に掲載されたが雑録扱いで、この時代の山登りではこ

れほど困難な登攀は経験の無い日本山岳会の登山家達には真価を評価する事が出来な
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かった。それほど時代の先を行くクライミングであった事がわかる。私も屏風岩の正

面東壁を登っているが、左側に第一ルンゼが見え、その垂直度は東壁とあまり変わら

ないほどであった。

８－４ 谷川岳一ノ倉沢本谷４ルンゼ初登攀（昭和６年１０月１８日~１９日） ６ｐ

谷川岳の一ノ倉沢を忠実に登と本谷４ルンゼとなる。小川は滝沢を登る予定であっ

たが、オバーハングしている出合の滝は登攀不可能と判断し、一ノ倉沢の本谷を登り

つめ、多くの滝を登攀し登り切り、上部でビバークしている。小川は多くの登攀をし

ているが、装備を軽くし一気に山頂を極める登山スタイルなので、ビバークは覚悟し

ており、ビバークをこれほど多く取り入れている登山家はいない。

８－５ 穂高岳での冬季登攀

冬の穂高岳を登るには当時はベースキャンプを作り、此処から前進してアタックテ

ントを築き山頂を狙う方式が最新の大学山岳部のやり方であった。これに対し小川登

喜男はヨーロッパスタイルの１日で山頂に登頂しその日に下山するアルパイン方式を

この時代既に採用している。これはヨーロッパの登攀記録を良く知っていたので、こ

のような方式を取ったものと思われる。この為には装備を出来るだけ少なくして荷を

軽くし、スピーディーに行動し、最悪時にはビバークをする覚悟が必要であったが、

岩登りではこの方式を採用している。

１） 西穂高間ノ岳（昭和６年１２月２９日）

午前９時に上高地発、間の沢を登り、雪崩の危険を考え途中からリッジに取り付き、

山頂に至る。午後８時３０分上高地着。装備はスキー服で登っている。

２） 奥穂高岳「南陵」積雪期第二登（昭和６年１２月３１日）

早朝に岳沢をスキーで登り、どん詰まりまで行くと東京帝大パーテーのスキーデポ

があり、前日に奥穂高岳に初登攀している。凍った岩場は小川にとってそれほど難し

いルートではなく、山頂に至る。その日の午後８時４０分に上高地に下山しており、

１日で冬季の積雪期奥穂高岳を昇り降りすると言う、素晴らしい記録と思う。これは

現代のアルパインスタイルの１日で山頂へ登り下山する、ラッシュタクテック方式の

実践であり、この時代には行われていない登山である。

３） 奥穂高岳「岳沢コブ尾根」積雪期初登攀（昭和７年１月５日

岳沢からジャンダルムを登る為に、コブ尾根を

登りコブの岩峰基部でザイルを付け、１００ｍ

ほどルンゼを登り昼の１２時頃コブ尾根山頂の

岩峰に立つ。これから雪稜のラッセルや氷壁を

登り、午後４時ジャンダルム山頂に登り着く。

帰路は畳岩を経由し、懐中電灯便りに午後１０

時に上高地にたどり着く。この登山もスキー、

アイゼンを使用して、１日で山頂までピストン

するアルパインスタイルの登山を実践している。

コブ尾根の岩峰

４） 前穂高岳「北尾根涸沢側１峰２峰間リンネ」積雪期初登攀（昭和７年１月７日

～８日）

午前２時４０分徳沢小屋を出発しスキーで涸沢に向かう。涸沢より前穂高北尾

根三峰の基部までスキーで登り、これよりアイゼンで氷結した岩場やクーロアー

ル、最後の岩場を登り、前穂高山頂に１４時３５分に辿り着く。１２時間の行程

であり、これより北尾根をアップザイレンで下降しスキーデポ地に着く。涸沢の

下降で小川はスキーを一本流してしまい、一本スキーで下降する。翌日夜半３時

に徳沢小屋に辿り着く。このパーテーは３人の東京帝大でも屈指のアルピニスト

の集まりであった。２４時間行動の厳しい登攀であった。
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９ 剣岳での積雪期の登攀
９－１ 剣岳「八ツ峰の１峰東面の１稜から５・６コル」積雪期単独初登攀４月２日、

この後４月４日に早稲田山岳部員２名と八ツ峰上半分も登攀（第二登）し、こ

の後に、早稲田の今井部員とチンネの頭まで積雪期の初縦走を果している。

９－２ 剣岳「源次郎尾根」積雪期単独初登攀（昭和７年４月９日）

剣御前小屋を午前６時５０分に出発し、積雪期の源次郎尾根を登り山頂に達し、

平蔵谷の支稜を下り平蔵谷を下降し、剣沢を登り返し剣御前小屋に午後５時に辿

り着く。

１ ０ 穂高「明神岳五峰東壁中央リンネ、中央リ

ッペ」初登攀
昭和７年７月３１日、４人パーテーで嘉門次小屋を

朝５時半に出て、３時間で明神東壁基部に着き、東

壁中央のルンゼを登り、なお中央のリンネに入りこ

れを登り、途中から右のリッペ（支稜）に逃げ直上

しし最後の岩壁を登り、山頂に辿り着く。この登攀

は当時としては技術的にきわめて高度な登攀だった。

戦後はこの壁も登られるようになったが、この時代

に明神岳の東壁に目をつけ登攀した事は大変先見性

がある。

明神岳東壁

１１ 小川登喜男最後のクライミング。
１１－１ 谷川岳一ノ倉沢「衝立岩中央稜」初登攀

衝立岩は一ノ倉沢の中央に三角形の正面岩壁を聳えたて、人間を拒絶する様に立っ

ている。この岩壁の左の稜を中央稜といい、右の稜を北稜と呼んでいる。中央稜は垂

直度が高く、素晴らしいルートである。小川登喜男は衝立岩に対して「いつも一ノ倉

沢を訪れるたびに、いわば目障りな存在として私の眼に映っていた」と雑誌に書いて

おり、衝立岩のどこかに登らなくては気がすまなかったのであろう。中央稜は右の衝

立岩正面壁、左に烏帽子沢奥壁に挟まれ大変良い位置なので

小川登喜男としては、現在の登攀技術で登れるのはこの中央稜と判断したと思う。

私は始めて本番がこの中央稜であったが、３ピッチほど垂直な岩稜を登ったが、前の

パーテーの遅さに嫌気がさしアップザイレンで下降してしまった。当時はこの垂直な

岩稜は誰も登ろうとは思わなかった時代であり、中央稜は現在の登攀グレードで４級

（困難）となっている。

１１－２ 谷川岳一ノ倉沢「烏帽子岩南陵」初登攀

南稜を登ろうと約束していた東北帝大の岳友田

名部が仕事で登れなくなってしまい、実弟の猛

男と南稜に挑む。１０月２８日に新雪が衝立岩

の基部まで降りた一ノ倉沢に入り、沢床から岩

稜を登り中央稜の基部に至り、左の烏帽子沢上

部のスラブをトラバースして南稜の取り付き点

に到る。現在は此処を南稜テラスと呼び３畳程

の広さがあり、大意変人気のあるスタート地点

となっている。南稜は現在

沢山のハーケンが打たれており、

沢山の支点が安全を守ってくれる。小川登喜男

はわずか３本のハーケンを打った

衝立岩（三角形の左が南稜、その右が中央稜）
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のみで初登攀している。南稜は現在の登攀グレードで４級（困難）となっている。

