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コ ― ル
記：井口 宮子

山の会の会員になって約 22 年間の間、数々の山の大自然を味わい、楽しみ続け

られた事をうれしく思う。

入会して間もなく、運営委員会の一員として 2～3 年間会計係の他、月一回の 運

だより作成は、ハガキに手書きした原稿を仕事の合間にヨーカ堂のコピー機で全員

分作成しポストに投函する仕事も行った。又例会の進行役も、ご指導いただきなが

らも少しはお役に立てた事をなつかしく思い出す。

このところ新会員が例会に参加される中、多様な山行計画が出され活気を感じる。

会山行もリーダーの方の好みの山行で盛り上がっている事は素晴らしい。個人山行

でも会山行でも、参加して山を歩く事はもちろん楽しいが、自ら計画、準備の為の

時間を楽しめる事も大切にしている。

「行ってみたい山はどこですか」---その山に率先して自分で計画を立てて呼び

かけてみませんか？草加山の会が今以上に健やかな仲間たちでいっぱいであって

ほしいと願いたいひとりです。

今号の表紙画について

『ヤマユリ』 高尾山の山百合を描いてみました。

花期⇒7 月～8 月上旬頃。咲いていたら先ず芳ばしい

甘い香りに気づく事でしょう‼

山の会で、スケッチを学ぶ機会に恵まれた事は、

私にとって新たな夢の実現でした。
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平成 27(2015)年 6 月～8 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

会 6/3～4 日光・バードウｵ

ッチング

下川 山﨑（正）、田村、澁谷

個 6/5～6 谷川縦走敗退.谷

川岳～万太郎山

浅井（祐） 小野寺、八並

個 6/5～7 剣山・石鎚山 染谷 石井（美）、石井（文）、兼堀（善）、兼堀（恵）

杉山、平野、新庄

個 6/6 八ヶ岳のつくも草 園木 畑野×2、関口、大木

リ 6/6 水無川本谷 松浦 浅井（昭）、森（律）、沼田、他 1 名

個 6/13 霧降高原・大山 浅井（祐） 小野寺、黒澤、上原

個 6/13 ～

14

上越 守門岳・浅

草岳

山口（裕） 三浦

個 6/14 御岳山～大岳山～

御前山

新島 森（律）、兼堀（善）、鎌形、星野、山崎（寧）

会 6/18 太平山 小野寺 小林（い）、石井（文）、大木、中島、澁谷、

山本、千葉、大畑、鈴木（里）

個 6/20 ～

21

魚沼駒ヶ岳（2112

ｍ）

園木 三浦、畑野、八並、平野、木原

個 6/21 西丹沢 マスキ嵐

沢遡行と大滝めぐ

り

沼田 山口（裕）、他 2 名

個 6/28 入笠山 園木 畑野、張替、松井、大木、山口(敏)、関口、

澁谷、江崎、八並、中島、上原、芳野、

鈴木(廣)、橘

個 6/28 葛葉川本谷 沼田 森（律）、会員外

個 6/29 ～

7/2

東北の山旅（十二

湖めぐり・白神岳・

八甲田山

新庄 小野寺、小宮、山本、下川、阿部、杉山、

木原、大畑、平野

個 6/30 ～

7/1

至仏山・尾瀬ヶ原 和田 大木、澁谷、小林（い）、兼堀（恵）

会 7/4 富士山お中道下見

（公開ﾊﾞｽﾊｲｸ）

浅井（昭） 尾崎、兼堀（善）、兼堀（恵）、山﨑（正）、

染谷、大木、大門、澁谷、関口

会 7/4～5 乗鞍岳・乗鞍高原

下見（ﾊﾞｽﾊｲｸ）

山口（敏）、石井（文）、新島、畑野、鎌形、

宮地

会 7/5 赤城山 松井 石井（美）、松田、大門

個 7/10 赤城山 浅井（祐） 星野
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個 7/11 ～

12

早池峰山・薬師岳

ウスユキソウに逢

いに行こう

山口（裕） 三浦、兼堀（善）、森（花）、森（律）、山崎

（寧）、小野寺、八並

個 7/15 日光白根山 山崎（寧） 浅井(祐)、星野

個 7/17 ～

20

上高地～蝶ケ岳～

常念岳

森（律）

個 7/18 ～

19

表銀座中止 天候

不良で燕山荘でテ

ント泊して早期撤

退

山口（裕） 浅井（昭）、新島、大門、山口（敏）、宮地

個 7/18 ～

20

白山（御前峰 2702

ｍ）

園木 畑野、平野

個 7/19 日光 半月山～社

山

小林（い） 井口

個 7/19 ～

21

常念岳（最後の

100 名山）

石井（美） 和田、大木、杉山、染谷、石井（文）、木原、

森（花）、山本、下川、中島、関口、鎌形、

黒沢、小野寺、兼堀（善）

個 7/24 ～

26

八ヶ岳縦走（編笠

山・権現岳・赤岳・

阿弥陀岳）

新島 浅井(祐)、尾崎、森(律)、山崎(寧)、

個 7/24 ～

27

北海道道東百名山

三座めぐり

山口（裕） 山口（敏）、三浦、大門、兼堀（善）、八並

個 8/1～2 火打山（2461ｍ）・

妙高山（2445ｍ）

園木 関口、大門、加藤、森（花）、澁谷、畑野

個 8/1～2 中ノ岐沢北岐沢か

ら小松湿原を経て

鬼怒沼山へ

沼田 山口（裕）、森（律）、他 1 名

個 8/1～4 餓鬼岳 石井（美） 石井（文）

会 8/4 御座山 和田 阿部、芳野、大木、井口、江崎、橘

個 8/4～6 木曽駒ケ駒～宝剣

岳～空木岳

小野寺 小林(い)、山本、小宮

個 8/8～9 苗場山 浅井（昭） 兼堀（善）、新島、宮地、鎌形

個 8/8～9 北アルプス笠ケ岳

クリヤ谷～笠ケ岳

山荘泊～笠新道

山口（裕） 山口（敏）

個 8/9 外岩クライミング

つづら岩

沼田 森（律）、山崎（寧）

個 8/9～12 36 年ぶり飯豊連

峰縦走

園木 大門、平野、森（花）、加藤
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個 8/12 宇田沢 浅井（祐） 浅井(昭)

個 8/12 ～

14

茶臼岳、光岳 森（律） 新島、山崎（寧）

会 8/18 ～

19

神津島天上山 杉山 澁谷、下川、兼堀(善)、兼堀(恵)、新庄、

大木、木原、森(花)

会 8/23 富士山御中道(公

開ﾊﾞｽﾊｲｸ)

浅井(昭) 兼堀(善)、兼堀(恵)、尾崎、山﨑(正)、澁

谷、大木、畑野、小林(い)、千葉、石井(美)、

石井(文)、和田、平野、八並、星野、中島、

牛山、浅井(祐)

個 8/24 筑波山 小野寺 黒澤、鈴木(里)

個 8/29 ～

30

十二ヶ岳 沼田 森(律)、山崎(寧)



７

⼼に残る⼭⾏ 太郎平 雲 平 槍 岳

記：鎌形 瑞枝

1974 年 8 月、リーダーの雲ノ平に行きたい！の一言でメンバー 4 人、寝台車で富山へ。

４泊５日のテント山行で、私は自分の寝袋のみ背負えばよいとの事。女性は私だけで、 食

当（食事当番）でした。まだ結婚前で、何を作ったものやら。覚えているのは、雲ノ平で

そうめんだった事。

1 日―太郎平…夜中に熊がごみ置き場を荒らす

2 日―雲ノ平…手が届きそうな満天の星空、クロユリとの出会い、梓ちゃんとの出会い、

庭園散策、テント場から小屋が遠い

3 日―双六……たくさんの人がいたテント場、槍を前に興奮状態

4 日―横尾……無事縦走出来た充実感

初めて体験――富山のますずし、北アルプスを歩く、ヘッドランプを付けて歩く、

標高（3１８０ｍ）、ピッケルでセードをかけながら槍沢を下る、4 日間着の身着のまま 関

西弁が飛び交う上高地、観光客でにぎわう松本を歩く etc.。

今回依頼を受け、やはり初期の山行が強烈と思い、書き出しました。綾小路きみまろで

はないが“あれから４０年”そんなに立っていない感じで蘇ってきました。

だるま（サントリーウイスキー）に雪渓の冷水を入れて飲む、冷たくおいしかったこと！

双六を 3 時頃歩き出し、西鎌尾根から見る朝日に仲間の顔が輝いていた。単独行の加藤文

太郎さんのまねをして槍ヶ岳の山頂で万歳三唱をし、うるうるした瞬間。松本で久しぶり

のまともで上品な食事に大感激。 当時の梓川は日本一の清流でした。誰かが雲ノ平へ行

くのはダイヤモンドコースだと言っていました。

スキー、登山で何回も松本へ行っていたのに、松本城へ行ったのは何年もたってからで、

天守閣の５階の小窓から槍ヶ岳の穂先が見え、思わず興奮しました。

槍ヶ岳は、私にとって特別な存在です。昨年も槍ヶ岳に登り、谷川岳に次いで多く登っ

ているかも。近くに行った時はとんがりを常に探していたと思います。表銀座縦走が出来

ていないので再度挑戦するつもりです。
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倉 見 山 (1,256m) 記 森 花江

日 程： 5 月 14 日(木)天気晴れ

参加者：L.石井(文)、兼堀(恵)、中島、木原、小野寺、黒沢、千葉、大畑、橘、大門、下

川、大木、八並、森、平野、上原、 計 16

名

コースタイム：南越谷 5：52＝＝西国分寺＝6：32～37＝＝立川 6：25～46＝＝

大月 7：41～51＝＝東桂駅 8：30～40――長泉院 8：50――倉見分岐――倉

見山 11：10～40――堂尾山公園クマガイソウ自生地 13：00――

クマガイソウ園地 14：00～20――三つ峠駅 15：10～21＝＝大月 16：10～

13＝＝立川 17：17＝＝西国分寺 17：24～30＝＝南越谷 18：15

東桂駅でジャンケンに負け た。弱いね

神秘のクマガイソウを求めて、さあ出発です。

雲一つない晴天、ゆっくり登り始めます。

新緑が目に瞳しい。木立の間からは三つ峠。

鮮やかなオレンジ色の山つつじ、山っていいなあ、、、、、。

山の中腹。鉄塔附近にハチがいるので、静かに歩きます。

頂上からは富士山、お弁当を食べながら、雄姿を焼き付けます。

クマガイソウ自生地には花が三輪だけ残っていました。

去年より一週間早く来たのに花のピークは分からないものです。

登ったり下ったりしてクマガイソウが保護されている場所へ、

残っている花は三分の一でしたが、充分満足です。

来年は三つ峠のアツモリソウ。早くもそんな話がでて心は膨みます。

コースタイムはピッタリ企画どおり、南越谷に着いた。

L 文子さん、楽しい山行をありがとう。メンバーの皆さん 感謝です。
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★日 程 平成２７年５月１６日

★メンバ－ Ｌ園木、ほか 1 名 記：園木 毅

★ 9:50白骨温泉登山口～12:40－13:25十石山、避難小屋～15:40白骨温泉登山口

この山に登るのは 2回目である。十石山の存在を知る人はよほどの山好きである。2500
メ－トルを越え大きな山容で北アルプス焼岳と乗鞍岳のほぼ中間にある。2つの百名山に

隠れて忘れられた静かな山歩きが楽しめる。

焼岳と乗鞍岳を結ぶ稜線上には登山道は無く、白骨温泉からの登山道を往復することに

なる。

山頂直下は高山植物の宝庫で初夏は美しい。そして山頂にある避難小屋は地元の有志の

手で綺麗に整理されている。

とても素敵な避難小屋

とても綺麗な十石山避難小屋

明日山頂から滑ります。乗鞍岳

霞沢岳の奥に前穂高岳
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吉田松陰史跡めぐり 記：石井文子

日程：平成 27 年 5 月 31 日（日）天気晴れ

参加者：L,松浦、畑野、鈴木(廣)、小林(真)、

下川、鎌形、石井(美)、石井(文)

計 8 名

コース：南千住駅 9：00―南千住回向院＝

伝馬町牢屋敷跡＝＝世田谷松陰神社

11：30＝＝北千住 15：00

松浦さんが尊敬している吉田松陰の史跡巡りをしました。

南千住の回向院には松陰のお墓があります。

松陰は、伝馬町牢屋敷で処刑されましたが、回向院に一時、埋葬されました。

桂小五郎や伊藤利助たちが、松陰の身支度を整えて、回向院のお墓に収めました。

回向院には、他には、橋本佐内、鼠小僧、相馬大作の墓があり、杉田玄白らが訳した解体

新書の基となる解剖(腑分け)の記念碑もありました。

伝馬町牢屋敷は、松陰が処刑されるまで 1859 年（安政 6 年）7 月 9 日から 10 月 27 日ま

で過ごした場所です。松陰は、処刑場で斬首され、29 歳の生涯を閉じました。

小伝馬町には、300~400 人収容され、松陰の隣牢には佐久間象山も収容されていた様です。

牢名主がいて、吉田松陰が処刑前夜まで書いていた、｛留魂録｝2 冊のうちの一冊を隠し持

ち明治 9 年松陰の門弟 神奈川県令野村靖に渡したのが、松陰神社に保管してあるそうで、

松浦さんはコピーをもっていて、見せてもらいました

吉田松陰終焉の地の墓標が建っていました。

松陰神社へは、いろいろな電車を乗り

継ぎ世田谷線、松陰神社駅で降ります。

神社へ行く途中の「松下村塾学び館」

には松陰の他、久坂玄随、高杉晋作の

写真があり、神社へ行く予備学習にな

りました。

松陰神社は、回向院に埋葬されていた

松陰を「山谷の小塚原で処刑された罪

人と同じ所に先生を埋葬するわけには
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いかぬ」と、

高杉晋作らが毛利家の別邸があった世田谷の大夫山に頼三木三郎、小林民部とともに遺骨

を移し埋葬しました。お墓はひっそり小さくとても質素なものでした。

生き残った志士たちが明治に建てた、燈篭の方が大きく立派なものが多かったです。

寄進した人達の威厳を競っているように建っていました。

萩にある松下村塾そっくりの建物もありました。

今では松陰神社は、学問の神様として崇敬をうけているそうです。

松浦さんから、今日のお礼にと松陰神社のお守りをいただき、恐縮してしまいました。

留魂録について

伝馬町牢屋敷で安政 6 年 10 月 25~26 日に弟子たちに向けて書かれた自筆の書。

「身はたとえ、武蔵野野辺に朽ちるとも留めおかまし大和魂」の短歌が表紙になっ

ています。

これから処刑される人が書いたとは思えない内容がいろいろと書いてあります。

門弟たちにこれからどの様に行動すれば良いか、懇切丁寧に書かれています。

その中の一説を私は「私は、精一杯生きてきたので悲しまないように、前を向いて生きて

行ってください。」と、書いてあると理解しました。

この原稿を書くに当たり松浦さんの資料を使わさせていただきました。

解りやすい資料を作っていただき有難うございました。

次回からは江戸さんぽになるらしいので待っています。宜しくお願いいたします。
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御正体山 1681.6ｍ
記：井口 宮子

【山 行 日】 平成２７年 5 月 31 日（日）

【メンバー】 L 井口 小林（い） 小野寺

【日 程】 草加駅 5：16＝南越谷駅 5：31＝大月駅 8：51＝都留市駅 8：10
ﾊﾞ
―

ｽ
―

御正体入口 8：40‥‥登山道入口 10：00‥‥展望台 11：45‥‥御正体山

12：20～12：45‥‥バス停 3：25――都留市駅 3：45＝大月駅 4：05＝新越

谷駅 6：25

今いちの天候が続いていたが、当日は

太陽が暑い位だった。

御正体山は約 10 年前、皇太子さまが

登頂された山梨百名山である。

コースは 4 コースあるが今日は都留市

駅からバスを利用して、三輪神社前から

細野コースを往復することにした。林道

を一時間程行くと沢状の水溜りに、ロー

プ（進入防止？）が張られていたが標示

が無かったので近道と思わず暑さと戦

いながら林道を進み、ようやく真の登山口についた。ここから土の道を歩けるうれしさと、

「ハルゼミ」や「小鳥の」鳴き声に励まされ峰宮展望台に着いた。一休みしながら富士山

を探せど雲の中？ そしてお目当て

の「ミツバツツジ」は所々にピンク

の花を咲かせていた!!

