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コ ー ル 
 兼堀 恵美子 

 

 夫婦共通の趣味と仲間づくりの為入会して早６年になります。 

それなりに登山してます（ハイキング程度かもしれませんが・・・）お花の山、富士山の見え

る山、ちょっとスリルのある山、技術を要する岩山、雪山、沢登り‥等色々と山にも特徴があ

る事を知りました。 

もう２０歳位若かったら一通り体験したかったなあと思う時が、時々あります。なんせ入会し

たのが年齢制限ギリギリで登山経験もないので、大変な山は躊躇してしまいます。そんな私で

すがそれなりに、思い出に残る山行もたくさんできました。どんな山でも山頂に辿り着いた達

成感は何とも言えないですね！これも山の会に入ったからこそ体験できたと皆さんに感謝し

ています。 

中高年の遭難事故をたびたび耳にしますので注意しつつ、これからも登れる山や登りたい山を

選びながらですが、たくさんの思い出山行を作りたいと思っています。私より年上の先輩達の

パワーを見習って頑張って行きたいです。 

仲間づくりとしてはこれまで続けてこられたので良い仲間に出会えたと思っています。今で

は誘って頂く事もあり嬉しい限りです。年々弱っていく身体と心ですので、山以外のメニュー

（街道歩きなど）も有難いです。元気で少しでも長く在籍できたらいいなあと思っています(^^

♪ 
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 丹沢 水無川 モミソ沢 アイゼントレーニング 

 長田 一樹 

 

平成 29 年 12 月 3 日  CL 長田 一樹 会員外 

 

9：05 大倉バス停 9：15→林道→竜神の泉→新茅荘→10：35 取り付き下降点→10：40 懸垂岩

横のモミソ沢入渓点 11：05(入渓)→F1→3段 8ｍ→トイ状滝→大滝 12ｍ→終了点→13：00 左

岸尾根(大休止)→13：45 下降開始→14：40 懸垂岩上部 14：50→15：00 取り付き 15：10→15：

45 竜神の泉 15：50→16：10 大倉バス停 16：18 

 

八ヶ岳の氷の状態が良ければアイス初めに行きたかったのだが、結氷具合は悪そう…。行って

駄目なのも悲しいし、行ったからと無理に登って濡れるのもイヤなので、行った事の無いモミ

ソ沢でアイゼントレーニングにしました。バイル二本持って行って懸垂岩でドラツーもどきも

出来たらと思っていましたが…。 

 

冬の訓練と教えてもらったホルモン屋さんが(コッチが重要)今回の目的なので、アプローチは

電車とバスと歩きです。大倉バス停から延々林道歩きで疲れた頃に新茅荘に着きチョット行く

と下降点、そこからでも懸垂岩に沢山の人が取り付いているのが分かる（汗）降りていくと 10

人以上のグループで占拠されているので、大人しく遡行準備を始めて、メンバーにアイゼント

レーニングした事が有るか再度確認し、念の為手近な岩にのってもらい 2,3 アドバイスしてか

ら手袋して、折角持ってきたバイル装備して地形図のみ

で遡行開始！ 

 

やはり久々の冬靴にアイゼン履いての沢登りは足にキ

マス（笑）遡行図無いので、どれがどの滝か？ハッキリ

解らなかったので、3 段 8ｍまでは適当にフリーで登っ

てもらい、3 段 8ｍにて訓練だったのでロープを出す、

コール無しの手順を確認してから確保して貰い登る、上

部のみⅢ+級くらいかな？という感じ、お守り代わりに一

箇所 C3 の 000 でプロテクションを取る、上部でコール

無しの一連の作業をしてからフォローに登って来ても

らい無事終了。トイ状の狭い滝を登っていくと本日の大

滝？12ｍが登場！ 
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下で見ていても、解らないので準備して登ってみ

る。なるほど上部は少し悪い、特にスタンスが無

いのでアイゼンでスメアというか突っ張り気味

にしてクリア。一箇所だけなのでⅣ級くらいなの

かな？と 

後は何も無いようなので左岸尾根へ上がり、紅葉

を楽しみながらの昼ご飯とコーヒータイムを終

えたら、眼下にチラッと作治小屋が見えていたの

で、小屋の方向と高度計で大体の位置を割り出し、

コンパスを合わせて下山開始！コンパス当てて

下っていくが、どうも尾根が細い（^^;）脆いし

…、ふと左手見ると同じ方向に走る大きい尾根が

あったので、まだ降りてきていない後続に、登り

返して左手の尾根に乗ってと伝えてから自分も

登り返す。結果その尾根が懸垂岩上部に行く尾根

でしたので地図上の下降開始地点の特定が南過

ぎたようです。懸垂岩では朝から練習していたグループが支点やロープの回収をしているので、

セルフ(自己確保)を取りしばらく待機、回収確認されたらロープセットして後続に何点か注意

と回収をお願いしてから先に降りる、全員が降りたらロープ畳んで装備分けして林道をひたす

ら歩いてバス停へ、久々にガッツリ歩いた感が満載でした(汗)自分はヒルが嫌いなので、この

界隈の沢登りは冬のアイゼントレーニング限定になりますが、低い所は紅葉も残っていて思い

の外楽しめるのを思い出しました。 

帰りは教えてもら

ったホルモン焼き

屋さんでお腹いっ

ぱい食べて呑んで

帰りました！！ 

厚木近辺は美味し

いホルモン焼き屋

さんが多いようで

す！ 

丹沢の帰りにどう

でしょうか？ 
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テルの平成 29年〆のお山「金峰山」幾たびか？ 

 浅井昭光 

 

日程   平成 29年 12月 29～30日（土） 

メンバー L浅井て、祐子・畑野順二、仁美・四宮慎太郎 

コースタイム 

・12/29（金）AM5：30（ハーモネスネスタワー前）----中央道—須玉 I・C 下車---瑞牆山荘 P8：

28----富士見平（9：41）---大日小屋（11：06）---分岐（14：53）---トラバースルート-----金峰山

小屋（15：16）泊 

・12/30（土）小屋発（7：39）---山頂（8：36）---大日小屋（10：42）--- 

---富士見小屋----（12：50）---瑞牆山荘（14：00）----草加（18：00） 

にくい年も暮れようかという時、何故か年も考えずバカな連中がクソ寒い「金峰のお山」を目指し

ていた。そのバカな連中は、言わずと知れたおバカな浅井組、付き合わされたのが、自称亭主関

白な畑野家、そこに何故か「いいぞ、いいぞと」そそのかされた志の神四宮悟空。いやはや大し

た事のない連中が、この我が金峰に会いに

来た。金峰は考えた。私も「金」の位置にあ

るお山、たかが草の山の連中になめられて

はかなわぬ。金の強さを思い知らせてやる

わい。と言うことで何と白いジュウタンを引

き詰め、山々に呼びかけて姿を見ぬように

計らい、一日目は頂きに登らせてはならぬ

法度を出し、夜は酒と料理でもてなし、二日

酔いにして我が山頂は踏まえてはならぬと

告げたそうな。しかしながら翌日は、草の会の連中は「ケロッ」として草根性を出して出発したそう

な。それを知った金峰のお山、怒りを振り出し冷気の狂風を吹かせ、草の連中を吹き飛ばそうと

試みた。しかし、草の山の連中は意外と根が

しっかりしていて、「一歩、一歩」と前に進む。

これには金峰のお山もたじろぎ、「富士の親

方をはじめ三千の家老、八つのおカシラ、浅

間の神に、お姿をお見せ下さるように告げて

くれた」という訳で、にくい年に無事金峰山と

その周りの山々を観つつ下山しましたとさ。 

参加して頂いた仲間に感謝し、来年もよろし

く山に行きましょう！ 
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谷川岳(上信越) 

(１９６３ｍ)  

 山崎 寧子 

 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、会員外１人 

【日 程】 2017(平成 29).12.22 

【行 程】 草加ＩＣ5:30～谷川岳ロープウェイ駅～ 天神尾根で山頂

ピストン 4時間 20分 

 

【感 想】 

朝一のロープウェイに乗り込むと、ほとんどの客がボー

ダーだった。 

降り立つ白銀の世界は、人そのものがまばらで、登山者

は片手に足りる。 

「ラッセルかな？」 

と、覚悟を決めて歩きだし、陽射しのたまり場でアイゼ

ンをはく。 

一年ぶりの谷川岳 標高 1963メートル 

今年は結果ソロで行くことになった。 

雪山入門の天神尾根 

それでも、去年は体調不良で山頂をあきらめた。 

登山道は、思いの外しっかりと踏みあとがあり、ワカン

も出番なし。 

アイゼンの爪が気持ちよく雪にはまり、ギュッ、ギュッ。 

無風の谷川岳が、目の前に 

「来たね。まってたよ。さぁ、雪山をはじめよう」 

と話しかけるよう。 

途中、肩の小屋の管理人さんが、休憩している私をおそらく心配してくれたのだろう、15分近

く話をし小屋まで一緒に登ってくれた。 

１月の谷川岳の登り方 

ブラックアウトした時 

ビッケルの話をしてくれた。 

「雪山わーぉ」山頂の 1963が、まっていてくれた。 

天神尾根ピストン 4時間 20分休憩込み。という、感じで登ってきました。
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日和田山アイゼントレーニング 