１２ 社会人となった小川登喜男
仕事に就いてからの小川登喜男は仕事一筋の生活となっていった。山はハイキング

程度にとどめ、山岳部の OB 会にもほとんど出席しなかった。３０歳頃にベルトコンベ

アーに挟まれ指を数本失い、登攀は出来なくなる。小川登喜男は大同製鋼株式会社の

専務取締役にまでなるが、昭和２４年１２月１０日当時は不治の病とされていた結核

で４１歳の若さでこの世を去ってしまう。まだまだ活躍して立派な経営者となれたは

ずであるが、戦後の混乱期に夭逝してしまったのは、誠に残念な出来事である。ザイ

ルを結び合った弟の小川猛男が臨終の床に駆けつけた時に小川登喜男は「もう一度穂

高に登りたい」と口にしたという。

この稀有の天才クライマーのご冥福を心よりお祈りいたします。
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記：園木 毅

★日 程：平成２６年１１月９日

★メンバ－：Ｌ園木、八並、森(律)、新島

★コ ー ス：会津高原尾瀬口（9：00）～高土山（11：40～13：45）～夢の湯・会津高原尾瀬

口（14：10）

会津の綺麗な紅葉を見に高土山に登りました。会津の紅葉最終便です。下山で雨にあい

ましたが会津の紅葉を満喫しました。

会津に向かう野岩鉄道は本当に楽しい。

晩秋の会津です。奥は前回登った七ヶ岳

おなじみの会津に向かう野岩鉄道
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⾦ 時 ⼭ (1212.5m)

記：井口 宮子

期 日：平成 26(2014)年 11 月 23 日(日)

コース：草加駅 5:25→新松田駅 7:38…地蔵堂 8:45…夕日の滝下分岐 9:00…丸鉢山 11:00

…金時山11:50～12:30…足柄峠14:05…バス停14:30→新松田駅15:33→北千住駅

17:35→草加駅 18:00

メンバー：L 井口、山本、宮地、大畑

金時山は明神ヶ岳山頂から見た特徴のある山の形が気になり行って見たいと思っていた。

新松田駅でバスを待ち、地蔵堂行きに乗車。私達は座れたが、人気の山に向かう人達で

超満員になった。時間のロスを考えると駅前からタクシーを利用すべきだったと思った。

身支度を済ませ、金太郎伝説広場～夕日の滝下、手前から沢沿いの心地良いコースを進

みながら晩秋の紅葉もまだまだ楽しめた。

標高９００ｍを過ぎた辺りで美しい富士山が目に飛び込んできた！そこは猪鼻砦(丸鉢

山)だった。いよいよ急登が始まり、山頂に到着した。が、丁度ランチタイムで、混み合っ

ていて、富士山を観て、記念写真を１枚撮るのがやっとだった。足柄峠ハイキングコース

を下山、万葉公園からバスで新松田駅に着き、一路、草加駅に戻り、大畑さんと二人で打

ち上げ！

メンバーの皆さん、ありがとうございました。楽しい山でしたね。
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⾶ ⿓ ⼭ (2077m)

(山梨県丹波山村・埼玉県大滝村)

記：山﨑 正夫

【日 程】2014(平成 26).11.23(日)～24(月) 【天 候】晴れ

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.園木、森(律)、新島、山﨑

【コ-ス】

11/23 南越谷駅 6:55→西国分寺駅→立川駅 8:11→9:14奥多摩駅 9:30→10:15鴨沢西バス

停～10:35 お祭り～13:30 林道後山線～14:00 三条の湯(1103m)

11/24 三条の湯～水無尾根～三条ダルミ(1775m)～飛龍山(2077m)～前飛龍(1954m)～

熊倉山(1624m)～サオラ(竿裏)峠(1624m)～丹波バス停(642m)→奥多摩駅→立川駅

→西国分寺駅→南越谷駅

園木リーダーの山行に参加。三条の湯の山小屋に泊まるので、夕食は山小屋に宿泊する

ので、山小屋にお任せのはずが、園木リーダ－から「私のグループでは夕食は手作りが決

まり！ 今回の担当は山﨑さん！」と言われてしまい、困った。スーパーで色々のものを

見て回り、参加しない他の会員にも聞いてみて、取りあえず、おでんにすることにする。

家で試しに作ってみて、おでんに決め、主食は餅にする。

さて、当日は、乗る電車やバスに変更があったものの、最終的には、鴨沢西バス停で下

車、歩いて、当初予定のお祭り集落まで歩く。そこから、林道に入り、林道の終点から

３０分で三条の湯に到着。三条の湯が見える最期の橋のところで、園木さんの山レコの仲

間の美人とそのパートナーに会う。ここで、手作りの料理を一包み受け取る。園木さんも

実際に会うのは初めてらしい。

三条の湯で宿泊の手続きをすると、団体が間もなく到着するから、その前に風呂を浴び

る方が良いとのサジェスチョンあり。部屋に入り、早速入浴する。入浴後、飲み会と夕飯

の準備となる。団体は小学生を含む１０人程度のグループである。この小学生、侮ること

なかれ。衣服等の装備は山用のメーカー品。行動も山小屋の常識に基づく行動様式を取る。

おでんの夕食も無事済み、星空を見

て、同室の４グループと就寝。同室の

４グループはお客一人をガイドしてき

た山岳ガイドさん、仲間同士で来た２

グループ。

山小屋の朝食をいただき、部屋を出

発。その時、森さんから布団をもっと

丁寧にたたんだ方が良いと声が掛かる

が、同室の山岳ガイドさんから、山小

屋では清掃後、次の来客の為にきちん

とたたみ直すので、そのままの方が良 初   山料理料理
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いと声が掛かる。そういうことなんですよ、山小屋は！

さて、歩きの方は、水無尾根を通り、

三条ダルミに達する。秋の天候の良い山

道を気持ち良く歩き、飛龍山直下ではト

リッキーな道を半分藪漕ぎ状態で山頂に

達する。そこから少し南西へ移動して禿

岩に行く。眺望が素晴らしい。笠雲をか

ぶった富士山が望める。前飛竜では露岩

がピークになっている。ここも眺望が良

い。

その後、長い長い下り道を熊倉山・サ

オラ(竿裏)峠を経て、最後は野生動物の

被害を防ぐ為の柵の扉を開け山道は終わり。

車道を下り、ようやく丹波バス停に着く。

変化があり、面白い歩きであった。また、女性陣の早足に驚く山行でもあった。

丹波バス停ではバスの発車時刻が予定と違い、風呂に入る時間は無くなる。

バス停では一人でテント泊をした大菩薩嶺から来たという美人と、ハイキング風情の数

人、温泉楽しみのおじさん等とバスを待つ。

奥多摩駅に着くと、入浴しようというリーダーの発言があるが、折角歩いて行っても、

今の時間ではとても混んでいて止めにしようということで、入浴は中止。予定の餃子屋さ

んも休み。リーダーからそれでは違う店で飲んで帰ろうとの発言。女性会員はこのまま帰

るということになる。園木リーダーと私は駅前の食堂で一杯飲んで帰途に着く。

禿岩からの眺望(富士山)
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桜 山

(西上州・冬桜）

記：畑野 仁美

◆山行日：2014 年 11 月 30 日（日）

◆山行者：山の会 L 園木・澁谷・大門・八並・畑野

◆コース：本庄駅～バス・鬼石～雲尾～りんご園～桜山公園～山頂～金丸～鬼石

二年前花の山旅で忘年山行としてバスツアーで行った桜山、今回は少人数で電車とバス

お昼もお店でのんびりハイキングです。

リーダーの遅刻寸前と予定していた電車が無い、となるとバスに乗れないので帰りの駅

本庄駅からスタートとなりました。鬼石郵便局前でバスを降りると早速野菜やお饅頭な

ど売っている、そこで桜山ハイキングのパンフレ

ットをもらい出発する。

天気が良くて冬の身支度してきたのが暑くてた

まりません、ズボン脱いじゃいました。

バス停を一つ戻り鬼石神社前を通りハイキング

コースに入ります。しばらく車道を歩き資源化セ

ンター前より山道になります。落ち葉を敷き詰め

た道やまだ青々とした竹林を通ったり、色とりど

りです。

前回と道が違っていたのですが全然覚えていません、唯リンゴ園だけはしっかり覚えてい

ました。ここまでくればもうすぐなんですがちょっと迷ってしまいました。

桜山は車で来られるのでとても賑わっています花も満開でした。

お昼のうどんを食べ出てくると、あんなに暑かったのに冷え冷えしてきました。

それぞれお土産を買って山頂へ向かいます。

紅葉もちょうど見ごろで満開の桜との共演がとても綺麗でした。夜はライトアップする

そうですよ。

春の桜は華やかですが冬桜は可憐でなんか

紅葉の引立て役のような感じがしました。

下りも落ち葉の中を歩きとても気持ちの

いい道でした。

鬼石郵便局のバス停まで戻って最後もバス

に乗り遅れそうになったけど一生懸命に走

ったら運転手さんが待ってくれました。

この日も楽しい紅葉ハイキングでした。
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1 日目 記：山本 理郎