又、秋は「トリカブト」の群落が見

られそうだ。

一等三角点の広い山頂には、赤い

屋根の権現さまと大きなテーブルが

あり池ノ平から登って来た 2 人組が

ランチしていた。

空模様が怪しくなって来た。バス

の時間も気にしながら往路を戻り無

事バス停に着いた。深い山だった。
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⽇光・バードウォッチング
記：澁谷 久美子

期 日：平成２７年６月３日～４日

メンバー：L 下川、山﨑、田村、澁谷

コ ー ス：草加 6:13－春日部 6:31－6:53－日光 8:25－バス

バスを降りて、赤沼でバードウォッチングの準備です。双眼鏡の使い方、ピントの合わ

せ方を教えていただき、歩きはじめます。満開のズミの花、白樺、唐松の新緑の中、鳥の

声はすれど・・・！姿はありません！

探せないのが本当です。しばらく行くと小川の岩の上に２羽居ました。双眼鏡で観察をし

ますが、名前が判りません。下川さんにキセキレイと聞き、美しい胸の黄色に見とれまし

た。

千手ヶ浜では満開の九輪草。湖畔での

んびり鳥談義に花が咲きました。

翌朝は気温１０度の中、西の湖まで散

策しましたが、鳥は探せません。

宿泊のカメラマンによると「奥日光自

然の家」の周囲は鳥の宝庫と聞きました。

小田代ヶ原は小学生、中学生の林間学

校で賑やか。また、鳥愛好家の多い戦場

ヶ原で、ニューナイスズメ、キビタキを

観察でき満足でした。

帰りに華厳の滝に寄り、のんびり、たっぷり歩

きを堪能した二日間でした。同行してくださった

下川さん，山﨑さん、田村さん、本当にありがと

うございました。
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＊日 程 2015 年 6 月 5～7 日

＊参加者 L 染谷、石井(美)、石井(文)、兼堀(善)、兼堀(恵)、杉山、平野、新庄

＊コースタイム

6/5(金) 羽田 7:20→高松空港 8:45→剣岳リフト 12:30→リフト終点 12:50…刀掛の松

13:05

…剣山山頂 13:35…大剣神社 14:00…リフト 14:35→伊予西条市(西条国際ホテル)

6/6(土) 西条国際ホテル 6:30→ロープウェイ 7:40/8:00…八丁 8:50…夜明け峠 10:00…弥

山 11:30…天狗岳 12:00…ロープウェイ 15:30→道後温泉(ホテル椿館別館)17:30

6/7(日) 道後温泉本館(6:00～7:00)…ホテル椿館別館 8:45…伊佐爾波神社…正岡子規記念

館→松山城→松山空港 17:20

「剣山＆石鎚山」 染谷 智行

四国は、海有り、山有り、川あり(清流) と自然が豊かなところである。

本州の富士地区同様に紙関連の生産メーカーと機械メーカーが多くあり、私が現役のころ

仕事関連で高松、松山は出張ベースで何度か訪

れていた。百名山が二座あり、いつか登ろうと

思っていた。今回の計画は、6 名位のつもりで

あったが計 8 名での実行となる。

時期も 5 月中旬を考えていたが 6 月初旬、梅

雨とバッティングしてしまった。しかし天気に

は恵まれなかったが剣山、石鎚山（天狗岳）に

無事登ることが出来、松山の観光（道後温泉、

正岡子規記念館、松山城等）の見聞もでき参加

者の方々も満足とのことで良かったと思う。参

加者の皆様お疲れ様でした。（次は、紅葉時期か、お遍路に行くか？）

「四国の山」 石井 美樹

九州、四国の梅雨の始まりと、山行計画がどんぴしゃりに重なり、雨の中を歩くことを

覚悟した。剣山は、小雨と靄の中を静かな山歩

きである。伊予西条のビジネスホテルの近くの

居酒屋で郷土料理「絹皮茄子のしゃぶしゃぶ」

を満喫する。翌日の天気予報は晴れ、しかし、

石鎚山は、雨は降っていないが靄の中、岩肌は

濡れて滑るため、鎖登りは断念する。弥山の先

の、最高峰の天狗岳への道は、乾いていて登り

やすい。風が強くみんなは、岩場のスリルを楽

しんでいる。下山は、晴れ、絶景の瀬戸内海、

新緑の瓶ケ森山を見ながら山を満喫しながら、道後温泉へ。

四国百名山

剣山       石鎚山      

剣山山頂

絹皮茄子のしゃぶしゃぶ
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「四国百名山とその他」 石井 文子

高松空港から剣山までカーナビで 80km、交互通行が多くて４時間かかって剣山の登山口

へたどり着いた時には、緊張感から解放されてホットしました。剣山山頂は、大台ケ原の

様に木道が整備され歩き易かったです。何も見えず、神社も営業していないので、1 時間

半でリフトまで往復しました。染谷さんの行動食うまかったです。

「日本楽名山」岳 真也著によると、鎖場はあるが巻道もあるし、楽しい山登りになるか

と思いましたが、八丁峠まで標高で 100m 下り、弥山まで標高差 700m ただひたすら階段を

登りました。天狗岳へは久しぶりの鎖場や大きな岩を三点指示で行き楽しかったです。

山頂は小さい祠がたっていて景色は見えませんでした。下山するにつれて晴れてきて、役

行者の祠社から弥山と天狗岳の両方が見えて感激しました。

朝 6 時から営業している道後温泉、「坊ちゃんの湯」の風呂に入り、夏目漱石が泊まった

部屋を見る。前から行きたかった正岡子規記念館に入り、色々なことに挑戦した子規が早

世したことが残念に思われました。リーダーの染谷さん色々な手配有難うございました。

「四国 剣山・石鎚山」 杉山 清美

はじめに、四国を計画して下さった染谷さん、会計の石井文子さん、ヘアピンカーブ連続

の山道と最終日の道後温泉の観光までを運転して下さった石井美樹さん、染谷さん、本当

にお疲れ様でした。そしてこの山旅にご一緒して下さった皆様有難うございました。

私は剣山、石鎚山共に名前が厳しそうな山なので少しドキドキでした。でも今年は、尾瀬

の至仏山、佐渡の金北山と山歩きをしていたので頑張れるとも思いました。

梅雨に入り雨が心配でした。剣山の眺望は霧の中で適いませんでしたが、何とか百名山

の二つの山を登ってくることが出来ました。石鎚山は岩が濡れていたため鎖場はやめ、全

員巻き道を登りました。岩登りの得意な人は残

念だったかも知れません。という訳で頂上

までほとんど木道の階段登り状態でした。無事

に頂上の神社をお参りしてからさらに天狗

岳に登りました。天狗岳の頂上までは岩場で、

今まで鎖場を体験出来なかった分、石鎚の

頂上に戻った時は達成感があり満足しました。

下山途中、霧に隠れていた石鎚山と天狗岳の

雄姿が一瞬望めました。あの頂に立てたことに

皆で感激を分かち合いました。

さらにおまけ付き。松山城と道後温泉。思い出のいっぱい詰まった四国の山旅でした。

「剣山・石鎚山」 平野 祥子

山の会に入会して初めての飛行機利用の山行。もうそれだけで気持ちはたかぶる。

リュックの詰め方、靴はどうしよう…？とか。初めての事で気がかりでした。

剣山登山口までの道路はカーブの連続で細い道。慎重に運転してくれた石井さんお疲れ様

でした。残念ながら剣山山頂は強風で視界もなく山頂を踏んで来ただけ。帰りのリフトに

乗ったころ雲が少し切れて水墨画のような景色を楽しめた。

成就社拝殿奥より石鎚＆天狗
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2 日目の石鎚山は長い鎖場が 3 ヶ所もあると言うので興味をそそるが、あいにく雲の中で

鎖場は濡れているので巻道を歩く。弥山までは階段が多くて辛かったけれども、弥山から

天狗山へは岩山でスリルがあり変化があって楽しかった～この時もまだまだ視界はなく周

りは真っ白。下山途中で一瞬だけ山頂が見えた時は歓声を上げた。幾重にも重なる山々は

緑がいっぱいで四国へ来てよかったと感じた。松山城もゆっくりと見学しいい旅でした。

皆さんと御一緒させて頂き本当に有難うございました。

「ノンビリ四国百名山」 兼堀 善和

染谷さんに声をかけてもらい、四国の百名山二山に参加させてもらった。

梅雨入りし雨の山行を覚悟して四国入りしたが、意外に初日剣山は小雨模様で良かったが

霧で視界なく残念、二日目以降に期待。

二日目霊峰石鎚山、天気快晴の中登山口から鎖場へ、前日の雨で濡れていたので迂回路で

弥山へ。そこから岩場を這いつくばって四国最高峰天狗岳に到達。下山途中で霧が晴れ霊

峰全景くっきり、素敵。三日目、道後温泉と松山界隈散策、ノンビリ四国を満喫した山旅

でした。染谷さん、石井さん有難うございました。

「四国百名山＆観光」 兼堀 恵美子

前日に四国地方梅雨入りして、天気を心配しつつ出発！！

一日目の剣山は名前とは違いなだらかでゆったりと登れ、山頂も広々として天気が良かっ

たらもっと楽しめたのに、雨と視界がなくて残念でした。

二日目の石鎚山は鎖場が 3 か所ある険しい山と言う印象でしたが、巻き道がありそれほど

急登ではありませんでした。けれど山頂までずうっと階段だったのにはイヤになる程でし

た。石鎚山の山頂も靄っていなければ瀬戸内海や島々が一望できたのに残念でした。

楽しみ(？)にしていた鎖場は、前日の雨で岩が濡れて滑りやすかったので皆断念！

四国百名山、天気にはあまり恵まれなかったけれど予定通り登頂できて良かったです。

最後に松山観光のおまけ付きで私としては大満足の山旅でした。連れて行ってくれたリー

ダー染谷さん、ご一緒した皆さん楽しい思い出を有難うございました。

「梅雨の剣山＆石鎚山」 新庄 八重

リフト 15 分、歩き 45 分で剣山に着いた。生憎小雨とガスで展望はなし。頂上はミヤマ

クマザサが茂る広い台地状で木道が張り巡らさ

れて公園のような雰囲気。晴れていたらピクニ

ック気分で登山と展望を楽しめそう。遠隔地の

山、山頂を踏めたことをよしとしよう。

翌日の石鎚山、鎖を楽しみにしていたが、足場

が濡れていたので取り止め。巻道を登ったため

か階段が延々と続く山の印象が残った。頂上は

ガスに覆われていたが、天狗岳への岩場の往復

が楽しめて気分が晴れた。

初めて訪れた道後温泉、土曜日のせいか観光客も多く夜のそぞろ歩きはネオンに包まれ華

やか。正岡子規の足跡お勉強、松山城見学、山と観光のバランスがほどよい山旅だった。

石鎚山山頂
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八ヶ岳のつくも草 記：大木 靖子

【日 程】 平成２７年 6 月 6 日（土）

【参 加 者】 L 園木 畑野×2 関口 大木

つくも草、花の名前は聞いた事がある気がしますが、確信はありません。かわいい名前

なので見に行く事にしました。え、、、杣添尾根。八ヶ岳じぁないの、、10 年位前女性 4 人

でこの尾根を登り、赤岳天望荘に泊まり、赤岳山頂で感動したなつかしい道です。

早朝 4 時 45 分畑野さんより「くら寿司の駐車場です」との連絡。準備は出来ていたの

で、かけ足で合流。首都高速は、地下道が出来、その上早朝の事もあって予定通り、中央

道から 141 号へ、そしてサラダ街道を海の口

自然郷別荘地をめざしました。なんとなく思

い出しました。駐車場はすぐ見つかりました

が満車で、すぐ上の道の脇に止めました。

明日が八ヶ岳の山開きだそうです。初めの

貯水池迄はルンルン、その後段々急登になり、

その上、掘れていて、段差が大きく、どうし

ても歩幅が大きくなります。もしかしたらが

的中、まずい、足がつれたのです。「ちょっ

と待って、私だめ」急に気弱になりました。

急いで「68」と言う薬を飲み、どうにかついて行きました。その後足は心配なし、いい薬

です。

でも急登なのでハァハァ、ヒィヒィ「この辺で一休みしたいよ」と心の中で思っている

と、私の心が見えるかの様に「ここで 5 分休憩」と言ってくれる事が何回かありました。

不思議な人だなあと思いました。園木リーダーは帽子、ザック、洋服、靴迄黄緑色のイモ

ムシスタイルのコージネイトが楽しくて元気が出ます。

ハイマツ帯に入り稜線が見えてからの登り、すぐそこなのに遠い。やっと三又峰に着き

ほっとしました。つくも草は横岳山頂付近に

咲いていました。3 ㎝位の高さで黄色いラッ

パ形の花をつけたかわいい花です。ウルップ

草も咲いていましたが、以前白馬岳で見た同

じ花とは思えませんでした。はしごを渡り三

又峰迄戻り、反対側の赤岳の途中迄行くと、

おやまのえんどう、オサバグサ、ミネズオウ

などの花が岩陰にひっそり咲いていて、とて

もかわいくて、頑張って登ってよかった。う

れしいご褒美です。帰りは同じ道を降りるの

ですが、「よく頑張ったよね」と自分に言いました。雪もあり、段着もあり、標高 2850ｍ

は私の今年の最高峰です。朝 9 時から夕方 5 時半までよく歩きました。そして楽しかった

です。名物のとりもつ煮おいしかったです。ありがとうございました。



１８

水無川本流
記：沼田 真澄

【日 程】 平成２７年 6 月 6 日（土）

【参 加 者】 L 松浦 浅井（昭） 森（律） 沼田 他 1 名

【コ ー ス】 戸沢山荘 08:40→ セドの沢 09:45→ 水無川本谷 11:33-14:08→ 塔

ノ岳 14:18金冷シ 14:33→ 花立山荘 14:43-14:56→ 天神尾根分岐 15:09

→ 戸沢山荘 16:00

去年初めて行って、初心者が沢のトレーニングするにはよい沢だと思ってましたが、やは

りそうでした。遡行図と地形図を見ないと、沖ノ源次郎の分岐を間違えるし、滝の登攀あ

り、巻きあり、ツメあり、いろいろなことが凝縮されています。後続の若いパーティーは、

どうやら沖ノ源次郎のところで分岐を間違えたようです。まあ、こちらも最後は地図をみ

ずに F９へ出ずに違うところへでて、尾根を左に乗るところを右に乗ることになってしま

いましたが。そのおかげで、藪漕ぎができてよかったといえば、トレーニングとしては○

ですかね？ でも、やはり、ポイントのところでは、常に遡行図と地形図を確認すること

が大事だと再認識しました。

結果、水無川本谷は、滝登りあり、巻きあり、そして最後に塔ノ岳の山頂を踏むことがで

きる、沢の醍醐味が味わえるすばらしいルートです。
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御岳⼭〜⼤岳⼭〜御前⼭
記：新島 和子

★山行日：2015 年 6 月 14 日（日）

★メンバー：Ｌ新島・森（律）・兼堀（善）・鎌形・星野（お試し）・山崎（お試し）

★コース：御岳山ケーブル下バス停 8：10～長尾平分岐（御岳山）8：50～芥場峠～

大岳山 10：35～鋸山分岐 12：14～鞘口山 13：09～御前山 14：36～惣岳山～奥

多摩湖 17：16

奥多摩三山のうち、二山の山頂に立つこのコースは距離が長い、ということで夏山に向け

て歩きたく計画をたてました。

例会に見学に来ていたお二人（星野さん、山崎さん）のお試しで参加していただけるとの

ことで、6 人のパーチィーとなりワイワイと賑やかな出発となりました。

御嶽駅からバスでケーブル下まで、当初ケーブルは使わない予定でしたがちょっと天気が

怪しげなので時間短縮のためケーブルに乗りました。武蔵御嶽神社の軽くお参り。

天狗腰掛杉を通り越し大岳山へ。山頂の展望はほとんど無し・・鋸山林道と交差する所に

きれいなトイレ。さすが東京都（と変なところで感心したりして）大ダワから鞘口山まで

の登りが疲れてきた足に響く。そして最後のピーク御前山へ。そして惣岳山を経てひたす

ら傾斜のきつい下りへ。ﾊﾞｽの時間が気になったが怪我をしては元も子もないのでゆっく

りと下山。奥多摩湖の橋を渡るところでバスが行ってしまい、まあ、のんびり次のバスを

待ちましょう！とのんびりしていたら臨時バスが来てあわてて乗車。奥多摩駅のホームで

乾杯となりました。

参加していただいた皆さまのおかげでお試しのお二人とも入会して頂けるとのことで、本

当に良い山行になりました。ありがとうございました。

しっとりした山道、涼しい風、適度なアップ

ダウン、軽めの岩場。その道は楽しく心地よ

く、下山口で待つ碧の奥多摩湖が『お疲れ様』

と言ってくれた。程よい疲れに仲間と『乾杯、

ありがとう』（山崎寧子）

「昨年の 8 月以来の登山でしたが、皆様に温

かいサポートをいただきながら、なんとか降

りてくることができました。

今後とも色々ご指導をいただきながら、楽し

い登山を続けていけるよう精進します。ありがとうございました。」（星野孝子）
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太平山（341ｍ）

記：鈴木里子

日 程：平成 27 年 6 月 18 日

メンバー：Ｌ小野寺（英）・小林（い）・石井（文）・大木・中島・渋谷

山本・千葉・大畑・鈴木（里）

コース：草加駅 7：45－新越谷 7：50－南栗橋 8：22（乗換え新栃木行き）栗橋 8：25－新

大平下 8：54―客人神社（太平山登山口）9：35－謙信平 10：10－

太平山山頂―ぐみの木峠 11：35－大中寺 12：25－新大平下 13：16

黒澤さんリーダーの会山行でしたが親

戚で不幸ができてしまい、小野寺さんに

急遽変わりました。朝から雲が厚く今日

も雨が降りそうです。新大平駅に着くと

土砂降りの雨が降った後のようで道に

は大きな水たまりができていました。駅

から徒歩 20 分位で登山口の客人神社で

す。神社の長々と続く階段を上っていく

のですが蒸し暑くて額から汗が降って

きます。

リーダーが皆さんを気遣って水分補給

のために小まめに小休止を取ってくれました。謙信平車道の両側にはアジサイがちょうど

見ごろでした。朝の雨で濡れてより綺麗です。茶店の並ぶ向かい側には桜の木、モミジの

木があり春にも秋にも楽しめる所です。茶店では卵焼きが有名で食べてみたかったけど残

念でした。路傍の石で有名な山本有三の石碑の前を通り大平神社に着いた。大平神社境内

端の分かり辛い入口から太平山に向かっていく。暫く登っていくと分岐があり、右に進む

と間もなく奥の宮、その裏側が太平山です。奥の宮前で昼食。食べ始めるとすぐに雨が降

ってきました。晃石山から清水寺へ下る

予定でしたが天候も悪く、夜には例会が

あるために晃石山には行かずにぐみの木

峠から大中寺へ下山するよう変更になり

ました。雨は間もなく止みましたが、ぐ

みの木峠からは結構急な下りでした。雨

で濡れた木の根に気を付けながら無事下

山できました。腰痛で暫く休んでいまし

たが腰の痛みもなく登ることができて少

し自信がつきました。皆さんお世話にな

りました。
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魚沼駒ヶ岳（2112ｍ）

記：木原 初枝

【日 程】 2015 年 6 月 20 日～21 日

【メンバー】 L 園木 三浦 畑野 八並 平野 木原

【コ ー ス】 20 日 園木（2：30）―外環―関越―小出インター

駒ノ湯登山口―駒ノ小屋

21 日 駒ヶ岳山頂往復―枝折峠登山口

前々から登りたいと思っていた山、そんな時この計画でした。すぐに手をあげた。日帰

りコースなら無理かなと思いましたが、小屋泊まりになっていたので頑張れると思いまし

た。

早朝の出発でしたので車も順調に進みましたが、予定コースの枝折峠に入る車道が通行

止めになっていたので直進して駒ノ湯登山口から入りました。ジグザグの樹林帯を登りな

がら高度を上げて行く。小倉山あたりからいよいよ急登になってくる。百草の池はすっぽ

り雪の下です。前駒あたりからポツポツ降り出していた雨がだんだん本降りになってきた。

回りの景色など見えなくなり苦しくなりあえぎながら足元に気をつけて雨の中を登る。ゆ

っくりでいいからと励まされながら、2 時頃やっと小屋につきました。一息ついて園木さ

んからトマト料理やスープカレーとフルコースの食事を頂き何年ぶりの避難小屋の楽しい

雰囲気を味わいました。おいしかったです。

翌日は雨がやんでいたのでほっとす

る。朝食前に山頂に向かう。手前にか

なりの雪がありました。一歩一歩気を

つけて登る。一等三角点の山頂は晴れ

ていたので展望が十分楽しめました。

感激。これからは下山です。今登って

きた雪の斜面、上から見るとけっこう

急だ。ここは安全第一という事でアイ

ゼンをつけることになる。

私は荷を軽くすることにこだわり 4

本をもっていった。あぶないからと園

木さんの 6 本をかりてつけさせてもらいました。ありがとう。小屋にもどり焼きたてのホ

ットケーキやスープの朝食を頂きました。今日は下山なのですべらないよう気をつけて、

特に雪のところはていねいに一歩一歩おりました。

小倉山の分岐で三浦さんのみ車のある駒ノ湯に下山して銀山平回りで枝折峠に車を回し

てもらうことになり、ここから別行動になりました。私達は道行山、明神峠ときのうと違

う景色をながめながら枝折峠に下山しました。ついてほどなく三浦さんも到着し合流出来

ました。ここから再び駒ノ湯にもどり入浴（温泉はとてもぬるくて寒かった）してさっぱ

りして、湯沢でそばを食べ道の駅に寄り買物をする。満足、感謝、感謝、本当に楽しい山

行でした。園木さん、三浦さん、同行の皆さん、有難う御座いました。
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★日 程 平成２７年 6 月 28 日