 山崎 寧子 

 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.会員外一人、山崎寧子      

【日 程】 2018(平成 30) 1.3 

【行 程】 松原団地 6:30～高麗神社→岩場 

【感 想】 チャート 初級ルートの多い岩場  

アイゼントレーニングってなんでしょ。 

雪山用の登山靴にワンタッチアイゼンを装着して手袋をして岩を登ることなんですが、 

何をトレーニングするのか？ なにも言われないままに、アイゼンを装着した登山靴で岩を登

ってきました。 

グレードは 3級から４級位 

級を言われても、？という感じです。とにかく登れと言

われるままに、２０ｍ超えちょい位の岩場を登って降り

ての繰り返し、アイゼンで登る岩は、いつものクライミ

ングシューズで登るよりも楽でした。 

爪が岩の小さい溝にしっかりとはまりますし、小さい凸

部にも、アイゼンの爪１本がひっかかるので、バランス

さえ保てれば立てました。慎重に爪の位置を決めたら、

がしっと体重をのせやすいです。 

そう先生に伝えると、そのバランス感覚を養うのがアイ

ゼントレーニングなんだよ。なかなか上手だったね。と、

褒められ思わずニコニコとしてしまいました。 

今回のアイゼントレーニングは、アイスクライミングを

する為のトレーニングになります。 

私はアルパインを目指しているわけではないので、ご縁はないと思っていましたが、 

今回お知り合いになった方がアイスクライミング歴○○十年という方でしたので、 

ヤスコさんでも登れる傾斜の緩い滝ありますよ。アイゼントレ行きましょう。教えます。 

とのお誘いから１か月、トレーニングに行ってきました。 

私は決してグレードの高い岩を登れる、クライマーという種類の人間ではありません。 

いつまでたっても、初級の岩好きおばちゃんですが、こんな私でも遊べる氷の滝があるという

のはびっくりです。氷の滝に登るイメージ湧きません。その前に、そこに行くまでの車の運転

の方がハードルが高そうですｗｗ。アイスの期間は短いですので、本当に今季行ける機会があ

るか・・わかりませんが、去年よりも成長している感はありました。 

興味のある方がおりましたら、是非挑戦してみてください。
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八ヶ岳 ジョウゴ沢から硫黄岳 

 長田 一樹 

CL 長田 一樹 会員外 

12/30 八ヶ岳山荘 8：30→12：00赤岳鉱泉→13：00アイスキャンディー15：30 

12/31 赤岳鉱泉 7：40→ジョウゴ沢取付 7：50→F1→8：15途中の小滝 8：45→8：35 F2  

       8：55→9：40 F3大滝 10：15→10：30抜け口上部にて大休止 10：50→ツメ→稜線→ 

12：00硫黄岳頂上 12：05→13：40赤岳鉱泉昼食 14：30→八ヶ岳山荘 16：30 

 

知人からの連絡で八ヶ岳でのアイスクライミングが、本格的にシーズンインした事を知りウズ

ウズしていましたが、ようやく行けました。何処に入ろうか？直前まで悩みました。峰の松目

は先月メンバーが行っているし、裏同心は埋まったと聞いていたので、アイスは止めて自分が

フォローでしか行ってない石尊稜か悩みましたが、メンバーのリードの練習も兼ねてジョウゴ

沢に行って来ました。 

 

久々の重荷なので一応出発前に測るとロープ無しでも軽く

25 キロオーバー．．．やはり冬山テント泊でアイスとなると

重い(汗)ロープはメンバーが持ってくれたので助かりまし

た。久々の重い荷物に喘ぎながら赤岳鉱泉にようやく到着、

青い空にアイスキャンディーが良く映えています。 

荷物を置いてテント張って、明日のアイスの為に本日はア

イスキャンディーで練習です。 

アイゼントレでは出来ないアイゼンの蹴り込みとアックス

を刺す感覚を一年振りに思い出し、何本かルートを替え、

前腕がパンプした所で終了！明日に備えて早目の宴会と就

寝 

 

4：00 くらいから廻りがガヤガヤし始める、廻りのパーティーのガチャ類の音やルートを確認

する声で目が覚めるが、寝袋から抜け出せず、ようやく 5：00 に起床して朝食と準備をする。

廻りと一緒に出ていっても渋滞するし午後から天候悪化するので撤退を 13：00 と決めて遅目

に出る事にしたのが良かったのか？ジョウゴ沢は最後の大滝まで自分たちだけで独占でした。 

 

F1は流石に傾斜が緩く寝過ぎているので左岸を巻き、F1と F2の間の小滝でメンバーのリード

の練習をする。抜け口には支点が無いのでスクリューで支点構築してもらったが、要領を得な

いせいか？四苦八苦していた、上がって確認するとスリングでの長さを調整すれば、ほぼ OK

な状態だったのでアドバイスして終了、F2はまだ幅が狭く育っていない感じだが登れそうなの
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で取り付く、右岸にはフィックスロープがあるので巻くことも可能です。 

スクリュー入れる感覚を思い出しながら登り、フォロー引き上げて F2 は終了。左岸側の鎖を

使用して終了点作成できます。この先はナイアガラの滝や乙女の滝など色々あるので楽しめる

と思いますが、今日は稜線に抜けてピークを踏みたいので、本流の F3大滝に向かいます。 

 

3 日前に、八ヶ岳に入った知人からの写真では全

部真っ白だったのですが、いったん温度が上がっ

たのか？岩は黒く、碧く凍った滝とのコントラス

トが最高です。 

 

F3 は出だしから垂直です。5ｍ程あがれば若干傾

斜が緩むので楽だと思って登ったのですが、上部の氷が薄く脆かったので怖かったです(汗) 

左岸の岩にハンガーが二箇所あります。 

終了点作成してハンギングビレイでフォロー確保中に、後続パーティーがやってくる。ふと気

がつくと段々と風が強くなり雪も舞ってきて、予想より崩れるのが早まったかなと若干不安が

過る。 

登り終わった時には本格的に風が強くなりだしたので、風が避けられそうな岩まで移動し、凍

ったパンと温かい紅茶で大休止。 

 

時間はまだ 11：00前だったのと、まだこの時

点では稜線まで見渡せたので、地形図確認し

てコンパス当てて登る事にしました。後続パ

ーティーは下降したようで、姿は見えません。

ジョウゴ沢は大滝までは踏み跡もあったので

すが、此処から先は見当たりません。登り始

めは殆ど埋まらなかったのですが、登るに連
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れて足首、脛、膝と深くなっていきます。わかんは持って来ていないので、ラッセルにならな

いようにルートを考えて登ってみますが、最終的には腿くらいまでのラッセルになりました。

登るのに夢中で、気がついたら風は強いし雪は降っているし、更にホワイトアウト気味で、稜

線は既に見えなくなっています。 

幸い目標にしていた大岩と左手の尾根は確認できたので、そのまま進むと岩稜帯に辿り着きま

した。八ヶ岳特有の脆い岩場で動く岩も多いのですが、3 級程度なのと短いのとメンバーのア

イゼントレーニングも確認していたので、ここはロープ出さずにフリーで突破。 

上がると見慣れた硫黄岳のだだっ広い風景が広がり、稜線に抜けた事を確認してメンバーと握

手！しかもドンピシャで頂上直下でした！！ 

頂上の道標で記念撮影したら、風が強過ぎて耐えられないので早速下降開始。「寒い、お腹す

いた、温かい物が食べたい」などと話しながら下山して、暖かい赤岳鉱泉に戻り小屋のカレー

を食べて満腹になり、満足してテント撤収して戻りました。 

 

アイスクライミングだと同ルート下降とい

うのが多かったりするので、稜線まで抜けて

更にピークを踏む事が出来た、今回の山行は

満足度が高かったです。アイスのシーズンは

短いので頑張って沢山行きたいです！！ 
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高 尾 山 (新年山行) 

 池本、今泉、鎌形 

 

山行日・・2018 年 1 月 6 日 

参加者・・L.鎌形、兼堀(善)、石井(美)、浅井(裕)、関口、殿塚、森(律)、山崎(正)、 

     土屋、黒沢、小野寺、出口、新島、森(花)、染谷、今泉、宋、池本 

コース・・南越谷 6:36…7:16 西国分寺 7:26…7:50 高尾駅 7:58…8:01 京王高尾 

     8:15 登山口―稲荷山コース―奥高尾北斜面―11:00 一丁平 12:25―琵琶滝 

     ―14:35 高尾登山口 

 

 数年ぶりの山の会の山行参加とても敷居が高い。例えて言うなら久しぶりに故郷の柴又

のとら屋に帰ってきた、フーテンの寅さんの心境です。因みに私は、柴又の中学校出身な

のです。しかし、そこには、しっかり者の妹さくらのような祐子さん、出来の悪い甥を心

配するおばちゃんのような、黒沢さんや小野寺さんや関口さん、世話の焼ける弟分の面倒

を見てくれる兄貴分の美樹さんや染谷さんが居て、いったん中に入れば、アットホームな

気分になれるのです。おまけに、マドンナの新島さん、森律子さん、花江さんが迎えてく

れる。会を支える兼堀会長には、お世話になりっぱなしです。イケメン長身の宋さん、経

験豊富な殿塚さん、新会員の土屋さん、今泉さん、出口さんの女性人など、新しい出会い

もありました。山崎さんは今年の箱根駅伝の青学のランナーのように、足を攣りながらも

完走。最後に、リーダーの鎌形さん計画、準備いただきありがとうございます。 池本 

 山の会新年山行、お天気に恵まれ楽

しく登れて本当に良かったです。山頂

から見た富士山のきれいなこと、感激

しました。 

 メンバーの皆さんが作ってくれた、

野菜スープやお汁粉が美味しくて最高

です。有り難うございました。霜柱雪、

初めて見て、また感動しました。本当

に楽しく、美味しい、山旅でした。  

今泉 

 

7 年目にして初の新年山行。昨年は無かったのでリーダーに手を挙げました。1 年の初め

なので、天気が良く風もなく穏やかな中で食事がしたいなーと願っていましたが、行いの

良い皆様のお蔭で良い天気に恵まれました。期待したシモバシラの華も見る事が出来ほっ

としています。今年 1 年の良いスタートが切れ、皆様に感謝です。  鎌形
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八ヶ岳 天狗岳 

(2646m) 