2 日目 記：兼堀恵美子

日 程 2014 年 12 月 2 日（火）～3 日（水） マイカー利用

コース 【1 日目】松原団地駅 6：00……那須塩原 IC……南月山登山口 8：40 黒 尾

谷山 10：30……南月山 12：00……登山口駐車場 14：45……

パナソニックリゾート那須泊

【2 日目】出発 8：45………奥塩原新湯 9：50………新湯富士山 11：00

大沼 11：45………帰路………松原団地着 16：00

メンバーL=山本、小宮、阿部、和田、黒澤、小野寺、千葉、兼堀(恵)、石井(文)、大畑

【1 日目】今回の山行は温泉に浸かって美味しい物でも食べようという企画で、ちょっと

贅沢をして「黒毛和牛しゃぶしゃぶ会席」というコースを選んだ。はじめに宿ありきだっ

たので、宿から近い那須の南月山を選んだ。カ

ーナビを頼りに別荘地の行き止まりまで行く。

そこは数台の駐車スペースがあり、登山口の標

識も立っていた。身支度を整え、すっかり葉の

落ちた初冬の登山道は明るく、道もしっかりし

ていた。南月山には手前に黒尾谷山というピー

クがあり、まずはそこを目指す。コースタイム

20 分遅れで山頂に到着。南月山も目の前に見え

ている。時折、雪雲に覆われ、冷たい風が急に

吹いたりして、慌てて防寒着を羽織る。登山道は笹などもきれいに刈り込まれていたがさ

すがに 12 月の平日にこの山で出会う登山者は居なかった。12 時に南月山山頂到着。吹き

さらしの山頂は木々に付着した霧氷が綺麗であったが、寒くて居られず早々に下山開始。

15 時前に登山口に無事下山。高齢者登山は全行程でプラス 1 時間オーバーであった。

下山口からは車で 15 分位で目的の宿に到着。かなたに夕暮れの筑波山が望める展望風呂に

浸り極楽～極楽。お楽しみの夕食も美味しく頂き、カラオケタイムに移行した。

【2 日目】朝風呂に入り、美味しい朝食をゆっくりいただき８時５０分に集合。こんな贅

南月山（1776ｍ）・新湯富士山（1180ｍ）
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沢な山行で良いのかなぁと思いつつ保養所を出発しました。

２日目は地元の幼稚園児も登ると言う新湯富士山へのハイキング。帰りに立ち寄る予定

の新湯温泉で車を降り登山開始。

ゆるやかなクマザサの山道を霜柱を見つけながら気持ちよく歩き、これなら幼稚園児も

大丈夫なのかと思っていたらやっぱり山頂近くは急騰でした。１時間程度で山頂に到着。

大沼から登って来た和田さんと合流。休憩を取り、大沼方面へ下山。

大沼は水芭蕉の群生地で木道もあったのですが今は工事中で歩けませんでした。近くにあ

った木のテーブルでコーヒータイム・・広々として水芭蕉の頃また来て見たいなぁと思い

ました。

それから小宮さんと和田さんに回送してもらった車で新湯温泉に戻り、白濁した泥成分の

多い温泉に浸かり、泥パックなどを楽しみ、

しばし休息。帰路は温泉場においてあった

ラーメン屋さんの紹介本を頼りに今市市の

お勧めの店に直行。午後２時に店じまいだ

ったので滑り込みセーフで食べられました。

人気店の様で混んでいただけあってとても

美味しかったです。

1 日目の南月山登山は私にとっては立派な

登山で大変ながら楽しめました（アイゼン

を使わなかったのはホッとしました）夜は

美味しい食事とカラオケでまた楽しかったです。

2 日目は私の大好きなゆっくり登山で皆さんと楽しみながら登れました。

二日間とにかくとても楽しかったです。

★ホテル並みの保養所を予約してくださ

った山本さん、ありがとうございました。

ご一緒した皆さん、とても楽しい山行

＆ひとときを有難うございました。

（兼堀 恵美子）



17

茅 岳        金 岳       
記：兼堀 善和

日 程：１２月７日（日）

メンバー：Ｌ鈴木(廣)、浅井(昭)、井口、尾崎、兼堀(善)

コ ー ス：草加駅(5:37)出発～中央高速韮崎ＩＣ経由(8:30)深田記念公園(8:45)～女岩

(9:55)～茅ヶ岳山頂(10:55)～金ヶ岳山頂(12:25)～下山出発(13:05)～茅ヶ岳

(13:50)～女岩(14:50)～深田記念公園(15:40)

