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   コ ー ル 
 

山に登れる喜び  

四宮 慎太郎 

 

 ４月１日の雪上訓練に参加して以来、半年以上山の会の山行に参加出来ていない。 

理由は、社内の部署異動で仕事が忙しくなり、例会に参加出来なかったこと、実家の

父が亡くなり、その後に母の手術があったこと、等々…  

私だけでなく、親御さんの介護で休会されている方もいるという。 

考えてみれば、山に登るためには、いろいろと条件が揃うことが必要だ。 

時間と心の（そして若干の経済的）余裕があること、家族の理解があること、家族が

健康であること、そして何より自分が健康であること。 

山に入れば、山は疲れた心を癒してくれ、元気を与えてくれる。 

ようやく仕事もひと段落、そろそろ山行再開だ。 

これからは、今まで以上に山に登れる喜びをかみしめて登ろうと思う。 
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山行実績（H30 年 9 月～H30 年 11 月） 
                         リーダー部・機関紙部 

山行 日程 山岳名 
リーダ

ー 
参加者名 

個 8/29～30 木曽御嶽山 小野寺 山本 和田 小林（い） 

個 8/29～9/1 黒部五郎岳 
山﨑

（正） 
山口（と）平野 

個 9/1~4 栂海新道・朝日岳 殿塚 鎌形 

個 9/6 高原山 
山崎

（寧） 
外 

個 9/9 日向山・入笠山 山田 外 2 

個 9/9 外岩リード講習 長田 外 

個 9/15～23 
カナデアンロッ

キー 

浅井

（祐） 

小林（い）松田 金堀（善）兼堀（恵） 

渋谷 鎌形 山﨑（正）大門 関口 

個 9/19 浅間隠山 
鈴木

（廣） 
下川 木原 渋谷 八並 

個 9/19 中倉山・沢入山 殿塚 土屋 青木 

個 9/23 石鎚山（四国） 沼田 岸野 外 2 

個 9/23 谷川岳西黒尾根 
浅井 

（昭） 
単独 

埼百 9/23 帳付山 
山崎

（寧） 
鈴木（勝） 山口（裕） 

個 9/23 日光白根山 高木 土屋 秦 

個 9/25 剣山（四国） 沼田 岸野 外 2 

個 10/2～4 岩木山 小野寺 
山本 小宮 石井（文）小林（い） 

和田 鈴木（里）阿部 松田 兼堀（善） 

個 10/3 大源太山」 
山崎

（寧） 
鈴木（勝） 殿塚 鎌形 浅倉 

個 10/7 男体山（日光） 尾崎 青木 土屋 外 1 

個 10/11 太刀岡山 
山崎

（寧） 
外 

個 10/17～18 
鬼面山・ 

安達太良山 

山﨑

（正） 
兼堀（恵）出口 外 1   

埼百 10/20～21 

埼玉百秩父御山 

四阿山 

会員バスハイク 

殿塚 

平野 石井（美）宮澤 今泉 中島 

阿部 土屋 井居 小林（い）青木  

渋谷 畑野（順）兼堀（恵）山﨑（正）

浅倉 松井 

下川 畑野（仁）大門 松浦 木原  

尾崎 松（順）浅井田（弘） 小野寺  

張替 兼堀（善） 

鎌形 杉山 鈴木（勝）松田（武）出口  

石井（文）黒澤 鈴木（里） 

リ 10/21 県岳連講習会 沼田 山口（裕）好田 岸野 

個 10/26 金峰山 山本 阿部 和田 八並 平野 兼堀  
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個 10/26～27 妙高山・火打山 山田 外 

個 10/27～28 尾瀬ヶ原 
浅井

（昭） 

浅井（祐）畑野（順）畑野（仁）杉山  

兼堀（善） 渋谷 

個 10/28 浅間山 
山口

（裕） 
山口（敏） 

埼百 11/3 釜の五峰 
浅井

（昭） 

畑野（順) 浅井（祐）杉山 井口 

新島 福田 

埼百 11/3 父不見山 
鈴木

（廣） 

兼堀（善）下川 山﨑 木原 八並 

 尾崎 渋谷 今泉 大門 

埼百 11/3 

若御子・大友・矢

岳・酉谷山・ 

熊倉山 

長田 鈴木（勝）山口（裕）浅倉 

個 11/3～4 燕岳 松浦 外 1 

埼百 11/10～11 

太平・七跳・天

目・蕎麦粒山・有

間山 

山口

（裕） 
松田（弘）山崎（寧）・鈴木（勝）・浅倉 

個 11/10～11 
中山道 

（上松～南木曾） 

石井

（美） 

兼堀（善）・鈴木（廣）・染谷・浅井（昭） 

兼堀（恵）・渋谷・出口・八並・畑野（仁） 

平野・鎌形・小林（い）・杉山・木原・

大門 

石井（文）・黒澤・鈴木（里） 

埼百 11/14 破風山 阿部 
兼堀（善）・浅井（祐）・大門・小野寺・ 

平野・今泉・芳野・山本 

埼百 11/17 猪狩山・大峰山 青木 
山口（裕）山崎（寧）八並 鎌形 土屋 

兼堀（善）石川 浅倉 

個 11/17 川乗山 好田 単独 

埼百 11/20 観音山・御嶽山 
松田

（武） 
兼堀（善）小林（い） 山崎 小野寺 

個 11/23 
周助山・竹寺・根

の権現・秩父神社 
山口（裕） 単独 

個 11/23～24 丹沢主稜縦走 鎌形 平野・村上 

個 11/23～24 
赤岳・横岳・ 

硫黄岳 
鈴木（勝） 

殿塚・山崎（寧）・好田・松田（弘） 

外 1 

個 11/25 水無川・モミソ沢 長田 外 1 
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心に残る山 

                             記：小林 真一 

 この題について考えた。今迄山に登る時、何考えて登ったんだろうと。  

 登りたいから、何処でも良いので行けるところ。  

 休みがとれたから、気軽に足の向くまま（近場で温泉付き）  

 目指すのは計画的に準備して品定めをする。  

山の会に所属してルストアップして呉れる山で有る。（自分に向く計画が出た時） 

この様な状況で山登りが出来たのは非常に幸せで有ったのです。  

病気勝ちで体が思うように活動が出来なくなって月に２回例会に参加出来たのは

楽しみでいっぱいでした。又、山に向かうについて自分を鍛えるべく、身体をいじ

めながら登るのである。「こんな事何で」なんて考えない。そして登って見て、  

苦しかった事を味わえる喜びは格別だし、自然を見て活力を養うのも一つである。 

でももう昔になるが、阿蘇の内牧で村営の温泉に朝から浸った事が一番の思い出で

ある。ここは当時１００円であり、誰も客が居ない。それでも夕方には多少村民が

訪れるのであるが，静かである。ある時着替えをしていると、静か故にチラッと変

な音がする。一体何の音だろうと思いながら湯に浸かった。お湯は豊富で、流しっ

ぱなしだ。湯舟は深く美しい湯であった。そしてゆったりとした気分で外に出たの

であるが音の正体が判ったのです。湯は自噴するので外井戸の汲み口みたいな物で

す。おそるおそる重たいコンクリートの蓋の隙間を覗くと、そこが音の正体でした。 

湧き出し口上に丸い石が載せられたのが動くのです。それがひびき、音になるので

す。風呂の前通りの商店街はひっそりとして、店の戸は閉じたまま、話し声もない。 

そんな街も阿蘇の地震と地スベリで今も変わりなく湧くのでしょうか。  

ごく最近では、高尾山系の陣馬山に行く事に決めています。  

１０月というと季節は鷹の渡りの時季なのです。熊本に居た時、偶然近くの金峰山

で見ました。空は青く、風は強く良い天気で、頂上近くに着いて、空を見上げた時

にこれを見ました。10 時頃だったと思います。一羽出て来て、旋回しながら消えて

行き、又出て来るのです。中にはあっちこっちとなったりして、良くも多くの鳥が

旅立つものだなぁ…と感心します。この関東では房総の先端とかが多く見れるのだ

と思います。 

久し振りに山登りをしてみるのに天気は悪く、曇り空の中を高尾からバスにて陣馬

高原駅へ向かいました。もう頂上に着いた時は雨が強くなり、霧に覆われて視界は

効かずガッカリ、それでも雨の多いせいでしょう沢の水かさは多く、沢音は確かに

味わえたものでした。  

もう音には見離され難聴は進むばかりです。これは止まらないものでしょうかねぇ

声ばかり大きくなります。困ったものです。  

困る事はこればかりでは有りません。人に迷惑を掛けない様につとめないと…とは  

思いますが、身体の方はどうしても痛みが出て来ます。  

酒は呑めません、悲しくなります。でも思い出だけはしっかり残して行きたいと思

って居ります。                      
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御嶽山  （摩利支天 2959ｍ） 

■ 日  程 Ｈ30.8.29－30（水・木）               記：小林いつ子 

■ 場  所 御嶽山 

■ メンバー Ｌ小野寺・山本・和田・小林い  

■ 歩  程 和田○車   

8/29 松原 AM5.30 出発―10：15 ロープウェー －10：50 登山口発―14：03 9 合目 

－15：52 五の池小屋（泊） 

8/30 6：45 小屋出発―7：52 摩利支天山頂－12：42 行場―ロープウェー－3：30 帰

路 

 

8/29  

小野寺さんの日本百名山達成の為、まだ山頂までは入れない御嶽山（99 座目）に挑んだ 

ロープウェー山頂駅から歩き始めたのが遅いので景色は期待していなかったが、 

霧は出たり切れたりで結構楽しめた。この時期、尾根は暑いのでかえって助かった。 

9 合目に近い覚明堂でリーダーが花をささ       

げ噴火の犠牲者の冥福を祈る。 

この先はもう入山禁止区域だ。 

何の為かは分からないけどショベルカーで 

作業が始まっていた。 

＊8 合目女人堂からの分岐は落石の恐れがあ 

るので通行止め！ 

9 合目の分岐を過ぎ二の池に下りるようになる

と、急に寒くなり、手袋・上着などを着込み対

応した。 

二の池辺りは噴火の影響をかなり受けたようだった。池は水っ気が少なく、 

泥パックの様になり、二の池小屋本館は一部を残して建て替え中であった。 

一旦賽の河原に下り三ノ池避難小屋に着く。行動食で休憩を取り、摩利支天乗越ヘキツイ

登り、次は五の池に向かいひたす

ら降りる。五の池小屋もガスでほ

とんど見えない。強風がガスを切

る。一瞬見える五の池小屋周辺（飛

騨山頂）を目指した。 

 

五の池小屋は若い人が管理してい

た。中には小さいカフェ、外には

リゾート風のベランダもあるが、

今回は寒くて断念。残念。トイレ

は外。広くて清潔！ 

五ノ池小屋前 
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8/30  

朝になってもガスは晴れなかった。 

乗越まで登り、摩利支天山頂を目指す。 

山頂まではすべてまきみちである。ガスが晴れれば御嶽山山頂がくっきり見える筈だ

が、残念！ 

入山禁止の剣が峰に登ったつもりの摩利支天山頂は狭く、岩にしゃがむ様にして二人

がやっと！ 

 

小野寺リーダー99 座目達成！！ 

 

下山は賽の河原から右の道を登り返

し、二の池小屋新館前を通り本館の

道に戻った。 

9 合目分岐を過ぎると手袋上着は仕

舞い暑さ対策である。 

石室小屋で休憩。お汁粉を食べた。 

 

 

私はいたって無信心な人間。だが、これほど信仰の山を感じたことが無い。 

富士山でさえこんなに感じるものはなかった。 

おびただしい数の石像や鳥居、正装の行者、行場・女人堂・石室の小屋など、全てが

御嶽信仰の場であることを感じた。 

 

今回は、小野寺リーダーの百名山達成の一役を担わせてもらうつもりで参加したが、 

素晴らしい山に出会えたと感謝しています。ありがとうございました。 

 

御嶽山にお願いします。今度があるとしたら、もう少し穏やかにお願いします。 

ちっぽけな人間からの切なるお願いです。 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

摩利支天山頂 



     - 7 - 

１００番目の日本百名山   

黒 部 五 郎 岳 (2,839.4m)  

                (富山県大山町・岐阜県神岡町)       

記：平野祥子(山行報告部分)、山﨑正夫(データ等頭書部分) 

【日 程】2018(平成 30).8.29(水)～9.1(土)   

【天 気】①雨後曇 ②曇一時雨 ③雨 ④雨時々曇・晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑正夫、山口敏雄、平野祥子 

【ｺ ｰ ｽ】 

8/29(水) 草加駅 5:36→新越谷駅 5:41→南越谷駅 5:52→6:03南浦和駅 6:12→6:24大宮駅か

がやき 501金沢行 6:42→8:26富山駅～電鉄富山駅 8:56→9:13五百石駅下車＝松下真

一郎氏と待合せ→(車)→雄山神社前立社壇参拝→(車)→10:42 岩峅寺(いわくらじ)駅→

10:56 有峰口駅 11:10→バス→12:05 折立 (1362m)12:15～14:05 三角点(1871m)～

15:50 第 3(五光岩)ベンチ(2196m)～16:50 太郎平小屋(2330m)    

8/30(木) 太郎平小屋 6:09～6:20太郎山(2373m)～7:48神岡新道分岐～8:04北ノ俣山(上ノ岳 

2661m)～10:05 赤木山(2622m)～10:50 中俣乗越(2450m)～11:50 黒部五郎ノ肩～ 

12:10 黒部五郎岳(中ノ俣岳 2839.6m)～12:35 黒部五郎ノ肩～カール～16:50 黒部五 

郎小舎(2350m)   

8/31(金) 黒部五郎小舎 5:50:～7:11 巻道分岐～7:51 三俣蓮華岳(2841m)～9:28 双六岳 

(2860m)～10:06 中道分岐～10:30 双六小屋(昼食)11:00～～12:19 弓折乗越(2592m) 

～12:41 弓折中段～12:55 鏡平山荘(2300m)   

9/1(土) 鏡平山荘 8:00～8:32シシウド原～9:02 イタダリ原～9:39秩父沢出合～10:26小池新道 

入口 10:40 わさび平小屋 10:50～笠新道分岐～左俣林道～12:04 新穂高ロープウェイ 

12:55→13:29 平湯バスセンター～14:00 ひらゆの森 15:30～平湯バスセンター16:00→ 

20:30 新宿バスタ→JR 新宿駅(食事)21:00→秋葉原駅→22:00 草加 

【経費】 

交通費  草加駅→新越谷駅＝170 円  南越谷駅→富山駅(運賃＋新幹線料金)ジパング倶 

楽部＝4,530＋4,360＝8,890 円、電鉄富山駅→五百石駅＝600＋110(特急料金)＝710

円、岩峅寺駅→有峰口駅＝410 円、バス(有峰口駅→折口)＝2,450 円(林道通行料込)、

バス(新穂高→平湯温泉)＝890 円、バス(平湯温泉→新宿)＝5,860 円、新宿駅→草加駅

＝620 円  合計 20,000 円  

宿泊・入浴費 太郎平小屋＝9,500 円、黒部五郎小舎＝9,800 円、鏡平山荘＝9,800 円  

 ひらゆの森＝500 円  合計＝29,600 円               経費合計＝49,600 円 

 

いよいよ１００番目の日本百名山山行となりました。初めの計画は 7 月下旬でしたが、 

私の体調が悪くなり中止せざるを得なくなりました。是非とも参加したいと言っていただ

いた会員の皆様には大変御迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。一時は来年に実行

しようと思いました。山は逃げないが、昨年９月、本年２月、６月と３回の入院手術を要

する等、体の経年劣化が進み、私の方が山に行けなくなるかもしれないと思うようになり

ました。 
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今回は急な日程にもかかわらず同行いただいた山口、平野会員には本当にありがとうご

ざいました。 

１００番目の山まで歩くことができましたのは、草加山の会の皆様と一緒に色々なこと

を教えていただきながら山を歩けたからと思います。本当にありがとうございました。  

 

【山行報告】 

8/29(木) 

新幹線で大宮から２時間で富山駅に到着

した。有峰口駅行きの待ち時間の間に山﨑さ

んのお友達ご夫妻のマイカーで雄山神社前立

社壇(立山の主峰 )参拝。この神社の宮司さん

が立山・雄山でお祓いを長らくしていた宮司

さんと知り、お会いでき感激！ 

岩峅寺駅舎へ。「劔岳点の記」のロケに使

用された駅だそうです。駅内にはロケの写真

が展示されていて地元の方々の思い入れを感

じました。奥様はボランティア活動をされて地域の事にも詳しい方でした。いよいよ岩峅

寺駅から電車～バスを乗りついで折立登山口から山行開始です。午前中は雨が降ったりし

てぐずついた天気だったのに、宮司さんにお会いして参拝したおかげかな…暑いくらい。

最初は樹林帯の急登が続いて汗が流れる。振

り返ると有峰湖きれい。ここから緩やかな登

りがだらだらと続くが石がゴロゴロして歩き

づらかった。五光岩あたりから 1 日目の太郎

平小屋の屋根が見えた！予定より少し早く小

屋に着いた。登山計画書を提出し、夕飯時に

食堂から夕陽に染まる薬師岳を見られた。夕

飯後には 3 人で富山市街の灯り、日が暮れて

ゆくのを楽しんだ。北斗七星見つけられた。  
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8/30(木)  