 山崎寧子 

 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、会員外１人 

【日 程】 20180113 

【行 程】 渋の湯発 8:00→黒百合ヒュッテ着 9:50→発 10:10→中山峠着 10:20→発 10:30→西天

狗登頂 11:40→登頂から下山開始 12:10→黒百合ヒュッテ 13:00→渋の湯 14:00 

 6時間行動休憩込み 

【感 想】 

厳冬期の山に、いよいよ挑戦する。というと聞こえはいいが、自信のない私を、まず冬山入門の

八ヶ岳天狗岳に登りませんか？ 

と、ガイド並みの知識と技術と力をもつ彼女に誘われ、歩く

ことにた。 

八ヶ岳天狗岳は標高 2646メートル 

渋の湯からしばらく続く樹林帯は、ひんやりと優しい空間を

作り、黒百合ヒュッテで、一呼吸。 

チェーンスパイクから、12本爪アイゼンにはきかえ、レイ

ヤーを重ね、ポールをピッケルにもちかえ、2000メートル

越え厳冬期登山が始まる。わくわくと緊張、風が吹いても、

寒くても、登れるこたが楽しい。アイゼンで越える岩場は、

超恐怖。 

でも、一歩一歩と歩ける幸せが、心臓の鼓動音に比例する。

積雪量薄い岩の上も、ひょいひょいと、軽快にアイゼンを弾

ませる彼女の後ろ姿は、まるで「岳」の「三歩」そのものの

ようだ。 

山頂付近の強風に、そぞろ足の私に、「今日は、まだましな

方ですよ。」と、ささやき「がはは。」と笑う。 

「山頂わーい」 

「さむーい。ちょっぱやでおりようよ。」 

彼女が「ガハハ」と、余裕の笑顔で答える。今回、熟練者と自分の大きな違いは、手袋をしたま

ま物事をこなす要領の良さだった。彼女は手袋で掴みやすいように、ファスナーに、ひもをカス

タマイズしたりと細かな工夫をしていた。そんな小さな工夫の積み重ねが、時間短縮に役立つ。 

それと、ピッケルの扱いが上手い。雪山におどろく程に慣れている。今回の登山を、「たまにはハ

イキングに行きたい」と発言した。その経験値と技術のの高さに、自分はどこまでできるかな？ 

ますます山が楽しいと再認識できた山行だった。
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日光白根山 

（栃木県群馬県 2578ｍ） 

山崎寧子 

 

メンバー山崎、会員外３人 

16日火曜日 日光白根山に、行ってきました。 

 

先日八ヶ岳天狗岳に登り、雪山の素晴らしさに感動。もっともっと登りたい気持ちが高まり、今

回は日光白根山に行ってきました 

ロープウェイ駅～七色平～山頂ピストン 5時間休憩込み 

登山道をそれて雪の中を、つぼ足になってはしゃぎ。 

ドロっと疲れ、真っ白の斜面の手強さも心地よく、あっという間に、あら山頂という楽しさで、

これもそれも、すべて天候に恵まれたおかげかな？ 

無風の白根山と、貸し切りの山肌、 

ピッケル、アイゼンが、ギュッキュっと、雪をつかんでなる度に、わくわくして楽しくてしょう

がない。 

山頂からみた、どかんと男体山と、中禅寺湖、夏との違いが最高でした。 

山って、「わーい」 
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安達太良山 

（福島県 1718m） 

 

山崎寧子 

 

2018 01 20 21 

亡き山仲間の慰霊登山にいきました 

山頂に向かう稜線に出ると、横殴りの風が時おり、ビュンビュンと叩きつける。 

それは、山頂に近づくにつれて、頻繁になる。 

またか！ 

3年前もこの、横殴りの風にあおられ、地面に叩きつけられ、山頂は諦めた。 

今回もかと、期待せずに歩くと標柱が目の前に。 

ホッとリックをおろし、 

写真を撮影しようとするも、がーん。スマホが電池切れに～まいっか。 

くろがね小屋に向かう道は、ホワイトアウトに近い状態。 

空から地面から、雪と風が渦巻き、前方 2メートル先は見えない。 

前と間をあかないように、ゆっくりと急ぎ足ですすむ。 

本当にホワイトアウトしたら、こごえちゃう。 

あと 30分しないでつくはず。一度歩いた道だから大丈夫。 

頭の中で、ぐるぐると不安と大丈夫が繰り返される。 

安達太良山は、いつも風が吹いている。 

 

夜はチーズフォンデュでお腹一杯。 
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笛吹川 東沢 乙女の滝 

長田 一樹 

 

1/28 CL長田 一樹 会員外 

西沢渓谷駐車場 7：10→鶏冠谷出合い 8：10→山の神 10：40→11：20 乙女の滝 11：35→

上部 40ｍ滝取り付き→上部大滝下 2P 目取り付き 13：30 懸垂下降開始 14：10→乙女の滝

下部 14：45→13：20 山の神→16：30 鶏冠谷出合い 16：40→17：30 西沢渓谷駐車 

 

アイスクラミングのマルチピッチの練習をやりに、乙女の滝 50ｍに上部 40ｍと 80ｍがあ

るらしく丁度良さそうなので行って来ました。今週は冷え込んだので氷結具合もバッチリ

だろうと思っていましたが…。往復の渡渉とアイゼン付けての沢歩きが核心です。 

 

いきなり鶏冠谷の出合いでメンバーが氷を踏み抜き左足と右手を水に漬けてしまう、慌て

たが、幸い左足は靴の中まで濡れなかったので濡れた中間着を着替えてもらい、ベースレ

イヤーは絞ってタオルで拭いて、凍って冷たくて駄目なようなら撤退と決めて、乙女の滝

を目指す。出合いにテントが在り鶏冠山方面と東沢方面両方に踏み跡はありました。 

雪で岩や水面が隠れて、所々沢も凍っているのでアイゼン付けて進んで行きますが、何処

に岩が有って？乗っかれる氷なのか？解らないので遅々としてスピードが上がらない（汗）

それでも進んで行くと氷爆がアチコチに見受けられます。先行 P は山の神手前から右岸に

行き、そこの滝を登っているようです。山の神から先は、旧い踏み跡があり、それにつら

れて上がったのが間違いでした。赤テープに沿って行くと、何年か前の沢登りの時に沼田

さんが滑落しかけた場所に出てしまい、

やっちまったと思いましたが何とかク

ライムダウンして沢に復帰、ココは沢沿

いが正解です。 

凍った沢の上を何度か渡渉していると、

案外丈夫だなと思い始めた矢先、パリン

という音がして、自分の左足が氷を破っ

ている（汗）冷静に捻って無いよなとか

折れてないよなとか思っていましたが、

素早く抜くのが正解でした。 

ゲーターしていたので内部に水は入りませんでしたが踝の上部辺りまでは浸水した感触で

す。取り敢えず気温も低くないしメンバーのベースレイヤーや靴も大丈夫そうなので続行

です。更にもう一度左足で踏み抜いて（笑）ようやく乙女の滝到着…。 
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良く見ると滝が何か細い（汗）両

脇はベルグラで岩が透けている

し、近づいてアックス指してみる

と柔らかいし、指した瞬間に蜘蛛

の巣の様なクラックが走り上層

部分が崩壊する。試しにスクリュ

ー入れてみると、最初のみ表面が

浮き上がるが何と収まるので、時

間決めて登る事にして準備して

登攀開始。両サイドは駄目なので

中央から、ビレイヤーに落氷があ

るので左にずれていてと、お願い

してスタート！バーチカルでは無いから腕は楽なのですが、距離があるので脹脛が辛い、

止まってスクリュー入れるのが億劫になるくらいです（汗）上部で雪が溜まっているので

払うと、氷が無い？ってか岩肌？？？八ヶ岳のブルーアイスが恋しいなと現実逃避したか

ったのですが、「あっ！崩壊したんだ！！」と納得したので、そーっと右手にトラバースし

て、下部より更に緩くなって水が浮いている氷面にスクリュー一本決めて抜け口へ上がる

と、丁度 50ｍ一杯になったので、滝上部右側にてスクリュー二本で支点構築してフォロー

を引き上げる。そう言えば山口さんが「雲竜渓谷行ったけど、氷柱が育っていなかった」

と役員会で言っていたなと思い出したのが此処でした。フォロー引き上げて上部 2P 取り付

きへ行こうかと思ったのですが、2P 目を登り始めると確実に撤退時間の 2 時は過ぎそうで

したので、メンバーのマルチのリードの練習とし、取り付き付近迄リードしてもらう事に

する。 

傾斜が緩く登り難そうでしたが、スクリュー打つ練習になって立ち木での支点構築の練習

にもなったようです。上部も登って見たかったのですが、次回にと誓って帰路につきます。 

 

懸垂下降 2 回で取り付きへ、右岸側に残置支点あるのですが、右岸側の氷が薄いので降り

る時に崩壊して下に降ってきます。降りたら装備解除して水分と食料補給、帰り道は自分

達の踏み跡があるので割りと楽でしたが、雪がサラサラで半日ほどでも崩れて踏み跡が分

からなくなっていました。それでも行きに比べればペースも上がり、ヘッデン下山かと思

っていましたが、本格的に暗くなる前に駐車場へ到着出来てホッとしました。 

初花でお風呂と食事済ませて、渋滞の無い冬の中央道で快適に帰宅できました。 

 

霧積や雲竜渓谷などのゲレンデでのアイスもフリー感覚で楽しいのですが、やはり自分は

アプローチがあって、山の中に入って行くアルパイン感覚のアイスクライミングが好きだ

なぁ実感した山行でした。
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四ツ又山(899m) ・ 鹿 岳(1015m) 

                                鈴木 廣 

★山行日  ２０１７年１２月３日（日） 

★メンバー Ｌ鈴木 廣、山口 敏雄 

★コース  

車 5:30 草加駅前～外環・関越・上信越道～下仁田 IC～大久保登山口 8:00＝8:10 登山口発～大

天狗峠 8:45～四ツ又山山頂 9:20～マメガタ峠 10:15～鹿岳・南峰 11:35～12:05 鹿岳・本峰着

13:00 下山開始～下高原鹿岳登山口 14:16～大久保登山口（駐車場）14:30 

       