今回、鈴木廣さんの声掛けで深田久弥さん終焉の地、茅ヶ岳に、自分にとっては珍しい

いメンバー５名で登ることになったが、いろんな出会いがあった山行であった。

廣さんの車で草加駅出発、中央高速も比較的空いていて、駐車場に予定より３０分早く

到着。既に１０台程度の車があった。準備をして出発、途中女岩を目指して登って行った

が、崩落の危険がある為、ロープが張られていて近づけない。そこから急登が始まり、茅

ヶ岳山頂に１１時前に到着、時間が早いので足を延ばし隣の金ヶ岳まで行くことに決め出

発。出発したとたんに今シー

ズン初めての雪道に遭遇。下

り道が一部凍っていて軽アイ

ゼン装着。風は強くかなり寒

い。金ヶ岳までずっと雪道が

続いたが気持ちよく登り切り

山頂に到着。そこは素晴らし

い眺望（富士山・金峰山・大

菩薩・北岳・甲斐駒・仙丈ヶ

岳・八ヶ岳）と、テレビの絶

景探訪そのものであった。景

色をおかずに昼食をとったが、

風もなく４０分程のんびりし

た時間を過ごした。

下山は軽アイゼンを履くことなく女岩まで着いたが、女岩過ぎた頃に何と日本カモシカ

に遭遇、３分間程度動くことなくじっと見ていた。最後は日本カモシカに見送られて駐車

場に到着した。

尾崎さんが帰ってからテントサイト編集

委員として、最終見直しをして今夜中に山﨑

さんに送るということで、早々に出発、八潮

で軽く腹ごしらえと乾杯をして帰ってきた。

企画いただいた廣さん、楽しい山行ありが

とうございました。
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権 現 ⼭
記：平野 祥子

■期 日：2014.12.07

■メンバー：Ｌ新庄、下川、平野

■コ － ス：猿橋 8:18＝浅川 9:00---浅川峠 9:40---権現山 11:10~11:50---麻生山

12:45---

尾名手峠 13:05---北峰 13:35~14:00---杉平入口 16:00

猿橋駅から三奇橋の「猿橋」を見ながら桂川を渡って浅川へとバスに乗車。浅川入口か

らは日曜日なのに私たち３人と単独の２人だけ。民家もわずかだろうと想像していたけれ

ど、登山口近くまで立派な家があって驚いた。それから運転手さんが「気をつけて行って

らっしゃい」と声をかけてくれた事。とても温かい気持ちで出発した。

今回もトップを歩かせて頂いての出発。最初は緩や

かで歩き始めには丁度いい。途中で霜柱をカメラに収

めている方に出会い、初めて茎に白い泡のようにまき

ついてる霜柱を見た。浅川峠には扇山と権現山への道

標があり、浅川峠からも自然林の中をのんびりと歩き、

冬枯れの木々の間から尾根が明るく見えた頃から急な

ジグザグ道が続き落ち葉で足をとられそうになりなが

ら頑張って分岐に到着。まずは右側へ権現山を目指す。

頂上からは富士山が見えてすばらしい。360°見渡せ新庄さんと下川さんが山の名前を確

認し合っている。私は一つでもいいから知って帰りたいと目を凝らしてみたけれど、結局

分からずに終わってしまった。むずかしい～。足慣らしに扇山から権現山を往復するとい

う男性に写真を撮ってもらい、日差し中で昼食を始めたけれどこの時期は寒い。早々に歩

き始め先ほどの分岐まで戻る。

鋸尾根に向かうのは私達だけ、分岐か

ら尾名手峠までは緩い上り下り、巻道あ

るけれど良い道で静かな山に包まれて幸

せな時間でした。

尾名手峠からは一転してアップダウン

の岩場になり 20 分ほど慎重にあるくと北

峰に着く。誰が何の為？？不釣り合いな

鏡が木に結ばれていた。北峰からは時が

止まったような静けさを持つ空と雲の中に富士山を見ることができました。何とも鏡と共

に不思議な時間でした。鋸尾根ははじめ細い尾根で歩きやすい道でしたが、下りにつれて

広い尾根道で踏み跡が不明瞭となり、赤テープを捜しながら進むのですが、たくさんの落

ち葉とイノシシが荒したのか？道がはっきりしません。下川さんが地図を広げて確認して

くれたので心強く安心して杉平入口バス停に降りて来ました。思い出深い山行となりまし

た。 新庄さん、下川さんありがとうございました。
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忘年山行（筑波山）
記：石井 美樹

日 程：平成２６年１２月 14 日（日曜日）

参加者：28 名

L 石井(美)、石井(文)、兼堀(善)、兼堀(恵)、浅井(昭)、杉山、山本、松井、和田、

中島、染谷、澁谷、森(律)、黒澤、上原、小野寺、大木、畑野、平野、関口、

鈴木(廣)、新島、園木、木原、本山、森(花)、大門、橘

交通手段：つくばエクスプレス 土日回数券 10 枚の値段で 14 枚

7 月の初旬に、北海道登山の

足慣らしとして、久しぶりに筑

波山に登り、その時、今年の忘

年山行は、「筑波山」で実施する

ことを決めた。

男体山の自然周遊歩道を巡り、

東屋で鍋を囲み、草加山の会 40

周年の締めくくりをするのであ

る。

ところが、思ったより、筑波

山は人気があり、東屋は、他の

団体の忘年会で一杯であった。

東屋をあきらめ、ケーブルカー

の終点駅の御幸ヶ原のベンチの横で、28 名の大宴会を開催する。

寒さもあり、2 時間ほどの酒盛りはあっと言う間に終わり、づづじヶ原へ下山する。そ

こからバスで、つくばセンターへ、エクスプレスの割安回数券で帰路につく。

なお、自然歩道周遊コ

ースは、残念ながら、急

斜面崩壊のため、一周す

ることはできない。時計

回りで、崩壊現場まで回

り、男体山の山頂を経由

し、神社の西斜面を下り、

自然歩道に出る。3 分の

２周くらいの自然探索を

楽しめる。

さて、来年の忘年山行

は、どこにしようかな。

バス？、雪の中？。

完
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那須 峰 茶屋       

記：兼堀 善和

★日 程：１２月２０日（土）・２１日（日）

★メンバー：Ｌ石井(美)、森（律）、山﨑、鎌形、染谷、小野寺(英)、和田、尾崎、

浅井(昭)、宮地、小林(い)、兼堀(善)

★ コ ー ス：12/20 松原団地西口(5：45)～大丸駐車場(9：00)～峰の茶屋(11：30)～

大黒屋旅館（14：20）

12/21 大黒屋(7：55)～峰の茶屋(11：30)～大丸駐車場(12：20)～国民休

暇村風呂(12：35)～松原団地(16：15)

一昨年の谷川雪洞以来、寒いのと雪が嫌いな私が、こんな事ではイケナイ、折角草加山

の会ベテランリーダーが計画してくれたので、ここで手を挙げなければ男じゃないと思い

参加した雪山であった。

和田さんと染谷さんの車で向かったが、大丸から先は進入禁止、そこで準備をして峰の

茶屋に向かったが、爆弾低気圧の影響でかなり雪が積もっていて、かなり歩きづらく

２時間も過かってしまった。ここから当初、朝日岳に向かう予定であったが、朝日岳への

トレースがないのと時間を考え直接大黒屋旅館に向かうことに決めた。先輩の話では風も

穏やかでこんな那須は珍しいとか・・良い時に来たなと感謝です。峰の茶屋から急な下り

を注意しながら歩いていった。先導するトレースが若干あり助かったが、旅館まで３時間

弱もかかってしまった。先導トレースは小屋で働く４名が私たちの為に、少し前に行って

くれたものだと小屋に着いて分かった。

大黒屋今日の泊りは私たちパーティーだけ１２名の貸切、早速炬燵で談笑宴会開始し、

名物の風呂に交代で入り、食事も部屋まで配膳してくれて楽しく酒盛り乾杯、就寝につい

たが、夜、屋根から落ちる雪が断続的にドンドンと聞こえ、中々熟睡することができなか

った。

朝食を取り８時前に出発、来る時と違い雪が締まっていて歩きやすく、先頭ラッセルし

ながら、初めて楽しく雪を踏みしめて峰の茶屋まで、そこからアイゼンを付け駐車場に到

着、国民休暇村で風呂で汗を流し帰ってきた。

石井リーダーはじめ気が合う仲間と登れたことに感謝、ありがとうございました。
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花 沢 ⼭
記 澁谷 久美子

日 程：２０１4 年 12 月 21 日(日)

メンバー：L 園木、澁谷、新島、平野、大門、森(花)、八並、 兼堀(恵)、 井口

コ － ス ：草加 5:40→北千住→東京 6:34→沼津→9:47 用宗 10:00～花沢山～13:00

満観峰～15:00 麦とろ丁字屋

青春１８切符で行くグルメ旅と聞き、二つ返事で参加しました。安価で行き、食事も一

流と聞くと………！いても立ってもいられません！

場所も良し、東海道５３次、あの広重の丸子の宿です。４時間３０分の里山を登り、丸子

の宿までで富士山す。

花沢山から満観峰の登り、登りの連続のつら～い山行。茶畑あり、海岸線と焼津の街、

すっきりとした富士山の眺めの良い頂上でした。

下山後、東海道をしばらく歩き、立派なかやぶき屋根の丁字屋に着き、美味しい麦とろ

を堪能してきました。

同行してくださった皆さん、ありがとうございました。
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雪の金峰山
記:浅井 昭光

日 程：2014(平成 26).12.29～30

メンバー：Ｌ浅井(昭)、浅井(祐)、新島、兼堀(善)