今日は一番の長時間コース。そして山﨑さ

ん百名山達成記念となる黒部五郎岳へ登る。

天気予報では一時雨。小屋を出発して北ノ俣

岳へ向かうが、ガスっていて周りの景色が見

えない！！しかし雷鳥にはとても良い条件で

登山道を歩く姿が何度か見られてラッキーだ

った。ゆるい登山道を上がったり下ったりし

て黒部五郎ノ肩に着いた辺りで雨が本格的に

降り出し、肩の所で合羽を着てザックはデポ

して黒部五郎岳の山頂をめざす。私達より後に山頂に向かったドイツのおふたりさんに山

頂で記念写真を撮りあえればいいなあと思ったけれど、彼らは若い。あっという間に私た

ちを追い抜いて下山してしまった。肩まで下りてザックを背負い歩き始めたら雨が止み

山々が見えてきたのでカールに下りないで山を楽しむ事に。槍、穂高連峰、鷲羽岳…素敵

なパノラマを見られて満足した。今日の泊りの赤い黒部五郎小屋がすぐそこに見えた。  

カールを下りて見上げるとすごい迫力である。巨岩もあって「雷岩」の名がついた亀裂

が入った巨大な岩もありました。カールでの道程は印を見ながら進む。小さな沢を渡った

り面白かった。上から見た五郎小屋には思ったよりも時間がかかった。  
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8/31(金) 

一晩中、雨と雷そして風。何度も目が覚めて今日の行動を心配しながら夜が明けた。  

五郎平小屋から宿泊なしで新穂高まで下りる方は早々に雨の中出発して行った。私達も

計画通り朝食を済ませて出発。行動中雷がならないだけ幸いした。三俣蓮華岳～双六岳と

目の前には見事な景色が連続だったに違いない。

雨と強風と闘いながら双六小屋に着いたときは

ずぶ濡れ。かっこよくコーヒーとケーキを食べ

て山をひととき堪能できる！！したい！！ そ

んな山歩きを山行前は一杯膨らませていたのに

…叶わなかった。 

鏡平山荘まで景色どころではなかったが無事

到着できて良かった。ドイツ人カップルはその

ままわさび平小屋へ向かった。 

 

9/1(土) 

昨日の夕飯時に小屋の方からこのまま雨が降り続くと増水で橋が流される。下山できな

い事も。朝に小屋のスタッフが現場まで行き確認してから小屋に連絡を入れるので待って

ほしいと伝言があった。不安の中、朝 7 時半に出発のＯＫが出て下山開始。合羽を着て出

発したけれど徐々に青空も見えていい天気になりました。大雨のせいで下山中は迫力のあ

る水の流れと音に楽しんだりして新穂高のバス停に着きました。  

昼食を済ませて平湯バスセンターへ。山﨑さんおススメの「ひらゆの森」温泉。いつ子

さんが調べて山の会の方々と行った温泉でとっても良かったので、是非！是非！と山行後

の温泉に連れて行ってくれました。落ち着きのある良い温泉でした。廊下は畳敷きで露天

風呂は 9 つ(女風呂)ゆっくりしました。新宿まで高速バスで帰宅しました。  

ゆっくりの山行でしたが、一日一日が山でしか味わえない緊張感でとても充実した４日

間でした。また機会があれば同じ行程を歩きたいです。声をかけてくださったリーダーの

山﨑さんありがとう。あまりお話しする事がなかった敏雄さんとたくさん話ができて楽し

かったです。ありがとうございました。 

 

富 山 地 方 鉄 道 「 岩 峅 寺 駅 」             
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富山地方鉄道「有峰口駅(旧「小見駅」) 

 

～ようやく栂海新道へ～ 

 記:殿塚 洋一 

山行日:2018 年 9 月 1 日～9 月 4 日 

メンバー:L 殿塚洋一、鎌形瑞枝 

コース: 9/1 獨協大学駅集合場所 14:00～外環道～関越道～上信越道～長野 IC～国道

19 号～国道 146 号～平岩駅(大糸線)駐車場(車中泊) 

       9/2 平岩駅 6:55～<糸魚川バス>～蓮華温泉 7:50/8:00～朝日岳山頂 14:46～ 

朝日小屋 15:20(小屋泊)         歩程:7 時間 20 分  <11.8Km> 

        9/3朝日小屋 3:40～吹上のコル 4:56～アヤメ平 5:12～黒岩山 7:35～栂海山荘

10:50～菊石山 13:00～白鳥山避難小屋 15:10(小屋泊) 

歩程:11 時間 30 分 <18.2Km> 

9/4 白鳥山避難小屋 6:30～坂田峠 8:16～尻高山 8:52～親不知登山口 11:00～ 

 親不知観光ホテルで入浴～12:16～糸魚川～<糸魚川バス>～平岩駅駐車～ 

草加への帰路へ                        歩程:4 時間 30 分  <8.8Km> 

 

昨年の白馬岳での天候不良による敗退から一年、今年は無職となったこともあり天気

予報と睨めっこしながら好天の日を選んで蓮華温泉からのルートで計画。初日の蓮華

温泉から朝日岳のルートは、320m 程を登り返すといった厳しいルートで難儀したが、

朝日小屋の小屋主から初日の計画に難癖をつけられていたこともあり、意地でも日暮

前に小屋への到着をとの想いで歩き、なんとか 16 時前の到着にこぎ着けた。二日目は

いよいよ栂海新道へ。ヘッドライトを灯け朝日小屋を出発、昨日通過した栂海新道の

入口となる吹上のコルまで 1 時間 15 分を掛けて戻り、ペンキで↑ツガミと書いてある

岩を超えて縦走路へ入る。縦走路は新しい木道や下草がきれいに刈られた登山道で歩

きやすい。特に黒岩山までの区間は嫋やかな山の風景で夢心地のハイな気分で歩くこ

とができた。黒岩山を通過するとサワ

ガニ山、犬ケ岳と続く稜線歩きとなる。

犬ケ岳には本日宿泊する予定の栂海山

荘が建っているが、台風 21 号が翌日に

本州へ上陸するとの予報が出ているた

めパスして白鳥避難小屋に向かう。地

図では栂海山荘→白鳥避難小屋の歩程

は 3 時間 30 分となっているが、かなり

疲れていたため 4時間 20分掛かって白

鳥避難小屋に到着。小屋は白鳥山の山

頂に建っており日本海、能登半島、佐

渡ヶ島が一望できるすばらしい所だった。 

三日目の白鳥山からの下山は所々で木の陰から日本海を眺めながらとなり、栂海新道

縦走のエンディングに相応しい山歩きとなった。思い立ってから数年、昨年の敗退や
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今回の計画でも天候不良により二度にわたる日程変更を経てようやく栂海新道縦走を

果たすことができた! 

          外岩リード講習 

9/9 メンバー：長田一樹 会員外  

小川山 スラブ状岸壁 

8：30 大日広場集合→9：40 スラブ状岸壁 18：00→18：30 大日広場 

 

この前の八ヶ岳へ行った時に、初見での霧中の中山尾根登攀の事もあり、テントの中

で安全管理とか登攀中のリスク管理は、自分達だけでは難しいよね？と話していたら。

メンバーからよく参加している外岩講習に「今度一緒にどう？」と誘われたので行っ

て来ました。通常この講師の講習は、ジムでのムーブ→トップロープ→リード（ビレ

イ含む）と段階的な講習を済ませてから、外岩リードとなるのですが、特別に途中か

ら参加させてもらいました。  

 

小川山で講習って贅沢だなと思いつつ、大日広場に集合して講師と他のメンバーと挨

拶する。自分とメンバー以外に二人、二人共外岩は経験少な目で、ウチ一人は登山を

しないでクライミングのみ！ 

しかもこの一連の講習でクライミングを初めたという方！！  

 

早速岩場に移動なのですが、通常の講習と違い、指定された岩場を自分達で探さない

といけません（笑）地図読み要素もありますが、クライミングのトポは不完全な物が

多いので必要だと思いました。  

しかも見つからないと見つかるまでは延々と歩き続けるようですので真剣にやります。

今回はスラブ状岸壁との事なので、早速 【100 岩の伊豆甲信版】 を開いて確認し、

みんなと協議の上、岩場に向かいます。要所要所で確認し、選択した理由を話し合い、

講師に伝えてから目的の岩場に向かいます。 

100 岩のトポ自体が不完全なのもありますので、整合しない箇所も何箇所かありまし

たが、順次確認していったので間違い無く岩場に到着しました。面白いのは登山経験

の無い方は、方角や沢と谷の概念が無いので少しビックリしました。  

 

岩場に着いても未だハーネスは履きません、シューズを履き替えて、下部にて延々と

トラバースで足の置き方の練習です。噂には聞いていましたが、実際にやるとアレっ？

となり、エッジングなのかスメアなのか踵上げるか下げるか？スメッジングなのか？

で効きが違う事と足裏の感覚が確認できて面白かったです。 

仲間同士で外岩に来てしまうと、良くてストレッチとか準備運動をして、直ぐに取り

付いてアップで登って、トライに移って行ってしまうのでこういった地味な行動は、

凄く新鮮で勉強になりました。  

 

若干岩場が混んできたら、座学でアンカーボルトとハンガー等支点の勉強、ケミカル
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アンカー、カットアンカー、オールアンカー、グージョンボルトなど、又リングボル

トの浅さを知らない人は、知って怖くなったと言っていました。  

ハンガーもスチール、ステン、アルミの違い等、あとは食事しながら強度と設置の良

い悪いの見方、緩んでいたら締め付ける事で引き抜き強度が上がるタイプと変わらな

いタイプの違い等の説明午後になってから、受講生同士でペアになり、2 ルートに別れ

て、ハーネスを履いて登りだすのですが、初見でも基本リードでしか登りませんので、

登る前にオブザベーションをして個別に講師に見解を伝える、それに対して講師はこ

うするのはどうか？と意見を伝え受講者と話し合って、もう一度考えてから初めて登

り出します。一つ一つ書いていくとキリがないので、割愛いたしますが、全体として

は下からは大筋を見つけて各所で確認、実行、修正、再実行という感じです。  

降りたら個々に講師と話し合い更に修正その次は、落ちる練習と落ちた時の確保の練

習です。落ちる人は被った壁の方が怖くないのですが、今回はスラブ（汗）ロープに

足が絡まないように、尚且ルート上は凸凹しているので、それなりの足捌きが重要で

す。ロープ支点が自分より上のプチトップロープ、ロープ支点が肩、腹、足首付近、

それ以下等で落ちる距離を把握する、ビレイヤーは衝撃の違いを感じる。  

それを各支点で 4~6 回ほど繰り返してから上に抜ける。  

ビレイヤーの位置、支点の位置、自分の位置に、自分が登ろうとする方向と落ちる方

向と距離の予測等、危険を感じたら戻る、又は戻れるのか？等、降りたら個々に講師

と話し合い修正。特に小川山はボルト数が極端に少ないので、ランナウトして落ちる

と事故になるケースが多いので、戻れないなら行かないくらいの気持ちで登って下さ

いとの事。最後にルートを入れ替えて登る。その後に下部で、戻れるムーブ（動作）

と戻れないムーブの違い、戻れるムーブの練習をして終了。  

 

講師は山屋でクライミングも相当やる方で、安全第一に、色々と考えて試行錯誤しな

がら、上手く伝わるように熱心に教えていると思います。  

トップロープで登らせて教えるのでは無く、講師と受講者、又は受講者同士でディス

カッションし考えてリスクを管理して実行する。理由付けや理屈を考える事が面倒だ

と思ったり、一々考えるのは面倒で嫌だと云う人には難しいと思います。  

合わない方は、居ると思いますが、少なくとも自分は大丈夫した。  

受講者には自立した登山者、又はクライマーになって欲しいようです。  

 

簡単なルートだけだったので、大して疲れないかと思っていましたが、何本も登った

のと戻せる（逆再生出来る）ムーブの練習が身体に堪えたのに加え、色々と考えなが

ら登ったので、頭の芯が凝ってボーっとして自分が思っていた以上に疲れていました。 

普段、自分では考えて登っているつもりでしたし安全にも気を付けているつもりでし

たが、講師に提示された条件を加味して考えると、フリーの岩場なのに、ほぼ考えて

いないに等しいなと思い、反省しきりというか考えを改め直した一日でした。  

 



     - 14 - 

 

日向山（１６６０M）、入笠山（１９５５M） 記：山田 朗子 

＜日程＞９月９日（日） 雨のち曇り時々晴れ 

＜メンバー＞山田、会員外２名 

＜行程＞尾白川渓谷駐車場（5:30）・・尾根コース・・日向山山頂(7:30)・・・駐車場(9:45) 

・・・・・車で移動・・・・富士見パノラマリゾート（10:55）・・入笠山山頂(12:05)・・・

ゴンドラ山頂駅(14:00) 

＜感想＞  立山の予定が悪天候のため変更し、天気

大丈夫そうな日向山、入笠山へ。ビーチのよ

うな日向山山頂（正確には山頂の先）に娘

が喜ぶ。ホコリタケをつついてみんなで喜

ぶ。きれいなタマゴタケにみんなで喜ぶ。 

続いて入笠山へ。入笠湿原一面のエゾリ

ンドウにみんなで声をあげる。アケボノソ

ウ、サワギキョウ、ハナイカリ、エンビセン

ノウ、レンゲショウマ等々たくさんの花に会

えてよかったです(*^-^*) 

妙高山（２４５４M）、火打山（２４６２M）        記：山田 朗子 

＜日程＞１０月２６日（金） 晴れ 

＜行程＞笹ヶ峰登山口（5:10）・・・富士見平（6:45）・・・黒沢池ヒュッテ（7:20）・・・

妙高山北峰（9:15）・・・南峰（9:20）・・・黒沢池ヒュッテ（11:20）・・・高

野池（12:15）・・・火打山（13:40）・・・高野池ヒュッテ（14:45）・・・富士

見平（15:25）・・・笹ヶ峰登山口（17:00） 

＜感想＞ 二日間の日程で行きたかったけれど、二日目雨の予報。休憩時間を少なくし、

日帰りで行ってきました。妙高山の外輪山を含む登り降りは疲れましたが、

山頂では北アルプスの眺めが素晴らしかった！！ 

妙高山から火打山に向かう登山道は妙高と黒沢池の眺め、火打と天狗の

庭の眺め、妙高と天狗の庭の眺めと絶景続き。火打山山頂ではガスで展望

あまりありませんでしたが、日本海の海岸線を見て満足して降りました。 
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浅間隠山 

                             記；渋谷 久美子 

 

★ 日 程 ：平成 30 年 9 月 13 日 

★メンバー：L 鈴木廣、下川、木原、渋谷、八並 

★コース ：獨協大学駅西口 6：00➡関越道➡高崎 IC➡二度上峠登山口到着 9：00 着 

    登山口出発 9：30→尾根 9：45→わらび平分岐 10：45→浅間隠山山頂 11：05 

    下山開始 12：00→二度上登山口 13：00➡入浴（14：00～15：00）➡関越道 

➡獨協大学駅西口 18：20 

 

曇り空の中出発。カラマツ林の中，笹の枯れが目立ちましたが登るにつれ雑木林 

ダケカンバの白い枝が明るい登山道と変化しました。 

サラシナショウマ、ウメバチソウ 、オケラ、ホタルブクロ、黄ツリフネソウ、 

ツリフネソウ、トモエソウ、山頂ではマツムシソウが咲いていた。 

雲海を楽しみアキアカネの群れに秋を感じる登山でした。また夏山登山の中止なども

あり、遠のいていた山行だったので歩けるか心配でした。 

楽しい手軽な計画に参加でき良かった。ありがとうございました。 
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足尾  中倉山～沢入山 
記：土屋玲子 

◎ 日程： 2018 年 9 月 19 日（水） 

◎ メンバー：Ⅼ殿塚、 青木、 土屋 

◎ コース：北越谷駅 5：30 集合～東北自動車道～銅親水公園駐車場 8：15 スタート 

 ～ 8：55 登山道 ～ 10：30 中倉山山頂 ～ 11：45 沢入山山頂 

 12：30 下山 ～15：00 駐車場着 ～  

 

殿塚リーダーの車に乗って越谷を出発。さすが平日とあってか高速道路も一般道もス

イスイと渋滞知らず。走っている途中で霧がすごくなり心配したが、朝霧は晴れるよ、

というリーダーの言葉にワクワク。駐車場に到着し、用意をしてスタート。水道橋を

渡っていく予定だったが、まさかの通行禁止。一旦駐車場に戻り、釣りに来ていた方

に教えてもらい仕切り直しで再スタート。歩くこと 40 分、テープの目印発見。最初か

らそこそこの急登。つづら折りの道をリーダーの後をもくもくとついて登る。ストッ

ク持って行ってよかった！！  

時折さわやかな風が吹いてくれてそれに助けられどうにか登っている感じ。自分を励

ましながら登り、やっと開けたところへ。 

そこからは景色も素晴らしく、足取りも軽く楽しい。そこからもそれなりに岩場など

もありちょっとスリリングな箇所もあり、そして中倉山山頂に到着。三人で記念写真。 

そこから次は沢入山へ向かう。私の体力的にだいぶ疲れていたのだが、もうひと頑張

り、と思い歩き始める。平日だからか私たちのほかには誰もいないので、この素晴ら

しい景色も独り占め、という贅沢な状況を楽しむつもりで足を前に前に進んだ。 

無事に到着し、昼食をとり、下山開始。今来た道を地道に下りていく。私は本当に下

山が苦手。いや、登りもまだまだ上手くないが下山はさらに苦手であり、リーダーに

なかなか着いて行けない。やっとのことで駐車場までたどり着いた。帰りはわたらせ

渓谷鉄道の水沼駅にある温泉センターで汗を流し帰宅。往復の運転と、ちょっとばて

気味だった私と青木さんの面倒を見てくださったリーダーに感謝します。   ありがと

うございました。 
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カナディアンロッキー山の旅            記： 浅井祐子  