 下仁田 IC を降りるとすぐに、前方に下仁田富士と呼ばれる四ツ又山と鹿岳が聳え、誰でも忘れ

ることのない形の目立つ山です。 

 大久保集落の四ツ又山登山口に駐車し雑木林を抜け大天狗峠分岐に出ると、登り口にひっそり

と大天狗と彫られた小さな石（明治１１年）が足元に立っていた。 

 鹿岳を横目にしながら急登をかせぐと、まもな

く四ツ又山山頂で神官像が立ち、いかにも信仰の

深い山であることがわかる。 

 二峰～四峰へと越えると今度は急降下でマメガ

タ峠に着くと、またもや直登で鹿岳の南峰（一峰）

と北峰（本峰）のコルに向う。 

 真下から見上げると目まいがしそうな切り立っ

た岩壁、梯子やロープ・鎖と足場が悪い。まず、

一峰を制覇。麻利支天の石碑があり、岩上からの

展望は格別で浅間山だけが本峰に隠れていたが、素晴らしい大展望。コルに戻り、本峰に向う。 

 やっぱり梯子やロープの連続でキツイが、楽しさ一杯。尾根に出れば確かな踏み跡が山頂まで

続く。本峰到着は正午。南峰同様３６０度のパノラマ。今度は浅間山もバッチリで、妙義・荒船・

八ケ岳を眺めながら昼食にする。 

 １３時に下山開始。コルまで戻り南峰の付け根から下高原に下るがコースタイム以上に長く感

じた。とにかく山頂からの景色が最高の山でした。 

 山口さんの参加で安心して山行が出来、有り難うございました
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赤 城 山  

（群馬県 1828m） 

山崎 寧子 

 

メンバー 山崎寧子 鈴木勝幸 会員外１ 

20180128日曜日に行ってきました。 

 ～黒びつ山～展望広場～駒ヶ岳～  4時間休憩込み 

 

四年前、夏に行った赤城山、ガスガスでなんも見えなかった。 

今日は、ほぼ 360度の展望無風 こんなに素敵な山とは！ 

登る前に地図に、見えそうな山の名前を書き込み、方角を覚える。 

いざ展望広場へ臨むと、す、すごい。 

山、山、山、近くに遠くに、スッキリと山が静かに自己主張していた。 

しらないおじさんが、あれは⭕山、あれは、あれはと、予習はいらなかったかな(笑)うざいく

らい楽しそうに話しかける。こちらも楽しくなる。 

駒ヶ岳に向かう稜線は、さらさらの雪を楽しみながら歩く。 

気温は２度。暖かい 

 

当初は友人と二人で登る予定だった。ちょうど勝さんが先週行ったとの情報が入り、道路の

状況をヒアリングしようと連絡をいれたところ、 

心配だからとつき合ってくれた。 

安心感一杯の保険つきになった雪山は楽しさ⭕倍増

になった。 

思いっきり、先輩のお言葉に甘えて、思いっきり、

澄んだ空気の中  

思いっきり、山を楽しんできた。 

やわらかな陽射しが、ますます暖かい。 

ありがとう大先輩。赤城山、「わぁ～い」 

 

############### 

赤城山（あかぎさん、あかぎやま、後述）は、関東

地方の北部、群馬県のほぼ中央に位置する山。太平

洋プレートがオホーツクプレートに沈み込んでで

きた島弧型火山である。また、赤城山は、カルデラ

湖を伴うカルデラを持つ、関東地方で有数の複成火

山である。ウキぺディア 
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景信山～陣馬山 

小野寺 英子 

山行日：Ｈ２９年１２月２２日 

参加者：Ｌ小野寺・小林（い）・松田・山本（敬省略） 

【コース】 

南越谷 7：43＝＝西国分寺 8：27＝＝高尾駅北口＝＝8：58（２番）バス＝小仏 9：35 

小仏登山口 9：40-景信山頂 11：40～12：10-明王峠 13：54-陣馬山頂 14：41-和田バス停 15：42

＝＝藤野駅発 16：11＝＝草加 

 

ケガ以来、少し山行が出来るようになった嬉しさに正月前にもう１回山に行き、来年に繋

げたいなぁ…と思い、声かけをしてみた。早速３人の方々が参加して呉れた。 

景信山に久し振りに行くことにして、調べたら小仏までのバスは平日１時間に一本しか無か

った。まぁ城山まで足をのばせるかな？そんな感じて行く。 

以前に来た時よりも、やはり少し厳しく年齢

を感じた。殆ど樹林帯の中を進むとパーと開け

たら景信山です。お茶屋が沢山有るが、私達は

少し離れた所でいつ子さん持参のなべ焼きうど

んで昼食！！ 

美味しかったよ。ついでにお天気も良いので陣

馬山迄行って見ようかと…４人で地図確認！行

って見る事に決定。陣馬までは５.7 キロもある。

のんびりは出来ない。 

４人共初めてのコースだった。明王峠までは小さなアップダウンが何回も有ったが、全て

巻道が有った。勿論私達は全部巻いて行った（笑）やっと見慣れた明王峠に辿り着く。写真

を撮って先に進む。 

１時間ほどで陣馬山に着いた…が、あれっ！誰も居ない！いつも沢山の人達が休んでるのに

…変だな！まだ３時まえなのに…不思議な風景に戸惑う。記念写真を撮って、いつ子さんが

茶店で和田までのバス時間を聞いてる。１時間後のバスに今なら間に合うから急ぐように言

われ、何だか追われるように、お礼もそこそこに

下山！落ち葉がびっちりと敷き詰められた、ふか

ふかの登山道を心地よく下る。本当に転がるよう

に下りた。残念なのはもう少し時間を掛けてのん

びりと下りたい穏やかなコースだった。車道に下

りてからバス停まで少し歩き、バスが来るまで少

し余裕が有った。藤野駅からも乗り継ぎ良く、穏

やかなお天気の中、一年の締め括りの山行を終え

る事が出来ました。皆さんお付き合い有難う～

陣
馬
山
頂
上 

楽
し
い
昼
食 
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雪山デビュー！ 日光高山山行報告    

宮澤 

 

【日程】  2018年 1月 20日（土） 

【メンバー】  L.浅井て、松田、山﨑正、殿塚、奥村、畑野順、山本、兼堀善、和

田、浅井ゆ、宋、山口敏、小野寺、宮澤 

【コースタイム】 草加 5:30発 =高山登山口 8:20出 –  

高山山頂 11:20 ～12:00 - 登山口着 14:00 

 

特に雪山に興味があった訳ではないのだが、冬だからといって山に行かないのは勿体ないよ

うな気がしていた。昨年末に山の会に入会し、今は色んな山に挑戦したい気分。記念すべき

雪山第一弾は、日光高山！ 

寒い日が続いていた（実際翌週は 48年ぶりとなる大雪になった）が、当日は快晴！思ったよ

りも雪が少ないようなので持参したワカンは車に置いていくことに。“初めて”の不安要素が

一つ減り、少しほっとする。 

登り始めはなだらかで、一部に残雪があるものの凍っておらず、「いつもの」登山。太陽が顔

を出しているが顔に当たる冷気が気持ちよく、暑くも寒くもない最高の天気！途中から地面

に氷が多くなってきたのでアイゼンを装着する。初めて持つピッケルはやや手持無沙汰であ

ったが、それでもやはり「いつもの」登山。頂上を前にある雪の壁を見るまでは。。。 

 

膝下がすっぽり埋まるほどの雪

の中を、リーダーの浅井さんの踏

み跡を固めながら歩く。これが、

ラッセルなのかな？？ 

先頭から4番目にいた私が踏む雪

はまだ柔らかく、しっかり固まっ

ていない。途中からリーダーの浅

井さんがワカンを装着した。ふも

とでは車に置いて来る判断であ

ったが、念のために持って来た方

がいたことに驚く。 

時々思った以上に雪が深く、すっ

ぽりと足が嵌ってしまうのもただただ楽しく、足を進める。あっという間に頂上にたどり着

いてしまい、もう少し歩きたい気分。いつの間にかピッケルが手になじんでいるのに気がつ

く。 

 

山頂も太陽の光が暖かく、休憩時も寒さを感じなかった。沸かしていただいたお湯で入れた
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暖かいスープが身に染みる。下山の際に、行きで登った傾斜を上から見て、その傾斜に改め

て驚いた。登りよりも下りの方が少し恐い。 

下山後は殿塚さんお勧めの温泉で暖まり、夕飯前に帰宅。 

好天に恵まれ、雪山の美味しいとこ取りをしたような一日となりました。 

 

次はもっと長く歩きたいな～ 

ワカンもスノーシューも気になる！ 

この冬は何回山に行けるだろう。楽しみ！ 

同行の皆さん、ありがとうございました！ 
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忘年山行  太平山  ３４１m 

 

小野寺英子 青木麻子 

山行日 ：平成 29年 12月 9日 

メンバー：1班全体 Ⅼ小野寺・阿部・井口・和田・新島・染谷・黒澤・鈴木・青木 

     2班   Ｌ兼堀(善)・澁谷・江崎・大門・奥村・松田・松浦・殿塚・中島 

     3班   Ｌ石井(美)・小林(い)・関口・今泉・畑野(仁)・山口(敏)・四宮 

小林(真)・小宮 

     4班   Ｌ浅井・兼堀(恵)・山崎(正)・杉山・松井・畑野(順)・森(律) 

          平野・石井(文) 

行程  ：草加駅 7：44－8：58新大平下駅－10：20謙信平－10：40大平神社  

－11：00富士浅間神社－11：30謙信平－11：20昼食 13：40－14：20新大平下 

 

太平山（忘年山行） 

８月初旬に骨折で手術をしてからは、予定していた聖岳や越後駒ケ岳は参加の皆さんに大変

なご迷惑をかけてしまいました。 

でも１２月の忘年山行だけは責任をもって終わらせたいと思い、必死に治す事に集中しまし

た。お陰様でリハビリの先生方も感心する程の早さで治療が進み、治す事が出来ました。３

５名の大人数にびっくりしましたが、班分けをしていつ子さん・恵美子さん・渋谷さんと三

人の方々のお助けを借りて【きりたんぽ鍋】を作り、喜んで貰えたと自負して居ります。 

テントサイトの原稿はまだ新しい青木さんが快く引き受けて下さり、私はちょこっとスペー

スを貰い一言書きました。本当に有難う御座いました。今、私は本当にホッとして居ります。     

 小野寺 英子 

 