★メンバ－ Ｌ園木、ほか 27 名 記：園木 毅

★ 沢入登山口 09:50－10:30 入笠湿原 10:55－11:45 入笠山 12:00－12:25 大阿原湿原 12:45
－13:30マナスル山荘 14:55－15:40富士見パノラマゴンドラ山頂

入笠山は花の名山である。春から初秋にかけて色々な花が咲き乱れる。特に初夏のスズ

ランは素晴らしい。

斜面を埋め尽くすスズランを見に訪れましたが、今年は暖かい日が続きほとんどが終わ

ってしまいました。富士見パノラマスキ－場では絶滅危惧種のホテイアツモリソウを育て

ています。こちらは満開です。

マナスル山荘は食べ物の美味しい山小屋です。ビ－フシチュ－と焼きたてのパン・・・

ビ－ルとワインが進みます。総勢 28人楽しい美味しい賑やかな一日でした。

1．安全 2．楽しい 3．美味しいが私の山のモット－！

純白のスズランは可愛い

大阿原湿原にて

絶滅危惧種のホテイアツモリソウ

マナスル山荘の食事は美味し

い
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葛葉川本谷

記：森 律子

日 時 2015 年６月２８日（日）

メンバー L 沼田、森（律） 、会員外

コース 沼田宅 5：00→8：20 葛葉の泉→9：18 板立ノ滝８ｍ→11:05 富士形ノ滝２段 10m

→11:38 終了点→12：09 三ノ塔→13：20 葛葉の泉

今年の梅雨の天気予報は時間単位でめまぐるしく変わり、白峰三山の計画を中止にした

ところ沢の計画があるとのことでそちらに乗り換え～♪

葛葉川本谷は 1 級（初級）の沢でリー

ダーより配布された遡行図に地形図を

見ながら地形図にルートを書き入れ準

備して、スッキリ晴れのお天気ではない

けど、葛葉の泉の前の駐車場で装備して

入渓、巻道は使わず直登で順調に遡行し

ていきます。

板立の滝 8m では残置ハーケンを使っ

てビレイや、懸垂下降や、いろんなルー

トで登攀したりといっぱい楽しみました。

終了点のピンクのリボンの目印は無かったけど代わりにケルンや草鞋が吊ってありまし

た。三ノ塔到着時には富士山はお隠れになって見えなかったのが残念！この山域からの富

士山ってみたことないなぁ～と思いながら二ノ塔尾根を下山しました。

丹沢で気になる山ヒルですが、ラッキ

ーにも今回は被害なし！でも、他のパー

ティは山ヒルクライム（笑）あったみた

いでした。

地元のハイカーさんが話していた丹沢

の水場情報では、神奈川県山岳連盟が水

質を調べたら葛葉の水は陰性だったとの

こと、飲んでみたらとても軟らかいお水

でした。

リーダーにはクライミングの指導や登攀道具の使い方やロープワークを教わりありがと

うございます。これからも安全第一で楽しい沢登り続けたいと思います。
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■2015 年 6 月 29 日～7 月 2 日

■L 新庄、小野寺、小宮、山本、下川、阿部、杉山、木原、大畑、平野

6/29 ≪十二湖めぐり≫ 記：杉山 清美

▲十二湖駅 13:15→日暮橋 13:20→日本キャニオン 13:30→沸壺の池 15:00→青池 15:10

五能線（人気のリゾートしらかみ「くまげら」に乗車）十二湖駅に降り立ち、東北の山旅

が始まった。大きなザックを駅前の食堂に預

けることが出来たので、身軽になって奥十二

湖行きのバスに乗り日暮橋で降りた。

そこには日本のグランドキャニオンと言わ

れている、日本キャニオンを見ながら下から

登るルートがあるのだ。山本氏がインターネ

ットで探しあてた場所だという。

本場のグランドキャニオンとは比べようも

ないが、スケールは小さいものの下から見上

げるとそれらしく見える。そこから青池まで

はいくつかの湖を巡ってのハイキングとなった。メイン道路に出るとガイドさんに十二湖

めぐりを案内されているグループに出会った。

どのグループも上から下に歩いて来る。そう言

えば、荷物を預けた方が「歩くなら青池を先に

行って歩いて帰ってきた方が楽だよ」と言って

いたのが頭をよぎった。

私たちは山の会らしく上り坂の道を歩き青池

を目指した。しばらく歩くと名の知れぬ十二湖

の一つらしき湖へ行く踏み跡発見。興味を持っ

て数分分け入ってみた。

静かな湖の向こうには下川氏日く、赤ショウ

東北の山旅

●十二湖めぐり
●白神岳
●八甲田山 左  赤倉岳 井戸岳 八甲田大岳

赤         道芝 

日本    
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ビンを撮影する人影が見えるという。赤ショウビンを見てみたい衝動にかられたが、私た

ちが見ていると鳥が寄り付かず迷惑なので早々に皆の待つルートに引き返した。いよいよ

皆の期待の青池を目指して歩く。私は青池に

は二十年程前に行っていた。人影が無く、朝

の光線に輝く、あまりに透明で神秘的な美し

い湖だったので、今回はその記憶が壊されは

しないかと少し心配した。

しかし、森の中を歩いて青池を目指す初めて

のコースだったので、それとは違ってもまた

別の印象を持てた。やはり青池は素赦な湖で

あった。

6/30 ≪白神岳≫ 記：平野 祥子

▲白神岳登山口 7:10→二股分岐 8:20→大峰分岐 11:15→白神岳 12:00→マテ山 14:00→

二股分岐 15:20→白神岳登山口 16:00

宿の方に白神岳駐車場まで送ってもらう。トイレの左側から登山口へ。登山口には登山届

を出す為の小さな建物があって計画書を出

し出発しました。出入り口には泥よけマット

もあった。入口からブナ林のトンネル…二股

分岐までは歩きやすい。二股分岐からは蟶山

（まてやま）コースで山頂をめざす。倒木も

多くあり、足元の落葉やところどころ小さい

沢もあって登山道は滑りやすいので慎重に

歩かなければならない。

「最後の水場」で休憩をとると、私達とほぼ

同じに出発した同年代の千葉のグループと

水場でまた一緒になった。常に後ろからついてくるようで何となく落ち着かない。（下山も

ほぼ同じだった）。水場を過ぎてからジグザグの急登が続く。 時々見上げれば優しいブナ

の葉の緑にホッとして深呼吸する。手つかず

の自然林はいいですね！！元気をもらいまし

た。

急登を登りきって突然森林限界に出るとガ

スっていた中、日本海と海岸線が一瞬見られ

て美しい。ブナ林の中ではあまり花に出会え

なかったのに、思いもかけずにニッコウキス

ゲとイブキトラノオのお花畑で、山の斜面を

這うように雲が吹きぬけるのに力強く咲いて

いる姿は愛おしい。

稜線分岐の道標から右へ 700m で白神岳へ。立派なトイレ小屋と避難小屋を通過すると山

青 池

白神岳山頂

白神岳 花畑
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頂である。足元の花を楽しみながら到着しました。残念ながらガスで白神山地を眺められ

なかったけれど一等三角点とベンチもあってここで昼食をとり、ふたたび同じ道を下山し

ました。

帰路で蟶山に行く事にしていたのに、登りの時も蟶山入口の道標は分からなかったけど

注意深く探しながら行くと、道標はないが踏み跡があったので行く。ブナ林の中のこんも

りとした大地でブナの木に蟶山頂上 841m と看板がありました。すっきりしました。急な

下りは思ったよりも神経を使い、下山に時間がかかりましたが心も体も癒されました。ブ

ナの森は心を落ち着かせてくれますね～。

リーダーの新庄さん、3 泊 4 日の山行と観光計画ありがとうございました。

津軽三味線楽しかったです。お世話になりました。

7/2 ≪八甲田山≫ 記：木原 初枝

▲酸ヶ湯 6:10→仙人岱 8:00→八甲田大岳 9:15→大岳避難小屋 9:50→井戸岳 10:30→赤倉

岳 10:50→上毛無岱 12:20→下毛無岱 13:15→酸ヶ湯 14:10

昨日、酸ヶ湯温泉に着いた時は雨が降っていて今日の天気がとても気がかりでした。

今朝は降っていません。予報も良くなりそう

なので朝食分の弁当をもらい、予定通り 6 時

に出発する。過去 2 回登りましたが、コース

が違うので楽しみです。

登山口からは暫く緩やかな樹林帯を登って

行く。樹林帯を過ぎたら風が出てきてとにか

く寒くなってきた。仙人岱まで登り朝食を摂

ったが、寒くてゆっくりとはいかず早々に腰

を上げる。この先は登山道も少しずつきつく

なり風も強くなってきた。

大岳山頂に着いたが、ガスが掛かって真っ白な景色、何にも見えず残念です。

直ぐに下山して大岳避難小屋に入りちょっと一息です。ここから井戸岳、赤倉岳と登って

いく。ここの稜線も強風にあおられながら登

る。その時一瞬ガスが取れて大岳や避難小屋、

八甲田の山並みが見えました。感動です！

暫くアップダウンを繰り返しながら毛無岱

に出る。天気も晴れてきて池塘や花、特に一

面真っ白に咲くワタスゲがとても綺麗でした。

ゆっくり花や景色を眺めながら酸ヶ湯温泉

に下山しました。

今回の山行は 29 日に風呂場で足を痛め、白

神岳に登れなかったのが非常に残念でしたが、

八甲田山は皆さんに同行でき楽しい思い出になりました。リーダーの新庄さん同行の皆さ

んお世話様になり有難うございました。

八甲田 山並  下毛無岱



２７

⾄仏⼭・尾瀬ヶ原（2228m）

記：澁谷 久美子

■山行日・・・ 6 月 30 日（火）～7 月 1 日（水）

■メンバー・・ L 和田勇、大木靖子、澁谷久美子、小林いつ子、兼堀恵美子

■コース

6 月 30 日 松原団地 6：00＝外環＝関越道＝沼田ＩＣ＝戸倉駐車場 9：00＝

鳩待峠 9：45~山の鼻～牛首分岐～竜宮十字路～至仏山荘 15：50

7 月 1 日 至仏山荘 6：00～～至仏山登山口～～至仏山山頂 9：00～～

小至仏山～～悪沢岳分岐～～鳩待峠 13：30～～戸倉駐車場

戸倉温泉ぷらり館＝＝＝松原団地 16：30

梅雨真っ只中の尾瀬行きです。水芭蕉は期待できないし、ニッコウキスゲを期待しなが

ら車で出発です。戸倉駐車場もまばら、バスでは小学生の父兄と乗り合わせて鳩待峠へ向

かいました。至仏山荘に荷物を置き尾瀬ヶ原の周遊へ！群馬の小学校、中学校の遠足で一

杯でした。小学校の先生の説明を一緒に聞きながら歩きました。あの歌「尾瀬」♪夏が来

れば思い出すはるかな尾瀬野の小径♪の歌詞♪しゃくなげ色にたそがれる♪のシャクナゲ

がヒメシャクナゲとは知らず納得する程ピンク色に咲き誇っていました。他に水芭蕉、シ

ョウジョウバカマ、ワタスゲ、タテヤマリンドウ、カキツバタ、ミツガシワ、トキソウ、

オゼコウホネ、レンゲツツジ、コバイケイソウと花満喫！明日の空を心配しながら床に着

きました。

案の定雨です。登り専用 3 時間コースを 4 時間かけのんび

り登るから大丈夫と言われ、気合を入れ出発しました。滑る

岩、登山道を川の様に流れる雨に悩まされましたが、眼下の

尾瀬ヶ原の花に勇気ずけられ登頂できたと思います。リュウ

キンカ、チングルマ、ホソバヒナウスユキソウ、アズマギク、

コイワカガミ、シャクナゲ、コブシ、シラネアオイ、シナノ

キンバイ、ミネザクラ、ハクサンチドリなどなど花園でした。

3 時間かけて登り、頂上 3 分の滞在（風が強くて）下りは残

雪もあり木道、階段と悩まされましたが、花一杯の尾瀬、冬と春を満喫した山行でした。

リーダーの和田さん、同行して下さった皆さんご苦労様でした。

本当にありがとうございました。
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富士山御中道下見（公開バスハイク）
記：関口 美津江

【日 程】 平成２７年 7 月 4 日（土）

【参 加 者】 L 浅井（昭） 尾崎 兼堀×２ 山﨑（実行委員会） ＊車利用（兼堀）

染谷 大木 大門 澁谷 関口（会員参加） ＊車利用（染谷）

【コ ー ス】 松原団地駅西口 ５：５０集合 ６：００出発首都高（新郷 IC）＝中央

道（大月ＪＣＴ) ＝河口湖 IC＝富士スバルライン＝お庭（P)―お中道分

岐―滑沢―大沢崩れ（大沢休憩所）―往路を戻る―富士スバルライン P

＝入浴（紅富士の湯）＝帰路＝草加

８月２３日（日）の本番と同じ同時刻 同コースで下見がスタートです。

目的 ＊昼食場所の確認

＊雨天時の観光場所探索（予め各自探索要）

＊その他

御中道だけあり、ほとんどトラバース状態で平坦な道。石楠花や苔の美しいルート。ヘ

リーポート建設工事現場があり、豊かな自然に触れ雲上のハイキングが楽しめる。

目的は２つ、ひとつは途中にある自然の庭園を訪れること、もうひとつは折り返し点で

あるお助け小屋から大沢崩れをながめること。

＊雨天時の観光場所探索で忍野八海見物に大型観光バスが十数台。そこから、中国人のひ

と、ひと。爆観光です。

＊富士山浅間神社の厳かな雰囲気に圧倒され参加してよかったです。

一日お世話になりありがとうございました。
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赤城山 １８２８ｍ 記：石井 美樹

【日 程】 平成２７年７月 5 日（日）（日帰り）

【参 加 者】 L 松井 松田 石井 大門 4 名 【天 候】 大雨のち曇り

【コースタイム】 松原団地西口 5：30 → 赤城ビジターセンター駐車場 8：00 ・ 8：

30 → 赤城神社 → 黒檜山登山口９：００ → 黒檜山１０：３０・１０：５０ →

駒ヶ岳 11：40 → 大池 → 赤城ビジターセンター駐車場 12：30 →

赤城温泉 花の宿 湯ノ沢荘 13：45 ・ 14：30 → 松原団地西口 １６：４５

梅雨時の会山行をどこにするか、リーダーの松井さんは悩んだ末に、赤城山に決めた。

それなりの高度も有り、晴れても、涼がとれる山として期待ができた。

しかし、週間天気予報も前日の天気予報も、雨である。晴れることは期待できない。例

会後の打ち合わせで、中止することも検討したが、観光になっても、風呂に入るだけでも

と覚悟を決めて、雨天決行することにする。

集合場所の、朝の松原団地は大雨、高速道路も大雨、

その代わり、道路は渋滞なしのスムーズ走向である。

赤城山に近づくにつれ、空は徐々に明るくなってきた。

突然、松井さんの晴れ男発言が飛び出す。松井さんが、

晴れ男だったとは知らなかった。

赤城ビジターセンターに、到着する頃には雨はすっ

かり上がっていた。

大池のほとりにある、赤城神社にお参りし、黒檜山

登山口から登り始める。

歩き始めて、10 分程度で松田さんが体調不良を起こ

す。病みあがりの初山行はさすがに苦しそうだ。しばらく、頑張ったが、リタイヤするこ

とを本人が判断する。

松田さんは下山し、大池 1 周と覚満淵のハイキン

グで時間をつぶす。残りの 3 人で山頂を目指す。さ

すがに雨上がりの山は、人が少なく静かな山である。

時間とともに、薄日が差し、鳥の声が山を賑やかす。

赤城山に、最後に登ったのは、会の公開バスハイ

キングの時だと思うが、こんなにのんびりした山だ

とは感じなかった。「人が少ない季節に登れば、の

んびりと山の静けさを楽しめる山だ。」などと、話

をしながら歩く。

赤城山の冬も、雪があって楽しめるなと話をして

いると、松田さんが、「子供の頃」バスで、赤城の大池にスケートをしに来た話をしてくれ

た。今も、スケートはできるのだろうか？

今度は、雪の赤城山でお会いしましょう。
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記：松井 多喜雄