               

2018.9.15(土)-23(日) 9 日間  

L.浅井ゆ、兼堀ｘ２、松田、山﨑正、小林い、関口、

鎌形、大門、澁谷、 

 

 

 

 2000 年の夏にテント泊をしながら 13 名で遂行してから 18 年。再び山仲間と訪れる機会

に恵まれるとは嬉しいかぎり。成田から 8 時間半を要しバンク-バ-へ。さらに 20 時間をか

け鉄道でロッキ-の北の玄関ジャスパ-へと入る。天気予報は連日雪で皆戦々恐々。従来こ

の時期は「インディアンサマ-」と呼ばれる夏の暑さが戻るお薦めの季節というのに寒くて

凍えそうである。が予報に反し好天。 

早速レンタカ-2 台を借りマリ-ン渓谷や雪のウィスラ-山(約 2400m)を登る。山頂からは

3,000m 級の山々が、雲の中からようやく顔を見せ始め歓声があがる。 

 鉄道駅の目の前にあるホテルが今日から 2 泊の宿。2 人ずつに分かれ滞在するのだが、

いずれの部屋も広くて趣が違うのに驚く。一番広い部屋で今夜も宴となりそうである。 

 4 日目、ジャスパ-からアイスフィ-ルドパ-クウェイを約 350k ドライブしながら次の滞

在地キャンモアへと移動。途中コロンビア大氷河を望むウィルコックスパスへのハイキン

グを楽しむ。悪天予報は何処へ行ったか本日は快晴! ドライブ途中では野生動物に遭遇し

ながら、まさしくロッキ-の岩山を仰ぎ見ては、またまた歓声をあげる。  

 ロッキ-を代表する街バンフの宿は高価な為、20 分程離れたキャンモアの日本人経営の

B&B に 3 泊して旅の後半戦に備える。10 年程前のアシ二ボイントレッキングの際にお世

話になり親交のある宿である。6 名定員のところ無理を言い 10 名を受入れてくれた。 

毎朝のご飯とみそ汁、焼鮭に蓮根のキンピラが並ぶこの上ないもてなしに疲れも吹っ飛ぶ ! 

貸切なので、ス-パ-で仕入れた食材で連日の夕食は宴会状態。夕食後は、奥様からの差入

れのお手製ケーキと珈琲片手に広いリビングで皆でゆったりと寛ぐ。  

 最終日はとうとう雨模様。予定のハイキングはほぼ遂行出来たので、今日はゆったりと

過ごすことにする。昼前からバンフへと繰り出し、温泉組と買い物組に分かれ旅の最後を

楽しむ。明朝は積雪予報もあり余裕を見ての早々の出発が必要になりそうだ。  

 予報は的中し目覚めると 10 ㎝程の雪。カルガリ-空港まではまだ 100k 以上走らねばな

らないのに大丈夫だろうか？オ-ナ-の小川氏の提言をしっかり聞き、慎重に運転し無事に

空港に到着。あとは帰路便に乗り込めば私の大役も肩の荷が下りる。  

 カナディアンロッキ-の山々は大きすぎて頂に立つという形のハイキングは出来ないが、

日本の山とは違う雄大さや野生動物との遭遇、森や林の独特な雰囲気が魅力と感じる。冷

え込みが進み紅葉ならぬ「黄葉」が美しさを見せ始めたロッキ-でした。是非、機会があれ

ばまた計画したいと思います。つたないリ-ダ-でしたが参加者の皆には、事故無い旅への

協力、ありがとうございました。 
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12:30 獨協大学駅西口出発 ～外環草加IC = 東関東道 = 成田空港IC
13:40 成田空港第一ターミナル南ウィイング着

ララパーキングに車両預け(酒々井PA通過時Tel要)
14:30 自動チェックインで搭乗手続きと荷物預け(Iカウンター?) ～ 両替 ～ 休憩
16:50 エアカナダ004便　離陸

 9:25 バンクーバー到着～入国審査&荷物受取り～タクシー2台でホテルへ
12:00 キャピラノ吊橋公園散策(無料シャトルバス)とギャスタウン観光
15:15 休憩　
18:00 スーパーで食材、ビールを仕入れ部屋で夕食

 8:00 朝食と鉄道車中での食料他買出し
10:00 チェックアウト　タクシー2台でVIA駅へ移動 ～ 乗車準備(荷物は車内持込み)
10:30 VIA駅にて乗車準備 (自由席の為改札口で並ぶ）
12:00 発車　(車中泊 ）
7:30 ジャスパー駅到着 ～ ホテルへ(荷物預け) ～ 街中散策 *「パークパス」購入要
11:30 レンタカ-借出し～「マリーン渓谷」と「ウィスラ-ズ山」 
17:30 ホテルへ ～ チェックイン ～ 休憩 ～ 街中散策と買い物 ～ 夕食

7:00 朝食仕入れ
8:45 「オールドフォートポイントからジャスパーパークロッジ」ハイキング 
12:00 ジャスパーパークロッジにて散歩とランチ 
14:30 ホテルに戻り休憩 ～ 夕飯食材仕入れ
18:00 夕食

8:00 チェックアウト バンフへ移動 「アイスフィ-ルドパークウェイ」

カナディアンロッキーの山旅　報告 　2018.9.15.（土) ～ 23.(日)

月日 時間 行　　　　程 宿泊
9.15(土）

機内泊
(日付変更線通過)
9.15(土）

9.16(日)

車中泊

9.17(月)
ジャスパー

9.18(火)

ジャスパー

9.19(水)

16:30 キャンモア
「モナーク」

9.20(木)
キャンモア
「モナーク」

9.21(金)
キャンモア
「モナーク」

9.22(土)

機中泊

9.23(日)

をドライブ (約350k)
8:40 アサバスカ滝見学
10:20 「ウィルコックスパス」ハイキング
15:00 レイクルイーズ散策

夕飯食材を仕入れ
17:30 キャンモア「モナーク」チェックイン ～ 休憩
19:00 夕食
8:00 朝食 ～ 少しのんびり
11:30 「グラッシーレイク」ハイキング
14:00 昼食　～　買い物散策
17:00 帰宅 ～ 夕食
8:00 朝食 ～ のんびり
11:00 バンフスプリングホテル見学 ～ 温泉組と買物組に別れバンフを散策
17:00 夕食材料を仕入れ帰宅 ～ 夕食

 8:00 キャンモア出発 ～ カルガリー空港へ ～ レンタカー返却
10:30 カウンターにて搭乗手続きと荷物預け 
12:50 カルガリー空港発  エアカナダ009便(成田直行便)

14:35 成田空港着 ～ 入国審査 ～ 荷物引取り (ララパーキングにTel要)
15:00? 到着ロビー外で車両受取 ～ 帰路

バンクーバー

「ウィスラーズ」

「ウィスラーズ」

「センチュリープラザ」

(日付変更線通過）
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石鎚山 
                       記：岸野 康恵 

山行日：2018 年 9 月 23 日 

メンバー：L 沼田、岸野、会員外 （2 名） 

コースタイム：5 時間 

登り 石鎚ロープウェイ前バス停 11：20→山頂成就駅 11：50→石鎚山着 14 時 

下り 石鎚山 15 時→山頂成就駅 16：10→石鎚ロープウェイ前バス停 16：30 

 

四国の沢に登ろうと計画された石鎚山でした

が、出発前の天気予報が良くなかったため登

山道を登るルートに変更。実際は予報が外れ

当日はとても良い天気になり、気持ちの良い

登山となりました。 

 

ロープウェイを下りて歩き始めると途中リフ

トの誘惑がありますが、頑張って登ります。 

連休中とあって人も多く、くさり場は渋滞し

ている所もありました。長いくさり場ですが

危険な所はなく怖さは感じませんでした。山

頂は気持ち良くのんびりコーヒータイムを楽

しめ、展望も素晴らしかったです。下りは速

く先を行くメンバーを追って必死でしたが、

それも良い思い出となりました。おかげで時

間に余裕ができて道後温泉にゆっくり入れた

のでよかったです。 
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日光白根山 

記：高木英壽 

●山行日     2018 年 9 月 23 日(日) 

●参加者     L 高木，土屋，秦 

 

●コースタイム  新越谷駅(5:30)→丸沼高原スキー場(8:30)→ロープウェイ(9:10～ 

         9:25)→白根山登山口(9:30)→白根山山頂(12:30)→白根山登山口  

         (15:00)→ロープウェイ(15:30～15:45)→センターステーション  

         (16:00～17:00)→新越谷駅(21:30) 

 

朝方曇りがちな天候は、駐車場に着いた頃に晴天になり楽しい登山が出来ると思って

いました。この日は登山客が大勢いてロープウェイに乗るのに時間がかかり、登山口

から頂上まで登山道はほぼ渋滞していました。樹林帯を抜けたところで私がバテてし

まい、土屋さんと秦さんに先に行ってもらい後から私が行くことになりました。私が

頂上手前まで着いた時には二人は頂上いたのでここで待っていれば合流できるかと考

えていたのですが、私も頂上まで行ってしまったので結局合流することなく下山する

まで別行動になってしまいました。 

二人には大変迷惑をかけてしまい申し訳なかったです。暫くは自主トレを重点的に体

力をつけて出直したいと思います。 
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谷川岳（西黒尾根～天神尾根） 

 

                               記：浅井昭光 

 

・平成 30 年 9 月 23 日（日帰り-車） 1 人山行 留守番役-小野寺英子 

・コースタイム 

草加(5：20）-外環-関越道-水上 IC7：00）- 谷川岳ロープウェイ（P）（7：40～50） 

西黒尾根入口(8：10）-谷川岳山頂（トマの耳）（11：20）-肩の小屋（11：35～45） 

---谷川岳ロープウェイ（P）（13：35）----草加（17：00） 

 

暫く山から遠ざかっていたが、急に思いつき谷川岳へと車を走らせた。 

駐車場に着くと車が溢れている。停められるかが心配になるが無事駐車できた。 

支度をして出発！周りはもう秋の世界。涼しげな空気と言い紅葉も始まっている。 

すぐに汗が噴き出てきた。鉄塔まで行くとタオルが絞れた。息を整えて登る。登る。 

雪洞を建てたところ辺りに着き一服する。下から一時間の所だ。少し落ち着いてきて

足も軽くなった気がする。「まだまだ、あるぞ！」と気を入れる。ラクダの背のあたり

に来ると稜線になり歩くのが爽やかになる。しかし、前が良く見えてまだまだ遠い感

じがぬぐえない。 

歩いてないわりに、お腹が出ているわりに足が動き、身も軽い。山頂でユックリしよ

う！と思っていたが甘かった！人、人の山！山頂に触れてすぐに退散し小屋へと向か

う。小屋で喉を潤し下山する。 

途切れない人の列、賑やかな人の声、鳥になりたい気分だ。 

今回は、歩き終えて多少の自信がついた。が、また山へ行かないとマイナスになる。

と思っている。また、来るよ！と言って谷川岳を後にした。 
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小川山 クライミング 烏帽子岩左稜線 春の戻り雪 

 

9/23-24 L:長田一樹 会員外 

 

■9/23 廻り目平キャンプ場 8：00→9：00 烏帽子岩左稜線取り付き 9：10→トラバース

13：15 小休止 13：25→13：45 クラックテラス 14：15→15：10 ワイドクラック→15：

40 チムニー16：10→16：45 頂上 17：00 下山→18：00 廻り目平キャンプ場 

 

■9/24 廻り目平キャンプ場 9：30→9：50 春の戻り雪取り付き 10：00→11：55 頂上 12：

15→懸垂下降 3P→13：15 取り付き 13：25→13：45 廻り目平キャンプ場 

 

貴重な連休、一泊二日で北アのバリエーションの予定でしたが、またもや天気が芳し

くない...。折角軽量化の為に P 社の高級フリーズドライを仕入れたのに(TдT) 

中央道の車中でメンバーと相談する。天気の良い日曜日に一気に終わらせる案も有っ

たが、釜トンの開通時間が決まっている以上、スタートは早められないので無理っぽ

そう、そうすると初日は移動だけになるので、行って全然登れないのは悔しい、それ

ならば確実に一日は登れるであろう小川山に転身する事にして、松本 IC では無く須玉

IC で降りる事にした。ナナーズで肉買って BBQ しようと話していましたが。。。 

 

9/23 烏帽子岩左稜線（終了点はほぼ無し、カムで作成か立ち木利用、支点もハーケ

ンだけなので一人に付きカム

1 セット欲しいです。マイクロ

もあると便利、最後のチムニ

ーは#5、#6 が必要） 
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三回目のアプローチなの

に、初めて行った時と同

じミスをしてしまい、分

岐を通り越す(笑)戻って、

ケルンの所を入りガレ沢

をツメて取り付きへ、先

行 P のフォローが登って

いる姿を眺めつつ、準備

していると後続 P が到着、

メンバーの知り合いでし

た！準備整ったらメンバ

ーリードでスタート、最

初は泥と木が邪魔な所謂

日本的なアルパイン、支

点は木とカムで適当に、以降基本ツルベで。2P 目：右手の一手が遠いが取れれば◎ 3P

目：ダブルクラック、ジャミングより少し振ると楽になる、先行 P に譲って頂く。4P

目：ちょっと嫌らしいというか思い切りが必要、右に逃げる手も有るが A0 になる。5P、

6P、7P 目：岩稜帯、8P 目：メンバーリード、リッジの右側から尾根に乗る 9P 目：自

分リード左から行きそうになるが、風化しているので戻って正面から、この辺から高

度感が出てくる。10P 目：トラバースだが、メンバーが間違って上に抜けてしまう。間

違いなので残置ビナにロープ掛けてもらいロアダウン。後ろが詰まってしまったので

トラバースは交代して自分が処理する。メンバーに動揺が見られたので小休止するが、

気分が萎えたようなので後続に先に行ってもらう、11P 目：自分リード、良く写真で見

る切れ落ちたルートだが

歩 け る ノ ー ピ ン  12P

目：一度下がってから登

り、クラックのテラスへ 

13P 目：クラック 5.7、今

シーズン初クラックなの

で緊張する、5.7 のハンド

なので楽だが、若干傾い

ているのとザックが重く

て思った以上に疲れた。

14P 目：懸垂下降。15P 目：

ワイドと言うより割れ目

で普通に身体が入って登

れる。16P 目：懸垂下降 

17P 目：ワイドクラック、フレンズ 4 効く箇所が奥にある、序盤から身体を入れ過ぎる

と駄目なので注意、乗り越してからもダブルクラックが有る。18P 目：チムニー、今日

で左稜線は三回目だが、最初はフォローで二回目は時間切れで下山なので、ココと 13P
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目のクラックのリードは初めて、クラックは無事終了したので、コチラもノーテンで

綺麗に抜けたい。カムとビナ、スリング類を整理して、不要な物はザックに仕舞い、

ザックは荷上げする事にして残置、序盤は正面向いたままクラック内部に入れるので、

ガバ掴んで身体引き上げる。キャメ 6 を決めてから中間部へ、狭くなってきて背中と

膝と足裏でフリクションを効かせて登る、途中で右壁フレンズ 2.5 を決められる、上

部へは更に狭くなるが同じ状態でズリズリ上がり、キャメ 5 を決めると少しホッと出

来きて、残置のハーケンが見えて来る。ハーケンにヌンチャク掛けてロープ通したら、

何とか向きを変えて、背中側だった左のフェースへ移り上部へ抜ける。ザックはクラ

ックから引き上げると引っかかるので左のフェースから 2 つ引き上げてメンバーを確

保する。無事に登ってき握手して終了。ヘッデンでキャンプ場に戻ったら、ナナーズ

へ買い出しに行く元気も無くなり、金峰山荘で酒と乾き物を買い出ししてテントで持

って来たツマミ食べて飲んでいたらアッと言う間に撃沈。 

＊確保した岩稜歩きも入れると 20P になりますが、今回は 100 岩の記載ピッチで書い

ております。 

9/24 春の戻り雪（ハンガーありますが、

カムも有ると安心です。ビレイポイント

とラッペルステーションは別です。最後

はカム無いとノーピンです。） 

早く行っても先行 P 居るだろうし、昨晩

食べ損ねた P 社のフリーズドライのチリ

ビーンズを朝食で食す。オーガニックで

肉抜きのためか？美味しいのだがコクが

無いと言うか腹ペコには残念な感じにな

る。ベーコンとかソーセージかチーズを

入れると良さそう！食後のコーヒーも飲

んでからノンビリ出発。こちらも確か 3 回

目？最初は 3P 目途中にて雷雨で敗退、2 回目

は大人数でトポの確認不足もあり最後のクラ

ックが判らず？左に行き過ぎて微妙なまま終

了だったので、今回こそはちゃんと登りたい。 

トポでは 3P だが、最後のクラックを別にして

4P として登る事にしたので、スタートは今回

もメンバー。緊張していたがテンション、A0
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する事も無く無事終了、右側奥の立ち木でビレイ、2P 目：フレークを登り左に行きた