久しぶりの金峰山を急に思いつき 2 人で行こうと思ったが、兼堀さんと新島さんが参加

してくれて、とても楽しい今年最後の山になった。

いつものように 5 時半に草加を出たのだが、須玉 IC 手前でチェーン規制の渋滞！

しかも増富温泉から先の林道が雪で通行止、黒森からの迂回をよぎなくされ瑞垣山荘に着

いて出発したのが 11 時を回ってしまった。駐車場では雪が 20～30 ㎝位積っていたがなん

とか駐車が出来身支度をして出発！

麓でこれ程の雪があるのはこの時期は珍しいことで、上が楽しみになって話が弾み、雪

の静寂さと樹氷の美しさがさらに心を和ませる。富士見小屋では人気が無く、富士も見え

なかったので足を先に進める。樹林帯の中大日小屋を通過し、大日岩の手前からアイゼン

を付けてゆっくりと進み大日岩で休憩をとる。ここから先はなだらかな道が続き足も軽や

かに運び、稜線へ出る急な登り口へとたどり着く。この辺からペースが落ち、やっとの思

いで砂払いの頭に出る。景色はあまり良くなく、風もありトレースもうっすらとはあった

が、山頂付近はガスがかかり見えない。見えないけれど先へと歩き小屋との分岐まで来て

た処で、山頂での景色も望めないし時間も遅いので、トラバースコースで金峰小屋に向か

う。小屋に着いたのが 5 時半、小屋主に開口一番「遅いな、何故こんなに遅く来るんだ。

ご飯が間に合うかな？」と叱られてしまった。何とか食事をお願いし美味しいチキンステ

ーキを食べる事が出来、お酒を飲んで暖かい布団で寝る事が出来た。

翌朝、天候が悪く山頂までのトレ

ースもないという事で、山頂は諦め

て来た道を帰り下山をした。今回は、

今年最後の山行だったが、天候と雪

の多さでさ山頂は踏めなかったが、

四人のメンバーで楽しい忘年山行に

なりました。参加してくれた皆さん

お疲れ様でした。
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平成 26 年 そーか！ 草加⼭の会 10 ⼤ニュ

ース

１ 40 周年記念山行、高山 40 座と奥多摩水源リレー縦走、見事達成！！

２ 同じく 40 周年記念事業の尾瀬バス公開ハイク、天気に恵まれ、大成功！！

３ 奥多摩水源リレー飛龍山 笠取山    巨大迷路        

       同じ道を二三度通った形跡あり、何とかビバークは逃れたもよう。

4 屋久島三岳縦走達成するも、焼酎の買い過ぎで荷物検査にひっかかり、

やむなく手荷物の一部を上納するはめに！ 皆さんもお水関係には注意しよう。

５ 本山さんが山の会に復帰。噂によると、山の会のイケメン度がグンと上がったらしい！

６ 会のテントが雨漏りするので新調したよ。水も滴る良い男！なんて言っていられ

ない・・！

７ 今年も天気が荒れた。山行もしばしば中止になった。

最大の問題は高齢化より温暖化？？（これも噂）

８ トムラウシ石井組、台風 8 号と共に北上。相手が悪い。彼女は相当気が荒いよ！

軽くエルボーか？！無事でよかった。

９ 街道歩きもついに中仙道。これは長～い道のりだ。途中、駕籠か馬。

そうだ！ リニアに乗ろう！ タイムトラベルする気分かしら？

10 奥多摩水源リレーの最終山行は難行苦行だった！！

最初は時間切れ。 二度目は猛烈台風に阻まれた。

10/8（水）三度目の正直。三頭山コースもついに陥落！

小宮リーダーと 12 人の侍たちに脱帽！！！

きっと何処かで旨い酒に酔いしれたのだろう。
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岩舟山        太平山縦走       
(栃木県栃木市(旧岩舟町・大平町)) 記：山﨑 正夫

【登山標高差】389m 【累積高度】715ｍ

【日 程】2014(平成 26).2.12(水) 【天 候】曇り

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、会員外１名

【コ-ス】草加駅          東武動物公園駅          栃木駅          岩舟駅     岩船

山      馬不入山            桜峠      晃石山               木峠

            太平山            太平山神社      兼信平      客人    

   神社      新大平下駅            南栗橋駅            草加駅

【経 費】電車賃 1,817 円＋802 円＝2,619 円

一年の計は元旦にあり。元日に山を歩けば良い１年になるとばかり、１２月例会で呼び

かけるが、元日に家を空けるのは中々難しいという会員が多く、また、中には行きたいと

思うが、元日の天気が悪くなると予報されていて申し込まないという会員もいて、会員か

らの参加申込みは無かった。

大晦日に紅白歌合戦、行く年来る年を見て、神明神社と東福寺に初詣をする。神明神社

では、参拝客の列の中に浅井会員御夫婦、

「今様・草加宿」市民推進会議の村上さん

と会う。家に帰り、１時３０分就寝。元日

の朝、５時起床。会員外の参加者１名と草

加駅から乗車し、栃木駅でＪＲ両毛線に乗

り換え、無人駅の岩舟に到着。

西に少し歩くと岩舟山の立派な石柱と表

参道が北に延び、奥に石段が続く。

境内に入り三重の塔を経て卒塔婆の林の

奥の岩舟山頂(三角点あり)から南側の大展

望を楽しみ、日本三大子育て・子授け地蔵

尊の高勝寺本堂、奥の院を回る。水子地蔵、仁王門を経て裏参道を進む。いったん平地に

出て、馬不入山へ向かう。

馬不入山に向かうのがこんなに大変だ

ったかと思う程、今回は疲れる。ようや

く、馬不入山頂に達する。山頂で休んで

いると、新大平下駅か歩いてきた若い女

性が来る。かなりの軽やかさだ。

先に進み、桜峠で風を避け昼食を摂る。

桜峠の麓から直接歩いてきて四阿で休ん

でいた家族と話をした後、晃石山に向か

う。

神社のある晃石山頂に到着する。ここ

晃石山三角点
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にある寒暖計では２℃であった。

なお、ここの一等三角点の柱石は一辺が 210mm、高

さが 180mm あり、これは柱石を作る時、辺と高さを

間違えたもので、日本一大きい一等三角点標石とな

っている。また、一等三角点の文字は南面を向くと

言われているが、晃石山を含む３割は南面を向いて

いない等々、2010(平成 22)年の元日登山の時に日本

測量標石保存協会員の山部藪人(ＨＰ有り・本名＝中

村宏)から聞いたことを思い出す。

その後、段々曇ってきて空気も冷えてきて風花が

舞う。ぐみの木峠を経て、富士浅間神社が祭られる

太平山頂に至る。その後、参拝客で大賑わいの太平

神社に初詣。随神門から兼信平に向かい、茶店で昨

年は見つけることができなかった大平下へ向かう道

の入口を聞く。その道は、大平下の集落から大平神

社に直接登る旧道で、途中立派な碑や石段がある。

集落の入口に着くと、客人神社に着く。案内板を見ると、日本語表示の下にローマ字で

「まろうど」と書いてある。客人をまろ

うどと読むとは知らなかった。ホテルチ

ェーンのマロウドインを使ったことがあ

ったが、日本語と英語の組み合わせとは

知らなかった。

この旧道は、駅から歩けば標示が目に

入り道を見つけやすいが、逆からだと入

口が分かりにくい。昨年は駅まで３時間

も歩いたが、今回はお陰様で１時間で駅

に着くことができた。

旧道の標識

旧道途中の神社と碑

客人      神社
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新春の⾼川⼭へ
記：森 花江

期 日：平成 27(2015)年 1 月 3 日(土)