７月５日、会山行の、「年間計画」により、「赤城山」に行って来ました。天気予報で

は、雨マークの中の出発でしたが、初めての、会山行のリーダーで、緊張のあまり、例

会を 欠席をして、はたして、会山行のリーダーが出来るのか？・・・・・

そんな不安な気持ちと、雨の中の出発の不安が重なりました。

でも、自分は晴れ男で、今まで、出かける予定の日が、雨降り、雨マークでも、途中か

ら、雨があがり、予定した行動が出来

ました。そんな自分を信じて、小雨の

中、松原団地駅西口を、予定時間の、

５時 30 分に出発しました。草加インタ

ーから、外環道、関越道を走り途中の、

SA でトイレ休憩して、天気のせいなの

か、車は順調の走り、前橋インターで、

高速を下りて、一般道にて、赤城山の

登山口の、ビジターセンターを目指し

ました。

自分で計算して書いたメモより、順調

に走り、ビジターセンターに着く頃には、雨も上がりました。駐車場にて、雨具のズボ

ンにスパッツを付けて、準備運動をして、大沼の中に有る、赤城神社にて、登山の安全、

帰りの交通安全、皆の健康を祈願して、車道歩きを 10 分くらいの、黒檜山の登山口よ

り入山した。病み上がりの松田さんに、石井さんより、松田さんの体の具合は、松田さ

んしか分からないから、自分から言って下さいと、お願いして歩きだしました。やはり、

まだ、本調子で無い身体で、息が上がってしまい、10 分程の地点で下山をする事になり

ました。残念！！

石井さんから、ペースが少し早いと

の、ご指導頂きながら、数回の水分補

給をして、１時間 20 分程で、黒檜山

1827.6 の頂上に登頂しました。黒檜山

山頂へは、２度目の登頂です。１回目

は、若い時に息子と登ったと思います。

頂上にて記念写真を撮り、頂上から２

分の展望台に移動しましたが、ガスっ

ており何も見えませんでした。昼食を

とりながら、せっかく、参加してくれ

た、松田さんと写真、昼食が出来なか

ったのが、非常に残念でなりませんでした。
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途中で、石井さんより、有りがたい話を頂きました。赤城山を、赤城と言ったら、松井

の山と言えるようにしたら？ ・・・と、提案を頂き、若干、その気になりました。

赤城山は、黒檜山をはじめとする、7 山の総称で、我がふるさと群馬県の上毛三山の一

つです。今回、2 山を登ったので、残りの 5 山を、出来たら 2 年以内に登り、赤城山を

松井の山にしようかな？ そんな考えが芽生えて来ました。

赤城山の主峰より、南に富士山、東に筑波山、北に上州武尊山、西に浅間山が、晴れて

いれば、見られるはずです。今日は、残念ながら、ガスっており、見る事が出来ず、残

念です。

昼食を済ませて、駒ケ岳へ向かい、途中の御黒檜大神の石碑に、お参りして、写真を撮

り、分岐を駒ケ岳へ向かいました。途中は丸太を組んだ階段の道で、足元に注意をしな

がら、進み、50 分位で駒ケ岳（１６８５ｍ）の頂上です。

駒ケ岳の頂上にて、記念写真を撮り、休憩をして、赤城山の、２山の登頂を喜びました。

駒ケ岳からの下山は、快適な尾根道

で、小沼方面の展望も良く、途中には、

鉄の階段や

急なジグザグ道で、足元に注意をし

ながら、ビジターセンターに向かいま

した。

４５分位で、バス通りに出て数分後、

途中にて、松田さんに会い、大沼の一

周と、周辺の散策をして、楽しんで居

てくれました。まずは、安心しました。

車道歩きでは、草加からの、ハイキン

グの団体さんに遭遇しました。 駐車場に到着して、赤城山登山の達成と、無事を喜び

合いました身支度を整え、お風呂に場所探しをしました。実は、雨の予想しかしていな

かったので、観光コースと、他の場所の、お風呂を予定していたので、いい意味の誤算

でした。

松田さんが、パンフレットをもらいに行ってくれて、赤城温泉の風呂に向かいました。

下山したら、方向を逆に見てしまい、若干、遠回りをしてしまいましたが、赤城温泉ホ

テルにて４０分位、登山の汗と疲れを流し、車に戻りました。車にて、持参したノンア

ルコールを飲み、喉を湿らし、草加に向かいました。石井さん、松田さんには、焼酎の

お湯割りを飲んで頂きました。赤城温泉からの帰りは、途中より、北関東自動車道、東

北自動車道を上り、川口ジャンクションより、外環道にて、草加 IC で下車して、松原

団地西口に、明るい内に、無事に帰りました。

今回の、松井の初めての、会山行リーダーに、石井さん、松田さん、それに、紅一点参

加の、大門さんに参加を頂き、感謝申し上げます。

有り難う御座いました。お疲れ様でした。
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赤城山・日光白根山

記：星野 孝子

6 月に入会しました星野孝子です。登山を始めて 4 年目になります。まだ経験が浅いた

め、当面は難易度が高くない山行を中心に参加したいと考えております。該当する計画が

ありましたらお誘いいただきますようお願いします。皆様と色々お話しをしながら楽しい

山行を続けていきたいと思います。ご指導の程よろしくお願い致します。

◆ 赤城山

・日程 ：平成 27 年 7 月 11 日(金)

・コース ：大沼湖畔 P → 黒檜山北登山口 → 駒

ヶ岳分岐 → 黒檜山 → 分岐 → 駒ヶ岳

・メンバー ：L 浅井(裕)、星野

連続 8 回の雨天山行中であった私にとって、1 年越しで

の晴天山行となりました。平日であったため、すれちがっ

た登山者も数名で、赤城山を独占できたかのような気分で

した。帰路予定の温泉が改装中であったため、代わりにレ

トロでひとけのない温泉に入れたのも得をした気分で楽し

かったです。

◆日光白根山

・日程 ：平成 27 年 7 月 15 日(水)

・コース ：丸沼高原山麓駅  山頂駅  大日如来  白根山頂 座禅山  分

岐  血 池地獄経由山頂駅        

      L 山崎、浅井(裕)、星野

同じく 6 月入会の山崎さんの初めてのリーダー山行でした。登りは少しガスが出ました

が、下山後は山頂部がきれいに見えました。
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上高地～蝶ケ岳～常念岳

記：森 律子

日 時 2015 年７月１７日夜～7 月２０日

メンバー L 森（律）

コース 1 日目：上高地 5：30→１２：００横尾

2 日目：４：５０横尾→７：４７分岐→８：１５蝶ケ岳→１３：１０常念岳→

１４：１５常念小屋

3 日目：５：４５常念小屋→７：４０常念岳→９：００常念小屋→１１：２５

大滝→１２：３０ヒエ平登山口

石井会長の百名山の記念山行の集中登山に行ったことのない上高地から入ろうと計画し

ました。

せっかくなら焼岳も登って・・な

んて考えていたら台風の影響で現地

入りした時には雨模様、無理をせず

に上高地散策をして有名なアップル

パイを朝食代わりに食べてのんびり

横尾の幕営地へ向かいました。

雨の中テントを張ってテントの中

で本を読んだりゴロゴロしたりして

過ごしましたが、雨風は時おり強くなり「明日雨だったらこのまま上高地に戻って帰ろう

か・・」と考えながら朝になり小雨が降っていたのでどうしょうか？と小屋で天気を聞く

と曇りのち晴れ！やっぱり登ろうと雨に濡れた重たいテントを担いで蝶ケ岳目指して歩き

出しました。

稜線に出るまでは、緩やかな登りやすい道で稜線に出た途端に頭の上だけが晴れている

状態・・・分岐で重たい荷物はデポして蝶ケ岳へ・・周りはガスってて目の前の稜線だけ

がはっきり見えました。あとは稜線歩いて常念岳へ周りはガスでも稜線は明るいので楽し

みながら歩いてこれから常念への登り！ってところでまさかの雨が降り出しました。

大きな岩がゴロゴロしている道を

少しづつ登って行きようやく山頂へ、

もちろん眺望も無く皆と待ち合わせ

の常念小屋へ急ぎます。小屋につい

たらみなさんの大歓迎を受けてとて

も嬉しかったです。皆さんで 100

名山達成の前夜祭をしました。

翌日参加者みんなで常念岳に登っ

て達成お祝いをして蝶ケ岳を目指す

皆さんとはそこで別れて小屋に戻って下山しました。あこがれの蝶～常念ルートが歩けて

楽しかったなぁ～今度は表銀座も歩きたいと思いました。
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白 山 御前峰       

■日 時 2015.07.18-20 記：平野祥

子

■メンバー Ｌ園木、畑野、平野

■コース (18 日)草加＝関越＝北陸＝金沢西＝一ノ瀬駐車場 車中泊

（19 日)一ノ瀬駐車場-シャトルバス-別当出合 6:50 発…8:45 中飯場…9:30 甚

之助避難小屋…10:40 南竜休憩所(テント場)

（20 日）テント場 6:30 発…9:15 室堂 10:00…10:40 御前峰 10:50 …

12:20 室堂 12:40…14:10 甚之助避難小屋…16:10 別当出合 ＝草加

のろのろ台風 11 号の進路状況で秋田駒より白山に変更となる。夜遅く一ノ瀬駐車場に

着き仮眠。到着した時にはまだ余裕のあった駐車場が朝は車でいっぱいでした。夏休み最

初の 3 連休で人気の山、お花もいっぱいでした。シャトルバスで別当出合へ。

出合から長い吊橋を渡って砂防新道に進む。天気は良好で暑い、中飯場からは見事な不

動の滝とお花（キヌガサソウ、ミヤマキンポウゲ…）見ながら甚之助避難小屋に着く。小

屋はきれいでベンチもあり大勢が休憩していて我々も一休みする。南竜道分岐辺りからだ

んだんガスがかかってきて、足元のお花（ハクサンコザクラ、イブキトラノオ…）を楽し

みながらテント場に。受付をしてテント設営中に雨がポツポツ…荷物を放り込んでなんと

かセーフ。小雨の中リーダー園木さんがテントの仕上げをしてくれました。カラフルなテ

ントでいっぱい！！別山に行く予定でしたが残念ながら

中止です。風と雨で時間はたっぷり！！ビールと早めの

夕食となりました。

夜中に雨が上がり朝は晴れの予感～トンビ岩コースで

室堂に行く。雪渓あり登山道も雪解け水で川のよう。水

はきれい。２～３度傾斜のきつい雪渓があってアイゼン

を持たなかったのでヤブ漕ぎした。最後の雪渓はガスの

中で目標が目視できない…地図で確認して室堂に

到着。室堂にはハクサンコザクラお目当てのクロ

ユリが咲いて美しい。室堂にザックを置いて建て

替え中の仮社務所へ詣で空身で御前峰へ。お花が

いっぱいでなかなか歩が進まない。御前峰頂は残

念ながら視界はゼロでしたが沢山の登山者で順番

待ちしての記念撮影でした。お池巡りをして室堂

に戻り弥陀ヶ原から下山。弥陀ヶ原は木道歩きで

広々として気持ちいい。途中で白山延命水を頂き

南竜道分岐から別当出合へ下山しました。

山頂の眺望は望めませんでしたが、登山道ではたくさんの花に出合い感激しました。長

距離の運転、沢山の荷物を背負ってくだって有難うございました。テント泊も経験させて
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もらい少し行ける山が広がったような気がします。

⽇光 半⽉⼭〜社⼭
■ 日 程 Ｈ27.7.19（日） 記：小林いつ子

■ 場 所 日光 半月山～社山

■ メンバー L 小林い・井口

■ 歩 程 6：26 草加―途中春日部快速に乗換え 8：25 東武日光―バス中禅寺温泉

－9：50 中禅寺湖スカイライン第一駐車場下車―11：00 半月山頂～半月峠

―12：20 阿世潟峠―13：40 社山―阿世潟峠―14：55 阿世潟登山口

―立木観音で食事―バス 17：47 中禅寺温泉―東武日光

仕事の関係で常念・蝶を、いや石井さんの百名山達成山行に行けず、留守番組である。

気分を変えて、だ～い好きな社山に行くことにした。雪の無い社山は初めてであった。

付き合ってくれたのは井口さん！ありがとう。

最近、テレビＣＭに｢ここはカナダではない。日光

だ！｣的なものが良く流れている。

まさに、日光の駅・バスは外人ばかり。驚いた！！

ここは外国だ・・・！

半月山方面には、中禅寺温泉から中禅寺湖スカイ

ラインを通るバスに乗りかえる。地図には第一駐

車場とあるが、停留所名は中禅寺湖展望台で下車。

この日の山行はここから始まった。

一日中曇りの予報に涼しくて丁度いいと思っていたが、景色は抜群!お照りも抜群！尾根

道はじりじり焼けてくる。一時間で半月山に到着。樹林帯で展望はなし。代わりにちょっ

と先にりっぱな展望台があり、中禅寺湖・男体山一帯と足尾の山々から皇海方面が一望出

来る。スカイラインの終点はここを下りたところにある。紅葉の季節には八丁出島が真下

に見えるので大勢の俄かカメラマンで場所取り合戦になるそうだ。阿世潟峠に下りたのは

12 時を過ぎていた。早春の頃、雪が残る阿世潟峠から半月山とはどういう感じの山だろう

といつも気になっていた。アップダウンに富んだ思ったよりハードな山だった。

ここからは何度も登った道だ。時間は遅いが雷の

心配も無さそうなので山頂に向かった。

一時間 20 分程で社山山頂。日光の夏にしては 2 時

を過ぎても穏やかで、つい色んな所でのんびりし

てしまった。立木観音近くの蕎麦屋で空腹を満た

し、5 時過ぎにやっと中禅寺温泉バスターミナル

に着いた。バスは満員！薄く暗くなったいろは坂

は大渋滞！ブレーキランプの数珠繋ぎが綺麗だっ

た。そんなこんなで、帰りの特急は取れず、快速

も温泉も宮ちゃんのビールも無し。鈍行でのんびりと帰った。
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いい山行でした。本当に気持ちいいのんびり山行でした。

＊東武鉄道の日光フリーパス（4300 円）を使いました。
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常念岳（最後の 100名山）
記：石井 美樹

【日 程】 平成２７年７月１９（日）－２１日（火）（2泊3日）

【参 加 者】 （目的：7月１９日 全員、常念小屋に集合し、生ビールで乾杯）

石井班 １６名 L石井美 和田 大木 杉山 染谷 石井文 木原 森花 山本 下川

中島 関口 鎌形 黒沢 小野寺 兼堀

森律子班 1名 L森律子

山口ひ班 6名 L山口ひ 山口と 浅井 宮地 新島 大門

（19日 大雨のため、燕山荘から下山）

【天 候】 18日 大雨 19日 大雨 ２０日 快晴 ２１日 快晴

【コースタイム】

19日（日） 松原団地西口4：00 → 豊科駅7：00 → 一の沢 8：10 → 常念小屋13：30

20日（月） 常念小屋5：50 → 常念岳7：30 → 蝶槍12：35 → 蝶が岳 →

蝶が岳ヒッテ13：50

21日（火） 蝶が岳ヒッテ日の出 4：30・6：20 → 三俣10：00 → 三俣駐車場10：30

→ 草加 １８：００

｛最初の言葉｝ 最後の 100名山「常念岳」で、お祭り騒ぎをやりたいと考え、皆さんに声をか

けたところ、総勢23名と大勢集まっていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

｛台風 11号との戦い｝ 時速 15から 20Kmで進む台風 11号は、熱帯低気圧になってもスピード

を上げず、天気予報では、北アルプスに長時間大雨を降らせるとのこと。日程を1日後にずらす案

を提案し、「勤め先に確認したい」と答えた人は一人、他の人は全員即答で、ずらすことに賛同して

くれた。労働者がほとんどいないことに驚きと感謝。

｛コースの選定｝ 当初案は、三俣駐車

場に自家用車 4台を駐車し、登り易そうな

蝶が岳から登って、常念岳を経由し、三俣

に戻るコースを考えていた。しかし、日程

変更となり、１９日に常念小屋泊するため

には、逆コースとなり、1日目に常念小屋

に行かなくてはならない。アドバイスも有

り、常念岳登山の東からのコースとしては、

一番登り易い、ヒエ平から登ることにした。

三俣に駐車スペースが少ないと考え、タ

クシーを予約していたことが役に立った。

自家用車4台は、豊科駅近くのタクシー会社に3日間1000円で預かってもらう。

｛一日目｝ ヒエ平からの登りは、初めのうちは登り易く、雨もなく快適であったが、途中から、

雨となり、登山道も岩が多く筋力が必要な登りとなった。常念小屋に近づくにつれ、雨は強く大雨

となる。中島さんは足を痛め下山することになり、和田さんが一緒に下ってくれた。中島さんは残

念でしたが、また、鍛え直しチャレンジしてください。和田さんには、いつも、いつも、感謝、感

謝です。
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森律子さんが、大雨の中、常念小屋に到着し合流し、生ビールの乾杯の輪に加わる。山口ひ班は、

悪天候のため、燕山荘から下山したとのこと、健脚揃いが下山したのだから、大変な風雨だったの

だろうか、心配になる。

23名参加者のうち、常念小屋には 15名がいる。このメンバーで生ビールで乾杯。まだ、常念岳

に登っていないので、もちろん、前夜祭になる。乾杯、乾杯、ビールはうまい。常念小屋から「100

名山達成記念」として、生ビール1杯のプレゼントをいただく。

｛二日目｝ 夜中に、猛威を振るっていた、風と雨はやんでいた。常念岳への 1時間の登りは、

つらい登りであるが、休みを取りながら、確実に高度を稼いで山頂に到着。山頂は狭く、記念撮影

の列がなかなか途切れない。

我々の番だ、15名が並ぶと、皆さんが考えてくれた小道具が色々と出てくる。「100名山達成祝い」

の「たすき」、「祝いの横断幕」。準備するのに時間が掛かり、記念撮影を待っている登山者から、文

句が出ると思ったが、山頂にいた大勢の登山者から、「おめでとう」の声が掛かる。感謝、感謝であ

る。

ここで、また、森律子さん、兼堀さん、下川さんが、仕事の関係もあり、下山である。良くぞ、

ここまで来て下さいました、ありがとうございます。また、また、感謝、感謝です。

蝶槍の頂が遠くに見える。これから、目指す山は遠くに感じるが、槍穂の連山は雲がかかってい

るものの間近に感じる。雨の心配は無く、南の方角には、富士山、八ヶ岳がはっきり見え、我々を

応援してくれる。

｛二日目の夜｝ 蝶が岳ヒュッテでも、生

ビールで乾杯。疲れているせいか、みんなの

ピッチは上がらない。（女性陣の声）夜、満

点の星空、安曇野市、松本市の 100万ドルの

夜景、忘れられない夜景となった。（男性陣

の声）私も含めて、熟睡し、夜景は見ていな

い。残念。

｛三日目の朝｝日の出を見るため、小屋全

体が起き出す。快晴だ。日の出は、まぶしい

くらいに赤く輝いている。西側の槍穂の連山

は雲一つ無い。昨日、雲に隠れていた槍ヶ岳

も今日ははっきり顔を出し、肩の小屋まで確認できる。

｛三日目｝タクシー会社に電話で三俣まで迎えに来てもらう予約をし、蝶が岳にお別れをする。

蝶が岳からの下りは、約3時間、快適な下りを考えていたが、階段が多く、このコースの登りも楽

ではなさそうである。だだ、下るごとに、常念岳の姿が、雄大さを増してきて、楽しませてくれる。

下山途中にある「力水」沢の水がうまい。

最後に、花の話をしませんでしたが、当然、この季節、たくさんありました。絹笠草（白、ピン

ク）、シナノキンバイ、コバイケイソウ、イワギキョウ、ウサギ菊、ハクサンフウロウなど。

さらに最後に、参加した方、参加できなかった方、車の関係などで参加を遠慮してもらった方、

草加山の会の皆さんに、感謝、感謝です。

完
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八ヶ岳縦走

編笠山→権現岳→赤岳→阿弥陀岳
2524m 2715m 2899m 2805m

記：山崎 寧子

【日 程】 平成２７年７月24日（金）から26日（日）晴れ時々曇

【参 加 者】 L新島和子 浅井祐子 尾崎あや子 森律子 山崎寧子

【コ ー ス】

１日目 24日 金曜日

南越谷5：31→西国分寺6：14→高尾6：42→小淵沢9：02～

観音平登山口9：30～雲海10：20～編笠山12：35～青年小屋13：20

２日目 25日 土曜日

青年小屋4：50～権現岳5：20～キレット小屋8：00～赤岳10：50

赤岳頂上山荘泊

３日目 26日 日曜日

赤岳頂上山荘5：20～阿弥陀岳7：20～不動清水8：50～御小屋山9：40

～美濃戸口11：40～茅野駅13：20～松本15:14～小渕沢～西国分寺～

南越谷20:00

7月24日（金曜日）の朝、今アラフィ

フの元少女５人は南越谷駅に集まった。

ＪＲ夏の「青春１８きっぷ」という切符

を利用して、八ヶ岳縦走へと向かうこの朝

に、５人は期待と緊張をまじえた笑顔で、

南越谷の有人改札を通りぬけた。

「青春１８きっぷ」は、何歳でも使用で

きるとは聞いていたけれど、まさか自分が

使う機会が訪れるとは考えもしなかった。

なぜなら、５回分を約１か月半という期間

に使用しなければ期限が切れてしまう切

符だからだ。

「５回分=５人分で使えるとは」なんてラッキーな山行だろう。メンバーは５人だ。

編笠山山頂までは樹林帯をずっと登り、山頂で展望が開けた。山頂は強風と曇り、記念写真をさ

っさと撮り、権現岳と向かった。
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強風の権現岳を過ぎると、赤岳は真正面