 

 当日は今年の締めくくり忘年山行、３５名参加の大所帯となりました。皆さまの思いが通

じたのか、前日の雨は止み空もすっきりと晴れ渡っていました。 

 新大平下駅からは班ごとにスタートです。登山口から石段を登り、尾根道をしばらくワイ

ワイと歩いて行くと謙信平に着きました。目の前には関東平野が広がり、そしてはるか遠く

に富士山も見えました。なぜか富士山が見えると嬉しくなります。その後、あじさい坂を通

り石段を登りきると太平山神社の本殿に出ました。今年１年の無事を感謝しお参りをしたら、

本殿右手の奥宮入口から登山道を登っていきます。富士浅間神社を通過し山頂に着きまし

た！ 

 山頂のあとは待ちに待った小野寺リーダープロデュースのきりたんぽ鍋です。おもてなし

の心がたっぷり詰まった温かいお鍋と、皆の楽しい笑顔で最高の一日でした。 

 ありがとうございました！！ 

青木 麻子
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大幡川 四十八滝沢・上黒平アイスクライミング 

長田 一樹 

 

Cl 長田 一樹 会員外 

2/11 8：00 宝鉱山駐車場奥の駐車スペース 8：20→北口登山道入り口→道間違い(戻り)北口登山

道入り口 11：40→初滝 12：25→3段の滝→14：30 初滝取り付き 14：45→15：45 駐車スペース 

 

2/12 10：30 上黒平駐車スペース 10：45→11：30 最初の滝 11：45→12：20 左岸滝 12：50→13：

10 最初の滝 14：00→15：00 駐車スペース  

 

世間的には 3 連休だが、2 月、3 月の土曜日は休めない自分にとっても貴重な 2 連休でした。当

初は赤岳東稜を計画していましたが天気予報は…(TдT) 

気温上がった後の、冬型での降雪は雪崩の危険もあるので泣

く泣く東稜は中止にしました。天候も不安定で、いっそ伊豆

方面にてフリーでもと思ったのですが、冬だし日帰りアイス

なら撤退も簡単なので 2 本立てで行って来ました。慌てて用

意すると落とし穴がある事を痛感した山行でした。 

 

2/11 

都留インター降りると漸くガスも晴れてきたけど、気温は高

め(汗)氷結具合が心配でしたが、取り敢えず行って見る事に

して駐車スペースへ 

神奈川から来られたパーティーが先行してスタートする。こ

ちらも準備整えて 15 分後にスタート、地形図プリントアウトしたのを会社に忘れたのを思い出し

たのは北口登山道入り口に着いた時でした。それでも先行パ

ーティーの踏み跡とメンバーのヤマレコから落としたと云

う GPXファイルがあるから大丈夫と思って進んだのが間違

いでした。二時間近く歩いても初滝が出てこない、先行パー

ティーに追い付くと間違えたようなので戻るとの事、もう一

度 GPS のファイルを確認してもらうがコースからは外れて

いないとの返事…。 

もう少し進んでみますと伝えて分かれて暫く行くと、またも

堰堤(汗)三つ峠の電波塔がやけに左に見えるので進行方向

にコンパス当てると西北西、やっちまったと北口登山道まで

戻る事にして仕切り直し、先日の気温上昇で雪崩たのか？小

規模なデブリを何個か通り過ぎ、ようやく入渓点に辿り着く

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-327010.html
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と、先行パーティーの方々が登っていました。 

少し待って、先に行くことして左側を登らせて貰う、二本支点を取って抜けてフォローを引き上

げる、上部の 5m 無いくらいの滝はフリーでも良かったが練習なのでロープ出して登り、本流方

向を見るも氷結具合は悪そう、右手に 10ｍくらいの滝が見えたのだが下部の 5m の滝がシャバシ

ャバで水流が透けて見える。フィックスロープがあり、それを使って小尾根を登れば辿り付けそ

うだったが、余分なアプローチで体力消耗してしまったので降りて同じ所で練習して下山しまし

た。 

他人の GPX ファイルは 100％信用しない！！ 

 

2/12 

黒平（くろべら）は昇仙峡の更に奥にあり、行ったことのない所でしたので興味が有り、尚且つ

公開されていないアイスの場所があるようですので行って来ました。 

荒川ダムを過ぎて、野猿谷に入ると凍ってはいるが、それ程成

長しているようには見えなかった。若干心配になりながら進ん

で行き、ネットの写真とグーグルストリートビューと地形図と

で目星を付けていた辺りで準備して、取り付きを目指す。 

少し下ると踏み跡があるが、昨日の例もあるのでコンパスで確

認して進む、渡渉して支流を進むと、踏み跡が続き先にある滝

を登っている人達が見えた。こんな所に？と思ったのは向こう

もそうみたいで、挨拶すると埼玉県学連加入の 4 人パーティー

でした。待っている方から駐車場の情報を聞くと、やはり駐車

スペースは限りが有り、大人数は無理そうです。 

4 人全員が登られて行ったのでコチラも出発。 

真ん中は登られているからか？結氷具合なのか階段状で登り

易そうだけど脆そうなので若干右よりを登る、昨日より温度下がっているので未だマシだけど、

アックスを刺すと白く割れるしスクリューも効かない場所があった。上部がどうなっているか？

解らないので上がって行くと左岸側に何本か登れそうな所が有ったので、登ってみることにする。 

一番マシそうなのでも落口が繋がっているか？下から見ても微妙だが、落口付近に木が二本あっ

たので最悪それを使えば行けそうでしたので、取り付いてみました。 

下部はスラブで脛ラッセルと、ダガーポジションで登る。立ってきた所に着いたらスクリューで

支点を取って登り始める、更にスクリュー二本で支点を取って落口に行くと繋がって無いです(泣)

しかも上部は氷が薄く岩も露出していてフッキングになるので、思わず木に抱きついてスリング

で支点作成して、漸く落ち口を抜ける。 

更に上のもっとマシな灌木でビレイ点作成して後続引き上げてから懸垂して終了。上に行こうか

迷ったのですが、上部迄 20 分位かかるのと長いけど寝ているので、先程の下部滝でルート替えて

登る事にして下降。真ん中より右を互いにリードで登って懸垂で降りて終了。 
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駐車スペース確認しつつ降りて、ローカルな国母温泉で汗流して、中央道が混んでいたので 20

号線沿いの大盛り食堂でご飯食べて、20 号線で時間調整しながら帰り、19：45 に小仏トンネル

の渋滞が解消されたのを確認して、上野原から中央道入って帰りました。 

 

シーズンが短いので仕方無いのですが、もう少し登り込んで経験や技術を貯めたいというのも正

直な気持ちでが、今シーズンはアイスクライミングに 4 回ほど行けたので満足です。 
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生藤山・山行報告 

阿部 芳夫 

日 時・・・・・Ｈ３０年２月８日（木）（晴） 

メンバー・・・・Ｌ阿部芳夫,兼堀善和,松田 武,鈴木 廣，兼堀恵美子,井居奈美, 

澁谷久美子,平野祥子, 

コースタイム・・南越改札集合 6：20＝＝6：27 分発＝＝国分寺＝＝高尾 7：47 発＝＝ 

       上野原 8：06 着＝＝バス上野原 8：30 発＝＝石楯尾神社前 8：50 着～ 

        9：00 出発～～甘草水入り口 10：50～～三国山 11：00～～昼食 11：20         

     ～～生藤山 12：30～～連行峰 13：30～～和田バス停 15：00 着 

 

今日は天気も良く風もないので絶好の登山日和だ。石楯尾神社前の広場で登山の身支度を

して林道を歩き始める。この辺は多少雪もあり凍っている所もあるがまだアイゼンは 

いらない。佐野川峠を過ぎ三国山に登ってみるがあまり展望は良くない、でもベンチが何ヶ

所もあるので、ここで昼にしようと昼食をとることにした。今日は雪があるせいか他の登山

客は誰もいない、ゆっくり休むことが

できた。昼食後下りに入ろうとしたが

雪が多くて危険なためアイゼンを付け

る事にして、全員アイゼンを付けて歩

き始めた。 

やはり安全だ、案外早く生藤山だ、

しかし雪がいっぱいで登山口を見逃し

てしまった。 

下の方が巻き道になっている、雪が

多くて登り口が見えなかった。そのま

ま巻き道を半周して反対側に行ったらようやく登り

口が見つかった。そこから生藤山登山だ。そこは急

登の岩だらけだ、危険な岩山になっている、ただ雪

は急な岩と風で飛んでほとんど積もっていない。何

とか頂上に登り写真を撮ろうとしたら丁度,ようや

く他の登山者と出会い写真を撮ってもらえた、少し

休んで又崖を降りて巻き道の登山道を下った。やは

りそこからは大雪の中を和田バス停を目指して雪中

行軍だ。小さな山のアップダウンを繰り返してよう

やく和田バス停方面の道標が見えた。そこからは安

心してバス停を目指しており始める。雪はまだ多いのでアイゼンは付けたままだ和田の集落

はなかなか見えない疲れもだいぶたまってきた。その頃にようやく集落が見えてきた。雪も

ほとんどなくなってきたのでアイゼンを外し林道～車道を歩いてバス停に到着した。この生

藤山も気楽に考えていたが結構歩きがえのあるきつい山だった。参加者の皆さんお疲れ様で

した。ありがとうございました。
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クライミング合宿 城ケ崎 あかねが浜、シーサイド 

山崎 寧子 

 