コース：草加駅発 6:54==南越谷駅発 7:07==西国分寺駅発 7:51==高尾駅発 8:20==9:14 初狩

駅 9:30～椎茸ほだ場 10:00～(男坂経由)～高川山 11:00～12:00（早目の昼食）～

馬頭観音 12:45～稲村 13:20～田野倉駅 13:40

メンバー：L 小野寺、山﨑、兼堀(善)、兼堀(恵)、染谷、戸澤、澁谷、黒澤、大畑、千葉、

小林(い)、関口、尾崎、宮地、大畑、山本(＋息子･孫)、森(花)

新春早々の山行。文子さんがインフルエンザでダウン。石井会長は看病で参加できない

のが残念です。早く治りますようにと祈りつつ出発しました。

初狩からの登りは風の音がゴォーゴォーとなる斜面を歩きます。寒いです。振り向くと

三つ峠がくっきり見えます。山本さんのお孫さんの隼輝君。トップを歩き“おばさん”達

を導いてくれます。元気いっぱいでザックも担いでくれます。

少し急な男坂から頂上へ。富士山は雲一つ無い絶景。誇らしげに輝いて見えます。最高

峰の富士山に“草加山の会”の一年の安全を願いました。何時までも見ていたいのですが、

英子さんお手製の秋田郷土鍋（だまこ汁）が待っています。登山者の邪魔にならないよう

な場所をキープ。山本さんがお餅を焼いてくださって、お汁粉を食べてお腹はパンパンで

す。

下りは少しお酒が入っているので、気を付けて歩きます。

隼輝君、“花摘み”に興味津々。山男なら知っておいた方が良いと英子さん。教えます。

恥ずかしそうな、照れくさそうな顔がとてもチャーミング。山行がより一層和やかな雰囲

気になりました。また参加してくださいね。

リーダー英子さん、だまこ汁、美味しかったです。皆さん、ありがとうございました。
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記：園木 毅

★日 程 平成２７年１月４日

★メンバ－ Ｌ園木、加藤

★コース 女神茶屋登山口（8：35）～蓼科山（11：40）～女神茶屋登山口（13：00）

新年早々４日は蓼科山が２７年の初登りとなりました。冬は独立峰につき風が強く余り

天気に恵まれませんが、途中までは天気に恵まれていましたが、やっぱり山頂は強風とな

ってしまいました。それでも展望に恵まれ最高の新年山行でした。

加藤さんお疲れ様でした。楽しい一日をありがとう。

青空とモンスタ－

生憎の強風の蓼科山山頂です
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浜⽯岳〜薩捶峠（707ｍ）
記：兼堀 恵美子

★山行日 ：２０１５年１月１０日（土）

★メンバー；Ｌ園木、畑野、澁谷、中島、兼堀、他１名

★コース ：5 時 35 分草加駅集合

（電車）草加＝北千住＝上野＝東京＝沼津＝由比（タクシー）由比＝野外セン

ター（10：30）～浜石岳（11:00）昼食 浜石岳（12：00）～薩捶峠（15：30）～

さくら屋さん

花沢山のとろろ汁に続き今回は桜海老、シラス

に釣られ参加させていただきました。どちらも静

岡方面で遠いけれど、お得な青春１８切符を使い

お安く、美味しい山行です。

由比駅から野外センターまでタクシーで行き、

そこから登山開始。楽しく登り始めて３０分、視

界が開けて山頂到着！短時間で登った割には眺望

が素晴らしい・・・ちょっと申し訳ない気持ちに

なってしまいました。天気も良かったので雪をか

ぶった富士山が眼前にはっきり見えて最高！ 広々とした山頂でゆっくりとランチタイム。

園木リーダーのトマトスープと山村さん（リーダーのお友達）のお料理三種で豪華なラン

チに・・それぞれ色取りも味も絶品でした。美味しく頂き、お腹もいっぱいになったとこ

ろで薩捶峠へ出発！緩やかな山道を 3 時間かけて行ったところでみかんの木が沢山見えて

きました。一袋 100 円のみかんを買って海、富士山の絵の様な景色を眺め最後のお楽しみ

｛さくら屋さん｝へ！桜海老、シラスずくしのお料理をたくさん食べてお土産も沢山買っ

て帰って来ました。美味しい山行最高ですね。

リーダーの園木さん、有難うございました。ご一緒した皆さん楽しかったです。またよ

ろしく！
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赤城山(黒檜山)（1828ｍ）
記：新島 和子

★日 程 平成 27 年 1 月 10 日（土）

★メンバー L 浅井裕子、浅井昭光、山本理郎、新島和子

★行 程 赤城大沼 P（8：00～8：40）→登山口（9：00）→黒檜山山頂（10：40）

→駒ヶ岳（11：30）→赤城大沼 P（12：15）

私は群馬県の出身です（13 歳の時に北海道から引っ越してきました）。中学の林間学校、

高校の部活（マンドリン・ギター部）の合宿、そして赤城おろし（からっ風）など、「赤城

山」というのは何かと慣れ親しんできた山でした。しかし、赤城山という山は存在しない

ということを今まで知りませんでした（お恥ずかしい・・）。黒檜山、駒ヶ岳、地蔵岳、長

七郎山、小地蔵岳、鍋割山、荒山、鈴ケ岳の総称で、今回登ったのが最高峰の黒檜山です。

冬型の気圧配置で快晴！山頂からの展望が素晴らしい、ということでとても楽しみ！

しかし黒檜山の山頂付近に怪しい雲がかかっています。「雲が風に吹かれて飛んでけ～」

と念じていました・・が、大沼湖畔駐車場に到着した頃には物凄い風！山頂の雲どころか

私が飛んでしまいそうな突風、そして地吹雪！完全防寒でいざ、出発。大沼湖畔の車道を

20 分歩き、黒檜山登山口へ。いきなり急登、しかし樹林帯に入ればかなり穏やかに登れる。

時折、突風にあおられ顔が痛い。でも、私このシチュエーションけっこう好きです。（自虐

的）そして山頂へ。この天候にもかかわらず、けっこう人がいました。みなさん自虐的（な

んて・・）展望なし、残念。早々に下山。途中、山本さんが背負いあげてくれたビール＆

大福（これが、最高に美味しかった～）をいただき転がるように下山。

展望は無かったけれど、私にとって最高に楽しい山でした。晴れた日にまた、来たい山

です。富士見温泉に立ち寄り帰路につきました。

ご一緒いただいた皆さま、ありがとうございました。



30

丹沢 ⼤野⼭
■ 日 程 Ｈ27.1.11（日） 記：小林 いつ子

■ 場 所 大野山

■ メンバー Ｌ小野寺・阿部・石井(文)・小林(い)

■ 歩 程 5：40 草加―北千住―小田急線代々木上原―新松田―タクシー

―9：00 大野山登山口―10：30 イヌクビリ―10：45 大野山・ランチ 11：10

―12：10 酒匂川つり橋―12：30 御殿場線谷蛾駅―新松田

井口宮子さんのリーダー山行が体調の都合で急遽小野寺リーダーに代わり、それでも

素晴らしい天気に期待して四人は出かけることにした。臨時代行雇われリーダーの弱みを

見つけ、チクチクいじめようと思ったが流石の英子さん！付け入る隙は全く無し!!仕方な

く大人しくついていくことにした。

バスの待ち合わせが悪いのでタクシーで登山口まで（その気になれば山頂まで行ける）、結

構急な林道を暫く歩くと元共和小学校に出た。今は土木作業の事務所になっているようだ。

茶畑や小奇麗な家も点在している。やっ

と山道に入ったかと思うと今度は気持ち

の良いススキの原に出た。もう山頂に近

い牧場に出たのだ。夏は牛さんたちの避

暑地になるようだ。

山頂は広く、富士山はもちろん、丹沢

国立公園の山々や目線を下げると丹沢湖。

南側には小田原の町と相模湾・箱根の山

が一回りで見渡すことが出来た。大勢さ

ん大歓迎といった感じだ。草加からもう少し近

ければ忘年・新年山行に最適かな！？酔っ払い

もＯＫ！

大野山にはあちこちに木彫りの動物が置いて

ある。この山を愛してやまないどなたかの手作

りのようだ。牛・ふくろう・熊・寅・狛犬みた

いな狛鹿他・・・。

まっ、持って行かれてしまう程の物でもなさそ

うな？｢失礼｣｢ごめんなさい｣

下からは草も生えていない荒れた山にみえるが、

そこは一面牧草地だった。

小野寺リーダー・阿部さん・文子さん楽しかったね。

今度は言いだしっぺの宮子さんと一緒に来ましょう。ありとうございました。

ちなみに、宮子さんはこの時、無理をしなっかたので、すぐに体調は回復したそうです。
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丹沢表尾根縦走（鍋割山～丹沢山～蛭ケ岳 ）