に。

赤岳までの登山道は、登ったと思うと下

りを何度か繰り返し、なかなか近づけない。

見えども遠い赤岳にじらされながらも、眼

前に岩場が現れると、５人は「山頂近し」

の手ごたえを感じた。

「もう少しで山頂だよー」リーダーの声

に一層奮起し、一同意気揚々と岩場、鎖場、

階段を気持ち良く登って行った。

赤岳山頂では、珍しく「生ビール」を飲むことができた。

和気あいあいとおいしい夕ご飯を食べ、

八ヶ岳縦走の２日目が暮れていった。

最終日、残すは阿弥陀岳。

名残おしい赤岳山頂を後にし、岩場あり

のアップダウンを楽しく通過すると、心地

よく疲れたかな？という頃、阿弥陀岳山頂

に到達した。

３６０度展望の山頂からは、どかんとし

た富士山、アルプスの山々が帯をなして

長々と楽しめる絶景が広がっていた。

最高の天気、最高のメンバー、最高の景色、空気、風と、心地よさ満点の山頂を満喫すること

２０分。とうとう下山の時間だ。

下山距離は、長かったのか短かったのか？覚えていない。なにしろ楽しく満足な八ヶ岳縦走は、

あっという間に終わった。

まさに青春という感じの山行だった。
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北海道道東百名山三座   

 山行日     年 月  日   日

       山口裕 山口敏 三浦 大門 兼堀 八並

1日目 中標津空港着→知床峠・知床五湖散策

羽田 12:15発－ANA→中標津13:55着－レンタカー手配 14:40出発→道の駅知床・羅臼 15:45→16:10

羅臼温泉熊の湯16:35→17:00知床峠→17:20知床五湖17:50→18:25ウトロ

記：兼堀

山口裕史さんが道東三山山行を計画してくれ

たので、早々参加を決め楽しみにしていた。

間近になり天気予報は土・日が曇りか雨、ウワー

羅臼・斜里カッパ着て登るのかと気が重くなった

が、当日は空港まで複数の人でハプニング連続、

電車の乗継ではぐれる人あり、軽アイゼンを手荷

物に入れ通過できず大慌てで機内荷物に入れ替

えたりで気を引き締めて出発した。

ところが４日間とも女神八並大明神の念力の

おかげで一回も雨に降られることなく感謝、

一日目観光：熊の湯で温泉につかり汗を流し、「知

床峠で奇跡」中国人観光バスの人達が羅臼岳を写

真に撮ろうとずっと待っていたが、雲がかかり断

念しバス出発直後に峠に到着、

すると雲がきれ雄大な羅臼岳の全貌が現れ「俺た

ち何か持ってるぞ」とはしゃぎまくり、

知床五湖へここも天気良く眺めも最高いいスタ

ートがきれた。

2日目 羅臼岳登山（岩尾別登山口より）登山時間9時間

ホテル地の涯4:10→木下小屋→5:50弥三吉水→6:00極楽平→6:50銀冷水→7:30大沢雪渓→8:15羅臼

平→岩清水→臼岳直下の岩場→9:00羅臼岳9:30→岩清水→10:15羅臼平→大沢→銀冷水→極楽平→

弥三吉水→木下小屋→13:15登山口駐車場

記：三浦藤博

北海道・道東遠征（羅臼岳、斜里岳、雌阿寒岳）の１座目。台風の影響で天候が悪く、当日の予

報も曇りのち雨。出発時間を予定より２時間早め行動開始です。

「ホテル
ち

地の
はて

涯」の駐車場に車を止め、木下小屋よりオホーツク展望台まで急な登り区間を進み

ます。650ｍの岩峰にたどり着くと「ヒグマ注意」の看板！ ヒグマ出没多発地帯に来たと実感させ

られます。熊よけの鈴を付けているものの、ここはクマさん達の住むエリアの中。下山するまで気
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が抜けませんでした。また、深い樹林帯の登

りは蒸し暑く、北海道がこれほど暑いとは思

いませんでした。

大沢まで来ると雪渓が現れ、天然クーラー

の中一気に体温が下がり快適に進むことが出

来ました。斜度のきつい長い雪渓でしたが、

軽アイゼンを装着し安全に通過することが出

来ました。

雪渓を抜けるとエゾツガザクラ、エゾツツ

ジ、イワブクロ、イワヒゲ、チングルマなど

沢山の高山植物が咲き乱れ、しばし足が止まります。そして、すぐに羅臼平に到着です。

目の前には、岩塔状になった羅臼岳の溶岩ドームが見えます。それと、ここにはヒグマ対策用の

フードロッカーが設置されていました（初めて見ました）。

ハイマツ地帯を抜け、山頂直下の急な岩場では手足を総動員してよじ登り、ようやく山頂に到達。

高度感にあふれ、青いオホーツクの海と知床連山をはじめとする360度の大展望を満喫しました。

天気予報も外れ、空には太陽。天気が良くなり本当に良かったです。また、北海道の山はスケール

が大きいと改めて実感しました。

下山後は、駐車場脇にある三段の湯（露天

風呂・無料）で汗を流し、オシンコシン滝（日

本100名滝）に寄り、宿泊先の斜里町では「斜

里ねぷた祭」を楽しみました。

リーダーをはじめ、参加者の皆さんありが

とうございました。

3日目 斜里岳登山 登山時間：7時間20分

清岳荘登山口4:40→5:34下二股→7:23上二股→8:25斜里岳→9:30上二股→10:15熊見峠→10:55下二

股→12:00清岳荘登山口

移動：清岳荘12:10→12:55緑清荘（温泉＆食事）14:20→15:00硫黄山→15:30屈斜路湖→16:10摩周

湖→17:45阿寒温泉宿泊

記：山口敏

斜里岳は知床半島の付け根にありアイヌ名オンネプリ（大きな山・親の山）で、斜里町の宿泊地湯

本館から望めば、蕎麦畑の彼方に長い裾野を引いて聳え立つ秀麗な山容の山である。

知床の夜明けは早く４時前にはすっかり明るくなっており、湯本館から２５キロ先の登山口の清

岳荘を４時４０分に出発し、北海道特有の大きな蕗の生い茂る林道歩きから一の沢沿いに飛び石の

ペンキ印と赤テープに導かれながら徒渉を繰り返し遡るが、周囲はトドマツ・エゾマツの多い針・

広混交林帯で消え残った雪渓が散見される。

下二股に着きいよいよ旧道の滝登りコースの始まりである。水蓮の滝・羽衣の滝・万丈の滝・見
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晴しの滝と溶岩の表面を流れる滑滝を

登って行く。鉄分を含んだ水のため岩

の色は赤茶色で滑りやすそうだが滑ら

ない。さらに竜神の滝・七重の滝・霊

華の滝と火砕岩に貫入した岩脈の節理

上を流れ下るために階段状になった急

な滝をクリアーして、新道分岐の上二

股に着いた。

小休止してさらに上流に向うと水流

が細くなり、胸突八丁からダケカンバ

帯の急登３０分で馬の背に到着。海別

岳のむこうに昨日登った羅臼岳と硫黄山までの山並みとオホーツクの海原の大展望が開け、思わず

歓声が上がる。右手に南斜里岳、左手に急峻な溶岩ドームの斜里岳山頂を望み、急登の山道を喘ぎ

ながらイワブクロ・ミヤマキンバイ・チングルマ・エゾツツジ等の花々に癒される。山頂直下の鞍

部の金属製の斜里岳神社の周囲にはイワギキョウ・エゾカンゾウ（日光キスゲ）が咲き誇っている。

８時３０分に山頂に着き三角錐の形の三名標識にタッチ。残念ながらガスで眺望は得られない。

しばしの休憩の後、少し下った所にある二等三角点に寄り下山開始。

上二股では大勢のツアー客が休んでいる。新道コースの左側は一面のハイマツの波でその中の真

っ白な雪渓が目に染み、後方には斜里岳が姿を現し、右側にはモザイク模様の平野とオホーツク海

を隔てて、網走へと真っ直ぐに続く海岸線が雄大である。

熊見峠からはジグザグの急降下の連続で下二股に到着して小休止。下二股から１３回の徒渉と数

回のへつりを繰り返し、１２時に登山口の清岳荘に着いた。

登山口からの標高差８８７M、コースタイム登り４時間２０分・下り３時間、計７時間２０分。楽

勝のハイキングの山と思っていたが、急登の沢登りの山で休憩時間を入れて７時間５分を要したキ

ツイ山だったが、雨にも降られずに楽しい山行だった。

知床五湖、オシンコシンの

滝、斜里町での思いがけない

弘前藩士殉職慰霊と世界自

然遺産指定１０周年記念の

「斜里ねぷた祭」を見たり、

屈斜路湖畔の砂湯、硫黄山の

噴煙と旧硫黄採掘場跡、摩周

湖は霧で何も見えなかった

が、夕張メロンを食べながら

「摩周湖の四季」の映像と盛

りだくさんの観光の楽しい

山旅であった。同行の皆さん有り難うございました。

4日目 雌阿寒岳登山→釧路空港より帰宅 登山時間：5時間50分
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雌阿寒温泉登山口 5:20→7:30雌阿寒岳→8:00阿寒富士分岐→8:30阿寒富士→8:40阿寒富士分岐→

9:10オンネトーコース五合目→9:50オンネトー国設野営場→10:20オンネトー湖→11:10登山口駐車

場

移動：野中温泉（入浴）→阿寒湖→釧路湿原散策→釧路和商市場（夕食）→釧路空港 19:15－AirDo

→羽田空港－リムジンバス→22:40草加

記：八並

連日、朝 3時起床 3時半から行動開始はさす

がに老体にはきつくて今日は 1時間遅れの活

動でほっとするがそれでも眠い。昨日午後か

ら降りはじめた雨も止み登山口に着いた頃か

ら青空が見えはじめなんと幸運なのでしょう。

野中温泉登山口 5時半頃から歩きはじめた。

歩きにくい木の根の急登が続いたが、登山道

はよく整備されていた。4合目を過ぎた辺りか

らハイマツ帯になって視界が開け後ろを振り

返りながら素晴らしい展望を楽しんだ。8合目

になると硫化水素の臭い匂いがして大丈夫かしらと不安がよぎった。

（何も知らなくて帰宅した翌日のニュースで26日から雌阿寒岳の火山活動が活発になり28日に噴

火警戒レベルが2に引き上げられ火口から500Mの範囲では噴石に警戒するようにとのこと。「何事

もなくてよかった。」と胸をなでおろした。）

9合目になると火口壁が見えごうごうと噴煙が火口のあちこちから上がっており火口にはオレンジ

色の水が溜まっており火山の迫力を感じた。

頂上からの景色はまた素晴らしく360度の展望。目の前に端麗な阿寒富士、北東には雄阿寒岳と阿

寒湖、これからの下山方面

にはオンネトーの湖、眼下

には一面原生林が広がり、

われわれ 6人だけが荒涼と

した、いくつもの噴火口の

見渡せる山頂におり別世界

に居るようだった。裕史さ

んと三浦さん二人は阿寒富

士に挑戦し残った 4人で下

山した。

下山コースは比較的なだら

かだった。下山後オンネト

ーの湖畔を歩いて野中温泉

登山口に戻ったが湖畔の景色も素晴らしく原生林の中の散策も心地良かった。

雌阿寒岳の素晴らしい景色、忘れることはないでしょう。楽しい4日間の山旅でした。

記：大門
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道東三山、羅臼岳、斜里岳に続き今日は

雌阿寒岳。天気は晴れ。雌阿寒温泉登山

口に火山噴火の注意を促す看板があっ

た。

始めはアカエゾマツの森を森林浴をし

ながら気持ちよく登る。ハイマツ帯から

火山礫の道へと。振り返ると眼下には森

の中にオンネトーの景色。硫黄の臭いも

してくるようになり、八合目休憩時は、緑の木々もなく日差しが暑い。九合目、噴煙と噴射音がす

ごい。火口に沿って一息で頂上に着きました。

数箇所の噴火口からの噴煙、雄阿寒岳～斜里岳と360度のパノラマです。火口からの噴煙と青沼の

緑が阿寒富士を引き立てている。

裕史君と三浦さんはその阿寒富士に挑戦です。私たちは少しゆっくりしてから、花を見ながら二人

が登山道を登っていくのを見ながら下山へ。オンネトーキャンプ場につくと二人もすぐに下山。さ

すがに早い。オンネトーハイキングコースを登山口まで約1時間。今日も5時間頑張りました。下

山の翌日、7月 28日16:00雌阿寒岳において火山周辺警報、噴火警戒レベル２（火山周辺規制）が

発表された。すごい強運です。リーダーの裕史君、同行の皆さん4日間有難うございました。

総括 記：山口裕史

いよいよ百名山も残すところ２０座を切り、北海道9座にチャレンジしなければならない時期にな

りました。今回は最初の北海道遠征として道東3座（羅臼、斜里、雌阿寒）を登ろうと 4月から計

画・予約。

前週台風により北アルプス表銀座を断念し、今週も２１号が日本に接近していて天気予報が悪く、

当日まで心配でしたが、行ってみたら山日和と今回はツイていました。計画にあたっては、登山行

程が最も長い羅臼を２日目に頑張って登り、斜里、雌阿寒と登山時間を短くしていく計画で考えま

した。

連続３日で３座登頂。しかも結構厳しき山であったのにも関わらず、全員が予定通り登頂できまし

た。また、山以外にも観光を盛りだくさんいれており、ハードスケジュールに付き合ってくださっ

たメンバーには本当に感謝しております。特に八並さん、会計を快く引き受けていただき、また温

かい気遣いありがとうございました。

いつの日か再訪したい三座になりましたが、まずは北海道残り６座を優先し、来年以降毎年計画し

ます。北海道は厳しい山となりますが、また一緒に登ってくださる方がいらっしゃいましたら嬉し

いです。



４６

火打山（2461m）
記：畑野 仁美

◆山行日：2015年 8月 1日（土）～2日（日）

◆山行者：L園木・関口・大門・加藤・森花・渋谷・畑野

1日目

◆コース：笹ヶ峰登山口 7：40～十二曲 9：06～富士見平 10：42～高谷池ヒュッテ

11：40～天狗の庭 12：30～らいちょう平 13：10～火打山 13：47～

高谷池ヒュッテ 15：30

昨年は登っても下っても足が攣り落ち込んでいましたが、今年は 6月から毎週山へ行

った為かチョット復活してきました。それと登る前の漢方 68番（芍薬甘草湯）を飲んで

いるお蔭かも？

笹ヶ峰登山口からしばらく木道を行き橋を渡ればいよいよ登りになる。急な登り十二曲

の看板が出てきたがどこまでだかが分からない。富士見平に出た、高谷池と黒沢池の分岐

です。ここまでくれば高谷池ヒュッテまでは緩やかな道になります。やっと花を見る余裕

が出来ました、ほぼコースタイムで小屋に着きました。

小屋の人に 4時間で着いたと言ったら「健脚だ」と言われました、ほんとかな？？

ここからはサブザックで火打山へ登ります、湿原の中を行きますまだ雪渓の残っている所

はハクサンコザクラが一面に咲いていました。コバイケイソウやワタスゲなども揺れて可

愛いです。天狗の庭を過ぎれば登りになります整備された登りやすい道です。

ヒメシャジンやウサギギクが花盛り山頂まで続いています。

山頂に着いたときはガスっていましたが段々晴れてきて日本海や妙高山が見えました。
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妙高山（2445m）
2 日目

◆コース：高谷池ヒュッテ 5：40～茶臼山 6：15～黒沢池ヒュッテ 6：41
～大倉乗越 7：18～妙高山頂 9：27～黒沢池ヒュッテ 12：22～
黒沢池 12：42～黒沢池 12：42～富士見平 13：21～笹ヶ峰登山 15：24