いが、左のビレイポイントでは先行 P が懸垂下降中、取り敢えず右のラッペルステー

ションを目指してカム一つ決めて登る、登りきって上部を覗いてみるが支点は見えな

いので、ラッペルステーションから上部に抜けるのは厳しそうかなと思っていると、

丁度懸垂が終わった。左のビレイポイントが空いたので移ろうとしたら、先行 P の抜

いたロープが枯れ木に絡まりスタックしたので、斜め下にロアダウンして取り除き、

上がってビレイポイントで確保。3P 目：メンバーリード、ハンガー有るが、練習なの

でカム決められそうな所には、全部決めて登ってもらう。若干左に行き過ぎたようだ

が無事に立ち木に到着、立ち木でビレイ。4P 目：上部の少し傾斜が強くなった岩を左

手に回り込むとクラック？と言えるか微妙な感じのクラックがある。カムを二箇所決

めて一番上のラッペルステーションに到着。メンバー迎え入れて、上で昨日登った烏

帽子岩左稜線を見ながら水分と食料補給する。一休みしたら下降開始、3 連続のラッペ

ル（懸垂下降）になるので、手順確認して下降開始。ラッペルステーションが独立し

ているのでそちらへ向けて下降。2 本目以降はメンバーがトップでバックアップ取って

下降開始するが、慣れないせいか？バックアップのプルージックが ATC に当たり効か

なくなり焦っている。普段やらない事をやる時は、慣れるまでは大変だし、慣れたら

油断もあるので、どちらにしても確認は大事です。取り付き着いて更に水分食料の補

給。 

 

戻ってテント撤収して 14：15 帰路につ

く、焼き肉ふじもとに行きたかったが

17 時開店なので早過ぎる、ナナーズで

味噌買ってカラファテを冷やかしたが、

未だ早い、今回はとよしげに行く事に

して、おいしい学校でお風呂入って、

開店 5 分前に到着。土曜夜から肉っぽ

い物を食べて無かったので焼き肉に白

飯で、栄養補給出来て満足でした。月

曜日の予報が当初より良くなったので、

北アも行けていたかもしれませんが、小川山で二日目も登れて、自分の宿題の回収と

メンバーの練習になったので良かったです。取り敢えずコレで左稜線と春の戻り雪は

全てのピッチ出来たので完了です。セレクションと南陵神

奈川も終わっているので、あとは南陵レモンとガマルート

の奇数ピッチを頑張りたいです。 
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四国剣山 
                             記：岸野 康恵 

山行日：     2018 年 9 月 25 日 

メンバー：    L 沼田、岸野、会員外 （2 名） 

コースタイム：  2 時間 30 分 

               9：30 見ノ越登山口→10：10 リフト西島駅→10：20 刀掛ノ松→10： 30  

               剣山頂上ヒュッテ→10：45 剣山→11：20 大剣神社→11：30 リフト西

         島駅→12：00 見ノ越登山口 

 

 

あいにくのお天気で、時折小雨がパラパラ降

る 中の肌寒い登山となりました。 

山岳信仰の山で、登山道にはいくつもの神社

があり、階段が多く登りやすい道でした。山頂

近くの山小屋に立ち寄り、本宮でお参りをして、

最後の一登り。頂上付近は開けていて、木道が

整備されています。晴れた日の稜線からの展望

はきっと素晴らしいんだろうなぁと、真っ白で

何も見えない景色がちょっと残念。いつかまた

お天気の良い日に来てみたいです。下山途中に

「剣山御神水」とご利益ありそうな湧水があり

ました。ミネラル豊富な若返りの水を飲んで、

無事に下山。 

手軽に登れる百名山の一つだと思いました。 
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岩木山・八幡平（百名山達成山行）１６２５m 

記：小野寺 英子 

山行日：２０１８年１０月 2 日～4 日 

参加者：L 小野寺・SL 山本・小宮・石井（文）・小林（い）・和田・鈴木（里）・松田・ 

阿部・兼堀（善） 

【コースタイム】 

10/2（火）独協大学前西口 5：30＝＝東北自動車道＝＝大鰐弘前 IC＝＝弘前城＝＝ 

百沢温泉富士見荘（泊） 

10/3（水）富士見荘 7：20＝＝嶽温泉登山口 7：40…湯沢分岐 8：17…8 合目駐車場 

10：40＝リフト登山口 11：10…岩木山頂上 12：10～12：30…8 合目駐車場

  13：30＝＝大鰐弘前 IC＝＝鹿角弘前 IC＝＝ふけの湯温泉（泊） 

10/4（木）ふけの湯温泉 8：15＝＝八幡平登山口 9：00…八幡平頂上 9：30…登山口 

10：00＝＝毛越寺（平泉）＝＝（東北道）草加  

 

3～4 年前に 85 座を越えた辺りから百名山行けるんじゃない？と言われ、自分もそ

の気になった時点から、最終は岩木山に必ず一緒に行くと言って呉れる小宮さんとの

約束で動き始めた。山本さんからも協力するよと言って貰えて、頼もしい限りでした。  

昨年から今年の春ごろまで、骨折や目の病気と色々有って、達成は来年になるなぁと  

思ってたが、小宮さんから（今年中にやらないと俺は来年は居ないぞ）と脅され…！？   

残り 4 座に集中して取り組んだ！！（越後駒ケ岳・聖岳・御嶽山・岩木山）  

初日弘前に着いたのが少し早かったので、弘前城の見学！お堀の工事中で迫力に欠け

たお城でした。宿は岩木山神社の真正面で、山行の無事を祈って全員でお参りを済ま

せた。始めは岩木山神社から登る予定だったが、八合目からのメンバーと山頂での合

流は時間的に難しいと思い、スカイラインに近く駐車場に着く嶽コースに変えた。  

登山口からゆったりした登りが続く、途中

ブナ林が素晴らしく、幻想的な感じも有り、

時々短い急登が有ったりで、車組の皆さん

が待つ駐車場に着いた。 

八合目から眺めの良いリフトに乗り、９合

目から歩き始めた。避難小屋まで下って、

そこから岩場の登りが始まる。ずっと山頂

が隠れてた岩木山だが、歩き始めると風が

出てきて真っ青な空！！ 

皆さんが私にスカッとした山頂を踏ませたいと、念じて呉れてたそうです。  

私が”全員で山頂を踏みたい！”の思いを皆さんで叶えて呉れました。  

本当にうれしくて有難うの気持ちで一杯でした。山頂ではサプライズが待ってた。  

私の大好きなピンクの布に“達成おめでとう”の幕が用意されていた。私に内緒で  

一生懸命作って呉れてたんだね！強い風の中で“万歳やった～”とみんなで記念写真！

嬉しくって泣けちゃった。直前に体調不良で参加出来なかった黒ちゃんから突然、  

リフト下りて全員で登山開始 
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登頂おめでとう～の電話にビックリ！心は一緒に登ってたよ！って、又々ウルル… 

パノラマの山頂に別れて、強い風の中岩場の下山に充分気を付けてリフト迄下りた。  

本当にみんなで登って来たんだ！山頂を振り返り、嬉しさでしばし興奮状態でした。 

駐車場に着いたら、山頂は雲の中にすっぽりと隠れてるのにはビックリでした。  

後はふけの湯温泉までひたすら車を走らせる。勿論宿で飲むお酒は沢山買い込んで…

風情の有る一軒宿で、露天風呂は遅いので明朝入る事にして…内風呂で我慢！  

夕食時宴会場で又々のサプライズ！！  

大きなケーキがテーブルにどんとおかれてビックリ！  

凄い山の中なのに…ホテルに無理を言って準備して貰

ったそうです。感動です！そしておめでとうの垂れ幕に

自分で日付を入れて、ケーキ入刀です。有り難くて、 

皆さんの心配りに嬉しくてウルウルしっぱなし。何て私

は幸せ者でしょう～～、残りの人生そんなに長くはない

けど、一生忘れられない最高の思い出となりました。  

翌朝、露天風呂に男性は混浴で良い気分。女性風呂は小さく、泥湯の感じでした。  

最終日は八幡平の最短コースを登った。最後まで小宮さんも登って呉れました。  

帰りは見事な紅葉も見られ最高でした。途中、平泉の毛越寺に寄り道して帰宅した。

今回は遠かったので、山本さんの提案で１００キロごとに運転交代が有り、メンバー

も其々の車に入れ替わるという面白く楽しい道中でした。  

小宮さんの“これで俺の約束は果たしたからな”に本当に頑張って呉れて有難う～！！  

山本さんには宿や道路状況等々、本当にお世話に成りました。  

お礼がうまく言い尽くせません！！本当に皆さん有難う御座いました。  

感謝・感謝で最高の１００名山達成山行でした。  

 私は恥しいのですが、臆病者で一人で山に登った事が有りません。ですから山の会

の全ての皆さんのお陰で達成出来たと心から思ってます。有難うございました。  

 

記念山行なので参加して呉れた全員に一言メッセージを強引にお願いしました 

 

 百名山達成おめでとう体調崩し参加出来ず本当に残念でした。でも計画書を見て

今頃頂上かな？と電話したら万歳した後だったけど参加した気分になり嬉しかっ

たです。一緒に登った仲間の協力もですけど…ダンナさんの理解があったからで

すよ。感謝してこれからもドンドン山に登ってね。          黒澤 

 

 小野寺さん、日本 100 名山完登おめでとうございます。  

山の仲間として心よりお祝い申しあげます。  

私にとっても岩木山が最後の山行となり、思い出深い山となりました。 

今後も 200 名山、300 名山を目指して頑張って下さい。        小宮 

 

 １００名山達成おめでとう。最後の岩木山まで良くがんばった。古い仲間と記念

の山行に参加出来て良かったです。                 和田 
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 小野寺英子さん「100 名山登頂達成おめでとう」……たかが 100 名山、されど 100

名山です。いつ頃 100 名山を考えたのか、詳しくは知りませんが、ここ数年の英

子さんの目標達成への気合と体調管理には、されど 100 名山ではなかったのかな

と思います。これからは、自然体で無理のない山登りを続けてください。 

「いつまでも、みんなで元気に山登り」これが、共通の合言葉だと思います。M.Y 

 

 英子さん、日本百名山達成おめでとうございました。去った台風、来る台風、  

いろんなハードルに一喜一憂しながら見事にやってのけましたね。  

本当に感動しました。岩木山の雲でさえどけてしまう貴方のパワーには脱帽です。  

山は幾らでもあります。これからも大いに楽しみましょう。    小林いつ子 

 

 当日は、快晴強風の中でのリフトから 40 分の登りです。 

岩木山山頂で英子さんに内緒で持っていった旗を掲げ英子さんに喜んでいただき、

百名山登頂達成に参加でき感激しました。  

蒸の湯の夕飯では、英子さんおめでとうケーキを分けてもらい美味しかったです。 

英子さんありがとうそしておめでとうございます。         石井文子 

 

 100 名山達成おめでとう。  

英子ちゃんの感動の涙！私も一緒に感動しちゃった。  

忘れないからね。ありがとう！  里子 

 

 岩木山は平成 18 年に会員バスハイクで実施されましたが、あいにく台風崩れの大

雨で岩木山への登山は中止となりました。このバスハイクに小野寺さんも参加し

ていたので、晴れていれば、小野寺さんの百名山の最後の山は、岩木山ではでは

なく御嶽山になっていたかもしれません。それはさておき、百名山達成心からお

めでとうございます。これからも、お身体大事に山登りを永く続けてネ！！松田  

 

 今回英子さんの記念山行に参加させて頂き、感激しました。英子さんおめでとう！  

前回、還暦山行で２０１３年１０月に岩木山神社登山口から登頂したので、今回

のコースは初めてでした。山頂近くの突風に戸惑いながら、無事全員登頂出来て

よかったです。併せて八幡平の紅葉も見られて最高でした。  

改めて草加山の会の結束の深さを知りました、私も幸せです有難う・・・兼堀  

 

 小野寺さんの１００名山最後の山「岩木山」、自分でも以前、雨で断念した山なの

で行きたい山だったし喜んで参加した。今回は天気にも恵まれてとても良い山行

だった。ただ風が強いので皆飛ばされないように慎重に登った。やはり頂上に立

った気分は格別だった。ましてや１００名山達成の小野寺さんは感慨深かったこ

とでしょう。その後秘湯の「ふけの湯」に入り、八幡平を廻り楽しい山行が出来

た。小野寺さん１００名山達成おめでとうございます。   阿部芳夫 
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大源太山（谷川越連峰） 

                                           

               記：浅倉 直人 

山行日：2018 年 10 月 3 日 

メンバー：L 山崎寧 鈴木勝、鎌形、殿塚、浅倉 

コースタイム： 

1 日目：8 時間 

S 旭原駐車場 06:00〜06:20 北沢渡渉点〜08:40大源太山 09:00〜09:25 七ツ小屋山〜09

〜10:00 シシゴヤノ頭 10:20〜11:15 水場（旭原～シシゴヤノ頭）13:30 謙信ゆかりの

道入口 13:35〜14:00 旭原駐車場 G 

行程 8 時間休憩込み 

 

２０時に獨協大学前出発してから、２３時にテント張り、みんなでお酒飲み寝ました。 

８時間って結構長いと思いましたが、意外と歩けました。 

楽しかったです。 

ありがとうございました。 

来月の長田さんの山行が楽しみです。 

酉谷山も頑張って歩きます。  
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男 体 山（２４８６ｍ） 
                              記：尾崎あや子 

 

 山行日  2018 年 10 月 ７日（日）晴れ 

 メンバー Ｌ尾崎 青木 土屋 

 コース  南越谷 4 時出発…東北自動車道…日光 IC…二荒山神社 6:20 着 

     二荒山神社入口 6:45 出発～四合目 7:45～8 合目 9:30 山頂 10:20～ 

山頂 10:50 出発～二荒山神社 14:20 着 

東北自動車道日光 IC…浦和 IC…南越谷 18:00 着 

 

今年は台風が多く 日本列島を縦断し大きな災害が多かった。  

今回の山行も台風 27 号が…と心配していたが日本海方面にずれ込み影響はなかっ  

た。 

青木さんの車で草加～南越谷 4 時集合と早目の出発。東北自動車道浦和 IC への近道を

土屋さんの案内のお陰で道中混雑もなく 6時 20分に二荒山神社下の階段の付近に駐車

することが出来た。(帰りも浦和 IC から裏道で時短！) 

受付で登拝料 500 円を奉納し鳥居をくぐり階段続きの一合目。色づきかけた木々の間

からは中禅寺湖が登につれ異なる姿を見せてくれる。遠くに富士山や筑波山。  

白い鳥居がある 4 合目からは徐々にガレ場が多くなりその後ゴロゴロと大小の岩。段

差もあり両手を使って登る。バリエーション豊かで飽きない。  

9 合目位からいきなり道が開けてくる。と同時に一面赤茶けた細かな石⁈ 強風のため

一枚羽織り山頂へ到着。 一等三角点・二荒山大神の銅像・太郎山神社・青空にそび

え立つ白刀（山頂 2486m）中禅寺湖や戦場ヶ原、日光連山の大パノラマと堪能しまし

た。 往路を下り二荒山神社に戻る。  

日光も少しずつ紅葉が始まり、下から眺める男体山も素晴らしいです。  

少し時間をかけ、景色を見ながらの山行は楽しいものです !! 