2018_2_17_18 ヶ崎 あかねが浜 シーサイド 

クラックを登りに行くっていうから、本と～は、ちょっと気が進まなかったんだ。 

だって、ドン臭い私には無理だよ。 

クライミングも、もうやめようかな～って、ちょっと内心思ってたんだ。 

やっぱ健康な体でないと、登れないよ!。 

右半身の神経がなぁー。どこまで、回復するかわからないよー。時間かかるなぁー。 

なんて、思っていると、 

「楽しく登るだけで、いいじゃん」 

「いいんだよー」 

背中をおされ、恐るべしクラックエリアへ。 

割れ目に、グーを押し込み、パーを押し込み、

グリグリと。 

外れないのを確認して登る。また登る。気持

ちいいくらいに体が動く。 

「寧子さん、クラックの方が上手～」 

 

必殺のお褒めの言葉を貰い、いい気になって

また登る。トップローブだけどー。 

懸垂下降は、あれもこれもとダメ出しがいっ

ぱい。 

素直に褒められ、素直にアドバイスを受け。

そして、素直に喜び、反省する。 

微々たる成長を暖かく受け入れてくれる登り

仲間が、私のためにローブを張ってくれる。 

「ありがとー。わーい、登っちゃうよー。」 

 

クライミングは、一人ではできません。信頼できる仲間が必要です。最初はどんな人

かわからない。 

そして、人の成長はさまざま。 

グレードの高い低いに関係なく、自分の頑張りを、時には厳しく、暖かく応援してく

れる仲間づくり。そこから登りがはじまる。 

技術の高い人は奢ることなく、未熟な人はできることから、 

仲間たちは、互いに相手を思いやる気持ちから作られる。 

登るとは、技術だけでなく、人間をより豊かに成長させる。 
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冬（12～2月）の山行記録 
記：山口 裕史 

１）景信山～高尾山 山頂で餅つきを楽しむ 

山行日：2017年 12月 3日 

メンバー：L山口裕、会員外 

コースタイム：6時間 50分（山頂で 3時間 15分） 

景信山の茶屋では杵・臼があり予約すると餅つ

きができる面白い場所です。 

今回は忘年会を兼ねて餅つきをしてきました。

天気は快晴で晩秋の紅葉狩り、餅をいただいて

いる最中も終始ぽかぽかで気持ち良いまさに

最高の日和でした。何十年かぶりの餅つきに心

躍らせ、楽しい時間を過ごせました。 

山自体ですが、陣馬から高尾までのこのルート

は歩きやすいし、休憩ポイントになる高尾山、

城山、景信山、陣馬山にはお手洗いあるし、少

しステップアップしたい人にはお勧めです。詳

しくは概要の方へ。特に陣馬より先は人もぐっと減り山らしい静かさがありますよ。  

景信山から高尾山の稜線は横幅も広く歩きやすいコースです。 

・高尾山で物足りなくなった方は、奥高尾の景信山まで歩くと面白いでしょう。 

・さらに歩ける人は陣馬まで。 

・それで足りない人は生藤山を経て戸倉三山まで。瀬音の湯いい温泉ですよ。 

 

 

２）楢抜山・周助山の地図読み山行 

山行日：2017年 12月 10日 

メンバー：L山口裕、会員外 

コースタイム：4時間 55分 

今年 2度目の読図講習です。前回はナイトハイ

クでの読図講習で本当に地形をよく見ながら歩

くのが勉強になりましたが、今回は山と高原地

図には掲載されていないルートでの読図講習。

と言っても拍子抜けするほど踏み後しっかりで

した。そんな中、踏み後を通らずに尾根を直登

してみたり、地図は片手に持ち数十 mごとに地
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図の等高線を見ながらコンパスで先を指しながら歩くことに重点を置いたので、これも勉強にな

りました。やはり読図は大切ですね。 

地図には周助山と書いてあったところが登戸だったり、実際と異なる情報の場合があることも今

回は把握できました。大切なのは自分が地図のどこにいるかを常に把握できること。そしてそれ

を基に地形を理解し進むべき場所を判断することだと改めて認識しました。 

今回は私が愛読している「埼玉県の山」「関越道の山 88」の著者である打田先生が講師とあって、

充実した研修会になりました。2 冊持参して快くサインと一言を入れてくださり大変うれしい山

行となりました。次は打田先生ともっとバリルートでの読図講習をしたいですね。  

 

 

３）北武蔵ロングハイク 

山行日：2017年 12月 17日 

メンバー：L山口裕 

コースタイム：6時間 40分 

長瀞駅 8:05～8:54 宝登山～9:13 氷池分岐～9:33 南向山萬福密寺～10:49 不動山～11:19 雨乞山～

12:09陣見山～12:50虎ヶ岡城址～13:56鐘撞堂山～14:24大正池～14:45寄居駅 

宝登山、不動山、陣見山、雨乞山、鐘撞堂山の埼玉百名山 5 座を一気に歩きます。今週は昨年撤

退した空木に行く予定でしたが、天気予報では長野は芳しくなく中止となりました。昨日は忘年

会を早々に切り上げて今日はガッツリ独り歩き。秋になかなかできなかった低山ロングハイクで

す。ルートは以前から気になっていた秩父の北側に覆いかぶさるようにある山塊。歩いていて北

武蔵ってエリアなんだと知りました。結構すんなり終わってしまいそうなので、どうせなら長瀞

アルプスからの北武蔵を続けて歩いてみましたよ。 

長瀞アルプスを過ぎたら人が本当に少なく気持ちよく自分のペースで歩けるルートでした。不動

への登りが若干不明瞭（破線箇所）ではあるものの総じて歩きやすいです。でも、長瀞アルプス

からと、陣見山からと 2 回ふもと

に降りるので結構なアップダウン

があります。帰ってきてログをカ

シミールに落としてみると累積標

高 2300m を越えていました。下手

な高山よりも高度差がありますね。

なかなか登りごたえがあるので、

歩きたい人にはお勧めです。奥武

蔵は地図を見ているとロングルー

トをさまざまに設定できるので楽

しいですね。 
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４）御坂 釈迦ヶ岳～黒岳 周回 登り納め山行 

山行日：2017年 12月 30日 

メンバー：L山口裕、山口敏 

コースタイム：5時間 50分 

毎年恒例になりましたが、今年最後はやはり富士山を見て締めくくりたいということで、選んだ

のが未踏の釈迦ヶ岳。この山は中央道を走っていると御坂山塊の中でも尖ってひときわ目に入る

山です。せっかくなので黒岳との尾根も繋いで富士山を 2座で堪能しました。 

今年は関東であまり雨が降っていないから雪もほとんどなし。東北・上越・北陸が凄いことなっ

ているのに不思議ですね。おかげさまで登山道までも車が心配なく入れたし、釈迦ヶ岳への急な

登りも問題なかったです。 

青空に映える白銀の南ア、北ア、八ヶ岳、そして富士山、奥秩父の山は雪無かったかな。とにか

く晴天で釈迦ヶ岳から広がる展望の素晴らしさに驚きました。こんな素晴らしい景色の山ですが

訪れる人は数名で静かな山歩きが楽しめましたね。 

黒岳は以前冬に御坂山塊を縦走した時、日の出前

に訪れた山ですが、晴れていれば本当にきれいな

富士山が見えます。山頂が平らなのでビバークし

て日の出見るのもありかと。 

今年は雨に泣かされたシーズンになりましたが、

やっぱり最後、富士山を山から見て今年も無事に

山を歩けたことを感謝しつつ、来年に向けて気持

ちが切り替えられました。 

 

 

５）仙丈ヶ岳 白銀の南アの女王は美しかった 

山行日：2018年 1月 6日～7日 

メンバー：L山口裕、会員外 

コースタイム： 

1日目 4時間 50分／2日目 11時間 50分 

年はじめの山行は、南ア北部です。当初

は 2泊 3 日で仙丈ヶ岳とあわよくば甲斐

駒もと思っていましたが、3 日目が天候

不良のようなので 2 日で切り上げました。 

戸台駐車場から北沢峠まで河原歩きは辟

易でしたが、白銀の南アの女王様があま

りに素敵すぎて登ってきた甲斐があった

ものです。仙丈沢カールが純白のウェデ
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ィングドレスをまとっているようでとても気品がありました。 

今回は、3000m 級の山にしては風が比較的弱く（それでも 10m 以上はあったと思いますが。予報

では 17mってなっていたか）、陽光が暖かくベストに近いコンディションだったでしょう。山頂か

らの 360 度の大展望、北ア、中央ア、南ア、富士山、八ヶ岳、白山まで。いつまでも留まりたく

なる景色でした。最初から会心の山行で今年はいい年になりそうです。  

 

６）谷川岳雪上訓練 

山行日：2018年 1月 13日～14日 

メンバー：山口裕、会員外 

2年前は雪がなさ過ぎて歩行訓練となってしまい、1年前は逆に当日が豪雪でラッセル訓練に終始

しましたが、今回は若干雪が少ないものの丁度よい塩梅でいろんなことを訓練出来て個人的には

大満足です。訓練内容は以下の通りです。 

●1日目：天神峠 

・天神平から峠までアイゼンの歩行訓練・及び確認。 

・斜面でのザックの置き方、足周りの装備変更の注意事項。 

・雪崩などの想定される地形の見方及びその場所での対応方法 

・ワカン、スノーシューを使った歩行訓練・及び確認。 

・滑落停止訓練 

・スタンディングアックスビレイ 

・雪尾踏み抜き者のロープによる引きあげ（2分の 1

システムなど） 

・斜面での緊急避難用の雪洞構築 

●2日目：白毛門登山口駐車場 

・スノーマウンテンの構築 

・ビーコンの使い方確認・実地訓練 

・急斜面での登下降訓練 

・ロープを使った登下降訓練 

・雪質の見方 

特に緊急避難用雪洞、スノーマウンテンは勉強にな

りました。今年はどこかでこれを構築する山行をやってみたいなーと思ってしまいました。あと

は 1 日目の夜の宴会で橋本先生からいろいろな上越の貴重な山の情報を教えていただいたので、

行きたいところは満載です。 
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７）雲竜渓谷にて氷瀑見学 

山行日：2018年 1月 20日 

メンバー：L山口裕、会員外 コースタイム：5時間 50分 

今年は雨が少なく、雪も少ないため氷瀑が発達していない

のではないかと心配していましたが、訪れてみれば予想通

りの状態です。手前側も土が見えて、氷の奥は水が流れて

いて崩落してもおかしくないような状況。現に数か所は既

に崩落しているところもあり、今年はなかなか素晴らしい

状態までは望めない感じでした。それでも久しぶりに訪れ

た雲竜渓谷は良い所ですね。来年以降、雪質が良い年には

再訪してみようかと思います。 

 