翌朝もいい天気になった、昨日見え名かった白馬三山や鹿島槍ヶ岳などが小屋から見える。

朝食を済ませ出発、少し登ったところで白馬方面を見ると槍穂高も見えてきた。

1 時間ほどで黒沢池ヒュッテに着いた、ここでサブザックに替え妙高山を目指します。

20 分で大倉乗越に着いた目の前に妙高山が見える。ここから急な下りです、それを過ぎると

ざれた細い道を下るのですが緩やかだけど崩れそうで一番怖かった。雪渓が出て来ると下り

は終わりです。雪渓下の沢で水を汲み一休み、これから山頂まで急な登りが続きます。岩が

ゴロゴロしています、木々に覆われているので涼しく感じるのがちょっと嬉しい

シャジンなどの花が道の脇に沢山揺れて「あの花この花」と言いながら登りますがそのうち

花を見る余裕が無くなりました。暗い岩の中に祠が見えましたそこが頂上直下でした。到着

したのは北峰で南峰もあることは知りませんでした。すぐそこなので当然みんなは行きまし

たが私はもうここで十分、ゆっくり待つことにしました。

ヒュッテまで戻りましたが、さあここからまだ登山口まで下らなければなりません。

黒沢池からの湿原は広くワタスゲが沢山揺れて綺麗です、木道が終わり少し登りになって富

士見平の分岐まで戻って来ました。

ここから昨日登ってきた道を下ります、急な段差のあるところなので登りはいいのですが

下りは苦手時間がかかります、早い人はどんどん離れ見えなくなってしまいました。

ようやく下りは終わり木道に出ましたが疲れた足はジンジンしてかえって辛いです。

何とか皆さんのおかげで登ることが出来てうれしいです。もうこれが限界かなあ～？

でも、妙高山はもう登れないですが火打山はまた小屋泊りして行ってもいいかなと思います。

有難うございました。
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餓鬼岳
記：石井 美樹

【日 程】 平成２７年８月１（土）－４日（火）（３泊４日）

【参 加 者】 L石井美、石井文 （２名）

【天 候】 ４日間 快晴 時々 曇り

【コースタイム】

１日 新田 5：36 → 立川駅 → 穂高駅 10：19 → バス → 中房温泉 11：50

２日 中房温泉 7：15 → 合戦小屋 10：45 → 燕山荘 12：40・ 15：10 → 燕岳 15：45

→ 燕山荘 16：20

３日 燕山荘 5：25 → 燕岳 6：00 → 北燕岳（巻き道） →東沢乗越 9：40 →

餓鬼岳小屋 14：30 → 餓鬼岳 14：45 → 餓鬼岳小屋 15：00

４日 餓鬼岳小屋 → 餓鬼岳 → 餓鬼岳小屋 6：15 →大凪山 8：30→ 最終水場 →

白沢登山口 12：30 → 信濃大町 → 長野（新幹線）

２－３年前に、園木さんから、

北アルプスの餓鬼岳、唐沢岳は、

静かで、花がきれいな山だと、薦

められた。また、お文さんは、合

戦小屋で「小野寺英子さん、小林

いつ子さん」が、スイカにかぶり

ついている写真を見て、自分もい

つか、「あのスイカを」の思いに

駆られていた。

計画を作っていくうちに、岩場、

細い桟橋、鎖場、ガレ場など、悪

い情報ばかりが、目に入る。この

コースは、大勢で行くところでは

ないと考え、二人の山行となった。

｛１日目｝

今日は、中房温泉で泊まりである。何回かきたコースだが、中房温泉に泊まるのは初めてだ、温泉

の数が、１０以上有り、登山の前日でなければ、全てチャレンジしたいところだ。今回は、あきらめ

て、明日に備える。

｛２日目｝

いよいよ、日本三大急登の登りである。天気は最高。暑さも最高である。

合戦小屋のスイカの切り売り（８００円）を、お文さんは、疲れも忘れほおばっている。沢水で冷

やしたスイカの味は格別である。

やっと、燕山荘の美しい姿が見え始めた。しかし、見えてからがながい。

燕山荘で、生ビールを飲みながら、コマクサの花畑、槍、穂高、大天井、２週間前に登った常念岳

を満喫する。やはり、生ビールは、どこで飲んでもうまい。
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｛３日目｝

燕山荘で、日の出を満喫し、燕岳山

頂の山並みを楽しみ、北燕岳のお花畑

を楽しみながら、稜線をあるく。突然、

稜線は途切れ、２７５０ｍから２２５

０ｍ地点の東沢乗越へ高度差５００ｍ

の急な下りとなる。暑さと虫の大群と

の戦いである。ここから、今度は急な

２５０ｍを登り返し東沢岳へ。ここか

らが、疲れた体に岩場桟橋の連続、は

しごの連続となる。餓鬼岳小屋がはっ

きりしてくる頃には、暑さと緊張感で

体はぼろぼろである。

餓鬼岳小屋から、餓鬼岳までは登り１０分、体力的に断念した唐沢岳が遠くに見える。コマクサの

花畑は、花のピークを過ぎていた。

餓鬼岳小屋は、宿泊者 １１名、ゆったりと眠ることができた。食堂と眠る場所が同じ場所のこぢ

んまりとした小屋です。晩飯は、ちらし寿司の豪華版。夜は、夕立の後に月夜、町の夜景が遠くに光

っている。

｛４日目｝

最終日は、餓鬼岳小屋からの下りだ。資料によると、ガレ場、桟橋・はしご・河の横断の連続とな

っているが、想像以上の悪路であった。コースタイムで、４時間３０分のところ、６時間１５分も掛

かってしまった。タクシーを予約して下山したが、１時間も待たせてしまった。愛想の良い運転手で

助かった。汗で、びしょびしょの体で、ビニールシートを敷いたタクシーに乗り込む。クウラーが最

高に気持ち良い。

信濃大町駅前旅館の風呂で汗だくの体を清める。体重は２ｋｇも減っていた。風呂は最高だ。

長野行きのバスを待つ時間を利用して、駅前のそば屋でビールを飲む。風呂も最高、風呂上がりの

ビールも最高である。

｛餓鬼岳の評価｝

餓鬼岳は、花畑・景色は良い、人

が少なく静かな山である。忘れられな

い山の一つになった。

しかし、悪路の連続だ。

今回のように、天気に恵まれても、

コースタイムを２－３時間オーバー

（老体には辛い。）していますので、木

製の簡易なはしごの連続のため、雨で

あれば滑ることも想定されます。チェ

レンジする方は、お気を付けて下さい。

もちろん、若い方、体力がある方は、

問題ないとは思います。

完
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御座山 2112ｍ

記：橘 高志

【日 程】 平成２７年 8 月 4 日（火） 曇りのち温泉滞在中のみ一時雨

【参 加 者】 L 和田 阿部 芳野 大木 井口 江崎 橘

【コ ー ス】 草加 5：35＝関越道＝上信越道＝佐久南＝8：50 栗生登山口 9：05～9：

55 不動の滝 10：00～11：10 御岳神社 11：15～11：45 御座山 12：20～

御岳神社～13：25 不動の滝 13：30～14：05 栗生登山口 14：20＝14：40

滝見の湯温泉 16：00＝佐久南＝上信越道＝関越道＝北関東道＝東北道＝

19：40 草加

御座山は二百名山で中央道と上信越道どちらからも OK で、川の流れは日本海へ、小海

線の小海駅と三国峠のほぼ中間にある山である。小海町近辺の道路の温度表示は 20℃で涼

しそう。途中より砂利道になり栗生登山口まで車で進

み、先行車は 1 台。曇りの中、1450ｍの登山口より頂

上まで 700ｍの標高差があり沢沿いを登ったり、離れた

りしながら登ると不動の滝に登りつく。流れ落ちる小

ぶりの滝が疲れを癒してくれる。ここからは急な登り

が続く。山頂までの中間付近にある倒木を越えるとそ

ろそろジグザグ道も終わり、潅木林は針葉樹林へと変

わる。眺望のきかない樹林帯の中の登りが終リ、クサ

リのある岩場になる。しばらくすると御岳神社に着く。

ここから登山道は稜線鞍部に１００ｍほど一旦下り、

ふたたび直登気味に登り返す頃、避難小屋に到着。避

難小屋から数分で岩塊取っ付き地となり、ほどなく御

座山山頂に出る。山頂までのヤセた岩稜は両側が谷底

まで深

く切れ落ちている。展望はややガスって今

ひとつ。晴れていれば山頂からは八ヶ岳連

峰と、金峰山に始まり甲武信ヶ岳と続く奥

秩父の山々等が見えるはずだ。御座山は中

腹から上は黒木の森に覆われているが、山

頂部分だけ岩壁をそばだたせている為、す

ぐそれと分かる立派で良い山だ。頂上付近

で昼食とったが、雷が鳴り早々と下山する。

御岳神社、不動の滝を過ぎ、いつしか駐車

場に下り立つ。駐車場を後にしばらくする

と立ち寄り温泉”滝見の湯”がある。単純温泉であるが、内風呂、露天風呂とも緑いっぱ

いの中でとても気持ちが良さそうだ。休憩室の外を見ると、雨が降っている。ラッキーで

あった。帰路は関越道 25ｋｍ渋滞 3 時間以上と表示のため、北関東道、東北道とルート変

更。ドライバーの方々又皆様お疲れ様です。
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木曽駒ケ岳（2956.3）～宝剣岳（2931）～空木岳（2863.7）

記：小野寺 英子

山行日：平成 27 年 8 月 4 日～6 日

メンバー：Ｌ小野寺、小林（い）、山本、小宮

コース

8/4 一日目

松原団地西口 4：30 首都高～中央自動車道＝駒ヶ根ＩＣ＝菅ﾉ台バスセンター着 8：15

バス 8：30＝しらび平ロープウエイ 9：10＝千畳敷 9：25

千畳敷登山口 9：45…宝剣山荘 10：50～11：00…中岳 11：30…駒ケ岳 11：50～12：10…宝剣

山荘…12：45～13：00…木曽前岳 13：30…宝剣山荘 14：00

待望の空木岳への縦走です。

ロープウエイの待ち時間が大変らしいとの情報に、出発を一時間早めた。

順調に菅ﾉ台バスセンターに着く、タイミング良く臨時バスに乗り込み、細い山道をくね

くねと 30 分走り、しらび平に着く。アレッ！全く並んでない！狐につままれた感じだが、

すぐに乗って千畳敷へ。あんなに心配したのは何だったの！！

千畳敷は素晴らしいお天気です。登山届け（計画書）を出し、駒ケ岳神社に参拝し、お花

畑を観光客に混じって歩き出す。とに角暑い！日帰りの人達とすれ違いながら

結構急登の岩場をゆっくりと登り浄土乗越に着く。

駒ケ岳頂上山荘に予約してたが、翌日の長いコース

を考えてやはり宝剣山荘にと皆で一致、運良く綺麗

な天狗荘に取り替えて呉れた。荷物をデポして駒ケ

岳に登る。中岳までも少し岩場があり、

以前来た時は雪だったので全く違う。中岳から下る

と頂上山荘がある。途中可愛いコマクサに足を止め

てしまう。駒ケ岳山頂は結構込み合ってたが、二つ

のお宮に明日からの山行の無事を祈って参拝を済ま

せ、巻き道を沢山のお花を見ながら小屋に着く。男性二人はビールモードに…時間も早い

ので、女性二人は目の前の伊那前岳にそそられて登った。

なだらかなアップダウンが何回か有り、ガスの中からロープウエイや千畳敷が見えて幻想

的…山頂は小さな道標が有るだけでした。雷が来る前に急ぎ降りる。

小屋に落ち着いてから、凄い雷雨があり今日は何処までも運の良い日だった。

天狗荘は食事を宝剣山荘で摂る。最初に入れられた 4 人部屋は狭く、山本さんが納まらな

い！（笑）夕食後、山本さんが交渉して 5 人部屋でゆっくり足を伸ばせた。

綺麗なトイレにびっくり！洋式で水洗でした。消灯を過ぎても煌々と一晩中明るいし、

ストーブもずっと朝まで点いてた。宝剣山荘ではきっちりと 8 時の消灯が有り、夜中に３

階から 2 階にドスンと落ちた人が居たと翌日聞きました。

月も星も明日の天気を約束してるようで安心して眠りに着いた。
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8/5 二日目

宝剣小屋 4：25…宝剣山頂 5：10…極楽平 6：20…濁沢大峰 8：00…檜尾岳 9：50…

熊沢岳 11：30…東川岳 14：00…木曽殿山荘 14：35

小屋からの登山グループはツアー登山の 20 名と単独行が一人、二人組の男性そして私

達、元気に朝食の弁当を貰い出発！宝剣岳の登りは近く、山頂には誰も居なかった。山頂

からの下りは。1 時間近く鎖がしっかりと付いた大きな岩場を下り、少し登り返した処で

ホッと息を付けた。ここは山ノ沢岳の分岐で遭

難の碑が有った。御嶽山の噴火の煙と状況がは

っきりと見える。今も大変な捜索活動が行われ

てる事に辛い想い。

でも、富士山も見えて最高！ここで御弁当を広

げた。でも小宮さん、体調が悪くて全く食事が

入らない様子。これからの長丁場には耐えられ

ないと言うので、極楽平から千畳敷に下山する

ことになった。多分私達への気遣いが大きいと

思う。お互い別れを惜しみつつ、明日の再会を約束して…そこからが大変！

大きな岩場のアップダウンが繰り返し有る。ゆっくり行けば危険な処は無い。たまにお花

も咲いてるが、どんなに頑張っても時間だけが過ぎる。やっと濁沢大峰に着く、一生懸命

に歩くがコースタイムより遅れてしまう、単独行の兄さんも、ブツブツと地図のコースタ

イムがおかしいと言ってた。濁沢大峰から樹林帯に入って行くと動物の落し物があちこち

に有り、松ぼっくりの食べかすだ。きっとお猿さんだと話しながら登り返すと居ました！

お食事中の可愛い小猿や親猿達総勢７匹が確認出来た。

緩やかな下りで榛松の樹林帯に隠れた。可愛さにひと時が癒された。

左に檜尾避難小屋が見えて来ると檜尾岳に着く。順調にアップダウンをとに角繰り返し進

んで行く、先行の兄さんが岩をウロウロしてる。ルートハンテング中に疲れて座り込んで

た。全く目印が見当たらない。どうにか目星を付け、登り始めたら、ツアーの人達も一緒

になって、それぞれにルートを探してた。どうにか大きな岩を一番に乗り越えた。流石に

緊張感で喉がカラカラ…ゆっくりと休憩！

ツアーさんへお先にどうぞ…と道を譲る。ここが大滝山らしい。遠くに熊沢岳らしい大き

な岩が見える。まだまだ遠いなぁ…何度かのアップダウンを繰り返しやっと辿り着く。展

望の良いのが救いだった。次は今日最後のピーク東川岳を目指して頑張る。

此処からが本当に遠かった！数える気力も無くなる程の登り返しを繰り返す。実際に記憶

が飛んでしまって、細かい事が覚えて無い。お天気が危うくなって、東川岳に着いたら真

っ暗で大きな雨粒が落ちて来た。急ぎ雨具を着けて、最後の急降下の 30 分を木曽殿山荘

に向けて下りる。

長歩きで疲れた身体には厳しい下りだった！本当に御疲れ様でした。

ビックリしたのは、ビールも飲み物全て、全く冷えてない！！山本さんには可哀相な出来

事でした。お水も自分達で片道 10 分近く掛けて、水場まで汲みに行かなければならない。

テントじゃ有るまいし…と呆れながらも、明日の事を考えての水汲みでした。

遭難の碑前で
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8/6 三日目

木曽殿山荘 5：25…空木岳 7：30～8：00…避難小屋分岐 9：00…大地獄 10：20…

池山水場 12：50…タカウチ場 13：30…林道終点 13：40＝＝こまゆき荘＝＝草加

朝食を済ませて、素晴らしい朝焼けを見ながらの出発。

先行のツアーの人達が岩に取り付いてるのを見ながら歩き始める。

いきなりの急登だ！しかし天気は上々、岩場をのぼり途中、9 月に登る予定の南木曽岳や

恵那山を見ながら…まず第Ⅰピークを越える。第二ピーク迄も大きな岩場を越えて、第二

ピークかと思う場所に標は無く、見逃してしまったようだ。先には大きな岩と越百岳への

稜線が見えてる。もしかして空木岳？まさか…？と思いながらも懸命に歩き、

目の前の大きな岩を回り込んだ。沢山人が居て空木岳の山頂みたい！

何かあっ気なく、拍子抜けした感じだが

念願の空木岳に到着！！素晴らしい展望！

360°丸見えだ。南アルプス全山、富士山、八

ヶ岳、御嶽山、乗鞍岳、越百岳、恵那山等々。

これから下山の駒峰ヒュッテや駒石も気持ち

をそそられる。山頂で 30 分ゆっくりした。ず

っと居たいが、小宮さんが待って居て呉れる

ので腰をあげる。下山は今迄と全く違い、砂

礫の道を行く。駒峰ヒュッテのテラスを通り

抜けて下りて行く。

大きな駒石の横を通り、楽チンな道が続くがとても暑い！樹林帯に入ってすぐにキスゲが

咲いててホッとする。避難小屋からの分岐を過ぎ、進むと山の斜面にお花畑！

シモツケソウやフーロ等々、とても綺麗！大地獄と小地獄が危険と地図にあるが、

もしかして地獄の手前は天国？なんてバカな事を言いながら進むと、「危険です」と

看板が出た。少々、危なっかしい場所も有るが、時折現れる素晴らしいお花畑に目を奪わ

れながらどうにか通過した。マセナギを気付かないままに、やっと池山の水場に着く、た

っぷりの冷たい水に救われる。後はカラマツ林の遊歩道、何とも綺麗な気持ちの良いコー

ス。このまま林道終点まで行けるかと思ったが、甘かった！小宮さんとの約束の時間をオ

ーバーしてるので気持ちは急ぐ、林道をショートカットしてる道が急降下で滑りやすく緊

張した。やっと小宮さんを見つけて、あぁぁ…終わった！！

私、「鬼の目に涙」か？ウルルル…と来ちゃった。

山本さん、小宮さんと熱っい握手、いっ子ちゃんと思いっきりハグしちゃった。

皆さん本当にありがとう～～、長い山行だったけど楽しかった。小宮さんは車の入いれる

場所もお風呂もばっちり下見して呉れてた。いつもありがとう！しっかり 3 日間の汗を流

し、家路に着きました。本当に本当に良い記憶に残る山旅でした。

木曽殿山荘情報

＊水は全て自分で水場まで汲みに行く。

＊冷たいビール、ソフトドリンク類一切無し、全て常温！

空
木
岳
山
頂
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2015 年「苗場山（2145ｍ）」

記：浅井 昭光

・日 時 2015.8.8(土)～9(日) 一泊二日

・メンバー Ｌ浅井昭光、兼堀善和(車)、新島和子（会計）、宮地敬介、鎌形瑞枝

・コースタイム（宿泊-山頂 / 苗場山自然体験交流センター）

＊一日目（４時間）松原西口発(5：30)= 越後湯沢 IC = 神楽スキー場(8:30) = 和田小屋

(P)(8:35-8:55)----下之芝(10:10)---分岐(11:15-25)---神楽ヶ峰(11:35)