一緒に行って下さった皆さん (二人)楽しい山行ありがとうございました。  
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鬼面山（1481m）安達太良山（1699m）  

                      記：１０月１７日第１日目 出口 栄子 

                        １０月１８日第２日目 兼堀恵美子 

 

★メンバー：Ｌ山崎 正夫、兼堀 恵美子、出口 栄子、会員外１名 

 

▲２０１８年１０月１７日（水）鬼面山 

＜行程＞  ６：００草加駅東口―６：３０浦和 I.C―９：１３二本松 I.C― 

１０：３５野地温泉着 １１：００出発―１２：０３鬼面山山頂１２：２０－  

１３：１３野地温泉登山口 ―１４：１０沼尻温泉のんびり館 

 

紅葉を期待して浄土平から一切経山に登る予定が、浄土平付近が火山の警戒レベル２で

禁止区域となり諦め、野地温泉からの往復３時間程度の鬼面山へと変わりました。鬼面山

は安達太良連峰の最北に位置し、箕輪山から安達太良山山頂へと峰続きで繋がっています。 

二本松ＩＣを降りてから途中の山の車窓からの景色はここまで来たからこその色付き

具合でしたが、天気は出発後雨が上がったと思うと現地近くは一時土砂降り状態で冷や冷

や物でした。結果的には登山口から全く濡れることなく樹林帯の紅葉を愛でながらの登山

でした。恵美子さんも私も紅葉の吾妻小富士を見たかったと話しながらも、福島へ紅葉の

時期に訪れることは叶いました。 

宿泊地の沼尻温泉は透明で少し滑りのあるお湯でした。湯上がりには今年百名山達成し

た山崎リーダーにワインで祝杯を上げた後、夕食に出た岩魚の刺身等に舌鼓を打ちながら

１日目を終えました。山崎さんとそのお友達のＨさん、写真と運転有り難うございます。 
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▲10 月１８日（木）安達太良山  

前日の曇り空から打って変わって朝から晴天。少し早めに宿舎を出発して沼尻駐車場

まで行く。 

車 3 台程止まっていたが、沼尻コースから登る人は少ないらしく、私達が帰って来る

山道へ行った様だ。船明神山までは私達四人だけの山行となった。森林の中をどんど

ん登り、視界が開けた所で白糸の滝～湯の花採取場など眼下に見て、昨日登った鬼面

山や箕輪山を正面に見た。リーダーが今まで来た中で一番良い天気だと言うだけあっ

て最高の景色…紅葉もまだ残っていてよかったぁ！ 

船明神山からは森林限界となり、前方左に鉄山避難小屋、右に安達太良山山頂を見な

がら行く。ここまで来ると人が増え、安達太良山山頂直下は渋滞気味。無事山頂を往

復して、少し下った所で昼食タイム。下山は牛ノ背、馬ノ背から鉄山避難小屋方面

へ・・・いつもなら強風の場所らしいのだがこんなに風がないのは初めてとか・・・

やはり天気は最高の様だ☀墜落したプロペラが建っているしゃくなげの塔、リュック

を下してくぐる胎内岩を通って岩場を急降下して湯ノ花採取場まで行く。あとは沼尻

駐車場までだらだらと行き約６時間ほどの山行を終える。  

一切経山は残念でしたが、鬼面山・安達太良山とても良かったです。おまけに＜のん

びり館＞のお料理・お風呂も最高でした。山崎リーダー有難うございました。ご一緒

したお二人もお世話になりました。       
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 秩父御岳山、四阿屋山会員バスハイキング (45 周年記念) 

   記：殿塚洋一 

・日程：10 月 20 日(土)  秩父御岳山 

10 月 21 日(日)  四阿屋山 

・実行委員：殿塚洋一  (委員長)、兼堀 善和、畑野  仁美、井居  奈美、土屋  玲子 

・参 加 者 ：36 名(松井多喜雄、小林いつ子、木原初枝、小野寺英子、松浦剛、  

張替清治、山本理郎、中島秀子、山崎正夫、畑野仁美、澁谷久美子、  

兼堀善和、兼堀恵美子、鎌形瑞枝、畑野順二、殿塚洋一、井居奈美、  

宮澤明音、今泉優子、土屋玲子、阿部芳夫、石井美樹、平野祥子、  

杉山清美、鈴木勝幸、松田武、下川賀也、青木麻子、大門京子  

黒澤登美江、鈴木里子、石井文子、尾崎あや子、浅倉直人、出口栄子、  

松田弘一)  ※敬称略 

 

今回は草加山の会創立 45 周年記念行事の一環として秩父御岳山、四阿屋山登山の登山

を実施。今年は天候不良の日が多かったのでバスハイク期間中の天気が心配だったが、

初日の秩父御岳山、二日目の四阿屋山の両日とも晴天に恵まれ、少々汗ばむくらいの

陽気のなかでのハイキングとなった。  

コースは初日の秩父御岳山が 8.5Km を 6 時間弱、二日目の四阿屋山の歩程が 5.5Km

を 4 時間 30 分程と長過ぎず短過ぎずの程好い山歩きになったかと思います。  

また、事故や怪我、道迷いなどのアクシデントも無く無事に登山が終わったことにつ

きましては、各班リーダーや参加者のご協力のおかげかと思います。 

皆様、ご協力ありがとうございました。  
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埼玉百名山・会員バスハイク      

秩父御岳山(1080ｍ)四阿屋山(772ｍ)1班 
                                記：今泉優子  

山行日 ：2018.10.20-21  天気.晴れ 

メンバー：Ｌ平野祥子、石井美樹、宮澤明音、今泉優子、中島秀子、松井多喜雄、 

     阿部芳夫 殿塚洋一(実行委員) 

 

10/20 秩父御岳山 

 

秩父御岳山強石登山口着 9:00－9:20 出発－杉野峠 10:30－秩父御岳山山頂着 12:10－

12:45 下山－タツミチ－常明寺登山口…(バス乗車)…国民宿舎両神荘 

 

 石井さんの「ゆっくりネ」の合言葉でスローペースで歩き始める。 

樹林帯の中を歩く。登山道は整備され思ったより歩き易い。途中、杉の大木が根こそ

ぎ倒れているのにビックリ！道標がけっこうあって迷うことはない。何回も小休憩を

取りながら進む。単調な所、ヤセ道、杉の根っこが地面に張り出て歩きづらいところ

もありと気が抜けない。かなり緊張の連続。やっと山頂へ。1 班が最後だったのですぐ

に皆で記念撮影。 

疲れたけど笑顔でハイポーズ‼ 

昼食休憩後下山開始。下りもヤセ道

で落ち葉が積もり滑らないように足元

注意で下る。木々の間から道路が見え

た時、やっと下界に下りられるとホッ

とした。バスに乗り両神荘へ。 

温泉に入り緊張した体を解す。 

極楽！極楽！ 

やっとお食事宴会の始まりです。 
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10/21 四阿屋山 

  

両神荘 8:10 発－薬師堂登山(薬師堂コース)8:30 発－両神神社奥社 10:00 着 

－10:30 着－10:40 下山(鳥井山コース)－両神荘 12:00 着 

 

登り始めは歩き易く落葉を踏みながら気持ち良く歩く。 

今日は全国的に快晴。森

林浴を楽しみながら歩き、

見晴台のわきを通り両神

神社奥社に着く。奥社の

左側から頂上をめざす。

やせた岩稜にクサリ場だ。

前の方の登りを参考にし

ながら始めてのクサリに

挑戦。山頂は狭いので班

ごとに写真を撮ってもら

い急いで下山。緊張のク

サリ場をなんとかクリア

して下る。 

 四阿屋山は花の山との事、春にロウバイ、セツブンソウ、フクジュソウと目を楽し

ませるらしい。 

見てみたいなぁ…今回は紅葉にも早いけど森林浴が最高でした。 

 鳥井山コースで下山。12 時に両神荘へ到着。温泉は疲れた体に最高！13 時に両神荘

を出発。関越道は事故渋滞とのことで圏央道に変更して帰路に着く。途中のバスの中

では、ビンゴゲームで大盛り上がり楽しい車中を過ごせた。獨協大学駅前着の時間当

ては 4:47 分を的中させた里子さん「クオカード」get！おめでとう 

怪我やアクシデントも無く、2 日間の行程を無事達成し本当に良かったです。 

皆様、大変お世話になりましてありがとうございました。 
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     秩父御嶽山・四阿屋山 ２班 

 
記：青木麻子 

日程     ：20018 年 10 月 20 日～21 日 

２班メンバー ：実行委員 土屋・井居 

Ｌ小林(い)・畑野(順)・兼堀(惠)・山崎(正)・下川・澁谷・青木 

コース１日目 ：9:00 強石登山口 → 12:00 山頂 → 14:40 常明寺登山口 

   ２日目 ：8:30 薬師堂登山口 → 10:30 山頂 → 11:30 両神荘 

 

10/20 秩父御岳山 

バスで強石登山口まで行き、階段を上ったところから班ごとにスタートしました。  

始めのうちは樹林帯でメンバーたちとのおしゃべりを楽しみつつ歩いていきました。

途中クマ目撃情報が入りクマ除け鈴を鳴らしドキドキしながら歩きます。しばらく行

くと急登もあり狭い尾根もあり少し慎重に登っていきました。クサリのある岩も出て

きましたがなんとか登って山頂へ到着♪山頂には普寛神社奥宮の祠があり全員で記念

撮影です。お天気も良く両神山も綺麗に見え素晴らしい景色でした。  

帰りはタツミチ分岐から常明寺登山口をめざして下っていきました。ゴールでは可愛

いかかしがお出迎えをしてくれて何だかほっこりしました。  

 

10/21 四阿屋山 

宿泊先の両神荘から歩いて薬師堂登山口に向かいました。午前中には下山できそう

な軽めの山だと事前にきいていたので、菖蒲園の中をお散歩気分でのんびりと抜けて

いきました。けれど登っていくうちに岩やクサリが現れしばらく緊張感のある登りに

なりました。山頂はとて

も狭く、交代で数人ずつ

通過。下りも岩とクサリ

の急な下りが続き、お散

歩どころかしっかり登

山でした。秩父御岳山も

四阿屋山も変化に富ん

だ楽しい山行でした。そ

して山の会の仲間と一

緒に歩き、汗をかき、笑

って過ごした最高のバ

スハイクでした。 

実行委員のみなさま、本当にありがとうございました。ご一緒してくださったみな

さま、ありがとうございました！！  
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45 周年 記念会員バスハイク 3 班 

記 松田弘一 

山行日 2018 年 10 月 20 日、21 日 

メンバーL 大門京子、小野寺英子、木原初枝、尾崎あや子、松浦剛、張替清冶、松田弘一  

 

20 日 草加松原 5：30→高坂 SA→道の駅ちちぶ→強石登山口 9：00→杉ノ峠→10：30 

秩父御岳山（1081ｍ）12：00→ タツミチ→常明寺登山口 14：50→両神荘 16：00 

 

21 日 両神荘 8：00→薬師堂登山口 8：15→両神神神社奥社→四阿屋山 11：00→観景亭

→両神荘 12：30 花園フォレスト→草加松原 16：38  

 

当初、会員バスハイクの参加は難しいと思っていたのですが、急遽、参加することができ

ました。松井さんお誘いありがとうございます。  

 

一日目 強石登山口をスタート、最初は傾斜がある林道、歩きがつづき、杉ノ峠からは急

登で補助ロープが出てきました。登り下りを繰り返してしばらく歩くと、やせ尾根になり

岩場も出てきて、その先に秩父御岳山が見えました。 山頂にはふもと普宣神社の奥宮が

祀られていました。  

宿の温泉に入り、夕食前にみなさんと一緒に部屋で楽しく飲みました。36 名が一室に集合

したのはびっくりしました。 

 

二日目 四阿屋山 頂上手前の岩場は急な登り

でスリルがありました。山頂からは両神山と二

子山が見えると教えていただきました。  

いつか登ってみたい山の候補になりました。  

帰りのバスでは去年の山行の DVD が見られた

り、ビンゴゲーム、到着時間当てクイズなどが

あり、楽しかったです。草加山の会のみなさん、

ありがとうございました。 
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45 周年記念バスハイク 4 班 

   記：鎌形瑞枝                                  

メンバー・・・L.鎌形、兼堀(善）、鈴木(勝)、松田、山本、出口、浅倉 

10/20 秩父御岳山 

 うろこ雲のある青空の元、強石より登山開始。熊倉山を確認せず歩き出す。樹林帯

を杉の峠までひたすら登る。時折二ノ瀬ダムが見える。ベンチ通過で山頂は近い。  

鎖場の急登。御岳山の祠がある。信仰の山だ。ベンチに戻り昼食。  

タツミチの分岐に注意しひたすら降りる。早いと後方より声がかかる。  

時代物のお墓通過で常明寺登山口到着。  

国民宿舎両神荘にて入浴、３時間の楽しい宴会で盛り上がる。９時過ぎ就寝。  

10/21 四阿屋山 

 １０月一番の天気の中出発。薬師堂

コースを行く。フクジュソウ園地をい

くつか通過し、展望休憩舎着。奥社を

超えるとここから先は“低山を侮るな

かれ”ものすごい急登が始まる。  

鎖あり、一段が高い！！上級者コース

と地図にあり。狭い山頂で数人づつ写

真に納まり後にする。奥社に戻るとホ

ットした。分岐で鳥居山コースを山荘

まで戻る。 

どちらの山も鎖の岩場ありで大満足の山行でした。皆様お疲れ様お世話になりました。 

 

秩父御岳山 ５班 

 L 石井（文）・黒澤・杉山・鈴木（里）             記：鈴木里子 

 

5 班は他班とは逆のコース。常明寺登山口から登りました。  

9：10 白川橋でバスを降り、トイレ前の椅子に座っているかかし人形に見送られて常

明寺登山口へと 9：30。常明寺の領域なのか山に入ってもお墓が点在していた。一番

上の墓場には側道の墓、奇形な墓石と書かれた珍しい墓石もあった。10：15 1 番高

岩まで登って休憩していると一人の男性が下りてきた。ここから 30 分位行った所でク

マを見た。警察に電話を入れたら登って来る人にもその事を伝えて下さい。との事で

した。事情は聞いたがもう少し先まで行ってみることにした。鉄塔を過ぎ、2 番高岩ま

で行くと鳥が食べられた跡があり（クマに？）それを見た瞬間私は恐怖で足が進まな

くなってしまった。 

ここでリーダーが判断してくれて、下山することになりました。（後で聞いたらクマは

鳥を食べないとか）僅か 2 時間のお散歩になってしまいました。  

山の上から見えた学校で、テントを張って行事をしている様子なので行ってみた。村
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の伝統を子供たちに伝えていく行事とか？丁度お昼時で、鍋を囲んで大人も子供に交

じって食事中だった。集落を歩いているとかかしの里で町おこしをしている様でどこ

の家の軒先にも等身大のかかし人形が置いてある。顔の表情や仕草が人間そのもので、

家族として生活している様で神楽が大変盛んに行われるようです。そしてしだれ桜で

有名とか？お寺（円通寺）まで足を延ばしてみました。あまり広くない庭に大きなし

だれ桜の木が有り、古木だが長い枝が垂れ下がっている。花が咲いたら本当に見事だ

ろうなと思った。どこの家も庭や畑に黄色く色づいた柿の実がたわわになっていた。

そんな風景を見ながら良い時間を過ごすことができました。  

 

四阿屋山   5 班               記 杉山 清美 

２０１８．１０．２１（日）  

メ ン バ ー ：Ｌ石井（文）、黒澤、鈴木（里）、杉山、畑野、張替  

コースタイム：国民宿舎・両神荘８：１０薬師コースから登山開始、９：３０展望台  

       ９：５０両神神社奥社～１０：１５四阿屋山山頂～鳥居山コースにて

下山１２：００菖蒲園～１２：１０両神荘  

 バスハイク二日目は快晴に恵まれた。私は先日不覚にも転び膝を痛めており、ゆっ

くり歩いてくれるという、５班に入れて頂き参加した。  

 二日目は、四阿屋山を登頂するために頑張る私たち 5 人の後ろから、畑野順二さん

が、いざという時に荷物を持ってやると言って５班に参加してくださった。  

 私は両神神社に参拝し、登山

の無事を祈った。登山口の菖蒲

園には鹿よけのネットが張って

あり、皆ネットをくぐって登山

開始した。杉林の中をゆっくり

と登っていくと、雑木の混ざっ

た道になった。紅葉にはまだ早

かった。 

しばらく登って行くと、三角屋

根の立派な展望台に着いた。秩

父のシンボル武甲山が望めた。

小休憩後先に進むと、急な階段

の道が続いた。両神神社奥社をお参りして、いよいよ頂上に向う。急登、くさり、ジ

グザグな荒れた道、両手、両足、三点支持の２０分程の難所が頂上まで続いた。  

緊張はしたが、面白い山だと思った。頂上では山本さんが、各班の写真を撮るために、

待ってて下さった。 

 下山は、両神神社奥社より左側の鳥居山コースを歩き、朝出発した菖蒲園に戻った。

トイレをすませてから、舗装道路を歩き、バスが待つ両神荘に帰った。途中の両神神

社に無事に歩き通せたことに感謝し手を合わせた。  
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2018 年 会員バスハイク収支報告 

 

 

日  時：  10 月 20 日（土）～21 日（日） 

場  所：  秩父御岳山、四阿屋山 

参加人数：  36 名 

 

 

収   入 摘 要 金 額 

参加会費 20,000 円×36 名 720,000 

差し入れ（松浦様）  10,000 

合計（A)  730,000 

 

支   出 摘 要 金 額 

貸切バス代 205,200 円 205,200 

高速代 14,740 円 14,740 

運転手謝礼 3,000 円 3,000 

両神荘宿泊費（乗務員宿泊、宴会酒代など） 471,268 円 471,268 

2 日目の入浴料 12,800 円 12,800 

その他、おつまみ、飲み物代 11,671 円 11,671 

ゲーム景品 9,359 円 9,359 

お土産 12,720 円 12,720 

雑費 3,000 円 3,000 

合計(B)  743,758 

 

収  支(A)-(B)=  ▲13,758 

 

※不足分\13758 は草加山の会運営費より補てんさせていただきました。 

井居 奈美 
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県岳連登攀講習会 
記：岸野 康恵 

日時：2018 年 10 月 21 日 

メンバー：沼田、山口（裕）、好田、岸野 

場所：平戸の岩場（飯能） 

初級クラススケジュール 

  8：30 平戸の岩場集合 

  9：00 講習開始 登攀の装備と各種用途についての説明 

      ロープの結び方 

      簡易ハーネスの作成 

      フィックスロープを使ったトラバースの方法、くさり場の通過 

      三点支持、支点の構築 

縦走路からの引き上げ、1：1、2：1 

  15：00 講習終了 

 