記：八並 絹代

★日 程： 平成 27 年 1 月 24 日～1 月２5 日

★メンバー： L 園木、畑野、八並

★コ ー ス：

1/24（土）松原団地西口 5：40 出発➡渋沢駅（タクシー） ➡二俣県民の森 8：30

…鍋割山 11；30～12：00…塔ノ岳 14：00…丹沢山 15：30（みやま山荘泊）

1/25（日）みやま山荘 7：25―蛭が岳 10：00…姫次 11：40…青根へ下山 14：10➡（バス）

三ケ木➡相模湖➡西国分寺➡草加

真冬の丹沢尾根を一度歩いてみたいと思っていたところ、願いが叶い 10 年ぶりの表尾根

縦走となった。

天気予報では 24 日 25 日とも晴天とのことだったが、予報がはずれたのか雲も多く

ガスで視界も悪く、おまけに雪がちらほら降って寒いこと。こんな天気なのに登山客は多

く鍋割山の小屋の中は鍋焼きうどんを食べる客で一杯。まるで街中の食堂のような混雑ぶ

りにびっくりした。急いで食べ終え先を急いだ。小屋を出発し 20 分歩いた辺りから雪道と

なりアイゼンをつけて歩くことにした。塔ケ岳山頂では 5 センチ程雪が積もっており、風

も強く視界も悪く真冬の寒さですぐに出発した。天気が悪いせいか、木々の枝が霧氷で真

っ白い花が咲いているかのように美しく、あまりの美しさに感激した。無事、みやま山荘

に到着し楽しい宴が続いた。

翌日は雲ひとつない快晴で霧氷に光が当たってきらきらと光り昨日とはまた違った

趣で美しいこと。目の前の富士山を一日中眺めながら歩き、南アルプス、中央アルプス、

八ヶ岳秩父の山等見渡せ、素晴らしい景色を堪能した。

真冬の丹沢尾根の霧氷と素晴らしい景色,至福の二日間でした。
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社 ⼭ (1820m)
記：新島 和子

【日 程】 2014 年 1 月 27 日（火）

【メンバー】 L 山本理郎、浅井裕子、下川賀也、小林いつ子、小野寺英子、松浦剛、

阿部芳夫、山崎正夫、新島和子、

【コ ー ス】 立木観音駐車場《8：50》→阿世潟（登山口）《9：56～10：05》→阿世潟峠

《10：30》→社山山頂《12：30》→阿世潟峠《14：10》→阿世潟（登山口）

《14：40》→立木観音駐車場《15：40》

毎年、この時期になると例会で「社山」が計画に出ます。報告の写真を見ながら「行き

たいな～」と思っていました。念願かない「やっと行ける！」とても楽しみにしていま

した。しかし、非情にも天気予報はその日（27 日）だけ雨、☂マーク。休暇もとってしま

ったし、絶対行きたいと思い続けていました。ギリギリ、L山本さんの判断で決行。出発

したとき草加は、どしゃ降りでした。しかし、日光に近づくにつれて雨もあがり立木観音

の駐車場に到着する頃には快晴。風もなく最高の登山日和となりました。当日は例年より

かなり暖かく、登山口までの車道はワカンを着けずに歩けるほどでした。男体山が中禅寺

湖にきれいに写り「逆さ男体山！」一時間程湖畔を歩くと登山口へ。「ちょ〜気持ちいい〜

〜！」30 分で阿世潟峠へ。社山はまだ見えない。「まだまだいくつかピークがある」との

ことで、途中アイゼンを装着し先頭を交代しながら登ったり下ったり。富士山が遠くかす

かに見えたりして、いよいよ山頂へ。ず～っと中禅寺湖を見下ろすように登り、中禅寺湖

に飛び込むように下る。山本さんが毎年来たくなる気持ちが良くわかります。やっと来る

ことができた社山。私も癖になりそうです。

楽しい時間をありがとうございました。
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記：山本 理郎

日 時：平成 27 年 2 月 3 日(火) L=新島、黒澤、上原、大木、小野寺、千葉、石井(文)

平野、兼堀(恵)、橘、阿部、山本

コース：草加 6：13………羽生………野上 8：23………長瀞アルプス入口 8：44………野上

峠 10：05………宝登山 10：50………宝登山神社………長瀞駅………（岩畳観光）

長瀞・宝登山の蝋梅は一度は見ておきたかった。中国原産のこの花は花びらが蝋細工のよ

うなところに由来している。梅より先に開花し、開

花時期も長いが梅とは趣を異にする。香もあり、ふ

と風に乗って良い香が伝わってくる。

今回の山行は長瀞駅の１つ前の野上駅で下車して、

長瀞駅までの約３時間の長瀞アルプスハイキングコ

ースである。当日は春のような暖かな無風快晴で、

花も見ごろのようで平日にも係わらず、多くのハイ

カーで賑わっていた。秩父鉄道の野上駅から１５分

程歩くと登山口となる。冬枯れの雑木林の登山道を

１時間ちょっと行くと野上峠に到着。

途中いくつかのアップダウンがあった

ように記憶するが、全く苦にならない。

そこから先は峠を１つ越えて林道にい

ったん出る。15 分くらい林道を行くと

宝登山の登り口に至る。傾斜の急な階

段が約 30 分続き、山頂に出る。山頂の

東斜面一面に蝋梅の林があり、見事で

あった。陽だまりを見つけて昼食を摂

る。

山頂へはロープウェーがあり、観光

客で溢れ返っていた。下山路は長瀞神社に向

かって九十九折の自動車も通行できるような

道で約 1 時間の道程である。登山装備でダラ

ダラ坂を下るのもしんどいものがある。直登

の登山道に入らないように監視員から注意を

受けたが、監視員を置くくらいなら登山道を

整備してほしいと思った。宝登山神社に参拝

し、時間に余裕があったので、長瀞の河原ま

で行き、岩畳の観光をして帰路につく。午時

4 時過ぎには草加駅に到着。

宝登山（497ｍ）
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記：園木 毅

★日 程：平成２７年２月 8 日

★メンバ－：園木 外 5 名

★コ ー ス：菅平オクダボスリフトトップ（9：30）～根子岳（12：00）～根子岳避難小屋（13：

15～13：45）～・ビ－コンレスキュ－訓練（14：10～15：00）～菅平オクダボ

スキ－場（15：15）

年明けたくさんの方がバックカントリ－スキ－で遭難しました。テレビ等でバックカン

トリ－のモラルの低さを指摘する放送もありました。バックカントリ－をするものにとっ

てとても哀しいことです。

最近はインタ－ネットで同好の仲間と知り合う機会が増え、お互いの考えなどネットを

通してやり取り必然と同好の仲間が集まるようになりました。それだけでは机上の空論。

集まって根子岳でバックカントリ－＆雪崩レスキュ－訓練をしょうと言う事になりました。

登るにつれホワイトアウト山頂は吹雪。シ－ルを剥がし即下山です。ところがトップ

を滑る私に異変が・・・天地上下の感覚が全く無くなり転がっている事も理解できなくな

りました。それも 2～3 回酔った様になり平衡感覚が全く無くなりました。後で知った事で

すがホワイトアウトによる雪酔いと言うそうです。

初対面方もいましたがだんだんとそ

うは思えないほどまとまったパ－テ

ィになりました。

体感温度－20℃久々の極寒

の根子岳山頂です。

シ－ル剥がし即下山
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立ち木や自分の足と地面の区別が分るようになると症状は無くなりました。根子岳避難