 

８）日光切込・刈込湖 雪山ハイキング 

山行日：2018年 2月 3日 

メンバー：山口裕、会員外 

コースタイム：6時間 30分 

切込湖・刈込湖は秋に訪れて静かな雰囲気が

好きだったルート。その時は山王帽子山から

太郎山まで縦走しましたが、今回は雪山を楽

しみに光徳牧場から入りました。 

いつも日光だと車で訪れることが多く、電車

で訪れるのは 20 年ぶり位かな？当時使って

いた快速はなくなり南栗橋で乗り換えが必

要になっているようです。予定通りに電車に乗ったのですが、乗換場所を間違えて新栃木に着い

た時には待ち合わせ時間に間に合わない。調べてみると到着は一時間遅れになりそうですが、時

間的には何とかなる圏内だったので後から仲間に追いつきました。 

ここ 2 週間の積雪が結構あったようで待望の雪山の雰囲気でした。ワカンをつけて歩くのはやっ

ぱり楽しいです。涸沼・刈込湖と樹林帯の中で雪原が広がる瞬間がとてもイイ感じですね～。結

氷した湖の上はちょいと探りながらでしたがしっかりと凍結していて割れる心配はなかったです。 

この時期の切込・刈込は人も少なく丹沢とかに行くよりも雪があり静かでいいですね。  
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９）那須にて県岳連の積雪期登山講習会に参加 

山行日：2018年 2月 10日～11日 

メンバー：山口裕、山崎寧 

今年は県岳連に買いが加入した年で受講できる講習会はな

るべく参加してステップアップを図ろう目的を持って参加

しました。参加者は 16 名程度、寧子さんと一緒に中・上級

者向けを受講。当日は天気も良く登山日和な感じでしたが、

滑落停止訓練から、スタンディングアックスビレイ、ロープ

ワークと、ただ単にやるのではなく、その行動の原理につい

てもしっかりと考察を聞き、実のある講習会でした。とくに

スタンディングアックス時にどの程度の荷重に耐えるかを

実施で確認できたのは良かったです。確保をすること言う事

は、万が一の時にその状態を解除していかに次の活動に移す

かと言うところまで考えねばならず、ロープワークの重要さ

を改めて痛感しました。今年はもう少しロープワーク勉強し

なければ。次回は積雪期緊急避難講習会に参加します。 

 

 

１０）湯川・南沢小滝にて初アイスクライミング 

山行日：2018年 2月 17日、18日 

メンバー：山口裕、会員外 

私にとっては初めての登山スタイルであるアイスクライミング。お試しできるまたのない機会で

す。氷瀑は雲竜渓谷に見学に行ったことはありますが、アイスクライミングの場所はまさに氷の

芸術。見に行くだけでも満足度の高い風景です。 

バイルの持ち方、刺し方、足の運び方など丁寧に教えていただき、用意していただいたトップロ

ープで登らせていただきました。こんな垂直な氷瀑登れるのかと思いましたが、意外に登れます。

が、それは最初の 1 回目だけ。登るのが下手で腕のかかる負担が大きく 2 回目以降は体を引き上

げるのも一苦労。さらに足が決まらないでずり落ちると膝強打を連発してしまいました。そんな

で 5 回挑戦しましたが、まー難しいです。それでも、垂直の氷を登ったという充実感は確かにあ

ります。八ヶ岳山荘へ移動しＪ＆Ｎで美味しい洋食をいただき、カーリングを見ながらワイワイ

とお酒をたしなみ 1日目は終了。 

2日目は八ヶ岳の南沢小滝。前日の湯川よりも標高が高いのと朝早いため早朝は気温-17℃とメチ

ャ寒い中、日陰でのアイスクライミング。リーダーが言っていましたが氷の状態はベストだった

ようです。現地について青い氷の滝を目の当たりにしてオー！と感嘆してしまいました。 

初日の体験で既に腕周りの筋肉が悲鳴、膝は氷柱にぶつけまくり青あざ状態でしたが頑張ってみ

ました…が、やはりなかなかうまく登れませんでした。蹴りこんだアイゼンは氷に刺さらず、滑
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っては腕に負担がいき本当に情けない状況。それでも氷爆を登るという新しい体験には満足でき

る何かはあった気がします♪ 

装備一式が高いのとシーズンの短さ、雪山自体もまだまだ行きたいことを考えるとこれからも行

けるか悩みますが新しいことをやるのも大切ですね。 
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冬の上高地散策 

松浦 剛 

 

期日：平成３０年１月１３日～１４日 

場所：北アルプスの上高地 

参加者：Ｌ，松浦、染谷、小野寺、小林い、松田、新島、森律、鎌形、畑野順，仁美、大門 

 

 

１月１３日 

５時３０分、松原西口集合、全員揃ったところで出発。松本で松本城を見学し昼食後に中の

湯温泉旅館に向かう。旅館はきれいで食事も良く、中々良い旅館である。 

 

１月１４日 

１０分程で釜トンネル前に着く。冬期はトンネルは閉まっているので、ゲートの扉を開けて

「釜トンネル」内に入る。トンネルの中には所々に照明がついており、意外に明るい。緩や

かな登りが続き３０分程過ぎると、前方が明るくなり、出口が見えてくる。トンネルを出る

と雪景色がまぶしく、左手の対岸のは焼岳に続く尾根が真っ白に見える。目の前には「上高

地トンネル」が待ちかまえており、再びトンエルに入る。外から見ると急坂に見えるが、中

に入り歩いてみるとそれ程きつくはない。トンネルを出ると、目の前に焼岳が真っ白な美し

い姿を見せ、我々を喜ばせてくれる。 

 

余りの明るさに目がくらむ様だ。静かな雪道を進むと「大正池オテル」が現れ、その先には

大正池の上に純白な美しい穂高連峰が目に入る。夢の様な美しい景色に、全員見入ってしま

う。快晴の大空に白銀の穂高連峰が聳え立、この日の好天に感謝する。手前から西穂連峰、

奥穂高、吊尾根、前穂高、明神岳へと続く山稜は，峩々として真っ青な大空を白く区切る。 

  

暫くは穂高連峰を眺めながらのんびりと雪道を歩くが、踏み跡もあり雪の状態が良いのでア

イゼンも付けずに歩くことが出来た。道はやがて樹林の中に入り、木立で穂高連峰も暫く見

えなくなる。やがて周囲が騒がしくなると、猿の集団に取り囲まれるが、高い木立の上に居
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るので危険感は無い。やがてバス停の広場が見えて来る、河童橋はもう近い。此処には冬期

トイレが夏トイレの裏にあり、一休みする。暫く歩くと前方が明るくなり、河童橋が見えて

来る。周囲は真っ白で美しい光景を見せている。 

 

１０時４５分河童橋着。橋にはまだ朝日が当たっておらず、誰も居ない河童橋は寂しい限り

である。しかし橋の上から眺めろ白銀の穂高は実に美しく感動的だ。この好天を山の神に感

謝し、帰路に就く。バス停の大広場の脇の梓川の川岸で昼食を取り、穂高連峰を眺める。 

１３時３０分、釜トンネル出口着。既に車が待っており、直ちに乗車して中の湯旅館に戻る。 
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山本 理郎 

■日時   平成 30年 2月 17日（土） 

■メンバー  L=山本、染谷、兼堀×2、山崎ま、小野寺、渋谷、鎌形、小林い、大門 

   木原 

■コース 草加駅 6：00……北千住……代々木上原……本厚木 7：52……半原行き 

バス 8：00……撚糸組合前 8：45……高取山山頂 10：55……仏果山 11：55

……半原越 14：10……坂尻バス停 15：20……本厚木………草加 

 

今回は会山行として、昭文社の「関東山歩き 100選」から、東丹沢の仏果山を選んだ。本厚

木からバスで 40分、高取山・仏果山・経ヶ岳の 3山をめぐる一般コースである。 

撚糸組合前というバス停から登山口まで 30分、そこから高取山までは 1時間 30分で山頂で

あった。山頂には鉄製の展望台があり宮ケ瀬湖を

眼下に、丹沢山系のパノラマが広がっており、気

持ちの良い山頂であった。次の仏果山までは何回

かアップダウンを繰り返すが 30分位で山頂に到

達。仏果とは辞書で引いてみると「仏道の修行に

よって得た仏の境地」とある。それにしても仏を

連想する、石仏とか社とかは全く見当たらない山

で、古い道標には佛華という文字が書かれており、

昔は佛華山だったとのではと想像してみた。ここ

の山頂も展望台があり、360度の展望が楽しめ

た。3つ目の山は経ヶ岳で手前にある半原越と

いう峠を目指す。そこまでの道は関東ふれあい

の道になっているが、結構なやせ尾根でアップ

ダウンがあり、残雪が凍っていたりして慎重に

進む。ガイドブックではスタートのバス停から

そこまで休憩なしの時間で 3時間強であったが、

わがグループは休憩を入れて 5時間経過してい

た。半原越という峠は大きな舗装した林道が交

差していて、それを辿れば最後の経ヶ岳をパスしてバス停に出られるような観光案内ボード

があった。地図を取り出して確認してみたがよく分からないまま、エスケープルートとして

その林道を下ることにした。4.2Ｋｍの林道は長かったが、無事本厚木行きのバス停に出るこ

とができた。当初予定していたバス停とは全く違う別ルートのバス停であった。結果オーラ

イであったが、リーダー失格の判断だったと反省する。機会があればガイドブック通りの三

山縦走を再チャレンジしてみたいと思う次第です。

高取山・仏果山・経ヶ岳 

山（1103ｍ） 
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ご当地 アルプス 

森 律子 

北アルプス、中央アルプスに南アルプス夏山シーズンには機会があれば絶対に行きたい素晴らしい日

本の山々ですが、冬ともなるとさすがに厳しい山域になってしまうので、無積雪のご当地アルプスの計画を

立ててみました。 

 