10 月の天気の良い日でしたが、陽の当

らない岩場のためとても寒く、フリース

とジャケットを着ての参加となりました。 

私が受講したのは初級の講習で、講師は

日本スポーツ協会公認 山岳上級指導員 

鈴木一美さん。受講生は 10 名程でした。 

 

午前中はロープの結び方を教えても

らい、ひたすら練習。フィギアエイト

ノット、プルージック、クレイムハイ

スト、マッシャー、クローブヒッチ、シートベント、など。 

 

午後は 120ｃｍのスリング

を使って胸の前で簡易ハーネ

スを作り、 

それを利用して、縦走路から

滑落したことを想定した引き

上げを行いました。 

今回の講習で初めて知ること

も多く、とても勉強になりまし

た。ロープの結び方など身につ

くまで繰り返し練習して、今後

に活かせるように頑張ろうと思

います。 
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登山技術講習会(中上級)参加報告書 埼玉県山岳連盟 

実施日：2018.10.21 

参加者：沼田・山口（裕）岸野・好田  

好田祥基  著 

 平戸の岩場にて開催された登山技術講習会中上級クラスに参加したので報告致しま

す。中上級クラスでは制動確保からの仮固定および自己脱出の訓練を行う上で必要と

なる各ロープ操作技術についての確認から始まった。  

フリクションノットのプルージック、クレイムハイスト、マッシャーの実践と確認、

クローブヒッチ(インクノット)の確認、ムンターヒッチ (半マスト結び)の確認を行った

後に制動確保へと移った。  

 制動確保では 50kg のウェイトの墜落衝撃に対して制動確保を行い、ビレイデバイス

の仮固定からフリクションノットによる確保後のビレイ解除、支点構築後にムンター

ヒッチによるクライマーの降下を行った。  

 次に、自身をクライマーとしての落下後における登り返しを行い、3 倍力システムに

よる引き上げ支点の構築方法、ブッシュを利用した支点構築方法について学び講習終

了となった。 

 3 倍力システムによる引き上げシステム構築については山岳ガイド式の新しい構築

方法について知見を得たので詳細を以下に説明します。  

 左図の写真は自宅での再現になります。

ロープマンなどのジャミングプーリを用い

ない場合には支点にフリクションノットを

用いてジャミングを行うが、ここにガイド

モードで ATC などのビレイデバイスを用

いる事でジャミングを行っている。  

フリクションノットを用いた場合はノット

がカラビナを越してしまいジャミングが効

かなくなったりスリングの余り分だけ戻り

が発生するが、ビレイデバイスを利用した

場合はフリクションノットより格段に戻り

量を少なく出来る。また、構築に掛かる時

間についてもフリクションノットが 1 箇所

で済むため時間短縮になる。  

 ロープマンなどのジャミングプーリは現

場に持っていっているかという事が問題と

なるが、一般的な装備として考えるとロー

プを携行している時にはビレイデバイスは

まず間違いなく携行していると考えられる

ので非常に効率的なシステムであると考え

ています。  
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記：山本 理郎 

■日時    平成 30 年 10 月 26 日（金） 

■メンバー  L=山本、阿部、和田、兼堀、八並、平野 

■コース   草加松原 5：30……新郷 IC……勝沼……大弛峠 90:00……朝日岳……  

       金峰山山頂 11：40……大弛峠 14：05……勝沼……新郷……草加松原 

 

 10 月の中旬に天候不順で中止にした金峰山でしたが、この週を逃すと今年の金峰は 

もう終わりという強迫観念に押され、5 人の賛同をえて平日山行を行った。週間予報で

は好天が約束されて、それを信じて松原を出発した。高速の勝沼インターを降りると

すぐに広域農道にはいり、塩山の市街地は

通ることなく、大弛峠に着く。この間にコ

ンビニなど全くなく、おにぎりの調達もで

きないので要注意だ。ガイドブックでは大

弛峠付近の紅葉は 9 月の下旬とか、でも琴

川ダム付近の林道は黄葉の盛りで見事だっ

た。 

 9 時に峠に到着したが、ガス模様で想

定外の寒さだ。風もあり防寒具を着込ん

での出発だ。駐車場に案内板があり、金

峰山までは 2 つのピークを越え、上り 2

時間 30 分下り 2 時間とある。累積の高度

差も 570ｍで危険もなく、人気のコース

らしい。駐車場には平日にも関わらず 20

台くらい停まっていた。 

  山頂近くまではほとんど樹林帯でその

日は風が音を立てて渦巻いていた。昨晩

に着いたのだろうと思われる「海老のし

っぽ」がバラバラおとを立てて落ちて来

る。時折、太陽が顔を出しそうな雲の動

きもあったが、下山まで、青空は望めな

かった。秋の風情が楽しめるかなと期待

した山行であったが、とにかくピークを

踏んで帰ろうと言う山行になってしまっ

た。 

金峰山（大弛峠コース） 
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浅間山（前掛山） 車坂峠から外輪山も回って 

記：山口裕史  

山行日：2018 年 10 月 28 日 

メンバー：L 山口裕、山口敏、会員外 1 名 

コースタイム：9 時間 50 分 

車坂峠 6:00 - 6:08 車坂山 - 7:11 槍ヶ鞘 - 7:20 トーミの頭 7:40 - 8:10 湯ノ平分岐 - 8:35 

賽の河原分岐- 9:43 立入禁止告示板- 10:06 前掛山 10:09 - 10:50 立入禁止告示板  - 

12:00 J バンド 12:20 -  13:00 仙人岳 13:10 - 13:40 蛇骨岳- 14:07 黒斑山 14:20 - 14:37 

トーミの頭 - 15:50 車坂峠 

 

8 月 30 日より待ちに待った噴火警戒レベル 1 になった浅間山。本当は 10 月 3 連休に

計画したのですが天候不良で延期。今年は行けないかなーと思っていましたが、時間

ができたので行くことが出来ました。私にとっては日本百名山の 98 座目になり、父に

とっては 97 座目になります。 

今回は浅間山登頂が目的で浅間山荘から行こうかとも思いましたが、やはり外輪山か

ら見る浅間山が捨てがたく車坂峠から入ることにしました。いわゆる外輪山を周回す

るルートです。 

昨年のレコを調べたらこの時期雪がついていたんですね。さすがに早朝は気温 0℃を切

っていたような寒さで地面も霜柱が凍結していました。既に晩秋の雰囲気で葉が落ち

た木々も多かったのですが眼下に広がる紅葉の景色が素晴らしいものです。印象深い

のは草すべりを降りる時に見る湯の平の景色です。  

浅間山に登り始めると人の多さにびっくりします。浅間山ってこんなに人気がある

の？まるで富士山にいるような錯覚を覚えました。それだけ登れるようになるのを待

ち望んでいる人が多いんでしょうね。登り始めると風が結構あり寒かったのですが  

秋ならではの澄んだ空気、展望が素晴らしく満足感は非常に高かったです。  

10 月下旬は、湯の平付近の唐松の紅葉が最高でしょう。  

機会があれば、そのタイミングで再訪したいと思います。 
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尾瀬ヶ原 
                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2018 年 10 月 27 日～28 日 

◆山行者：L 浅井（昭）・浅井（祐）・澁谷・兼堀（善）・畑野（仁）・畑野（順）  

◆コースタイム：10/20 鳩待峠 9：15-横田代 10：45-富士見小屋 11：50-土馬 12：40 

-龍宮小屋 14：10 

鳩待峠につくと、雨が止み計画通りアヤメ平

から龍宮小屋へ行く。 

←本当ならこの先に燧ケ岳があるのだが見え

ません。残念。 

木道が濡れて滑りそうで怖々と長沢新道を下

り龍宮小屋についた。 

◆コースタイム：10/21 龍宮小屋 6：45-山

ノ鼻 9：00-鳩待峠 10：10 

朝起きると晴れだ。朝食後、小屋の前で出

発準備をしていると、白い虹が出ていると

言われても、エ～どこに。わからないのは、

自分だけ。 

牛首に歩いていると、はっきりと白い虹が

見えてきて皆様感動し、撮影タイムです。  

霧もなくなり至仏山・燧ケ岳が見えてきま

した。 

小屋を出てすぐの中田代でノンビリとコーヒ

ーを飲み、登山者が少ない尾瀬ヶ原を楽しみ

ながら歩き、龍宮小屋から山ノ鼻までコース

タイムは、1：15 のところを 2：15 かかりま

した。静かな尾瀬ヶ原を計画していただきま

した、浅井（昭）リーダーに大感謝です。あ

りがとうございました。 

おまけで、戸倉までの道沿いの紅葉が綺麗

で、またまた感動しました。 

 

 



     - 47 - 

埼玉百名山大平山・七跳山・天目山・蕎麦粒山・有間山を回って 

記：松田弘一  

山行日：2018 年 10 月 28 日 

メンバー：L 山口裕、SL 鈴木勝、山崎寧、松田、浅倉、会員外 1 名 

コースタイム：  

■1 日目：7 時間 35 分 

浦山大日堂 BS 8:45 - 08:48 天目山林道入口- 9:05 地蔵峠 - 9:40 新秩父線 61 号鉄塔

10:00 - 11:45 大ドッケ 12:10 -独標 1315m - 13:35 大平山（埼玉百） 13:50 - 4:35 七跳山

（埼玉百） 14:45 - 15:10 大栗山 - 15:20 ハナド岩 - 15:29 ハンギョウノ頭 - 15:43 天目山

（埼玉百）- 16:18 一杯水避難小屋  

■2 日目 7 時間 10 分 

一杯水避難小屋 6:43 - 6:50 一杯水 - 7:08 棒坑尾根分岐- 7:12 棒杭ノ頭 - 7:43 蕎麦粒

山（埼玉百） 8:13 - 8:30 桂谷ノ峰 - 8:40 オハヤシの頭 8:55 - 9:25 仁田山 - 9:40 有間峠

9:50 - 10:03 ツコウの頭 - 10:35 有間山（埼玉百） - 11:00 橋小屋ノ頭 11:15 - 11:32 ヤシ

ンタイの頭 - 11:50 滝入ノ頭 - 12:30 鳥首峠 12:40 - 13:13 冠岩 - 13:39 鳥首峠登山口  

- 13:50 浦山大日堂 BS  

 

大型バックを背負っての山登りは初めてでした。大日堂バス停から歩きだすとリュ

ックが重い、不安を感じながらのスタートです。しばらく歩いていると。ここから

登って尾根に出ましょうか。 

“えっ  ここを登るんですか？” 

地図にルートがない登山は自分には、かなり大変でした。途中で足がつりそうなり

休憩してました。 その時、山崎さんから漢方薬をいただき、なんとか一杯水避難

小屋に辿り着けました。 

楽しみの夕食は山口さんが用意してくれた豚の味噌漬け焼きと炊いた白米が美味

しかったです。浅倉農園産キャベツも美味しかったです。みなさんで楽しくお酒を

飲みました。 

今回は持ってこなくても、よい物などを教わりました。地図読みは難しいですね。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大平山山頂にて           七跳山山頂にて 
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天目山山頂にて            大ドッケの気持ちよい尾根歩き  

      

山口コメント 

 

前週に隣の破線ルートのフナイド尾根から酉谷へ登りましたが、今週も秩父側か

ら長沢背陵に線無しルートから登ってみました。今回は幕営初心者の松田さんと浅

倉さん参加で一杯水避難小屋泊です。 

コースタイム見ると意外にしっかり歩けたし、コンパスと地図見ながらだったので

皆さん勉強になったかと。頼もしいメンバーが入会してくれて今後の山行が楽しみ

です。 

大ドッケからの登り自体は、線無しですが、隣のフナイド尾根や熊倉への尾根に比

べると痩せているところもないし、急な所もないし、岩っぽいところもないので心

配なく登れました。埼玉百座の 5 座これで無事登頂できて良かった。勝さん、寧子

さんいろいろと配慮いただきありがとうございました。 

浅倉農園のキャベツは生で頂きました。アンチョビドレッシングで 1 品、ごま油と

塩コショウで 1 品、いずれも絶品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  蕎麦粒山山頂にて 有間山山頂にて 
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燕岳の登山                        松浦 剛 

期日：２０１８年１１月２日～３日 

ルート：中房温泉～燕岳（燕山荘１泊） 

参加者：松浦、塩崎（会員外） 

はじめに 

今回の登山はこの夏にヨーロッパ・アルプスに同行した塩崎さんが、安曇野の穂高町

有明に棲んでいるので、一度訪問する約束をしたので今回の訪問となった。私はまだ

燕岳に登って居なかったので、燕岳や有明山の麓に棲んでいる塩崎さんと同国出来、

都合も良かった。 

１１月２日（快晴） 

７時３０分、あずさ３号に乗り新宿を後にする。久しぶりに中央沿線の景色を楽しみ

ながら、穂高町に向かう。 

１０時２０分：穂高駅に待っていてくれた塩崎さんの車に同行し、秋の深まる曲がり

くねった山道を中房温泉に向かう。 

１２時００分：中房温泉で登山届を出し燕岳に向かう。温泉からはいきなり急な登り

を強いられるが、３０分程でベンチのある休息場所につく。合戦小屋までは急な登り

が続くが、天気も良く気温も低いので、登りやすかった。合戦小屋周辺からは積雪が

あり、燕山荘までは雪道となる。小屋の周辺にはナナカマドの赤い実が快晴の青空の

中に輝いて居た。 

１６に２５分：燕山荘着。目の前に写真で見慣れた燕岳が夕日に輝いて居た。遠く縦

走路の先には昨年登った餓鬼岳が良く見えた。燕山荘は古い建物ではあるが、中々設

備も良く良い山小屋である。二人の個室であったが、夏は４人詰め込まれると云う。

夕食も美味しかった。 

１１月３日（快晴） 

６時００分：小屋発。花崗岩の間を縫うように登ると段々辺りの景色が雄大になる。 

６時２０分：燕岳山頂着。日の出前の今朝は風もあり実に寒い、久しぶりに手袋をし

たので気温はマイナス５度以下である。やがて朝日が昇り周囲の山々が見えて来る、

北には立山、剣岳が白く輝き、黒部の谷を挟み後立山連峰が針の木岳から鹿島槍まで

望めた。西には表銀座の縦走路が白く見え、

大天井岳から槍ヶ岳まで見渡せ槍ヶ岳と穂

高岳は雲に巻かれていたが、槍ヶ岳は時々

白く輝く姿を見せてくれた。７時５分：燕

山荘発、雪道の下りを慎重に下降する。こ

の日は祭日でもあり登りの登山者も多く、

下降に際してはずいぶんと待たされること

が多かった。2 日間良い天気に恵まて幸い

であった。9 時 40 分：中房温泉着、直ちに

車に乗り塩崎さんの自宅の向かう。 
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埼玉百名山 若御子・大反・矢岳・酉谷・熊倉  

    記：浅倉直人 

山行日：2018 年 11 月 3-4 日 

メンバー：L 長田、鈴木勝、山口裕、浅倉 

コースタイム： 

1 日目：8 時間 4 分 清雲寺 09:00～10:10 若御子山 10:40～11:25 大反山～フナイト尾

根分岐 13:25 矢岳～16:25 酉谷避難小屋テント場 

2 日目：7 時間 20 分 テント場 06:20～06:35 酉谷山～07:10 大血川峠 09:20 蝉笹山～

10:00 熊倉山～12:15 城山コース登山口～15:00 白久駅―電車移動―武州中川駅－清雲

寺駐車場 

寝坊して出発が遅れたことから始まり、初めてのテント山行で荷物が重く、途中皆さ

んに自分の荷物を持ってもらい迷惑かけっぱなしでした。疲れたけど、テント場での

ビールは美味しかった。もっと体力をつけなければいけないと思いました。ありがと

うございました。 
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埼玉百名山     父不見山 「ててみえずやま」 （1047m） 

記：鈴木廣 

山 行 日 ：平成３０年１１月３日（土）  

メンバー：L 鈴木（廣）、兼堀、下川、山﨑、木原、八並、尾崎、大門、渋谷、今泉  

【コースタイム】 

林道駐車場 8：20…出発 8：30…杉の峠 9：08…父不見山着 9：30～10：00… 

長久保の頭 10：20…父不見フラワーライン 11：40…林道駐車場 12：15 

 

登山口までの車道は、つつら折りが続き深い山でした。  

父不見山、杉の峠の案内板下に車を止めて、杉林の道を行く。緩やかな登り道で、  

すぐに杉の峠に着き、そこには小さな祠と石灯籠が据えられていた。  

休憩をとり左の道に進み尾根伝いに登ると、あっという間に父不見山の山頂！  

出発してからたったの 1 時間、冗談半分、誰かが他の山にも行けるねと、笑い声が聞

こえてくる。余り広くない山頂に寄り添い、ここで朝飯それとも昼飯？南側は視界が

無く、それ以外，山が見えたが関心が無く過ごした。  

山の呼び名の通り、誰一人出会いもなく淋しい。埼玉県側と群馬県側の悲しい言われ

が書かれてあった。 

しかしこれで終わりでは有りません、長久保ノ頭方面に向かうが急降下、登り返す事

数回、安全に気を使いながら長久保ノ頭に到着。破線上を南へと下る道は植林と鹿よ

けのネットが張られとても歩きづらい。でもみんなと一緒、何の心配もない。  

途中、雄大な両神山、二子山を身近に足の感触も気持ちよい。  

立ち止まる所も無いまま、フラワーライン車道におり、左にまっすぐ車の方へと向か

う。今日は秋晴れの連休、早めの下山帰宅で大成功！！  

父不見山にたくさんの参加ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 100 名山
父不見山頂上 
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（NO.26,27,28）釜の五峰-白井指-般若山    