小屋で休憩、昼食をとりビ－コンレスキュ－訓練の始まりです。

ビーコン、ゾンデ、スコップそしてヘルメットはバックカントリ－の必需品でいつで

も使える事が絶対条件と言う事が全員の意見でした。

根子岳はダボススキ－場が雪上車で頂上ツア－を行なうほどコ－スが整備されていま

す。雪崩の危険はありません。そんな入門コ－スでも悪天候はかなり厳しいです。一度撤

退も考えましたがコース道標も確認でき GPS も携帯しているのでアタックしました。今回

私にとってホワイトアウトによる雪酔い・・・いい経験をしました。リーダ－として厳冬

期の雪山に行く事は本当に大変なことです。相当の心構えが必要です。色々と再確認でき

ました。

１ 一度ゲレンデを滑ってもらい全員のスキ－技術を確認しました。

２ 滑降では絶対に全員目の届く所で滑走する事を徹底しました。

３ 気が付いたことなのですがウエアは絶対に派手な色がいいです。

４ ホワイトアウトによる雪酔い全員に起こりえることです。

『１に安全・２が楽しい ３は美味しいがワタクシの山ポリシ－』

雪の中に埋まる。ビ－コンでの捜索

ゾンデで探す。とてもいい訓練が出来

ました。

温かい食事が嬉しい

仲間と登る雪上のシ－ル登行は楽

しい。レスキュ－アイテム身に付け

次、谷川岳、そして乗鞍と夢が広が

ります。
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記：園木 毅

★日 程：平成２７年２月 21 日～22 日

★メンバ－：園木、大門、畑野

★コ ー ス：

21 日 北横ロ－プウエィ山頂坪庭（10：00）～縞枯山（11：40）～茶臼山（12：30～35）～

坪庭～（14：15～20）～北横ヒュッテ（15：10～20）～北横岳（15：35～50）～北横ヒ

ュッテ（14：00）

21 日 北横ヒュッテ（7：55）～北横ロ－プウエィ山頂坪庭（8：20～40）～移動～富士見パ

ノラマゴンドラ山頂（11：00）～入笠山（12：20～25）～富士見パノラマゴンドラ山

頂（13：25）

北八の縞枯、茶臼、北横のスノ－ハイクは晴れていれば物凄く楽しい。今回無風快晴の

暖かな登山日和大展望を満喫しました。畑野さんの常宿北横ヒュッテの豪華な食事と茶臼、

北横の大展望は最高でした。

翌日は朝一番のロ－プウエィで下山。富士見パノラマスキ－場を目指します。登る山は

花の名山入笠山です。ゴンドラに乗り一気に登れます。今回はゴンドラを利用したお手軽

にスノ－ハイクが楽しめるコ－ス選択です。

ゴンドラ山頂から入笠湿原、マナスル山荘を超え入笠山山頂にたどり着きました

ちょうど 2000m 付近は雲が無く展望が利きました。

2 日間楽しい楽しい 2 日巻でした大門さん、畑野さんありがとう！

快晴無風の茶臼山山頂です。 午後少し寒くなりましたが快晴の

北横岳山頂です。
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アイゼン、スキ－、スノ－シュ－入笠

山はどれで登っても楽しいです。

入笠山山頂

下りはヒップソリで快適で

す

帰りは小作でほうとうで

温まります。
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⼭⾏紀⾏ 2014 〜 2015 冬 記：浅井 祐子

10/24(金) 黒斑山～蛇骨岳 L.浅井祐、小林い、

草加 5:30=高峰高原 P8:10–黒斑山 9:50-蛇骨岳 10:30–黒斑山(昼食)-P12:30=軽井沢散策=帰路

平日山行も回数を重ねるとすっかり当り前になり、後ろめたさなんてものは微塵も無く

なる自分が近頃少々恐ろしい? さて、紅葉の唐松林を抜け一気に高峰高原へ。好天の下遠

望の美しい山を楽しみつつ汗をかく。御嶽山噴火から間もないから、浅間の噴煙や避難シ

ェルターがやけに気になる。黒斑直下では役所職員が監視カメラや避難放送器具などの点

検をしていたからさらに緊張。黒斑までだと少しもの足りなく蛇骨まで進む。目前の大き

い浅間と眼下の賽の河原、そして外輪山、噴火によって出来たこの地形と自然の脅威を改

めて実感。昼食後往路を戻り、軽井沢散策に立ち寄る。紅葉も美しくケーキなんぞをパク

つき、秋の１日を楽しんだ。

12/5 (金)大小山～大坊山 L.浅井祐、小林い、

草加 5:00 – 大山神神社 P7:20 出 – 大小山 8:35 – 越床峠 10:10 - 大坊山 11:45 –P12:20

今は行けるなら何処でもいい～で手っ取り早い大小山。いっちゃんは初めてと言うので

行く甲斐もあるというもの。縦走路終点の大坊山下に駐車して大小山への登山口まで里を

歩く。葉の落ちた尾根を行けばやがて岩場に出て関東平野を望める大小山～妙義山。見慣

れた景色だが、いつだって心には新鮮。小刻みなアップダウンを楽しみ、立派な小屋の建

つ番屋でしばし小屋番のお喋りにお付き合い。さて、縦走路へ戻り大坊山がまもなくとい

う処で山伏が箒で登山道を掃いている。えっ何で? 疑問を抱えながら大坊山へ向って行く

と法螺貝の音が聞こえて来た。なるほど法螺貝を吹く為にその場所を清めていたのか？邪

気を払い幸運を招く意味があるらしい。ご利益を頂きながら今日の山行に感謝!!

12/29-30 金峰山 L.浅井て、祐子、新島、兼堀善、

12/29 草加 5:30=瑞垣山荘 P11:15 出-金峰山荘 17:30(泊) 12/30 7:15 出 – P11:15 = 帰路

雪の金峰はやっぱり最高!と再認識した山行。小屋も私達 4 人の他には 2 人のみ。実にゆ

ったりとこたつを独占して静かな山小屋の夜を満喫した。羽毛布団で冬の小屋とは思えぬ

ほどぽかぽか…。締めくくりの山行としては文句なし!

2015.1.10.赤城山/黒檜～駒ヶ岳 L.浅井祐、昭光、山本、新島、

極寒、強風、地吹雪、展望皆無、凍死寸前…? これで山行の様子が理解可能でしょうか？

山行報告は新島さんのページでお楽しみ下さい。

2015.2.1. 蓼科山 L.浅井て、祐子、森律、新島

草加 5:00 = 女ノ神茶屋 P8:50 出- 蓼科山頂 11:40-12:00 – P13:00 = ♨ = 草加 18:00

冬に一度は八ヶ岳。で手頃な蓼科山へ。前回は展望皆無で登頂実感も皆無。今日は好天!

足並みも揃いあっという間に山頂。360 度の展望を満喫し下山は尻セードを思いっきり楽

しむ。あぁ、やっぱり雪山最高～!
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１２～２月の山行から(富士山特集)

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。

本年の 226 号＝橘さん、227 号＝尾崎さん、編集担当ありがとうございました。

今後も会員の皆様の御協力をお願い申し上げます。

松姫峠

浜名岳山頂      機窓  
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