--雷清水(11:45)--苗場山(13:00)-- 苗場山自然体験交流センター（宿泊）

(13:30)

＊二日目(起床 4：15～日の出～朝食～散策)出発(7:25)---神楽ヶ峰(8:45)---下之芝(9:50)

--和田小屋(10:30-11：00) = 温泉（谷川岳の鈴森の湯）= 松原西口着(17:30)

苗場山はよく観る山で、百名山にも選ばれる大きく印象的な山だ。だがこの時期登った

事が無く、以前行ったのが 38 年前の山スキーでした。初めての山スキーで転んでは起き

の繰り返し。ついでに苗場山を登る事になり、スキーを置いてよじ登った覚えがある。

登って驚く、広大な平地が広がりこれが山の頂かと思うほどだ。雪が無い季節に来たい

ものだと思っていたが、こんなに時が過ぎて来たのは、よほど山スキーで来た時の印象が

悪かったのだろう。しかし、今来てみて感動する。見渡す限りの草原の中に、小さな池が

あちこちにあり、花が咲き、鳥がさえずっている。極楽の世界が目に飛び込んでくる様で

ある。皆、感動してゆっくりと散策をし

ながら遠い地平線を見つめる。

天気が良く、風のない中、山頂の小屋の

外で皆で乾杯をしてひとときを楽しむ。

夕食はカレーとお決まりだが、とても美

味しくお代りをする。（三杯食べた人？）

夜は、満天の星の下で煙りを漂わせなが

ら、形と名前が錯乱する。

翌朝、日の出を見ようと一人で山頂まで

来て日の出を待っていたら、皆も揃って

観に来て「何処にいたの、探したよ」と、

怒られてしまった。

朝焼けから始まり今か今かと待っていると、遠く山の谷間からポツンと光ったと思ったら、

見る見るうちに大きくなり御来光を拝むことが出来た。久しぶりの御来光に感動する。

朝食をすませ時間があるのでまた、別ルートで散策をしてから下山に足を歩みだした。

天候が良いと景色が更によく、気持ちが弾むようで今度は、もう少し早い時期に来たいと

皆で話す。三時間たらずで和田小屋に到着する。後は、温泉に入って汗を流して帰宅する。

今回、急な計画でしたが、参加してくれたメンバーに感謝しておわります。

また、是非行きたい山です。いかがですか、いっしょに！
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外岩クライミング

つづら岩

記：山崎 寧子

【日 程】 平成２７年８月９日（日）晴れ曇り

【参 加 者】 L 沼田真澄 森律子 山崎寧子

【場 所】 つづら岩 馬頭尾根上

（図資料：「日本 100 岩場」より）

つづら岩は、武蔵五日市から千足バス停近くにあり、古くからクライミングゲレンデと

して利用されている岩場ということだが、アプローチは急峻な登山道で、１時間半とゲレ

ンデとしては比較的長めのためか、２組しか利用者はいなかった。

前半は、上図の ⑧から⑪番から取りつき、⑫番のテラスまで登るルート。と、

⑪、⑭から⑮番へ、もしくは⑮番を登るルート。

の２ルート、クライマーとビレイヤーの２人１組で登る練習を繰り返し行った。

お昼を挟んで後半は、③、④、⑤番から取りつき⑤番の頂上まで２ピッチで登り、懸垂

下降とロープワーク練習を行った。

クライミング歴間もない私でも登れるように、リーダーの沼田氏が一般的なクライミン

グルートを確保してくれていた。それでも、⑮番のルートは新米には難しく、途中で降り

ようとすると、そのたびに「だめ～」の声が響いた。「だめ～」の声に励まされて登り切っ

た時は、「諦めなくて良かった」という思いでいっぱいになり、達成感と喜びを感じること

ができた。

次は、懸垂下降の練習。本来岩場を登り頂上へ行くのだが、疲れて登れなくなってしま

った私には、まき道から頂上へ向かい懸垂下降の練習の指示がでた。

未熟者にもできる方法で練習に参加させるというリーダーの配慮が感じられた。そして、

教わった懸垂下降は、私の知っているものとは違った方法だった。

新しい事を学ぶ喜びと、懸垂下降の快感を久々に味わい、とても楽しい練習だった。

指導してくれたリーダーの沼田氏と、パートナーをしてくれた森先輩にこの場をお借り

して感謝を示したい。

「ありがとうございました。またお願いします。楽しかったです」
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３６年ぶり飯豊連峰縦⾛

記：加藤 紀久代

☆期日 平成２７年 ８月９日（日）～１２日（水）

☆行程 ９日（日）草加２：００＝東北道＝米沢＝羽前椿駅７：００―＜タクシー＞－大日杉小屋

８：０５－地蔵岳１１：４０－切合避難小屋１５：４０

１０日（月）避難小出発５：５０―飯豊本山８：５０―御西岳避難小屋１０：５０―

大日岳１２：１５－御西岳非難小屋１３：４５

１１日（火）避難小屋発５：４５― 梅花皮岳― 梅花皮小屋８：５５―北股岳１０：３０―

門内岳１１：３５－頼母木小屋１３：５０（泊）

１２日（水）頼母木小屋発４：２０―朳差岳６：００―頼母木小屋発８：５０－飯豊山荘１

３：４０(入浴)―＜バス＞－小国駅―日本海東北道―関越道―草加

０：００

☆メンバー リーダー園木・大門・平野・森・加藤

何とあれから、３６年の月日が流れていた。あの石転び沢の長く、急峻な白い壁は苦しかった。忘れもし

ない飯豊連峰は、５月とはいえ白一色の世界であり、残雪期の山の素晴らしさを味わわせてくれた山でもあ

った。あれから３６年後の今年の飯豊は、夏真っ盛りの緑と雪渓の白のコントラストが見事な、やはり登り

甲斐のある雄大な山だった。

真夜中、園木リーダー運転で東北道を北上。夜明けと共に山形県米沢市に入り、タクシーに乗り換えて、

登山口に入る。今回は３泊４日の長い縦走のため、皆やや不安を抱きながら、とにかく「今日の登りが勝負」

を心に留め、一歩一歩上を目指す。天気は晴れ。強い日射しが体力を消耗させ、水分の消費も早い。地蔵岳

を登りきると、やっと小屋が見えはじめる。しかし、雪渓を回避したり荒れた登山道を登ったり、小屋は遠

かった。切合小屋は、水も豊富でトイレもまあまあきれい。そしておじさんも感じよく、隣のグループから

笹すしの頂き物もあり、楽しく１日目を終えた。

２日目、ホットケーキの朝食をすませ、よい天気の中、小屋を出発。飯豊本山に向かう辺りから，松虫草

が鮮やかな紫色に咲き誇る。そして、飯豊本山から御西岳に向かう稜線は、広いお花畑に白・黄・紫の花々

が咲く実に美しい縦走路であった。青空、草の緑、そして今を盛りと咲く花々が、重い足取りを少し軽くし

てくれた。稜線上にぽつんと建つ、御西小屋に荷物を置き、サブザックで飯豊連峰の最高峰、大日岳に登頂

を果たす。小屋に戻り、心地よい風を受けながら、なだらかな稜線を眼前に見て、ゆっくり日が暮れるまで

過ごす。何もすることがない、時間に追われないこの時間は下界ではありえない。２日目も、皆元気に無事

終える。 夏山を enjoy！！
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３日目、今朝は行動食とお茶だけで、すぐ出発する。辺り一面ガスに覆われ真っ白。昨日まで見えていた、

大日岳やこれから行く北股岳の稜線も全く見えない。しかし、その分、涼しく歩ける。途中の梅花皮小屋で、

本格的に朝食をとる。そのやきそばのおいしいこと！園木リーダーの山ごはんにはいつも感動する。全員、

おいしいやきそばに元気をもらい、出発する。昨日までと違い、今日は涼しいからか、コースタイムより早

いペースで進む。北股岳、門内岳を順調に越し、明日下る、丸森尾根分岐に到着する。目指す今日の頼母木

小屋までは、あと少しなので、皆の顔にも満足感があふれる。３日目は、眺望は全くきかなかったけれど、

暑さが軽減できた分、ペースよく進んだ。２時前、予定より１時間早く頼母木小屋に到着。小屋は人も少な

く、水も使い放題、そしておじさんは、とっておきの「もずく」を惜しげもなく下さるとってもいい方。園

木さんは、小屋のおじさんと意気投合し、暗くなるまで飲みあったとのこと。お酒飲みって、飲みながら多

様な人とコミュニケーションをとるのがうまい。やはり、今日も熟睡はできないけれど、広々と寝られ、ご

ざも毛布も使い放題のいい小屋だった。

ついに最終日になった。目指すは、園木リーダーが一番好きな山「朳差岳」。今日は、一番の長時間行動に

なる見込みのため、暗いうちから行動を開始。ヘッドランプでの下りは、足元がよく見えずやや怖い。しか

し３０分ほどすると次第に明るくなり、今日は、ガスもなく朳差がよく見え始める。サブザックは軽く、最

終目的地を目前にして心も軽い。今日もコースタイムより速いペースで順調に進み、花に囲まれた、連峰の

西端にどっしり聳える「朳差岳」に登頂した。朳差岳は初登頂だったため、喜びが湧き上がる。遠く北に目

を移すと、雲の上に黒々と浮かぶ｢朝日連峰｣が見え、登頂への意欲がかき立てられた。下りの丸森尾根は、

最後の最後まで急峻で長い尾根だった。飯豊山荘に着いたときには、皆、体力も気力も使い果たした感じだ

った。

３６年ぶりの飯豊は、さすがに深く大きく、登り甲斐があった。４日間天気にも恵まれ、計画通り縦走を

終えられたことは、さらなる自信、次への意欲にもつながった。そして、山への感謝、仲間への感謝の念も

湧き起こった。園木リーダー・平野さん・大門さん・森さん、充実感あふれる４日間をありがとうございま

した。行きたい山がますます、近くなってくる・・・・・。

朳差岳登頂

色々な人がいた御西小

園木さん、

撮影の腕

上げましたね！

飲まない人だって喜びのとき

松虫草は、縦走中ずっと

見守ってくれた
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茶臼岳、光岳

記：森 律子

日 時 2015 年８月１２日夜～14 日

メンバー L 森（律）、新島、山崎（寧）

コース 8/12 竹橋 22:40→

8/13 6:11南アルプス指導センターゲート→6:52茶臼岳登山口→8:45ウソッコ

沢小屋→10:15 横漥沢小屋→14:00 茶臼小屋

8/14 3:40 茶臼小屋→4:20 茶臼岳→6:50 易老岳→9:20 光岳→9:30 テカリ石→

9:55 光岳→12:41 易老岳→15:30 茶臼岳→16:20 茶臼小屋

8/15 4:30 茶臼小屋→6:14 横漥沢小屋→7:10 ウソッコ沢小屋→8:55 茶臼岳登

山口→11:00 畑薙第一ダム→19:20 新宿

台風の影響で天気が心配でしたが、自称晴れ女！？光岳ではきっと頭の上だけでも晴れ

てると確信して小雨の中茶臼小屋を目

指して歩き出しました。

横漥小屋で休憩する時には小屋番さ

んに暖かいお茶をいただき「また、帰り

も声をかけてね」と優しい言葉をいただ

き茶臼小屋へ、天気が悪いので上河内岳

へ行くのは取りやめこの日はゆっくり

体を休めます。

翌日は暗いうちから出発しましたが、

出だしはあまり足が進まずで、あまり登山者とも会うことなく光岳へ、やっぱり山頂では

眺望も無く、誰もいなくてさみしい百名山だな～と思いまた。

せっかくなのでテカリ石を見に行こ

うと足を延ばしたところ、林の中から

真っ白な岩稜が見えてきて、やっぱり

来て良かった。

テカリ石の上に乗っかり時折雲の切

れ間で山の景色が見えたり隠れたりす

るのを 3 人でまったり眺めました。

南アルプスの奥深くにある光岳は 3

年前から計画していましたが、易老度

へのアクセスは悪くどうしょうかと考えていたところ昨年の荒川三山の時に使った夜行バ

スが茶臼山登山口近くに止まることを知り茶臼小屋をベースに光岳までピストンする計画

にしました。

このルートは危険か所もあまりなくとても歩きやすい快適なルートでした。また、茶臼

小屋は宿泊者も少なくゆっくり休むことができてまた、歩きたい山になりました。
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▲2015 年 8 月 18 日～19 日

▲Ｌ杉山、下川、兼堀(善)、兼堀(恵)、大木、木原、澁谷、森(花)、新庄

 神  集 島 神津島 天上山 記：杉山 清美

★神津島 10:35→ありま展望台 11:15→三浦湾展望台 12:50→秩父山 13:15→民宿 15:00

8 月 18 日、伊豆七島の神津島天上山への 1 泊 2 日の山旅に総勢 9 人で出発した。心配し

ていた台風も何とか避けることが出来、竹芝桟橋よ

りジェットフォイルに乗船、途中真っ黒な雲の中に

突入し物凄い雨の中を走ったが、島に近づくにつれ

青空がのぞき、新島、式根島を寄港しながら 3 時間

余で神津島港に着いた。桟橋には、民宿「吉栄丸」

の女将さんとお嫁さんが二台の車で出迎えてくれ

ていた。女将さんに天気を尋ねると、明日の方が良

いとのこと。いらない荷物をそのまま車に預け天上山登山口に送って頂く予定だったが、

この暑い盛りに登山するより、明日まだ涼しい早朝に登山した方が良いと判断、急遽明日

の予定だった島を散策することにした。

散策のはじめは、情報誌で気になっていた高台にある真白い「ジュリアの十字架」のあ

る、「ありま展望台」まで車で行ってもらった。この白い十字架は、徳川家康のキリスト教

禁止令に背き島に流された、おたあ・ジュリアを偲んで建てられたもの。真下には蒼い海、

しかし天上山には灰色の雲が頂上を隠していた。きっと頂上付近は雨が降っているのだろ

う。登山を明日にした判断は正しかったと実感。景色を見ながら軽く昼食にした。

それにしても暑い、皆雨傘を日傘にして歩いた。道端にはあしたば、椿の木が目立つ。

珍しいくろあげは蝶が乱舞していた。三浦湾展望台

までしばらく歩いた。綺麗な海をながめてから、近

くに登山口があった 283m の秩父山に登る事にした。

頂上には秩父の札所に由来する小さな神社があり

石仏がいくつもあった。少し前までは、人が亡くな

ると皆で登って椿の葉を一枚ずつ供え死者を弔っ

たそうだ。今はその慣習はない。

下山し民宿への車道歩きをしていると物凄いスコールにあった。すぐ雨はあがったが、天

上山に登っていたらこの雨にやられていたのだろう。

民宿「吉栄丸」は村の中程にあった。男性の部屋と女性の二部屋が用意されていた。

やよい橋より「天上⼭」を望む

神々の集う島 神津島 天上⼭

三浦湾展望台

神津島温泉     露天風呂 
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宿に着いたら、登山の他にどうしても行きたい場所があった。それは海の大露天風呂。

水着着用の露天風呂なので、私は下着と半ズボンを用意して、ジャンボタクシーで神津島

温泉保養センターに行った。ここはナトリウム塩化物強塩泉の湯をかけ流している温泉。

岩場を上手に利用して三ヵ所の温泉がある。塩分が強いため、仰向けになると体がぷかぷ

かと浮いた。水着のない人は内風呂の温泉に入った。旅の疲れがすっかりとれて明日の登

山に備えた。

宿の夕食はもちろん新鮮なお刺身。いよいよ明日は天上山登山だ。早朝宿のご主人に登

山口まで車で送っていただけることになった。ご親切に本当に感謝！

 砂漠     天上山 記：新庄 八重

★「8/19」黒島登山口 6:15→10 合目 7:10→表砂漠 7:30→裏砂漠 8:00→不動池 8:45→天

空

の丘 8:55→天上山山頂 9:25→白島登山口 10:45

早朝 6:15 黒島登山口より登山開始。昨日からずっ

と天上山の山頂部はガスに覆われていて、まだその

全容は見えない。登山口には杖が置いてあり、斜面

にシダが生い茂る急な登山道はジグザグに切られ、

よく整備されていた。眼下には白砂が映える前浜の

海岸線がよく見渡せて、開放感がありなかなか気持

ちがよい。

7 合目からは次第にガスの中に入り込み、先ほどまでの展望が遮られてきた。やがて黒島

10 合目を過ぎ「表砂漠」へと足を踏み入れると、露岩が多くなってきた。点在する切り立

った岩と白砂のバランスが絶妙であった。

マット状に育つ大島ツツジも増え、月の世界を思わせる砂漠の中心地「裏砂漠」に出た。

5 月には白い砂漠にツツジの赤い花が点々と灯り、花の百名山と呼ばれる所以だ。

少し足を延ばし「裏砂漠展望地」に着くと一瞬ではあったが、ガスが切れて足元には断崖

絶壁の海岸線が現れ皆で感動した。これが山頂部から眺めた唯一の展望であった。晴れて

いれば三宅島や御蔵島も見えるとか残念！

しばらく背丈の低い潅木帯、露岩帯と歩き「新東京百景展望地」に着いたが、ここも生憎

とガスの中であった。神津島のパワースポットで中洲に竜神様が祀られている不動池、360

度の大展望が得られるはずの「天空の丘」も濃いガスに包まれていた。案内板の説明と写

真を見ながら雄大な眺めを想像するしかなかった。

いよいよ今日の最終目的「天上山」の最高地点、ガ

スは晴れる気配もなく展望はお預け。軽く食事を摂

り伊豆諸島の神々が集まり、水を分ける相談をした

と伝えられている「不入ガ沢」（はいらないがさわ）

を経て下降地点に出た。

下り始めて間もなく徐々にガスが取れて、眼下には

村落や海岸線も見え始めたではないか！終いには、

青空を背景に堂々と構えた天上山の全容を初めて確認できた。白島登山口からは林道歩き

天上山山頂

白島下山道



６１

となり、時々天上山を振り返りながら民宿まで戻った。
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草加山の会 2015年８月 23日（日）公開バスハイク