                               記：浅井昭光 

・山行日      H30 年 11 月 3 日 

・場所       釜の五峰(565m)、白井指(639m)、般若山(590m) 

・参加メンバー   L 浅井昭光、畑野順二、浅井祐子、杉山清美、井口宮子、  

新島和子、福田譲治 -友人（お試し） 

・コースタイム---5：25(獨協大学西口発 )---長若山荘 P(7:25～7：40)---五峰入口(7：45) 

        布沢峠(9：40)---中の沢分岐(10：15)---文珠峠(10：20)---白井指(11：00) 

 文珠峠(11：20)---中ノ沢分岐(12：00)---竜神山(12：35)---長若山荘 P(14:05

～14：20)---法性寺(14:35～14：40)---般若山(15:10)----(15：40～55) 

 ---煩の湯(16：15～17：05)---草加(獨協大学西口 19：40) 

紅葉の秋空の中、7 人のメンバーで埼玉 100 名山の 3 個を行って来ました。 

長若山荘に車を止めて歩き出す。少し道は荒れているが誰も居ない静かな歩き。  

一峰は馬の背の上にあり、二峰目、三峰は岩場でロープやクサリがあり山頂は見晴ら

しが良く楽しめる。四峰、五峰は淡々と登り釜の五峰を後に白井指へと向かう。  

白井指の登山口を見つけるのに戸惑ったが踏み後を見つけて尾根を進む。幾つかの山

を越えて白井指に到着し皆で喜んで後三つ目の山、般若山へ気持ちを移した。  

般若山は、32 番の札所で、法性寺は立派な建物と風格で般若山の最高峰にそびえる処

に大きな大日如来像が収まっていた。これで私の担当が終わりホッとして帰宅しまし

た。今回参加してくれたメンバーの方々有難うございました。  

＊一口知識---今回地図を見てて、面白い漢字読めない漢字があったので紹介します。  

1.男女男----なぶる---ジョウ----弱い立場の人を面白半分に苦しめたり、もてあそぶ  

2.女男女----なぶる---ドウ------同じ意味   からかってバカにする --意味 
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埼玉百名山「釜の沢五峰と般若山」 お試し参加 

                           記：福田穰治(じょうじ) 

 

山行日：11/3(土)  

 

私の初めての山行は、リーダー浅井さん、杉山さん、私、宮ちゃん、和子さん、祐

子さん、畑野順二さんの順番で進んだ訳ですが、途中、迂回の道が何カ所か雨による

地滑りで消失していて、その度に隊列が止まります。いよいよ厳しくなった時、リー

ダーのリュックから 

ザイルが出てきたのには驚きました。そのザイルを使い、上方の立木を介して振り子

のように向こうに渡る、或いは登る、等で、全員クリアするシーンもあり特に女性メ

ンバーの力強さに感心しました。  

 

リーダーの「合ってる？」の問いに、山の会の誰かに聞いてダウンロードしたとい

うスマホマップを見ては、「合ってまーす」と答える和子さんの声が心地よく、時とし

て「外れてまーす。止まって下さーい」にはハッとしますが、頼もしいナビゲート、

安心感満点でした。宮ちゃんには、ゆずをもっと取ってあげたかったので、次回には

何か小さくて軽い小道具をと考えています。  

 

次の朝、寝床から起き上がる時、どこが痛いのか意外に痛くないのか、山行終盤に

痛かったつま先か膝か、ドキドキしましたが、両太ももの激痛でした。でも、なぜか

ちょっと嬉しい気分で、家の階段の登りは良いのですが、下りは横歩き 1 段ずつで、「ダ

セーッ」と後ろから笑う三女を踊り場で先に行かせ、出社後は、他の社員に悟られな

いよう、なるだけデスクワークでした。（すぐばれましたが…）  

 

元、山ガールの長女に借りたリュックは、私の汗を充分に吸ってしまったし、今後

も必要な事が決まったので、色を付けて買取ろうと思っています。皆さん、愛と感動

ありがとうございました。大好きです。そんな訳でこれからも宜しくお願いします。       
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中山道 NO14 

（上松～南木曽）30 ㎞ 

記：鈴木 廣 

 

 

 

 

平成３０年１１月１０日（土）～１１日（日）天気晴れ  

参加者：L 石井(美）・兼堀(善）・鈴木(廣)・染谷・浅井(昭)・渋谷・兼堀(恵)・出口・八

並・畑野(仁)・平野・鎌形・小林 (い)・杉山・木原・大門・黒沢・鈴木・文子  

計１9 名 

 

11 月１０日(土)  歩程４時間  

上松駅 11：00～須原民宿【いとせ】15：00 

上松駅到着後グループ 1(16 人)、グループ 2（女性３人）

と別れて、午前１１時に出発した。  

まずは観光地の（寝覚の床）と、言う、浦島太郎伝説の

場所であるが、海での昔話だと思い矛盾しているような気

がします。高台からの展望だけで、先を急ぐため後にする。 

早朝から電車に乗って長かったせいかもうお昼。（小野の

滝）11：50 に着き、滝を眺めながらの食事、山は赤、黄、

緑一面紅葉で素晴らしい。あとは宿を目指して、ひたすら

歩いたみたいでした。 

女性グループ 2 が倉本駅を出るのを聞き、我々は猿沢橋に三～四、五分待っていて、

通過するタイミングを見て、一斉に手を振ってやった。電車からも気づいた皆は喜ん

だ。しかし後で聞いたところ、山側に座り気づかないと知り、ガッカリした。空には

とんび、丘ではとんまな行列、とんだ笑い話となりました。  

（神明神社の大杉もみたね）ジャスト 15 時に早い民宿【いとせ】に着き、男性が先に

お風呂を頂く。後はこれしかない、座卓に酒とつまみを並べて乾杯した。窓から西日

が眩しい。 

女性達も集まり、話題に花を咲かせる。夕食の時間、またも馬鹿みたいに飲み始め

食事も美味しい。今日はここらでやめて…おやすみ。 
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11 月 11 日（日）歩程 6 時間  

民宿【いとせ】8：00～南木曽駅 13：45           

翌朝 8：00、出発前、【いとせ】をバックに集合写真をと

る。きっと良い写真として残るでしょう。  

今度はグループ 1(14 人）別行動のグループ 2 に女性２人

がプラス 5 人でのスタート。 

直後カメラマンが異常に気付く、ＳＤカードが入って無いまま撮り続け、昨日と朝

の写真がカラ撮りだった。代２のカメラマンにより須原宿の看板下で再度、集合写真

をバッチリと決める。朝の【定勝寺】木曽三大寺の古刹、大きく風格ある静かなお寺

でした。それから【岩出観音】に行

き、岩山にせせり建つ、まるで清水

寺を小さくした感じ．大桑ドライブ

イン 10：10 大桑村民家を過ぎ、【天

長院)】マリアを抱いた石仏が見所で

ある。 

大桑駅にて昼食、野尻駅 10：50～

11：20 十二兼 12：15 あとは南木曾

駅へと向かう。 

南木曾駅近くの桃介橋を渡る。福

沢桃介と言う人が電源開発期に掛け

た日本最大級の吊り橋で木組がすばらしい。第 2 グループ 5 人文子リーダーと合流、

またも見学チームと別れる。私達は駅へと向かい、午後２時に到着。これで今回は終

了。電車の発車は午後４時？時間調整、酒屋へと二回繰り返した。皆で飲む酒はとて

もおいしい。昨日と今日は汗ばむほどの陽気、景色も最高でした。リーダーの石井さ

ん、お疲れ様でした。京都まで楽しみです。  

次回からもよろしくお願いします。ありがとうございました。  
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破風山・山行報告（626,5ｍ）（埼玉 100 名山） 
 

日時・・・・・・Ｈ３０年１１月１４日（水）         記・阿部 芳夫 

メンバー・・・・Ｌ阿部・兼堀（善）・芳野・山本・  

浅井（裕）・小野寺・平野・大門・今泉  

【コースタイム】 

新越谷ホーム集合発-6：17＝＝羽生-7：21＝＝皆野駅-8：58 着 

 山準備して-9：10 出発～高橋沢登山口（野巻林道入口） -9：45～ユズ園-10：50～破風山   

 休憩所-11：20～昼食-11：45～破風山頂上 -11：50～椋宮登山口（野巻林道入口）13：15                

 下山～皆野駅-14：10 着・皆野駅発-14：56＝新越谷着 17：09・打ち上げ 

 

今日は天気は大丈夫な予定だ、羽生で秩父線に乗り換え時に改札で聞いたら、今日は県

民の日で割引のフリー切符が使えると言われた、だいぶ安いラッキーだ。現地に着くと天

気も山行日和の天気だ、一安心する。駅前で登山の

支度をして軽く運動して出発だ。車道をしばらく歩

き登山口に着く、そこで上着の調整をして少し休憩

し登山口から入る。しばらく林道歩きだ、途中野生

のユズがなっている、皆でもいで食べたさっぱりし

て美味しい。山道に入るとやはり急登が待っている、そのうち２か所の階段状の急登を過

ぎるとユズ園に出る。登山道からは入れないように一面に柵がしてある。中はユズの木で

いっぱいだ、どの木にもユズが「タワワ」になっている、見事なものだ、道の脇には無人

のユズ販売所がある、何人かはユズを買っている、ユズを見ながら登って行くと東屋があ

る、休憩所にもなっている。もう頂上はすぐ上だ、昼には少し早いがここで昼食にしよう

とザックを下ろし思い思いに昼食をとっている。そこから頂上は５分ちょっとで到着だ。

頂上には何組か休んでいる、自分たちは休んで昼食をとってきたばかりなので、頂上では

写真を撮ってもらい少し立ち休みをして下山に着いた。又反対側のユズ園の近くを降りて

行く、下りは登りほどの急坂もなく気持ちよく下る事が出来た。途中パラグライダーの発

着所もある。何かわからないが何かの木の実

も色々ある、小さな実を誰かがかじって柿の

実のようだとも言っている。そうこうしてい

るうち椋神社だ、もう登山口に下山できた。

ここからは車道を歩かなければいけない、２

０分位歩き川の近くで「前原の不整合」とい

う一億五千万年前くらいの岩の断層を見るこ

とが出来たそこを見学し、皆野駅に到着だ。

次の電車までは５０分位ある、しかし駅前に

は店がないビールを買うことができない、すると裕子さんがタクシーでビールを買ってき

てくれた。うれしい、皆で感謝してホームのベンチで乾杯した、ほんとうにおいしかった。  

そのまま電車に乗り新越谷に来て打ち上げをした。皆さんお疲れ様でした、  

有難うございました。 
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埼玉 100 名山  ＜猪狩山・大峰山＞ 

 
                            記：青木 麻子 

日程   ：2018 年 11 月 17 日（土） 

メンバー ：Ｌ青木 ,山口(裕）、山崎(寧)、八並、鎌形、土屋、兼堀 (善 )、石川、浅倉、 

コース    8:10 三峰口駐車場 → 8:40 御岳山登山口 →10:10 タツミチ分岐→ 

      11：00 猪狩山山頂 → 13：20 古池バス停  車で移動  

14：30 栃本駐車場 → 14：50 大峰山山頂 → 15：20 栃本駐車場 

       

いつも山行に参加させてもらうばかりの私が今回は初のリーダーです。  

前々日からお天気が怪しく延期の心配もあったけど、奇跡的に回復し決行となりま

した。当初の予定では三峰口駐車場からバスで古池まで行き、そこからスタートのは

ずでしたが、間に合わず贄川からのコースに変更です。先月の会員バスハイクで来て

いるので少しは覚えているかと思いましたが歩き始めると、あれ、こんな歩きにくい

道でしたっけ？落葉がかなり積もって滑りやすく、道を隠してしまっていました。後

ろについてくれた山口さんに確認しつつ進みます。そして途中迷いつつもやっと猪狩

山山頂らしきところに着きました！そこでお昼休憩をとったあと、秩父御岳山へ行く

予定を変更し急きょ埼玉百名山の大峰山を登ることにしました。山頂からは秩父御岳

山とは反対の古池方面へと下りていきました。かなり急で登り以上に歩きにくく分か

り辛い道でしたが、ベテランの先輩たちがいてくれ

たおかげで安心して下りてくることができました。 

猪狩山を下山後、今度は大峰山を目指します。車

でかなり近くまで上っていく事ができるのでラク

チンです。 

駐車場からは１時間足らずで登って下りてくる

ことができ、落葉をザクザク踏みながら秋の午後の

楽しい山歩きになりました。  

 

今回、計画書作りから日程、コース他ほぼすべて

にわたり相談に乗ってくださった山口さん、貴重な

シーズンに参加してくださった寧子さん、八並さん、

鎌形さん、土屋さん、兼堀さん、石川さん、朝倉さ

ん、本当にありがとうございました。  

私がもっと経験を積んで、少しは安心できるよう

になったら是非また一緒に登ってくださいね！  
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観音山（埼玉百 No.55）・御嶽山（埼玉百 No.31） 

 

記：松田 武 

山 行 日   2018 年 11 月 20 日（日）晴れ 

参 加 者   L.松田武、小野寺英子、小林いつ子、山崎正夫、兼堀善和 

コースタイム  

草加松原西口 6：00＝花園 IC＝観音院駐車場 7：50/8：10…昇龍の滝分岐 

8：20…日尾城址跡 8：50…観音山分岐 9：25…観音山 9：55（休憩）10：45… 

観音山分岐…観音院 11：15…観音院駐車場 11：30＝車移動＝登山口 12：45… 

御嶽・鏡岩分岐 12：50…御嶽山 13：05（休憩）13：35…蓮池分岐…金鑽神社 

14：00…蓮池分岐御嶽・岩鏡分岐 14：30…登山口 14：40＝本庄児玉 IC 

＝草加松原西口 16：50 

 

駐車場から仁王門とは反対側にあるトイレ脇の登山口から歩き始める。しばらくすると昇龍の

滝分岐となる。滝には寄らず荒れた道を行くと切り立った岩の間を抜けると視界が開け牛首峠

に着く。 

落ち葉の道を慎重に歩き日尾城址跡と思われる所に着くが、城があったとは思えない小さな

看板ある狭い所でした。 

小休止して、トラバースで歩きづらい場所を通り、短い鎖場、木段を登り、観音山分岐を経て

観音山頂（698ｍ）に到着する。山頂には二等三角点があり、低山のわりには眺めが良く、武甲

山や両神山、二子山が良く見える。昼には大分早いが湯を沸かし、カップラーメンを食べしばし

寛ぐ。 

観音山分岐に戻り、長い木段を「仁王尊細工場跡」、「馬の蹄跡洞窟」、「矢抜け穴」など史

跡を示す案内板を見ながら下る。 

秩父札所 31 番の観音院に到着、鷲の岩屋という岩壁を背負った本堂はなかなか見応

えがあり、ご利益があり

そうです。ここから仁王

門まで 296 段の石段を下

ることになります。急な

石段を下って行くと、途

中に短歌や俳句の碑が数

多くあり癒されます。 

11時 30分観音院駐車場

に着き、これで計画していた

ミッションは完了しましたが、

まだ家に帰るには早過ぎ

る！帰りたくない！などの声

が出て、来春予定していた

短時間で登れる御嶽山に

行くことが決まった。 
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御嶽山については以前にネットで調べていましたが、予定していなかったため詳細地図を持

って来なかった。そのためスマホのナビを使い登ることにした。  

カーナビを頼りに一時間ほど車移動して登山口らしき場所に車を止め歩き始める。舗装され

た急な林道をしばらく登ると舗装が無くなり登山道らしくなる。軽トラが 3 台駐車している所に来

ると作業員らしき人がいて、道を聞こうと思っていると「御嶽・鏡岩と金鑽（かなさな）神社へ」

の分岐の標識が現れ一安心する。 

御嶽山に登り、金鑽神社を見て車に戻ることにした。山頂までわずかで、途中で山道

整備の作業員と数人の観光客に会うだけで、登山者に出会うことはなかった。 

ほどなく御嶽山頂に着く。山頂はわずか 343.4ｍですが東側に岩峰があり、赤城山、

榛名山、奥白根、筑波山などが一望できた。岩峰から少し下ると「弁慶穴」があると

いうので寄ってきました。しゃがんで入れるくらいの岩穴でした。 

さらに下ると国指定特別天然記念物の「鏡岩」に出る。脇で作業していた高齢の人

が、子供のころ、ピカピカに輝く「鏡岩」滑り台にして遊んだと話してくれた。今見

ている「鏡岩」はそのころの輝きは無く、表面も荒れている。「鏡岩」を下から見ると

結構な傾斜で、やんちゃ坊主だったんだと思った。 

蓮池分岐を過ぎると、屋根に銀杏の葉を積もらせ、黄金に輝く庫裡の脇を通り抜け金鑽神

社に到着する。境内は、霊場らしい森厳とした雰囲気です。 

車までのルートをスマホのナビで探し、蓮池分岐を経由し迂回路で御嶽・鏡岩と金鑽神社の

分岐まで戻り帰路についた。 

 