長瀞アルプス：日 時 2018年 1月 28日 

関東地方に降った雪が長瀞地域にも残っていたのでアルプス縦走は止めて、宝登山のロウバイ散策のみ

にしました。総勢 9 人今年入会の青木さん土屋さんが参加せっかくなので軽アイゼンをつけて雪道を歩く

練習をしました。 

 

飯能アルプス：日 時 2018年 2月 4日 

宮沢湖温泉を着地点にしたので、東吾野から入山以外にもアップダウンの連続で、充実した縦走となりま

した。2018 年秋に宮沢湖にできる通称「ムーミン村」の建設で登山道が閉鎖されているところもあり宮沢湖

温泉にはかなりの遠回りを余儀なくされたのでタイムアウトで入浴断念・・・ 

飯能駅近くの赤ちょうちんで一杯やって帰路につきました。 

 

房州アルプス：日 時 2018年 2月 18日 

計画を黒板に書くたびに「アルプス来た～～」って楽しんでもらえてるかと思いながら、今回は「海ほたる」に

いってみたいというヨコシマナ考えで、ネット検索するとありました！アクアラインを渡っていけるアルプスが、

新入会員の高木さんも参加してくれて、春風感じる中歩きました、途中スイセンの花、タラの芽を摘んで春

気分満載で、最後には野生化したミカン狩り、登山道と同じ距離の道路歩きと私の「シャレ」と「個人的欲求」

に付き合っていただいた参加メンバーの皆さまありがとうございました。 

 

 鎌倉アルプス：日 時 2018年 2月 25日 

関東に住むことになり、初めて行った山が鎌倉アルプスでした。その時は「私鉄沿線歩けハイキング」という

イベントでかれこれ 20年も前のこと・・・金沢文庫から天園コースにつながる縦走コースで、関東って登山す

るのに 2時間近くかけて登山口に行くのか・・・・と移動時間の長さにショックを受けた記憶がありました。だっ

て関西では4～50分で六甲やその辺の山へ行けちゃいましたから・・・関東平野恐るべし。登山道周辺の景

色はすっかり変わっていて、マンションや住宅が沢山立っていて、私が初めて歩いた時とは様子がすっかり

変わっていましたが、アップダウンの無い道をひたすら歩いて約１５ｋｍ今年入会の青木さんのしっかり歩け

て自信がついたと思います。 

 

ご当地アルプスに行ってみる・・こんな山の楽しみ方も私は大好きです。 
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天狗岳 2018.2.23～24 

四宮 慎太郎 

 

年末に金峰山に登った折に天狗岳に挑戦したいという話をしたら、「参加するから企画してみた

ら」との言葉をいただき、人気の黒百合ヒュッテ泊なので平日出発の計画を立てた。 

畑野（順）さん、浅井（祐）さん、鎌形さん、新島さんに参加いただけることになり、2 月 23

日 5：30 畑野さんの車で、獨協大学前駅を出発。出発してしばらくは時折みぞれまじりの小雨が

降っていたが、笹子トンネルを抜けると晴れた空が広がり、山頂に少し雲はかかっていたが、八

ヶ岳が綺麗に見えた。 

渋の湯の名物おばちゃんの指示通り駐車し、8：55 に登山開始。ほどよく踏まれて歩きやすい

雪なので、アイゼンもつけず順調に登る。 

コースタームより早く 11：10 頃には黒百合ヒュッテに到着、到着時間が早かったのと、翌日は少

し風が出る予報だったこと、そしてなによりゆっくりお酒を飲みたいとの理由で、全員一致で少

し休んだ後に山頂を目指すことにした。 

 チェックインをして軽く昼食を取り、11：45 に東天狗に向け出発。 

樹林帯を抜けるとさすがに風が冷たい。ピッケルを刺しアイゼンを効かせて登る。岩のまじった

稜線を慎重に歩くと東天狗山頂だ。 

 

     

 

「天候がいいので、西天狗まで足を伸ばさないともったいない」と続けて西天狗に登頂。調子に

乗って登っていたが、山頂直下で息が切れ、日ごろの運動不足を感じた。たどり着いた山頂は風

も弱く、360 度の展望を楽しむ余裕もあった。 

ほぼ来たルートをたどる形で、14：30 前に黒百合ヒュッテに戻った。 

 平日ということもあり山小屋はゆったり（翌日の土曜は 80 人以上が宿泊するとの事だった）、
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ストーブを囲んで飲むビール・ワインが旨い。夕食後はアルコールも効いてきて早々に布団にも

ぐりこんだ。 

     

 

     

 

翌朝は 7：00 に出発、中山・高見石小屋を経由して渋の湯に下った。 

帰りは温泉につかり、旨い蕎麦を食べて 15：00 頃には独協大学駅前着。大満足の山行になった。 

 初めてのリーダー山行が雪山ということになり、緊張・心配をしたが、同行の皆さんに助けら

れ、天候にも恵まれて充実した山行になったことに心より感謝したい。 
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上州武尊山の登山 

松浦 剛 

期日：２０１８年２月２４日～２５日 

場所：上州武尊、川場登山口より 

メンバー：鈴木勝、松浦、近藤（会員外） 

３月２４日 

６時００分：松原発、今回の山行は天気も悪く、強風に叩かれるのを承知で出発したが、川

場スキー場は思ったより穏やかで、何とかなりそうだとたかをくくってリフトに乗ったが、

やはり上部は風も強く、厳しい事を悟る。 

最上部のリフトを降りて尾根に取りつき平坦な樹林帯に出たところで、荷物をデポして剣ヶ

峰に向かう。３パーテー程が天候悪化で下山していたが、取り合えず剣ヶ峰までは登る事と

して、前進する。すぐに剣ヶ峰の急斜面にぶつかるが、これを乗り越えて尾根上にでる。我々

の後ろにはピッケルもストックも持たない女性を含む５人ほどのパーテーが付いてきたが、

急斜面を手こずり、全員が登るのに手こずっていたが、その後は姿を見る事が無かったので、

下山したのであろう。尾根に出ると強風が吹きつけ、思った通りの降雪と強風のホワイトア

ウトの状況となる。寒冷と強風の中を歩くが、時々は歩いて居られないほどの強風に襲われ、

ピッケルを差して踏ん張る体制を取る。 

１１時頃、剣ヶ峰山頂にたどり着き、２時間ほど歩いてみる事とする。剣ヶ峰の下降では山

頂直下は雪が固く凍っており、後ろ向きに慎重に下る。さすがに雪が多く、灌木は僅かに頭

を出しているだけである。過去３月には２回来たが、剣ヶ峰の下は少し平坦な所があったが、

今回は全て斜面となり、天幕を張るには大変な状況であった。剣ヶ峰を下ると幅広い尾根と

なるが、やがて尾根も狭まり忠実に稜線の最高点を歩く。周囲は５ｍ程しか見えず、まった

くのホワイトアウトであった。周囲が全く見えないので忠実に尾根の最高点を昇り降りする。

やがて１９７５ｍの中間点にたどり着くが、余りの強風と寒気にうんざりした我々をここで

引き返す事とした。ここから先は夏なら５０分程で山頂に着くが、尾根幅が広がり、どこが

尾根の頂点か分からなくなり迷いやすいので、悪天を押しての山頂は危険であった。武尊山

では何度か遭難があったが、幅広い尾根で帰路を失った為であろう。 
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剣ヶ峰山頂で外れたアイゼンを装着       吹雪と強風の中で剣ヶ峰山頂 

剣ヶ峰の下降も我々は少し尾根の中央を歩きすぎ、ラッセルも大変だったが、尾根の右寄り

の急斜面の脇を歩いた方が、スキー場への下降点は探しやすい。我々の前に急に若者２人パ

ーテーが現れたが、尾根の中央を歩きすぎ下り過ぎて下降点を見失った様で、我々の下降点

を知りお礼を言われる。久しぶりにまつげやまゆげが雪で凍り付く体験をした。 

１時３０分頃、荷物のデポ地に着き、柔らかな雪をならして天幕を張るが、樹林帯でありな

がら強風に煽られて実に面倒であった。なんとか天幕に入り一安心するが、雪は降りやまず、

ますます激しくなる。バーナーに火をつると温度も上がり、安らいだ気持ちになる。降雪が

天幕にへばりつくので、時々天幕を叩き雪を落とす。実に寒い夜を過ごす。 

 

２月２５日 

一晩中強風の中雪が降り、朝に天幕から顔を出すと周囲は５０ｃｍ以上雪が積もっていた。

前日は５～６パーテーがトライした様だが、全てのパーテーが敗退した様だ。天幕も３張り

あったが、相変わらずの降雪と強風で、我々同様に全てが下山した。ワカンを付けても足が

膝上まで埋まり、リフト駅までのわずかな距離も，代わる代わる交代してラッセルする有様

であった。リフトに乗っても強風で雪が顔に当たり、散々であった。下山はしたがスキー客

の車が至る所で立ち往生し、登りは大変な雪道の渋滞となり、最後尾は何時にスキー場に着

けるのか見当もつかない有様であった。来た時は雪がほとんど無かった川場の集落も２０ｃ

ｍ以上の降雪が在り、白銀の世界に様変わりしていた。少し山奥に入り温泉に入り、一息つ

いてから沼田インターに向かったが、沼田の町にも雪が積もっていた。 

帰ってから３人とも強風と低温でのどをやられ、風邪気味となり１週間不調となる。
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編集後記 

ワードで編集するのは、会社務め時代を思い出し懐かしい感じがしました。 

みなさんの楽しい山行報告を編集するのは重大なお仕事と感じています。 

草加山の会で、微力ながらお役に立てる機会をもて、ありがたい気持ちでした。 

てんとさいとは、記録として残る紙面です。 

面倒くさいけど大切に受け継ぐ必要があると思います。（山崎 寧子） 
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