（3回富士山に登頂した人だけが、歩くことを許される道ですぞ！）

「お富士さんの御中道でござる。」
記：浅井 昭光

1. 実行委員メンバー（5名）

実行委員長 浅井昭光 (会計) 尾崎あや子 山崎正夫

兼堀善和 兼堀恵美子

2.参加者 （一般）---２７名、（会員）---１９名 合計 46名

3.車（２台） 細井観光バス中型車（３９名乗-6補助席）、和田号（７名）

4.コース・タイム

松原西口--首都高（新郷ＩＣ）--中央道---談合坂ＳＡ休憩---大月分岐----河口湖 I・ C

（5：55出発） （7：20～40）

-----富士スバルライン 5合目バス下車（P）----御 庭------大沢崩れ（昼食---40分間休

憩 ）

(8：45～9：00)和田号合流 （10：20） （11：45～12：35）

---御中道分岐---10分---奥庭（Ｐ）バス乗車--1:00---お風呂（紅富士の湯）

（13：45） （15：45～16：30）

----談合坂ＳＡ休憩（20分間）-------草加松原駅西口着

（15：45～16：30出発） （21：10）

5.公開バスハイク報告

今回、中型バスしか予約が取れず、和田さんのご厚意で会員用の車を出して頂いた

お陰で、一般参加者２７名、会員１９名の 46名の参加で行う事ができました。

曇空の中、2300ｍ～2400ｍを暑くも無く風も無かったので快適に歩け、別々の車になった

和田号の会員さんも班ごとに分かれて歩くことが出来ました。

御中道の道は、なだらかな道で時より沢に会うと歩きずらさと岩で緊張もしましたが、

おおよそ予定通りの時間に大沢くずれに到着し、昼食を取ってそれぞれの班で持ち寄った

デザートを食べながら話を交わした。また、下見では無かった簡易トイレが置いてあり、

長い道のりだったので一番トイレを心配してただけに助かりました。

帰り道では、時折青空が覗き富士の山頂が見えた時には歓声が上がりました。無事に奥庭

駐車場まで全員下山し、バスに乗り込みお風呂へと向かいましたが、道路が渋滞し、予定

より 30分遅くなった為、風呂の時間を 40分にし出発を 10分延ばしました。
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山中湖Ｉ・Ｃで高速道路に乗ったのですが、渋滞に巻き込まれ、時間当てゲームを始め

ると、松原に 22時過ぎという声が出始め「参ったな！」と、渋滞を見つめていました。中

央道の一番悪い時間帯に、我々の車も巻き込まれてしまったようでした。

そんな中、一般の方々の感想やゲーム、歌などをしながら時を何とか過ごし、松原西口に

着いたのは、21時を回ってしまい遅い、和田号の会員メンバーとも無事に到着して会う事

が出来ました。ここで、大変帰りが遅くなってしまった事をお詫び致します。

今回の一般の人で軽い怪我をした人がいますが、後日病院に行って検査を受けたところ異

常はないとの事でした。

会員の皆さん、和田号に乗り合わせた皆さん、そして実行委員の皆さん、お疲れ様でした。

無事に公開バスハイク「ＩＮ御中道」を終えることが出来ました。

ありがとう！

富士山御中道
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筑波山（887ｍ）

記：鈴木里子

日 程：平成 27 年 8 月 24 日（月）

メンバー：Ｌ小野寺・黒澤・鈴木（里）

コース：小野寺宅 5：30―常磐道―登山口 7：30－分岐 7：47－弁慶茶屋 9：15－

女体山 10：27～10：35 下山―弁慶茶屋 11：40－分岐―神社登山口 13：10

小野寺さん黒澤さんの足慣らし山行にご一緒させて頂きました。

神社の大きな鳥居をくぐり階段を上って行く。

幾分涼しいのですが歩き始めると汗が流れてきます。分岐で休憩時、小野寺さん自家製ス

イカジュースを頂きました。ほのかにスイカの香りがして甘さも丁度よく、塩分も入って

いるとか！体に良いジュースで疲れた体が元気になりました。

弁慶茶屋では栃木の高校生たちが元気にあいさつをしながら早足で山の中に入って行きま

した。見送った後、私達はゆっくりと歩き始めた。

岩一面に苔で覆われている場所にピンクのほ

んとに小さな花を数個見つけました。

お二人さんが以前来た時にはこの場所に大文

字草の花が咲いていたとか。又その季節に行っ

てみたいですね。

朝には山頂に重たい雲がかかっていましたが、

私達が女体山山頂に着いた時には雲が切れて

町並みや少し黄色みかかった稲田に日が当た

り、綺麗な風景が見られました。

下りでは何組もの子供連れ家族とすれ違い、夏休み終りに近い一日を楽しんでいるようで

した。

登山口下の江戸屋さんに車を置かせて頂きまいたので、江戸屋さんの温泉に入りゆっくり

と汗を流しました。

小野寺さん黒澤さんの足慣らし山行のはずでしたが、私のペースに合わせて頂きありがと

うございました。
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十二ケ岳

記：森 律子

日 時 2015 年８月２９日（土）～３０日

メンバー L 沼田、山崎（寧）森（律） 、会員外

コース 雨のため山には入らず観岳園キャンプ場での 2 日間の講習

クライミングの基礎からしっかり学ぼうと、

講習会に会員 3 名で参加しました。

厳しい講師の元、確実に止めるビレーの特訓

や、混成パーテになった時のマナー、あぶみの

使い方、クライミングで使うロープワーク、確

保する時の支点の取り方、懸垂下降での体制、

劣化したロープについて等、厳しく学ぶことが

できました。

この講習会で学んだことを、これからの山に生かしていこうと思いました。

こんな貴重な体験をさせていただいたリーダーにはとても感謝いたします。
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山行記録

記 山口 裕史

 丹沢 水無川源次郎沢

山行日     年 月  日

      沼田 園木 山口裕   他会員外 名

       源次郎沢  時間   分

昨年は松浦さんが山に行けなくなり、沢登りは 2回（1

回は勝幸さんの怪我で途中敗退）でしたが、今年は頑張

ろうと少し早いですがシーズン初沢に入りました。

モミソ岩で少し岩トレ。山岳会の方がいらしたが早めに

切り上げて沢に入るので 2本ザイルをはらせてもらっ

て練習開始。丁度天気がよく比較的明るい沢で暑いくら

いだったので、冷たい沢の水が心地よかったが、F4で

ずぶ濡れになった時はさすがに冷たい。

ロープを出してもらった箇所が 3回。いずれもテンショ

ンは掛けなかったが、トップで行くとなると自分にはま

だまだ技量不足を感じざる得ない。あわせて昨年から大

幅増の体重を減らすことが急務である。

 上越 守門岳 浅草岳

山行日     年 月  日   日

      山口裕 三浦

 日目 守門岳 時間   分  日目 浅草岳 時

間   分

当初の予定では北ア笠ヶ岳に行く予定でした

が、急遽メンバーが行けなくなったのと、天

気予報がいまいちだったので、第 2の計画「ヒ

メサユリを見よう」山行に切り替え上越に向かいました。1日目の守門岳では、青雲岳か

らみる守門岳は気持ちよい山容だった。念願の自生するヒメサユリが大岳南面にたくさん

咲いていた。それだけで、来た甲斐があったというもの。ピンク色の可憐な花は、一見の

価値有り。2日目の浅草岳は、当日ネズモチ平登山口の途中で通行止めのバリケードがあ
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るなど想定外の状況が続いたが、通行止めからちょっと手前のムジナ沢から入ることにし

た。前岳手前で、4つくらいだろうかヒメサユリが咲いていてちょっと得した気分になる。

前岳にはまだ雪がたっぷり残っていた。木道をしばらく歩くと草原が目に飛び込んできた。

ワタスゲがちらほら咲く景色の奥に昨日登った守門岳の稜線が見事だ。両山ともヒメサユ

リに会うことが出来たが、いつか朝日連峰で満開のヒメサユリを見てみたい気持ちは一層

強くなりました。

 西丹沢    嵐沢遡行 大滝   

山行日     年 月  日

      沼田 山口裕 会員外 名

        時間   分

昨年出来なかった沢強化シーズン。今シーズンは沼田君

がリーダーをかってでてくれるため、既に 3 回目の沢登

りになります。丹沢東側（源次郎沢、水無川本谷）に続

き久しぶりに西丹沢に入りました。マスキ嵐はナメ沢が

続き気持ちよい歩きも出来、滝もそれほど登攀が難しく

ないルートと共に、短めの長さでピークも踏めるとなか

なか素敵な沢。時間があったので再び登り返し見に行っ

た大滝（地獄棚）。この滝が本当に多くて迫力満点で素晴

らしかった。マスキ嵐は遡行時間が短いので是非寄って

欲しいポイントです。

 乗鞍岳 乗鞍高原     下見

山行日     年 月   日

      山口裕 山口敏 石井文 

新島 畑野 鎌形 宮地

        日目 乗鞍高原  時間

  分  日目 乗鞍岳  時間   分

会員バスハイクでは異例の下見を開

催することにしました。今回は、一

度使ってみたかった乗鞍高原一ノ瀬

キャンプ場でテント泊。
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乗鞍高原の三名瀑、多数ある池の散策、乗鞍岳の肩ノ小屋への雪渓登り、畳平のお花畑と

日帰りではなかなか味わえない乗鞍岳を余すことなく見ることができました。2 日目の乗

鞍岳も雲海を超えた 3000m の雲上の散歩はとても楽しかったです。まさか雲の上に出て槍

穂が見えるとは思いもしませんでした。雪渓歩きに御花畑のクロユリとイチゲのじゅうた

んは一見の価値有り。一緒に下見してくださった皆さまありがとう！きっと素晴らしいバ

スハイクになることでしょう。

 早池峰山 薬師岳        逢  行  

山行日     年 月     日

      山口裕 三浦 兼堀 森花 森律 山崎寧 小野寺 八並

        日目 薬師岳  時間   分  日目 早池峰山  時間

百名山ピークハントとハヤチネウスユキソウが見たくて行

くタイミングを見計らっていた早池峰山。当初は 8 月に 3 泊

で薬師、早池峰、岩手山と登る予定でしたが、今年はどうや

ら花が早いようなので、間に合わないだろうと急きょ梅雨の

合間の天気予報がよさそうだったので薬師、早池峰で登るこ

とにしました。小田越山荘泊は早池峰を十分満喫するために

練りに練った計画です。一泊二日の限られた時間で、薬師岳

からの早池峰山の姿を見て、翌日は大きな花弁のハヤチネウ

スユキソウにたくさん逢うことが出来て当初の目的も充分

に達成しました。次回は岳からの縦走でこの早池峰山を歩け

る機会があることを楽しみにしています。

以下記：小野寺

早池峰山、何と響きの良い名の山でしょう！ずっと憧れの山でした。数年前に一度トライ

したが、生憎の悪天に諦めた山だった。突然、本当に思い掛けなく飛び込んで来た、リベ

ンジのチャンス！！台風１１号に追い着かれることもなく、素晴らしい好天の中、蛇紋岩

で滑るのを心配したが、お天気のお陰でそれ程怖い思いもせず、沢山のお花畑の中、早池

峰うすゆき草が大分登った頃に現れたのには感動でした。やはり、大きく厚みが有り、よ

く見かける細葉うすゆき草とは明らかに違いました。

咲き誇る沢山の花々の中に、早池峰うすゆき草を探すのも楽しみでした。前日登った薬師

岳も途中、ヒカリゴケが沢山見られ、これにも感動！頂上からの早池峰山も又素晴らしか

った！！リーダー、そして同行してくれた皆さん、本当にありがとう～～楽しい山行でし
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た。

 表銀座中止 天候不良 燕山荘    泊  早朝撤退

山行日     年 月 

    日

      山口裕 浅

井昭 新島 大門 山口

敏 宮地

        日目 燕

山荘  場  時間  日

目 下山  時間   分

前日まで台風の動向を

気にしていて、通常だと中止するところだったが美樹さんの常念岳百名山達成記念にどう

しても立ち会いたいと天気の回復を祈りつつ出発した表銀座。早朝中房温泉に到着すると

雨がやまない。久しぶりのカッパを来た雨山行となりますが、2 日目以降の好天を信じて

登ります。合戦小屋での名物スイカは大変美味しく、もう少し安ければ半分に分けずに食

べたいと思いました。燕山荘に到着時も風雨は強く、やむなく停滞し翌日も回復せず。槍

の展望が最高の縦走路を何も見えない中、修行のように歩くのは酷だということでやむな

く下山しました。こちらは撤退しましたが、美樹さんが無事登頂できたのは本当に良かっ

たです。百名山達成おめでとうございます。私も残り 10 座頑張るぞ！

 中 岐沢北岐沢  小松湿原 経 鬼怒沼山 

山行日     年 月   日

      沼田 山口裕 森律 会員外  名

        日目  時間   分  日目  時間   分

今年は沼田君が沢登りのリーダーをかって出てくれたため沢登り 4 回目となります。「沢

登ルート 120」で行きたい沢を探していたら尾瀬の沢に目が止まりました。中ノ岐沢、大

清水から 1 時間半ほど歩いたポイントから最終遡行地点に小松原湿原に出る沢です。下山

ルートでは、以前から歩いてみたかった鬼怒沼から大清水の縦走が出来るだけに 1 回で 2

度美味しい山行。北ノ岐沢、標高差が少ないと沢はナメが多く沢としては少し物足りない

ですが、テント泊での沢水割り焼酎、よく締まったソーメン、焚き火で焼いたにんにくと

鶏が美味でした。また、登山としては小松湿原、鬼怒沼などなかなか訪れることがないル
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ートを歩け満足でした。写真は巻く大滝です。

 北    笠 岳    谷 笠 岳山荘泊 笠新道

山行日     年 月   日

      山口裕 山口敏

        日目   谷   時間  

日目笠新道  時間   分

当初は聖・光の周回を考えていまし

たが、久しぶりに 69 歳の父親と 2 人

で両者とも未踏の百名山笠ヶ岳登頂

に変更しました。深山荘の駐車場は

夜中で既に満車になることが多く、

それならと槍見から登るクリヤ谷コースで登り、鏡平から降ろうと計画し出発しました。

クリヤ谷はちょうど登山道整備の人員が入っていて 1700m付近までは刈払いされ歩き易か

ったが、その上から雷鳥岩までは笹が多くなかなか大変。標高差 1700m あるこのルートは

厳しいルートですが、さらに父の体調が芳しくなく、予定時間を大幅オーバーも何とか登

ることが出来ました。山頂からみる槍穂の展望は、ちょうど反対側に位置する常念に勝る

とも劣らないものです。早朝の槍ヶ岳にかかるご来光、素晴らしかったです。
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⼭⾏紀⾏ 〜 2015 夏 〜
記：浅井 祐子

6/5～6 谷川縦走敗退.谷川岳～万太郎山 L.祐子、小野寺、八並、

6/5(金) 天神平 9:20 – 谷川岳肩の小屋 12:10(泊) 一の倉岳迄往復 13:15～16:00

6/6(土) 肩の小屋 5:40 - オジカ沢の頭- 万太郎山 9:15 -五策新道下山 – 13:15 = 帰路

梅雨入り前を狙い念願の谷川の主脈縦走。通常 1 泊の行程だが、のんびりと縦走路を楽

しみたく 2 泊で計画。いつもはお茶などを頂くだけの肩の小屋にも初めての宿泊で、ゆっ

たりした谷川山頂を満喫する。今夜の宿泊は我ら 3 人と単独が 4 名。夏の季節でもそう混

雑することはないらしいが、小屋を守る森下孝男さんは、以前は谷川岳登山指導員で、谷

川近辺の登山道整備などに尽力されている。 休憩後、少々物足りず一の倉まで足を延ば

す。北へ延びる縦走路や馬蹄形、巻機や越後三山と残雪をいまだまとった山々に見惚れる

ひととき。予報通り夕方からガスとなり雨も落ちて来た。夜のうちにこの低気圧がとっと

と抜けてくれることを祈りながら早々に床へつく。

2 日目、目覚めると雨は上がっており目指す縦走路はガスが切れている。メンバーの「行

こう!」の言葉に背中を押され、まずは出発。見上げると青空も覗いているではないか。

空模様に一喜一憂しながら足元の花々を楽しむ。天神尾根もそうだったが、谷川岳でこれ

ほど沢山の花を楽しめるとは思ってもいなかった。オジカ沢の頭、小障子～大障子の頭と

急な岩場を慎重に通過して行くと、雨と風が強くなって来た。天候回復はどうも見込めな

い模様。意気地無しの私はさっさと逃げることを決め、万太郎山から下ることにする。が

この吾策新道が中々の悪路で 4 時間を費やして土樽へと無事下山。湯沢経由で車の待つ土

合駅まで戻る。谷川山域は幾度となく挑戦するも敗退させられることしばしば…。それだ

けに憧れる山である。懲りずにまた挑戦したいものである。

6/13 霧降高原.大山 L.祐子、小野寺、黒澤、上原、

草加 5:25 = 日光 7:34 = 霧降高原 8:05-20 – 大山 9:40-55 - 霧降の滝入口 11:50 ラン

チ

そろそろ暑い低山は遠慮の季節。これからは高原や沢歩きの出番です。で先週は雨の中

頑張ったので、今日はピクニックと「山のレストラン」での美味しいランチを計画。急な

誘いに乗ってくれ元山ガール(?)4 人でワイワイと東武電車に乗り込む。

霧降高原でバスを降りると、キスゲ平に向かって何と 1145 段の階段が出来ていた。以

前のスキー場の面影無し。観光用にしてもまあよく作ったとたまげるばかり。今日はそれ

を背にして下りから始まるコース。日差しは暑いが高原の涼風が気持ち良い。笹藪を抜け

樹林帯を進むとやがて牧場に出る。ご対面を期待していた牛の姿が無く残念。あずま屋の

ある大山山頂で草原の大展望を満喫して、お喋りに花を咲かせながらさらに牧場をのんび

りと下る。

昼前にはゴールの霧降の滝入口に到着。ランチ前に身支度を整えようと着替えると、何

と全員「ヒル」の餌食になっていた。「ヒル」と言えば丹沢と油断していたが、山は何処で

も注意が必要なようだ。楽しみにしていたランチが一瞬ぶっ飛んだ～!! が、気を取り直
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し生ビールで乾杯! お洒落なランチに大満足して帰路につく。
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6～8月の山行から

★編 集 後 記 ★

皆さん忙しい中、原稿を提出して頂き誠に有難うございました。

昨年続き 2 回目の編集を担当しましたが、基本的なことは OK でしたが、細かい事は忘れ

てしまい、HELP 機能を使い何とか思い出し編集作業を無事終了することができました。

草加山の会に入り 3 年が経過しましたが、月 2～3 回を目標に街歩きを含め山行したいと

思っています。機会があれば、是非皆さんと行きたいと思いますので今後とも宜しくお願

い致します。

橘 高志
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