＃金鑽神社について＃（出典ネット） 

金鑚（かなさな）神社があるのは、埼玉県の北西部、神流川を挟んで群馬県と接す

る神川町。中央に県内最北の山・御嶽山（標高 343.4ｍ）が聳え、その山麓に金鑚神社

は鎮座。金鑚神社は県内でも格式の高い古社。由緒ある霊場の金鑚神社は見所も豊富。

国の重要文化財である多宝塔。背後の山を御神体とし、本殿のない特殊な造りの社殿。

境内は森厳として美しく、清らかな沢が流れ、寂びた石組みの参道には、大木と御神

木が並び立つ。 
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周助山～竹寺～子の権現～秩父御岳神社 紅葉探訪 

記：山口裕史  

山行日：2018 年 11 月 23 日 

メンバー：L 山口裕 （単独） 

コースタイム：5 時間 20 分 

7:50 原市場中学校バス停 - 8:20 周助山 - 8:30 ノボット(登戸) - 8:55 烏帽子(高谷山・タホ

ガイ) - 9:10 仁田山（嶺）- 9:40 竹寺 9:50 - 10:10 豆口峠 - 10:35 子ノ権現（休憩）11:15 - 

12:10 秩父御嶽神社 12:30  - 13:10 休暇村奥武蔵  

 

秩父御岳神社の紅葉を愛でに行ってき

ました。真っ赤に染まる紅葉を楽しみ

にしているのと、足腰の神様を祀る子

の権現で今年事故もなく歩けたことの

報告と来年も充実した山歩きができる

ように祈願することが定番となってい

ます。 

今回は 2012年版の昭文社の地図に線が

ない周助山から入り、竹寺、足腰の神

様の子の権現を経由して秩父御岳神社に

降りるルートを選びました。ほぼ展望は

ありませんが、自分の体力を図るにはソ

ロで一人静かに長く歩ける楽しいルート

でした。 

 

秩父御岳神社は 24、25 日が紅葉まつりで

すが、1 日早くて催し物がやっていないの

が残念でしたが、もみじの色づきはまず

まず。でも今年は一斉に赤くなっているわけではなく、最高に素晴らしい年（2013

年）を見ているとちょっと物足りないかもしれません。今月は埼玉百座のためもあ

り毎週秩父・奥武蔵を歩いたわけですが、どの山行でも標高差があるので毎回紅葉

を楽しめました。 

おすすめのコースは以下の通り。 

・初心者なら御岳神社～子の権現～浅見茶屋でうどんを食べるべし。 

・少し歩きたいなら子の権現～竹寺～さわらびの湯で汗を流す。 

・もう少し歩きたいなら、正丸峠～伊豆ヶ岳～子の権現～秩父御岳神社がお勧め。 

・ガッツリ歩きたいなら、子の権現まで登り南に飯能まで、もしくは北に芦ヶ久保 

まで、または今回の周助山までのルートを取ると 15km 越えのコースになります。 
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丹沢主稜縦走（1673ｍ） 
                             記：鎌形 瑞枝 

日  時・・2018 年 11 月 23～24 日 

メンバー・・L.鎌形、平野、村上 

コース・・・ 11/23 草加駅 6：00―6：10 北千住 6：16―6：50 代々木上原 6：56― 

       8：07 秦野駅８：52―ヤビツ峠 9：50・・11：45 三の塔・・14:48 塔

ノ岳・・16:00 丹沢山・・みやま山荘 (泊) 

11/24 山荘７：00・・8：45 蛭ヶ岳・・12：35 檜洞丸・・15：15  

     西丹沢―17:00 新松田―草加 

 

 秦野駅はヤビツ峠行きの人の列でビックリ。定刻で臨時便と２台出て行ったが中々

順番がこない。首都圏に近くさすが３連休。ヤビツ峠からは大山へ向かう人もいまし

た。25 分車道を歩き登山道に。烏尾山で雲間から富士山の頭が見えましたがその後は

ずっと雲の中でした。行者岳付近は崩壊等でかなり道が整備されています。本日の鎖、

岩場でした。塔ノ岳は大倉からもありにぎやかでした。富士山は明日にお預けです。

相模湾が光っていて、大島、江の島、伊豆、房総半島、スカイツリー等確認できまし

た。いくつものピークを越え丹沢山に到着。山荘は目の前です。三回戦の最終での食

事でした。 

 翌朝は、霜ではなくうっすら雪がありました。山荘のおかみさんに、蛭が岳の下り

は凍っているので気を付けてと助言がありましたがだいぶ陽も上がり、無事下る事が

出来ました。丹沢山の西と東では気温が違うことを感じました。霧氷出現。今季初！  

蛭が岳 遠望 

危険個所、いくつかのピークを越え檜洞丸直下、青ヶ岳山荘着。120 名宿泊者あっ

たとの事。本日はずっと富士山が見えていました。遠くに雪の南、北アルプスも！！  

ツツジ新道を西丹沢に下る。増水時は渡渉となるゴーラ沢の存在を忘れていました。

五月のシロヤシオに思いを馳せつつバス停に向かいました。アップダウン多く、トー

タルの標高はかなりになるのでは？初主稜縦走お疲れ様でした。  
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八ヶ岳(赤岳～横岳～硫黄岳) 

 

記： 山崎寧子 

リーダー鈴木勝、山崎寧、殿塚、好田、松田弘、会員外 1 名 合計 6 名 

11/23：  

赤岳山荘駐車場 10：40—（南沢）--14：00 行者小屋テント場（泊） （休憩含む） 

11/24：  

6：00 行者小屋テント場－（文三郎尾根）--7：50 赤岳頂上－8：40 地蔵の頭－ 

－10：10 横岳－11：40 硫黄岳－13：00 赤岳鉱泉－14：00 行者小屋—（南沢）-- 

－16：30 赤岳山荘駐車場 （休憩含む） 

 

【感想】 

寒い、寒い、八ヶ岳の冬は寒い。2 年前の 12 月末 赤岳へ雪道を歩いたことを思い出

した。あの時も寒かった。 

今回臨むのは、横岳と硫黄岳はじめていく周回コース、いつまでも続く長い稜線が、

果てしなく終わらないかと思ったほど長く、果てしなく終わらないでほしいと思って

しまうほど美しい山々を眼前に並べる。 

私は、眩暈で 2 度ふらついた、体が重い、頭痛が激しい、吐き気がおさまらない、そ

してうずくまった。。。これが、高山病というものなのだ。 

初めての経験だった、新鮮なおどろきに、やってくれるな八ヶ岳めと、わくわく感じ

た。 

私の基本スタイルは、やはり「ソロだ」。ソロだったら、やばいのかな？ 

山は、弱い人間に味方をしない。山は、強い人間の味方 

久しぶりの 2500ｍ超え。重たいからだを前に進ませながら、今登りながら「しんどい

なぁ」と感じ、登りながら「かったるいなあ」と感じ、登りながら「歳を取ったなぁ」

と感じ、登りながら感じるマイナスの気持ちに負けてたまるか。と楽しかった。 

新人の松さんは無口だ。溢れる笑顔から、山行の楽しさを感じ取れた。それが嬉しか

った。 

年配の殿様が、脚が・・・といいながら、がんばっていた。その時折りゆがんだ顔が、

生きてる実感をくれた。 

リーダーの軽快な歩みを追いかけながら、この人は何人連れて歩いてきたんだろう？

と思った。 

来たかった横岳、硫黄岳、イメージしていたのとちょっと違った。「ちっぽけだ。」 

こんなに壮大な山もちっぽけだ。人の一生はもっとちっぽけだ。下界のくだらない出

来事が、みんな消えていく感じがたまらない。 

だだっ広く横に長い尾根と、このパーティに感謝。 
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        丹沢 水無川 モミソ沢 アイゼントレーニング 

  

L：長田 一樹 会員外 

 

平成 30 年 11 月 25 日 

大倉バス停 8:50→10:25 モミソ沢取り付き 10:35→11:10 三段 10m11:25→11:55 大棚

12m12:10→12:30左岸尾根 :大休止 13:10→左岸尾根下降→14:10懸垂岩上部→14:20取

り付き 14:30→大倉バス停 15:35 

 

ほぼ恒例になりつつある、ヒルが居なくなったこの時期に丹沢へアイゼントレに行っ

て来ました。 

去年も行っているので、今回はコンパスと地形図無しでスマホ GPS のみでチャレンジ

してみました。 

 

これも冬山登山の予行練習と自分に言い聞かせ、取り付きまでは林道をテクテクと歩

く、汗ばんでそろそろ退屈になった頃に到着。すでに懸垂岩にはロープが簾のように

掛かっているのでアイゼン履いて手袋付けてモミソ沢に入渓する。  

ガリガリやりながらバランス取って小滝を登り、三段 10m 滝に到着、練習なのでロー

プ出してカムも使って登る、中間部までは問題無し、上部で去年は右側登っていたの

だが、今年は左を登ってみようとしたら、プロテクションが取れず思いの外、苦労し

たが何とか突破。 

その先は狭いゴ

ルジュで、狭い滝

に挟まれ左右の

壁にアイゼン張

って登って、大滝

へ 

 

大滝に先行Ｐが

いたのだが、巻い

ているのか？ 

大滝は登らず左

側の泥付きの狭

いルンゼを登っ

て 苦 労 し て い

る？大滝は登らないようなので、ロープ出して登攀開始する。  

落ち葉が邪魔で、ホールドスタンス解り難いが、上部までは苦労せず到着、上部核心

は右に移動してガバ取ってアイゼンをスメアで張ってクリア、後続引き上げて、陽の

当たる左岸尾根に上がって、紅葉を眺めながらのランチ休憩、食べ終わって一服した
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ら下降を始めるのだが、スマホ GPS のレスポンスが悪く実際の進行方向とマッチしな

い感じで、どうにもならず右に吸い寄せられる事、3 回（汗）その度に左にトラバース

修正して、漸く目的の尾根に乗れました。  

 

懸垂岩上部に着いて下

を見ると、朝方の大人数

パーティーは居なくな

っていて、ガイドさんと

クライアントか？がロ

ープワークの練習をし

ていたので、上から声を

かけて懸垂下降して終

了。 

 

左岸尾根は地形図に載

らない小尾根が多いの

で 、 感度 の良 い 専用

GPS か地形図とコンパ

スの方が向いていると思いました。  

帰りは、電車バス登山の特権（笑）焼肉を食べてホッピー呑んで帰ってきました。  
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～新入会員紹介～ 

【住所・生年月日・TEL・血液型は会員名簿に記載】 

 

 齋藤 正克 H29 年 12 月入会  

 

草加山の会の皆様いつもお世話になります。  

入会のきっかけは山の知識や歴史を学んで行きたいと思っ

ていたからです。 

日本 100 名山達成出来たらと目標持って頑張ります！まだ

まだ、わからない事だらけですが、皆様これからもよろしく

お願いします。 

 

 松田 弘一 H30 年 8 月入会  

 

登山は 2年前に初めて山岳ガイドのツアーで川苔山に登りました。初めての登山道、

尾根道、林道、残雪が少し残っていたり、傾斜がきつくて歩きが大変でした。 

山頂、手前の道には落ち葉がたくさん落ちていてそこを歩

くとフアフアして感覚が面白かったです。 コースタイム

は 7 時間ぐらいかかりました。そんなに歩くとは思ってい

なかったので、とても疲れましたけど緑を感じながらの歩

行は癒されました。 

今度は違う山に登ってみたいと思いました。  それから

色々な登山ツアーに参加したり、そこで知り合った仲間同

士で登ったりしました。 

知識も経験もないので、山岳部に入会してみようかなと考

えネットで調べましたら草加に山の会があると知りました。  

テント泊、山小屋泊縦走、沢登り、クライミングなどに興味があります。  

今年は冬山にチャレンジしたいと思っています。  

寒いのは苦手ですけど。  

草加山の会のみなさん、ご指導よろしくお願いします。  

 

 浅倉 直人 H30 年 6 月入会  

 

沼田さんの紹介で入会しました。  

これからも宜しくお願いします。  

山の会で一番若い仲間です。皆さんで大いに山に沢に…と  

活動を広げて貰いましょう～ 編集者から一言 
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 今泉 優子 H29 年 12 月入会  

 

私の、草加山の会入会のきっかけは一般公開バスハイク募集を広報で見た事です。  

思いきって電話しました。その時のリーダー長田さんより 

山の経験はありますか？の問に高尾山と筑波山に登りましたと

答えました。 

ニッコウキスゲを楽しむ霧ヶ峰ハイキングに参加させて頂きま

した。山頂からの景色がキレイでした。  

野菜スープも美味しかったしランチタイムが楽しかった！！  

その時、山っていいなぁと強く感じました。  

福島県出身の私ですが、山登りには無縁で過ごして居たことにな

んてもったいない人生を送ってしまったと後悔でいっぱい…  

山は凄い！！森林に吹く風、山頂からの絶景、皆で食べるおにぎり、どれを取っても

感動です。 浅井祐子さんのお誘いで来年、雪山に挑戦の予定です。 

楽しみが広がり日々の生活にも張り合いが出て来ました。  

会員の皆様の優しさの中での山行、本当に有り難く感謝でいっぱいです。  

これからもどうぞ宜しくお願い致します。  

 

 

 山田 朗子 H30 年 4 月入会  

   

山できれいなものや素晴らしい景色に圧倒され事が好きです。 

山の花には心ときめきます。 

山で考え事をして自分と向き合うことが好きです。 

出来るだけ百名山と北アルプスを歩きたいと思っています。皆

さんとも山歩きして、いろいろ教わりたいので、 

よろしくお願いします(*^-^*) 

 

 

 高木 英壽 H30 年 1 月入会  

 

会社の人に誘われて始めた登山。楽しく充実した登山をし

てきたのですが、会社の人以外の人と登山をして経験を積

み、視野を拡げたいと考え草加山の会の例会を見学しまし

た。山の会の人たちの元気な姿に私もそうなりたいと思い

お試し山行を経て迷いなく入会しました。入会後は想像し

ていたより山行に参加できず、また自身の体力の無さに残

念感満載ですが、焦らずマイペースに楽しんでいきたいと

思っています。 



     - 67 - 

 

◆ 土屋 玲子 H30 年 1 月入会 

 

現在は越谷市在住ですが、草加市出身です。 

登山を始めたきっかけは昨年、ツアーで富士山に登ってみ

て辛かったですが感動し、他の山にも登ってみたいと思う

ようになったことです。 

そして、ちょうど一年前の 11 月に九鬼山にお試し山行で 

参加し、その後入会させて頂きました。 

登山に関して知らないことばかりで、どの山に行ったらよ

いかもわからず、例会で計画が出た山を調べるのも１つの

楽しみです。 

そしてこの一年間でいろいろな山行に参加させてもらい

ました。初めての山ばかりで毎回わくわく、ドキドキです。 

頂上に着いた時の達成感や素敵な景色に日常では味わえない感動を毎回感じていま

す。まだまだ皆さんについて行くだけで精一杯ですが、少しずつ経験を積んで末永く

楽しみたいと思います。 

行ってみたい山は那須岳や、安達太良山、燕岳などです。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

◆ 岸野 康恵 H29 年 12 月入会 

    

 

個人では行かれないような山に連れて行ってもらいた

いと思い、入会しました。  

今年は初めて沢登りに参加して、充実した夏を過ごすこ

とができました。今後はぜひ雪山にチャレンジしてみた

いと思っています。よろしくお願いします。  
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  最近新聞に掲載されている脳トレ川柳・サラリーマン川柳から  

 

  ふふふ・・・と思ったのを白紙ページを埋めるのに拾ってみました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

まさかこの歳になっててんとさいと編集をやる事になるとは思いもしなかったが、  

行き掛かりで受けてしまった。新入会員さんの顔写真は全部山本さんに作って貰い、  

お手上げ状態の原稿が来たりで随分とお世話に成り、本当に助けて貰いました。  

以前にやってるので備忘録に残して有ったのですが、パソコンが変わってるので全く役立たず

で焦っちゃいました。  

今回ページ数が少なく、〆切 2 週間前になってから急遽、新しい方に紹介の原稿のお願いをし

たので大変だったと思います。送られて来たときにはホッとしました。  

てんとさいと原稿も例会でなるべく早めに提出を…と、お願いしただけで殆どの方が催促する

事は有りませんでした。只、待つ事の大事さも分かりました。  

〆切間近かだった山行の原稿も上がって来たのにはビックリでした。  

有難うございました。  

今迄、原稿は〆切ギリギリ迄温めてた私ですが、今回充分に反省しました。  

なるべく早めの原稿提出に心がける事にします。皆さんも宜しく～～（笑）  

下手な編集者で多少の違いが生じてるかも知れませんがどうぞお許し下さい。  

今回たっぷりと認知予防になった事は間違いないですね！  

今、ホッとして忘年山行・忘年会も楽しむことが出来るでしょう～～    小の寺 
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